
原案の記載内容に係る意見・質問・回答 【資料1】

1 4 1 質問

P4の表は、3号認定の保育所利用も無償化に見えてしまいます。（満3歳になる認定こども園のお子さんと、保育所利用

のお子さんでは、保育所利用は4月時点からしか、無償にならないのは本当でしょうか。例4月3日生まれの3歳のお子さん

は認定こども園では誕生日を迎えた翌月から無償、保育所利用は翌年4月1日～無償でしょうか）

子育て支援課(事務局)

3歳になった日から無償化の対象となる場合と、4月1日時点で3歳になっている

人が無償化の対象となる場合がありますので、P4の表の下に注意書きを追加し

ます。

2 9 2 意　見

[2]出生の状況……合計特殊出生率の表を最新のものに変更を。

H20年～24年を「母親の年齢階級別出生率数の推移」H26 ～H29 のデータと合わせるべき 子育て支援課(事務局)

原案の記載のとおり、人口動態保健所・市区町村別統計の数値を用いており

ますが、現在のところ、平成25年以降の数値が公表されておりませんので、本

数値を記載しています。

3 23 2 意　見

(子育て短期支援事業)

ショートステイは虐待予防において極めて重要な受け皿であり、福岡市においては里親へのショートステイの依頼も多く、虐

待予防に貢献している。その一方で飯塚市においては、鞍手乳児院という市外の施設しか受け皿がなく、利用者も限られ

ている。

保育所においては、虐待を感じさせる事例は少なくないが、飯塚市内においてショートステイを引き受ける里親がいるのかど

うかの認識も見当たらない。現在のような限られた人だけしか利用できないような状況のままで「利用ニーズがない」と結論

付けることは怠慢である。保育関係者への里親委託の道を検討していただきたい。

子育て支援課

ショートステイが虐待予防において重要な受け皿になることは、国の方針でもあ

り、十分に認識しております。量の見込についても、「利用ニーズがない」とは結

論付けているわけではありません。また、里親委託の普及については、ショートス

テイとは別途、計画のP67に記載しております。

4 24 2 意　見
下記空欄に、注意書きとして「量の見込みは幼稚園児を対象とした一時預かりとそれ以外での預かり、ファミリー・サポート・

センターでの一時預かりに分けて算出する。」を加筆
子育て支援課 ご意見を参考に追加します。

5 25 2 質問

(病児保育事業)

病児保育事業の利用が減少傾向にあることも、（ショートステイと同様に）1か所しかないことで利用しにくいという原因は

ないのかを検討しただろうか？病児への家庭での看護が保証された結果であると結論付けられるのかを、明らかにしてほし

い。

子育て支援課

病児保育実施の箇所数については、これまで箇所数を増やすために交渉を行っ

てきましたが、なかなか難しい状況であることから今計画においては1か所といたし

ました。市内1カ所しかない状況では、距離的な問題や病気の流行期に申し込

みが増えた時に利用できないため、今後も実施可能な施設への交渉を進めて

いきます。

6 25 2 意　見 ⑥として「休日預かり」事業（未就園児対象）を加筆 子育て支援課

P22～P26は第1期計画第5章事業の実施状況を記載している箇所になりま

す。(ご意見にある「休日預かり」事業とは、第1期計画第6章事業NO.109

「休日保育事業」であると理解しています。)

7 25 2 意　見
ファミリー・サポート・センターの説明文の中で、「令和元年度現在、NPO法人つどいの広場いいづかに委託して実施してい

ます。」→「民間委託をして実施しています。」に変更
子育て支援課 ご意見の内容で修正します。

8 26 2 質問

⑨妊婦に対する健康診査

医療機関（福岡県医師会会員医療機関）と限定されているのはどんな理由ですか？助産所や総合病院などもあると思

うのですが。

以前にも会議で発言されている内容が訂正されていないのは、何かしら意図があるということでしょうか？

健幸・スポーツ課
以前の子ども・子育て会議にて修正するとしておりましたが、原案に反映されて

おりませんでした。これについては修正します。

9 32 3 意　見
p32[1]3行目　「子どもの成長が～」の文章に主語がないことと、次の「保護者～」につながらないのでは？削除した方が

すっきりすると思います。
子育て支援課(事務局) ご意見を参考に修正します。
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10 32 3 意　見

