
連番 ページ番号 区分 質問・意見等 回　　　答 所管課

1
P125,

P148-152
質問

令和元年「子どもの貧困対策に関する大綱」の趣旨を反映するとあります。そ

の後「こどもまんなか社会を⽬指すこども家庭庁の創設」に至り、基本理念の

一つに「全てのこどもの健やかな成⻑、Well‐beingの向上」がございます。本

計画の中で、Well‐beingを意識した施策について教えてください。

世帯収入は、子どもの自己肯定感や自己有用感の醸成に影響すると指摘され

ており、昨年度実施されたアンケート調査でもそのようなの結果がみられました。

本計画案で示している各施策は子どもの健やかな成⻑やWell‐beingにつなが

るものと考えております。

子育て支援課

(事務局)

2 P126 質問

本計画の推進にあたって、関係機関・団体と連携を図るとあります。本市で子

どもの貧困や虐待問題等に先進的な取り組みを行っている関係機関・団体を

教えてください。

本市では、今年度より「子どもの居場所づくり支援事業」を実施しており、市内

で子ども食堂に取り組む団体が増えつつある状況です。

(計画案第9章の事業NO.33・35参照ください。)

子育て支援課

(事務局)

3 P127 質問 子どものいる家庭の保護率をお教えください。
令和4年9月末現在で市内総世帯数が63,375世帯に対し、生活保護受給

者の子どものいる世帯が293世帯で、保護率は0.46％となっています。
生活支援課

4 P127 意見

①生活保護受給世帯の状況が書いてありますが、飯塚市の数字だけ見ても

よくわかりません。生活保護率として、全国・福岡県内市郡・飯塚市と保護率

を並べて掲載していただけませんか？また、あわせて、保護生活受給世帯の子

どもの数（１７歳以下）を出していただけると、わかりやすくなります。（久留

米市子どもの貧困対策推進計画に、前述のように書いてあり、とてもわかりや

すいので、飯塚市でも同じようにしていただきたいと思いました。）

子育て支援課

(事務局)

5 P127 意見

生活保護受給世帯の状況のみでは、貧困の実態が見えにくいように思いま

す。子どもの環境格差の現状を「見える化」するために、世帯収入や生活困難

世帯・非生活困難世帯の割合等を載せていただけますと幸いです。資料7の

3‐5ページに同様のデータがございます。

子育て支援課

(事務局)

6 P127 意見

「生活保護受給世帯の状況」について、国・県との比較が分かる表として欲し

い。他も主要なデータについては、国・県との比較が分かると、飯塚市が何の施

策に力を入れたら良いかが分かりやすくなると思います。

子育て支援課

(事務局)

飯塚市子どもの貧困対策推進計画案の意見・質問に対する回答

ご指摘のとおり生活保護受給世帯の状況の箇所を修正します。

資料 1
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飯塚市子どもの貧困対策推進計画案の意見・質問に対する回答 資料 1

7 P129 質問

「要保護児童・生徒」の定義をお教えください。どのような児童生徒を「要保護

児童・生徒」としているのでしょうか。そして、この数字が、平成２９年は７８

人で、令和３年は１７７人という増加傾向にあることから、推測される子ども

や子育て家庭の状況をお教えください。

　「要保護児童・生徒」は、飯塚市要保護児童連絡協議会（要対協）で要

保護児童、要支援児童としてケース進行管理を行っている児童・生徒になりま

す。

【参考】

要保護児童とは、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認

められる児童のことをいう。

具体的には、保護者の家出、死亡、離婚、入院、服役などの事業にある子どもや、虐

待を受けている子ども、家庭環境などに起因して非行や情緒障害を有する子どもなどが

これに含まれる。

要支援児童とは、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童であって要

保護児童にあたらない児童のことをいう。

具体的には、育児不安（育児に関する自信のなさ、過度な負担感等）を有する親の

下で監護されている子どもや、養育に関する知識が不十分なため不適切な養育環境に

置かれている子どもなどがこれに含まれる。

本市における「要保護児童・生徒」の増加傾向につきましては、本市だけでなく全国的に

も増加傾向にあります。これは法改正等により、社会や市民の感覚、行政等の意識も

変化し、これまで見過ごされてきた小さな虐待（疑いも含む）も相談・対応に結びつくよ

うになったためと考えられます。また、不登校の増加等社会環境のさまざまな変化により、

大人ひとりにかかる子育ての負荷が大きくなっていること等が考えられます。

子育て支援課

8 P129 質問

児童扶養手当受給者・対象児童数がともに減少している、となっていますが、

その原因をお教えください。単に、子どもの数が減っている、自然減なのでしょう

か？

減少としている要因として、子どもの人口減に加え、所得基準を超えて全部支

給停止となった世帯が挙げられます。
子育て支援課

9 P129-130 意見

・「要保護児童・生徒数の状況」及び「児童扶養手当受給者数の状況」等そ

の後の表も単純に数字の推移だけでなく、人口や母数或いは率を入れるなど

意味が分かるようにして欲しい。

・要保護児童・児童扶養手当の説明を記載して欲しい。

・就学援助・認定率の説明を記載して欲しい。

ご指摘のとおり各箇所を見直します。
子育て支援課

(事務局)
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飯塚市子どもの貧困対策推進計画案の意見・質問に対する回答 資料 1

