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 平成２６年度第４回子ども・子育て会議における主な意見と対応  

  

１ 素案の一部を修正又は追加するもの 

項目 委員 意見内容（要旨） 対応等 頁 

子どもの貧困
の問題に対す
る総合的な施
策の推進 

藤井
委員 

「学習支援事業」の場所、ボランティアの
確保について、社会福祉協議会等との連携
など、つながりをつくっていくことについ
て、計画に記載することを検討してほしい。 

生活困窮世帯学習支援事業やひとり親家庭
学習支援事業等の実施に当たっては、いず
れの事業も、教育委員会や社会福祉協議会、
母子会等の関係機関と連携して実施するた
め、後段部分の説明を修正する。 
 
〔主な施策展開① 2行目〕 
「・・・不利益な影響を受けることのない
よう、関係機関等とも連携しながら、学習
支援を行います。」 

8 

障害のある子
どもに対する
支援 

米川
委員 

「こども療育センターにおける支援の充
実」とあるが、センターだけが支援をして
いるところではなく、児童発達支援事業所
もやっている。センターの充実はよく分か
るが、児童発達支援事業もいるのではない
か。また、「療育支援」の方がいいのではな
いか。 

「障害のある子どもへの地域等における生
活支援の充実」における説明を追加・修正
する。 
こども療育センターにおける支援は、療育
支援以外の支援もあるため、そのままの表
現とする。 
 
〔主な施策展開③ 1行目〕 
「児童発達支援センター及び児童発達支援
事業所などの専門機関相互の連携やこれら
の機関と保育園、幼稚園、学校等との・・・」 

11 

川口
委員 

「療育センターにおける支援の充実」でい
いのか。児童福祉法の改正で、療育センタ
ーという文言もあるが、「児童発達支援セン
ター」という言い方が出てきている。市町
村によっては、そういった文言でまとめら
れているところがある。 
民設・民営でやっている自分の事業所では、
療育センターのサービスが受けられない子
どもを受けたりしている。 
児童発達支援センター、放課後等デイサー
ビスの事業所などと一体となった支援。横
浜は、「児童発達支援事業者等と連携した支
援を充実させていく」という書き方になっ
ている。こうした考え方は大切なことだと
思う。 

「福祉教育の充実」が必要なのではないか。
横浜市の計画には、「障害への理解を促進す
るための取組をする」と入っている。 

「広島らしい教育」の主な施策として、「ひ
ろしま型カリキュラム」と「平和教育」の
推進を位置付けている。「福祉教育」につい
ては、「キャリア教育」等と同様に、各教科、
道徳、総合的な学習の時間など教育課程全
体の中で位置付けており、素案の修正は行
わない。 
発達障害については、市民理解の促進につ
いて追加する。 
 
〔主な施策展開② 7行目〕 
「・・・情報交換の場の提供や市民の理解
の促進に取り組みます。」 

10 

教育・保育サ
ービスの充実 

梶原
委員 

「教育・保育サービス」の私立幼稚園、保
育園の支援には、「認定こども園」を入れて
もらいたい。 

「私立保育園・幼稚園等への支援」の「等」
で想定しているものだが、明記する。 
 
〔主な施策展開④〕 
「私立保育園・幼稚園・認定こども園等・・・」 
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項目 委員 意見内容（要旨） 対応等 頁 

いじめ、不登
校、非行等対
策の充実 

下西
委員 

「いじめ、不登校、非行等対策の充実」に
ついて、福祉的課題を持つ子どもが増加し
ている現状をみるにつけ、家庭、学校、留
守家庭子ども会、児童相談所のつながりが
あまりできてないのではないかと思う。そ
れぞれの連携がとれていれば、早期の解決
ができたというケースもある。個々の機関
の連携をつくっていく職種として、スクー
ルソーシャルワーカーの拡充も考えてもら
いたい。 

概要版の「スクールカウンセラー活用事業」
を「スクールカウンセラー・スクールソー
シャルワーカー活用事業」とする（本編に
は記載済み）。 

31 

計画の推進 
米川
委員 

障害福祉計画との連携はどうなっているの
か。それも書いた方がいいのではないか。 

計画の推進体制において「他の部門計画と
の連携」について記載しているが、表現を
工夫する。 
 
〔（１）行政の推進体制 4行目〕 
「さらに、第４期広島市障害福祉計画、広
島市教育振興基本計画など他の計画との調
和を図り、・・・」 

69 

 

２ 既に計画に記載しているもの 

項目 委員 意見内容（要旨） 対応等 頁 

障害のある子
どもに対する
支援 

米川
委員 

「生活支援」、「療育支援」を明確にした方
がいいのではないか。 

こども療育センターにおける支援は、療育
支援以外の支援もあるため、そのままの表
現とする。 

10 

重症心身障害児、医療支援が必要な子ども
への対応が抜けているのではないか。 

「障害のある子どもへの地域等における生
活支援の充実」において、医療型を含めた
障害児入所施設に入所している子どもへの
支援について記載している。 

11 

教育・保育サ
ービスの充実 

米川
委員 

文章の中に「利用者支援」という言葉を入
れたほうがいいのではないか。また、「多様
な教育・保育サービスの提供」は、「地域子
ども・子育て支援事業」にしたほうがわか
りやすいのではないか。 