２．計画の基本的視点［２］すべての子ども・子育て家庭を支援します　の１行目に「保護者が子育てについての第一

義的責任を有すること」の表現には違和感があります。保護者を追い詰めたり、子育てが苦しくなるイメージが強くなる表現

だと感じました。「第一義的責任」という言葉を使うことによって、本来のここで掲げている基本的視点「すべての子ども・子育

て家庭を支援します」が伝わりにくくなっていると思います。そこで、次のように言い換えることを希望します。

「保護者が子育てについての第一義的責任を有することを前提としつつも」を「子どもの養育はまず保護者に責任があること

を前提としつつも」へ変更を希望します。この「子どもの養育はまず保護者に責任」という言葉は、子どもの権利条約のポス

ター日本語訳（日本ユニセフ協会）に書いてありました。

子育て支援課(事務局) ご意見を参考にP31及びP32を修正します。

11
1

31
1・3 意　見

p1　7行目「子どもの最善の利益」　p31　本文2～3行目「子どもの最善の利益」という言葉は、1989年国連総会で採

択された「子どもの権利条約」に於いて基本原則として掲げられたものだから、「子どもの権利条約」を文章に入れるのが当

然と思います。

子育て支援課(事務局) ご意見を参考にP31を修正します。

12 32 3 意　見

２．計画の基本的視点［１］子どもの人権を尊重し、その「最善の利益」の実現をめざします　とあります。

基本的視点の第一に掲げてあることはとても素晴らしいと思います。

ただ、残念ながら、この表現が元々掲げられている１９８９年に国連で採択され、日本も１９９４年五批准した「子ども

の権利条約」について全く触れられていないことに違和感があります。ついては、資料編に、子どもの権利条約を記載する

か、用語の解説で、子どもの権利条約から出て来ている言葉だということを入れていただきたいです。何もないままですと、一

般的に「子どもの権利条約」は知られていないこともあり、鍵括弧をつけてわざわざ強調してある「子どもの最善の利益」が何

を意味しているのかわからないと思いました。

例えば、第２次飯塚市男女共同参画プランでは、資料編で、関係用語の紹介や国連で採択され日本で批准されている

「女性差別撤廃条約」が入れられています。子ども・子育て支援事業計画が、国の子ども・子育て支援法から来ているもの

だということは理解していますが、基本的視点のまず第一に掲げてあるものに関連しているのに、どこにも「子どもの最善の利

益」がどのようなことを基本的に考えればいいのかわからないままの冊子では不親切だと思いました。

子育て支援課(事務局) (11と同じ)

13 意　見

どの支援事業についても、数値目標のみが示され、対人援助において肝心な質の保証に関する具体性に欠けることは共

通している。

また、2019年3月に制定された「成育基本法」および乳幼児から児童の発達に関する国際法「子どもの権利条約に関し

て全く言及されていないことは、行政の現行を乗り越えてこれらの法精神にのっとったものにはなりえていないのではないかとい

う危惧を感じざるを得ない。

子育て支援課(事務局) (11と同じ)

14 意　見

子どもの権利条約のことも関係している。

（1）生きる権利（2）育つ権利（3）守られる権利（4）参加する権利が保障される「子ども・子育て支援事業計

画」であってほしい。

子育て支援課(事務局) (11と同じ)

15 意　見
子どもの権利条約についてふれていないのに、子どものこと、子育てについて支援するとは、思えない。ぜひ、言及していただ

きたい。
子育て支援課(事務局) (11と同じ)