10 P130 質問
就学援助の基準をお教えください。またその内容をお教えください。あわせて、そ

の周知方法と手続き方法もお教えください。

認定基準については、保護者が属する世帯の合計所得額が、申請年度の生

活保護法の基準額に1.5を乗じて得た額未満であれば認定となります。

援助の項⽬は、学校給食費・学用品代及び通学用品代・修学旅行費・健康

診断結果に伴う医療費・校外活動費・入学準備費です。

制度の周知については、小学校新一年生を対象に、就学時健診の通知書に

入学準備費の就学援助のお知らせを同封しています。また市内の保育園・子ど

も園・幼稚園に対し、お知らせの掲示を依頼しています。在校生に対しては、申

請月の１ケ月前に学校よりお知らせのチラシを全戸配付しています。同時期に

ホームページ、市報、SNSに掲載しています。

申請書は、学校・教育総務課に準備しています。また、ホームページからもダウ

ンロードできます。申請書を学校もしくは教育総務課に提出していただきます。

教育総務課

11 P131 意見

本市の世帯数、ありますので、これは子どもがいるいない関わらない世帯数、の

ことですよね？この「世帯の状況」を入れている意味をお教えください。また、こ

の本市の世帯数を入れるのであれば、飯塚市の子どものいる世帯数の推移と

子どものいる世帯の１世帯あたりの平均人数を合わせて、掲載した方がいいと

思います。

市の世帯構成が、核家族世帯が多いのか、単身世帯が多いのか、３世代世

帯が多いのかを把握することは、子どもたちが暮らす世帯の環境の変化をみるた

めには重要ととらえ世帯の状況を記載しています。

ご指摘通り、子どものいる世帯についても詳細の記載が必要と思いますので、加

えて追記いたします。

子育て支援課

(事務局)

12 P132 質問 学力と貧困の関連性をお教えください。 現時点では関連性について分析等はできておりません。 学校教育課

13 P132 質問

参考資料によりますと、「地域間の格差は大きな課題の一つになっているので、

解消していきたい（教育委員会）」とあります。現在、格差の原因や解決策

として、どのようなアイデアをお持ちでしょうか。本計画のヒントにもなるかと存じま

すので、お知恵を拝借できれば幸いです。

原因の分析等はできておりませんが、小中９年間をつなぐ学習法をすべての小

中学校で推進しています。また、ICTを活用し、子どもたちを誰一人取り残すこと

なく育成する「個別最適な学び」と、子どもたちの個性を最大限に生かす「協働

的な学び」の一体的な充実を図っています。

学校教育課

14 P132 質問

前回会議で、学力テストにつきましては、公開された資料をもとに各自で評

価・判断するようご助言いただきました。趣旨と異なるデータや資料では今後の

議論に支障をきたしますので、参考資料をご提示できればと存じます。委員の

皆様と共有できれば幸いです。

別紙資料のとおり 学校教育課
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15 P133 質問 不登校と貧困の関連性をお教えください。 現時点では関連性について分析等はできておりません。 学校教育課