「利用者支援」については、「子どもと保護
者等が、多様な教育・保育施設や地域の子
育て支援事業を円滑に利用できるよう、情
報提供及び相談・助言等を行うとともに、
関係機関との連絡調整等を行います。」の標
記で説明していること、また、量の見込み
と確保方策の中で具体的な事業、数量を説
明していることから、改めて記載しない。 
施策を取りまとめた表題については、この
項目で、地域子ども・子育て支援事業の一
部（全てではない）と、それ以外の障害児
保育等を主な施策として整理しているた
め、それらをまとめた表題として「多様な
教育・保育サービスの提供」としている。 

21 

幼児期の教育の必要性についての記載があ
ったほうがいいのではないか。 
 

「知・徳・体の調和のとれた教育の推進」
の【現状と課題】の中で、「生涯にわたる人
格形成の基礎を培う幼児教育が重要である
ため、教育の質の向上と幼児期から学童期
を通して一貫性のある教育を行う必要があ
ります。」と記載している。 

29 

３法の関係の計画なので、「認定こども園」
がもう少し多く入ってもいいのではない
か。 

認定こども園については、「教育・保育の質
の向上」や「保育園入園待機児童の解消」
において記載しているほか、認定こども園
ヘの移行促進の考え方についても、確保方
策における需給調整の中で記載している。 

22 
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３ 質問等に対する回答 

項目 委員 意見内容（要旨） 対応等 頁 

計画の基本的
な考え方 

米川
委員 

基本的視点（２）の「片働き家庭」という
言葉に違和感がある。 

同じ意味で、「両親のどちらかが専業主婦
（夫）の世帯」を使用している例もあるが、
共働き家庭と対比するものとして、国（内
閣府男女共同参画局）が使用している「片
働き家庭」を使ったもの。 

3 

施策推進に当たってのポイント③で、「社会
的養護」ではなく「社会的支援」となって
いるのは、どう捉えたらいいのか。 

虐待等の理由により家庭で生活できない子
どもなどに対し、公的な責任として社会的
に養育・保護する社会的養護のみならず、
この計画では、貧困、障害、疾病などによ
り社会的な支援を必要とする子どもも対象
とすることから、「社会的支援」という表現
としている。 

6 

施策推進に当たってのポイント④に「第一
義的責任は『家庭』にあります」とあるが、
前は「保護者」になっていたが、変えた理
由は何か。 

法に明記されている「父母その他の保護者
は、子育てについての第一義的責任を有す
る」という基本認識を前提とした上で、子
どもの成長を支えていく際、家族が生活す
る場である家庭は、基本的な生活習慣や社
会的マナー、自立心などを養う上で最も重
要であり、子どもの成長にかけがえのない
基本となる場所であることから、「第一義的
責任は『家庭』にある」という表現として
いる（当初案から同じ。）。 

6 

障害のある子
どもに対する
支援 

米川
委員 

「特別支援教育」が文言的によくわからな
い。最近は「教育支援」という言葉を使っ
ていると思うが、その整理はどのようにな
っているか。 

「特別支援教育」という言葉は、平成１８
年６月の学校教育法一部改正により出され
た法令用語である。 
該当箇所（⑤）には、「（３）障害のある子
どもに対する支援」全体の中の学校教育に
おける取組内容が記されていることから、
「教育支援」ではなく、「特別支援教育」が
適切であると考えており、素案の修正は行
わない。 

11 

 

４ その他の意見（今後の取組に当たっての参考とするもの） 

項目 委員 意見内容（要旨） 

子どもの貧困
の問題に対す
る総合的な施
策の推進 

宮崎委員 
ひとり親家庭の市営住宅の入居優遇措置をもう少し充実してほしい。どのくらい落選し
ているか、データがあれば知りたいと思う。学習支援よりも大事。 

菅谷委員 勤労による社会参加に関する情報提供が必要なのではないか。 

障害のある子
どもに対する
支援 

伊藤委員 

療育センターを使いたくても待ちが長く、使えない状況がある。民間を活用していくこ
とも必要になってくると思うが、療育センターを使おうとして使えない子どもがどのく
らいいるのか市独自で把握して、足りないのであればどういう方策をとっていくのかに
ついてやってもらえるといいのではないか。 

川口委員 
自分の事業所を見にきてほしい。横浜市は必要量を見込んでいる。障害福祉計画をつく
るときの参考にしてほしい。 

まとめ 森会長 
子どもの視点にたつと、地域の中でどのくらいサービスを受けられるかということが重
要。 

 