16 意　見 資料編でも良いので、「子どもの権利条約」についての掲載をお願いします。 子育て支援課(事務局) 資料編に「子どもの権利条約」を記載します。

17 意　見 資料編に「子どもの権利条約」の掲載を。 子育て支援課(事務局) (16と同じ)

2



原案の記載内容に係る意見・質問・回答 【資料1】

連番
計画書

ページ
章 種別 意　見　・　質　問 回答課 回　　答

子育て支援課(事務局)

教育・保育の提供区域については、子ども・子育て会議において、区域設定を

市内全域とした場合のメリットとして「勤務の都合等での希望する施設の選択

範囲が広くなる」「事業計画における需要量見込み推計が行いやすい」、デメ

リットとして「入所可能な施設が自宅近くにない場合がある」、区域設定をブロッ

クごととした場合のメリットとして「自宅近くで入所可能な施設を希望できる」、デ

メリットとして「勤務の都合等での希望する施設の選択範囲が狭くなる」「事業

計画における需要量見込み推計が難しい」といった比較検討を行い、総合的に

判断し、提供区域を「市内全域」といたしました。

また、他の自治体の状況確認を行ったところ、福岡市は保育所の運営及び利

用調整に関しては全市で対応されており、北九州においては、区ごとでの提供

区域設定をしているが、区政をとっていること、施設整備補助金の関係上各区

としているとのことでした。

飯塚市としては、これまでどおり「市内全域」での提供区域とするよう考えていま

す。

(教育・保育の量の見込み及び確保方策について)

P35～の【量の見込みと確保の内容】の中の確保の方策について、2号の「幼児期の教育の利用希望が強い」と「それ以外」が一緒に算出され

ていますが、分ける必要があるのでは無いでしょうか。これでは、量の確保が十分かどうか不明です。

また、P33　提供区域は地域別にすべきであると考えます。

以下に理由等を示します。

まず、国の提供区域設定における考えは以下のようになっています。

【国の区域設定における考え】(子ども・子育て支援法に基づく基本指針案 参照)