16 P133 質問

不登校児童・生徒の人数や出現率が増加傾向にあります。原因分析や支援

策として、どのようなアイデアをお持ちでしょうか。本計画のヒントにもなるかと存じ

ますので、お知恵を拝借できれば幸いです。

原因分析に関しましては、不登校兆候が見られた段階での個別の支援計画

（福岡県マンツーマン方式の活用）を作成し、チームで対象の児童に関わり、

様々な視点で分析ができるようにしています。また、スクールカウンセラーやスクー

ルソーシャルワーカー等、専門的な視点からの支援策も行い、個別の支援体制

の強化を⽬指しています。

学校教育課

17 P132-133 意見

・全国学力・学習状況調査結果については、小学校では100以上なのに中

学校では100を切り、不登校児童・生徒の人数及び在籍率（出現率？）

では小学校に比して中学校の出現率（？）が大きく増えている。その理由を

分析し、小学校或いは就学前など早い時期の対応施策を検討して欲しい。

小学校に比べ、中学校になると学習内容が難しくなります。各中学校で特色あ

る取組を行っており、徐々に成果はあらわれています。また、不登校児童生徒に

対しては、個に応じた支援体制を整え、各学校組織的に取り組んでいます。新

たな不登校児童生徒を生まない取組の充実を図るためにも、各校種間等との

連携も重要だと考えます。

学校教育課

18 P134 質問

スクールソーシャルワーカーの相談述べ人数として、「家庭の問題」が増えている

ようです。家庭環境など貧困に関連したものでしょうか。貧困との関連が乏しい

ものでしょうか。全体的な傾向を教えてください。

家庭の問題の中には貧困の問題は含まれておらず、令和3年度の相談内容で

は貧困問題についての相談はあっておりません。
学校教育課

19 P136 質問

子ども家庭総合支援拠点（家庭児童相談室）の相談内容の上位のものを

お教えください。そこを知り、施策に反映させないといけないのではないか、と考

えます。また、相談されたかたが、問題解決に至ったかどうかのデータはあります

か？人権相談などの件数を上げる時には、「開始件数」または「新規件数」、

「処理件数」などど分けているので、質問しました。

令和3年度の相談件数は3,560件で、家庭児童相談室が行った相談対応件

数の延べ件数となっております。延べ3,560件の実世帯数は341世帯となりま

す。

相談内容の上位なものとしては、児童虐待相談が1,949件（実世帯数124

世帯）、その他養護相談（家庭環境など）が1,259件（実世帯数114世

帯）と全体の相談件数約90％を占めております。

相談されたケースについて、問題解決に至ったかどうかにつきましては、児童虐待

相談については、要対協で個別にケース管理しており、124世帯中20世帯が

解決となっております。その他の養護相談については、全ての世帯について個別

のケース管理をしていないため、解決に至ったかどうかの統計はとっておりません。

子育て支援課
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20 P136 質問

青少年相談は、どこでだれがどのように受けているのでしょうか？担当課や場所

を知りたいです。周知は十分にされているのでしょうか？それとも周知をしている

けれども、相談件数が少ない、ということでしょうか？もしくは、そもそも青少年に

関して困った状況ではないから相談も少ないということでしょうか？

所属する団体のかたたち（自治会での役員や児童委員民生委員をしている

人もいる）や生徒指導連絡協議会、人権擁護委員として聞く話からすると、

青少年相談の件数が実態とかけ離れているように感じます。担当課から、この

数字をどう分析されているのか、お教えいただきたいです。

青少年相談は、子育て支援課所管の「飯塚市少年相談センター」(飯塚市飯

塚9番24号)で実施しています。

青少年相談に関する周知は、市公式HPや子育てガイドブックで行っています。

近年の相談件数は少ないことについては、承知しているところであり、周知方法

について検討する必要があると考えています。

子育て支援課

21 P137 質問

ファミリー・サポート・センターの会員数と活動回数が書いてありますが、平成30

年は163回で、令和元年に426回、令和3年に549回となっています。この推

移を担当課はどのように考えていますか？なぜ、このような数になっているのか、

理由を知りたいです。コロナ禍の中、ファミリー・サポート・センターの活動が有効

だということでしょうか？

ファミリー・サポート・センターの活動回数は年度により変動があっています。その

原因として、特定の児童の預かり等の支援回数が集中する場合があり、結果と

して支援回数が上昇したことによるものです。

「コロナ禍」との関連があるとは考えておりません。

子育て支援課

22 P138 意見

このページが適しているのかどうかがわかりませんが、児童虐待により、3児が亡く

なったことについて触れられていないことに違和感があります。触れないままでい

いのでしょうか。

令和2年度に発生しました3児童死亡事件につきましては、本市としても大変

痛ましく、重大な問題を抱えたケースであると捉えております。

本件につきましては、飯塚市3児死亡事例検証委員会から検証報告書の提

出を受け、市の組織体制整備や要対協の体制再編などを行っていますので、

重大事例ではありますが本計画には1事例についての記載はしなかったものでご

ざいます。