〇  地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案し

て定める

〇  小学校区単位、中学校区単位、行政区単位等、地域の実情に応じて、保護者や子どもが居宅から容易に移動することが可能な区域を

定める

〇  地域型保育事業の認可の際に行われる需給調整の判断基準となることを踏まえる 

〇  教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を通じて共通の区域設定をすることが基本となる 

〇  教育・保育施設等及び地域子ども・子育て支援事業の広域利用の実態が異なる場合には、実態に応じて、区分または事業ごとに設定

することができる

となっており、その中の居宅から容易に移動できるかどうかについて、「市は30分程度で容易に移動できる」ので全市一体としたと言われますが、

全市一体というのは現実的ではないというのが多くの市民の感じるところだと思います。

次に、市は、子ども子育て会議において、提出した資料に

◆提供区域設定の検討結果 上記の比較検討を行った結果、総合的に判断し提供区域を「市内全域」とした。 また、県内全域においても

教育・保育提供区域は「市内全域」としている。

とあるが、県内全市が提供区域が全市であるので、飯塚市も同様に全市とすると述べたが、少なくとも福岡市・北九州市では区域は全市では

ありません。

更に、北九州市では提供区域を行政区別とする理由について次のように記しています。

【主な理由】

〇本市は、五市合併という都市形成の成り立ちから、地理的な要件、人口、交通網や公的施設等社会的基盤の整備など、行政区を一つ

のまとまりとして発展してきた経緯があるため。

〇認可保育所の整備は、これまで地域のニーズを踏まえながら適正配置に努めてきており、現在、年度当初の待機児童等が発生していない。

今後は、宅地造成等による地域の児童数の変動などを踏まえ、行政区の中でバランスを取りながら、適正な教育・保育の提供に努める必要

があるため。

〇教育・保育の利用状況を見れば、居宅から移動可能な範囲は送迎バスや自家用車利用などにより、徒歩生活圏から広がっていること。

〇教育・保育の提供は、行政区を一つの単位として情報を集約し、個々の状況に応じた利用調整を行うこと。

上記理由の多くは、本市においても同様であること、合併前は提供区域は旧市町別であったことから、最低でも旧市町別に提供区域を分ける

べきと考えます。

また、市は「提供区域が設定されると通勤途中にある区域外の園に行けないから全市とすべき」と言うが、それは運用で認めたら良いだけであ

り、現実に福岡・北九州でも同様にされていると聞きます。また提供区域外の他市町村の教育・保育施設を選択される方もおられることから、

理由としては不適当です。

対して、提供区域が全市とされることにより、遠くても現実的に行けないという場合においても定員に空きがある施設が存在するということから選

択肢があるのに行かない保護者の個人的理由によるものとされ、待機児童にカウントされなくなってしまいます。結果として、必要な地域に必要

なだけの施設が準備されないこととなり、使いづらい制度となってしまいます。

また、市は今年度実施した新規認可園の募集に際しても、飯塚・穂波地区という限定を付けており、提供区域が全市というのが現実的でな

い・利用しづらいことを自ら認めています。

上記の理由から、提供区域は全市ではなく、最低でも旧市町別に提供区域を分けるべき、万が一、そうしない場合は、町田市のような送迎ス

テーションを設置し、現実的な対応をすべきと考えます。

参考　子ども・子育て支援法に基づく基本指針案、福岡市第5次子ども総合計画（案）、北九州市げんき発進！子どもプラン（第3次計

画）素案、

18 33 4 意　見
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19 4 意　見

３～５歳の保育園・認定こども園・幼稚園の全入制度の導入を求めます。

経済学者中室牧子さんの著書「学力の経済学」や日本財団子どもの貧困対策チームの「徹底調査 子供の貧困が日本を滅ぼす 社

会的損失40兆円の衝撃」では、ヘックマン教授の研究成果などを引用して、幼児期の教育への投資が、極めて効率が良いことなどが指

摘されています。

重要な幼少期の育ちを子どもに保障することは、その子ども達の将来の収入の増加をもたらすだけでなく、犯罪率の減少などにも効果が

あり、結果的に投資としても、極めて効率が良いと言うことだそうです。

また、昨年9月議会での教育長の答弁につぎのようなものがあります。

「幼児期は生涯にわたる人格形成の基礎が培われる極めて重要な時期でありまして、特に自尊心や自己肯定感や協調性や思いやりと

いった非認知能力をはぐくむ最も重要な時期であると言われております。このことは、平成３０年度に完全実施になりました幼稚園教育

要領や保育所保育指針において、その内容が多く盛り込まれていることからもわかります。この非認知能力は小学校以降の主体的な学

びの土台になるものでございまして、小学校においては、幼児期の育ちを受けとめ、さらに発展させていく必要があると考えております。」

現在、3～5歳児の幼児教育・保育の利用率は高く、90％を超えます。他方で、利用できていない子どもの中にはネグレクトの子どもの

他、障がいがあり受け入れて頂ける保育園がなかったりする子どもがおられます。

また、フランスでは３歳児に義務教育年齢を引き下げるとの事です。

この重要な幼少期の育ちを飯塚市の全ての子どもに保障することは、その子ども達の将来を輝かしいものにすると共に、飯塚市の未来に

とっても大きな青果となるのではないでしょうか。また、他の自治体で全入を打ち出している自治体はないと聞いています。もし、日本初と

なれば、飯塚市の大きなイメージアップにも繋がります。

また、医療ケア児を含め、障がいがあり受け入れて頂ける保育園がない保護者にとっても、大きな負担軽減となるかと思います。

参考文献

保育園義務教育化　古市 憲寿(著)

「学力」の経済学　中室 牧子(著)

徹底調査 子供の貧困が日本を滅ぼす 社会的損失40兆円の衝撃　日本財団子どもの貧困対策チーム (著)

子育て支援課(事務局)

ご意見については、今後の教育・保育の量の見込みと確保方策や他の関連施

策にも関わる内容であるため、第2期計画には盛り込まず、待機児童対策も含

め今後検討していきたいと考えます。

20 34 4 意　見 保育の量と確保について、需要の減少に伴い、供給(利用定員)の調整を事業計画に盛り込んでいただきたい。 子育て支援課(事務局)

保育の量と確保での利用定員の調整については、今後の見通しとして、3号認

定の児童数の見込みが多いことから第2期計画期間中での調整は難しいため、

現案のままとさせていただきます。

21 34～ 4 質問

(教育・保育(1～3号))　

令和元現在、市内の認可保育所26園とあるが、市立保育所の楽市と平恒の合併移転計画はどうなっていますか？きち

んと計画を立てて進めるべきと思います。

子育て支援課
楽市、平恒統合保育所の計画については施設の老朽化から急ぎ協議を進め

ております。

22 39～ 4 意　見
児童クラブの「量の見込みと確保の内容」の表には、平成31年度の4月1日の登録数でも良いので書いた方が良いと思い

ます。飯塚東だけでも30年度実績は137人ですが31年度は200人の在籍とききました。相当の差です。
学校教育課

令和元年度の人数を踏まえた見込みとしていますが、表記については全体の計

画内容と均衡を図っているところです。

23 40 4 意　見
各児童クラブとも集会室と書かれていますが、正確さに欠くと思います。

児童館、児童センター、余裕教室、ランチルームと正しく表現して欲しい。
学校教育課

各児童クラブの実施場所は様々ですが、状況により実施場所の変更も想定さ

れることから、確保できる場所として集会室と表記しています。

24 48 4 質問
地域子育て支援拠点事業…表の数値でH30年度（実績）令和2年度の数値の見込みが多すぎるのではないか。根拠

は？
子育て支援課

直近の利用者数が上昇傾向にあること、計画期間内に穂波ブロック内での設

置が予定されることを勘案して、見込み数は多めに設定しています。なお、算出

方法は、以下のとおりとしました。(対象となる推計児童数)×(昨年度実施した

アンケート調査の利用意向日数)

25 49 4 質問
穂波ブロックについて…支援センター開所が令和5年度なのは何故か？

予算措置も考えても令和3年度をの開所を明記すべきと考える。（当初平成28年度に開所予定であった）
子育て支援課

穂波ブロックの地域子育て支援拠点の設置については、楽市・平恒保育所の

整備状況や拠点施設の設置場所の検討等を総合的に判断し、令和5年度を

目途に進めてまいります。
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26 55 4 質問

利用者支援事業について…量の見込みについて、基本型は街なか子育てひろばのみではなく、本来すべての支援センター

が実施すべきと考える。27年度の計画では5か所となっていたが、なぜ変更するのかの理由について、明らかにしていただき

たい。ｐ61も同じ表示に。

子育て支援課

街なか子育てひろばが支援センターの核となる役割を担っていること、また、利用

者支援事業を実施するためには、専任職員（利用者支援専門員）を１名

以上配置する必要があることから、街なか子育てひろばのみの実施としておりま

す。

27
61～

94
5 意　見

具体的事業のうち○を付けたものが実績や進捗を把握する事業で、それ以外の○が付いていない事業はどのように取り組

まれるのか不安です。１～１６８の事業を具体的施策に掲げるのであれば、どれも、点検評価が必要と思います
子育て支援課(事務局)

全168事業中、進捗状況を行わない事業は52事業あり、その理由及び事業

数は以下とおりとなります。

「他の計画で進捗管理を行っているもの　17事業」

「国や県の事業のもので市が周知などを行っているもの　7事業」

「進捗管理を行うにあたり、その目標や評価の設定が難しいもの　28事業」

28
61～

94
5 意　見

事業に対して進捗管理をしない（〇がついていない）ものがあります。進捗管理をしないことには、事業はよりよく進められ

ないと思いますので、進捗管理をすることをお願いします。進捗管理ができない理由があれば、明らかにしていただけるとあり

がたいです。

※以下省略

（進捗管理に○がついていない事業について全て列挙）

子育て支援課(事務局) (27と同じ)

29 61～ 5 意　見 各事業について、1次計画になく2次計画で新たに始まった事業がわかるような印をつけてほしい。 子育て支援課(事務局) ご意見のとおり、新規事業については※印などを付けるよう修正します。

30 5 意　見 全体を通して、新規事業については注釈と※印等で分かりやすくしていただけたらと思います。 子育て支援課(事務局) (29と同じ)

31 61～ 5 意　見 事業内容と今後の方針の欄にある【第〇章-〇－[〇]参照】のところにページ数があると探しやすい。 子育て支援課(事務局) ご意見のとおり、ページ番号を追加します。

32 64 5 意　見
(NO.2　乳児院の設置・活用)　

児童育成計画の時代からの懸案と記憶しています。乳児院の設置にむけて、時期を明確にするほうがいいのではないか。
子育て支援課

従前からの計画であることは認識しておりますが、乳児院の設置に関する現状

分析・今後の動向等を踏まえ、関係機関等と調整を図っていく必要があることか

ら、具体的に時期を明確にすることは困難であると考えます。

33
64・

65
5 質問

(NO.5・７・８　要保護児童援護の実施・児童虐待防止への広報啓発・関係機関等職員の資質向上)　

進捗管理がないのはなぜでしょうか。事業として始めるなら進捗管理・評価は必要だと思います。
子育て支援課

要保護児童の支援については、個別のケースに応じた適切な支援を実施する

ものであり、このことは数値に表れるものではありません。広報啓発・職員の資質

向上についても、実施した回数を評価するのではなく、これらを実施することによ

る成果を評価するものと考えます。

34
64・

65
5 意　見

(NO.4・5・８　飯塚市要保護児童連絡協議会・要保護児童援護の実施・関係機関等職員の資質向上)　

№5や№8など進捗管理の欄にチェックが入っていない事業があるのはなぜでしょうか。特に必要な内容だと思います。№4の

要保護児童連絡協議会の会議の内容や回数を管理するのではなく、実際にその対象となる児童の最善の利益のため

に、どのような対策が練られているのか、丁寧にチェックしていくことが必要です。そのためにも、これまで通りの要対協のシステ

ムでは限界があると思います。第三者機関を設けるか、委員の入れ替えを希望します。

乳幼児期から学童期の「優しい放置」のままの「見守り」という経過観察。義務教育が終わると、そのまま放置。結果、「成

人のひきこもり」が増加していく一方です。

№8の関係機関等職員の資質向上は、もちろん大切です。ですが、その前に職員の生活保障を望みます。つねづね母子

相談係が嘱託職員という点に疑問を感じてきました。大切な役割なので身分の保障をしてほしいし、職員が意欲を持って

対応できるように、市はサポートしていくべきだと思います。

子育て支援課

進捗管理については、連番51のとおりです。

要保護児童連絡協議会については、連番48のとおりです。

職員の身分保証については、現状で問題があるとは考えておりません。なお、令

和２年度より、法の改正に伴う会計年度任用職員制度の導入により、嘱託職

員は会計年度任用職員に変更となり、現行より処遇改善が図られることになり

ます。
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35 65 5 質問

(NO.6　子ども家庭総合支援拠点事業)　

どういった事業内容なのか、家庭児童相談との違いはなにか。

新規事業ならば表記の際、説明を。

子育て支援課

子ども家庭支援拠点は、コミュニティを基盤にしたソーシャルワークの機能を担

い、要保護児童等及びその家庭又は妊産婦等を対象として、妊娠期から子ど

もの社会的自立に至るまでの包括的・継続的な支援に係る業務全般を行うも

のです。

家庭児童相談とは、保健師等の資格を有する子ども家庭支援員及び虐待対

応専門員の配置が定められている点が大きく異なります。

36 65 5 意　見
(NO.7・8　児童虐待防止への広報啓発・関係機関等職員の資質向上)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　事業№7及び8を一つにまとめる。
子育て支援課

事業№7については、主に市民を対象としています。事業№8については、主に

関係機関等の職員を対象としていることから、それぞれ分けて記載しています。

37 70 5 質問

保健師、医師、児童発達支援センター、保育園、幼稚園、教育委員会、放課後デイサービスなどの連携がどう行われてい

るのか。障がい児相談員はいるが、子どもの発達や事業所の内容を把握しているかたが少ない。かなりの知識が必要だと思

われるが、その研修がどう行っているのか、相談員の研修について記載がない。

子育て支援課

社会・障がい者福祉課

健幸・スポーツ課

P71の育成指導事業などを通じて各関係機関との連携を図っています。

障がい児相談支援専門員の研修については、障がい者地域自立支援ネット

ワークの専門部会である相談支援部会において今後取り組んでまいります。

38 70 5 意　見
発達障がいのある児童の早期発見、支援や育成指導の計画は立てられているが、療育支援が必要な児童も含めた就学

前児童の受入施設に関する充実計画も必要。

子育て支援課

社会・障がい者福祉課

健幸・スポーツ課

療育支援が必要な児童も含めた就学前児童の受入施設に関する充実計画

ではありませんが、飯塚市障がい者福祉計画・飯塚市障がい児福祉計画で

は、障がい福祉サービスや障がい児通所支援についての必要量見込みの算出

については行っております。

39 71 5 意　見

(NO.40　障がい児保育事業)

私立での受入も実際に行われていると聞きます。計画にもきちんと記述すべきと考えます。またグレーゾーンを含め私立保育

園への支援をきちんと盛り込むべきと考えます。

子育て支援課 関係課と協議を行い、検討していきたいと考えます。

40 71 5 意　見

(NO.40　障がい児保育事業)

障がい児保育事業の事業内容では、医療的ケア児についての記載がありません。事業５６で関係機関の協議の場があ

ることはわかりますが、所管課が違うので、医療的ケア児が子育て支援課と社会・障がい者福祉のはざまで取りこぼされない

のかが気になります。十分な連携をお願いします。また「子どもの最善の利益」を一番に考え、受け入れ態勢を整えるように

希望します。関係機関にいる現場の方たちの意見を十分に聞くことができる仕組みをお願いします。

子育て支援課

障がい児保育の事業内容と今後の方向性の中に医療的ケア児童までの記載

はしておりませんが、お子さんの受け入れ態勢等十分に確認しながら受入れに

努めていきたいと考えております。

41 74 5 意　見

(NO.56　医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置)

「体制の整備について協議を行います。」ではなく、「体制の整備を行います。」とすべきです。学校だけでなく幼児教育保育

の現場も体制整備をすべきです。事業名の見直しも含めて検討すべきです。

社会・障がい者福祉課

子育て支援課(事務局)

この事業は、第1期飯塚市障がい児福祉計画の目標として掲載されており、整

合させるため、この計画においても事業内容と事業名は同一で記載しておりま

す。また、幼児教育保育現場の体制構築については、今後検討していきたいと

考えます。

42 76 5 意　見 5.「仕事と生活の調和」・・・の2行目「労使」という表現ではわかりづらいのではないでしょうか。 子育て支援課(事務局) ご意見を参考に修正します。

43 80 5 意　見

[1] ①の事業に、「子どもの権利条約」の内容をわかりやすく解説したリーフ等を、子ども・保護者・子どもに関わるすべての

大人に配布し周知を図ることを入れるべきではないでしょうか。「子どもの権利条約」で認められた、「意見表明の権利」「表

現・情報の自由」「差別の禁止」を保障するには、課題の多い現実があるからこそ、行政として、周知・徹底をして欲しいも

のです。他市ですが、保育士による子どもへの暴力も報道されていて、他人事ではすまされないと感じています。

子育て支援課

学校教育課

すべての人々の人権が尊重される社会の実現を目指す中に、子どもの人権につ

いても取り組んでいるところです。周知については、関係部署と協議を行いたいと

考えています。
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44 80 5 意　見
(NO.78　人権・同和教育推進事業)　

同和問題も人権の一つです。なぜ、わざわざ同和を入れるのですか。人権教育推進事業で良いと思います。
学校教育課

これまでの同和教育や啓発活動の中で積み上げられてきた成果とこれまでの手

法への評価を踏まえ、すべての人の基本的人権を尊重していくための人権教育

として発展的に構築すべきと考えております。現在はその過渡期にあたるものと

認識しています。今後は、人権・同和教育から人権教育へのスムーズな移行に

努めてまいります。

45 89 5 意　見

(NO.118　休日保育事業)　

働き方は多様化しています。休日保育だけでなく夜間保育も実施すべきです。また、公立では行わず私立にお願いするの

ならば十分な対価を用意すべきです。

子育て支援課
夜間保育の実施については、保護者のニーズを踏まえながら今後検討していき

たいと考えます。

46 89 5 意　見

(NO.120　保育所・幼稚園・認定こども園等と小学校の連携)

園児指導要録・保育要録があまり活用されていないとお聞きします。書式の再検討を含め、連携の方法の見直しが必要と

思われます。

子育て支援課

学校教育課

要録については、小学校との連携を図ることに留意し各保育施設において作成

されております。また、国から「保育所保育指針の適用に際しての留意事項」の

通知が出されたことから、昨年度様式の見直しを行っております。小学校との連

携については、今後協議を行いながら検討していきます。

47 92 5 意　見

(NO.131　穂波青少年野営訓練所「不便の家」)　

不便さを我慢し、集団で協力して困難を克服する忍耐力、という表現に疑問を感じる。

我慢でなく「体験」、忍耐力でなく「工夫」　という表現はいかがか

生涯学習課

貴重なご意見ありがとうございます。施設設立当初の考え方を踏襲して記載し

ておりましたが、ご指摘のとおり「不便を我慢し、集団で協力して困難を克服する

ための忍耐力や体力の育成を図ることを目的とした野外活動を実施していま

す。」という記述は、多少厳しい表現となっていると思われます。このため、飯塚

市穂波青少年野営訓練所条例第1条の設置趣旨に基づき、「青少年に自然

とのふれあいの機会を与え、自然環境の中で訓練を通じて心身を鍛え、豊かな

情操と体力、耐性などの「生きる力」を培うことを目的とした野外活動を実施し

ています。」に改めさせていただきます。

48 93 5 意　見

(NO.136　危機管理マニュアルの作成)　

学校だけでなく幼稚園保育園等にも拡大し、点検指導助言を行うべきです。幼稚園保育園の先生方は危機管理のプロ

ではなく検討不足の点があるかもしれません。園としても助かると思います。

子育て支援課
年に1度、保育園と幼保連携型認定こども園については県と合同の監査を行う

中で、指導助言等行っています。

49 94 5 質問
(NO.138　子ども医療費助成事業)

福岡県は、医療費の補助を変更したことは言及できるか
医療保険課

子どもの医療費助成を中学生まで拡大する県の方針に合わせ、市も同じような

形で制度改正に向けて検討中です。

50 5 意　見
メディアについての言及が全くされていない。学校は支援センターで、メディアの講演会などがあっているので、これついても言

及し、子育て支援課としても計画的に取り組んでいただきたい。

子育て支援課

学校教育課
ご意見を踏まえ、計画の中に記載します。

51 5 意　見
事業計画(案)で、(見落としたかもしれませんが)「就学援助制度」という言葉がありませんでした。

制度がなくなった訳ではないと思うので、表記するべきだと思います。
教育総務課 ご意見を踏まえ、計画の中に記載します。
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