子育て支援課

23 P138 質問
児童虐待対応件数が増加している背景を教えてください。また、項⽬と件数に

誤りがあるようです（身体的虐待、性的虐待）。

本市における児童虐待対応件数が増加している背景につきましては、本市だけでなく全

国的にも増加傾向にあります。これは法改正等により、社会や市民の感覚、行政等の

意識も変化し、これまで見過ごされてきた小さな虐待（疑いも含む）も相談・対応に結

びつくようになったためと考えられます。

本市の状況に限りますと、令和3年2月に発生した3児死亡事例により、市民や関係機

関等の虐待における関心が強まったことや子育て支援課が各小・中学校へ訪問し、通

告義務の周知徹底等の啓発活動を行った結果、通告件数が令和2年度から大幅に増

加し、それに伴い児童虐待対応件数が増加したと考えられます。

児童虐待対応件数の推移（内容別児童虐待対応件数）につきまして、ご指摘の通り

誤りです。表の上から身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、ネグレクトとなります。訂

正いたします。

子育て支援課
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24 P137 意見

地域子育て支援センターの利用者数の推移について。コロナ禍でセンターが閉

鎖していたり、利用人数の制限を設けていた期間があったと聞いています。グラ

フの注釈として、その時期をいつからいつまで閉鎖・いつからいつまで３人まで利

用制限あり、などと加筆してください。

ご指摘のとおり注釈を記載いたします。
子育て支援課

(事務局)

25 P138 質問
生活困窮者就労支援者数の定義をお教えください。

また、生活困窮就労支援者へのコロナの影響をお教えください。

生活困窮者自立相談支援事業において支援プランを作成した方のうち、プラン

期間中の一般就労を⽬指し就労支援を行った方の人数となっています。

コロナの影響としましては、令和2年～令和4年度における生活困窮者支援とし

て行われた社会福祉協議会の生活福祉資金の特例貸付や、新型コロナウイル

ス感染症生活困窮者自立支援金の給付、及び住居確保給付金の特例措置

等の影響により全体の相談者数は大幅に増加しましたが、求職活動をして給

付金の受給要件を満たすことが⽬的の場合が多く、勤務日数は減ったが就労

中である人や最近まで就労していた人が大半で、就労支援員の支援を望まず

ハローワークやネット等で自ら求職活動できる方が多く見られました。また、コロナ

期間中は感染予防の観点から求職活動を控える方も多くみられました。

生活支援課

26 P140 質問
ひとり親家庭等医療費の受給状況は、何を意味しているのか、担当課はどう

評価しているかをお教えください。

ひとり親家庭等医療費の受給をみることで、ひとり親家庭のうち、医療費助成の

制度につながっている人がどれだけいるのかを把握するためです。

受給状況は減少傾向にありますが医療費助成は経済的負担を軽減するもの

であり、子どもの貧困対策につながると考えています。

医療保険課

27 P142 意見
等価世帯収入を分かりやすく表記できないでしょうか。注釈が必要だと思いま

す。
ご指摘のとおり注釈を記載いたします。

子育て支援課

(事務局)

28 P146 質問 設問と回答がおかしいと思いますが、間違いはないでしょうか？ ご指摘のとおり項⽬のタイトル名が間違っておりましたので訂正いたします。
子育て支援課

(事務局)

29 P146-147 質問

⑤朝食の摂取状況、⑥就寝の状況ですが、タイトルとデータが異なるようで

す。生活困難世帯ほど、朝食を摂取していないようですが、効果的な手立ては

ございますでしょうか。睡眠時間や昼夜逆転についても同様の傾向があるようで

したら、あわせてご教示ください。

市内各学校ではＰＴＡと連携し「早寝、早起き、朝ご飯」の推進を図っていま

す。その他の効果的な手立てについては、今後検討が必要となります。

昼夜逆転等の傾向については、現時点では関連性について分析等はできてお

りません。

学校教育課

6
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30 P147 質問 設問と回答がおかしいと思いますが、間違いはないでしょうか？ ご指摘のとおり項⽬のタイトル名が間違っておりましたので訂正いたします。
子育て支援課

(事務局)

31 P152 質問

子どもの居場所づくりの必要性・重要性を再認識できる結果かと存じます。本

計画において、どのような施策をお考えでしょうか。本市において社会資源が充

足していない・新サービスが必要等の構想をお持ちでしたら、ぜひお聞かせくださ

い。

現在、本市の子どもたちに無料または低価で食事、地域住民との交流の場を

定期的に提供することにより、子どもの居場所づくりを進めております。その中で

支援が必要な子どもがいれば行政等の必要な支援につなげることを⽬的に子ど

も食堂開設・拡充及び子ども食堂運営の経費に対して支援（補助金）を行っ

ております。

また、子ども食堂などを行う団体のネットワークづくりを⽬的としたコーディネーター

業務を民間団体（NPO法人）に委託しています。子ども食堂を運営する事業

者に対する相談支援業務、支援が必要な子どもを誘導して支援に結び付け

る、SNS発信、研修・講習会を行う等のコーディネーター業務を行っております。

子育て支援課

32 P152 質問 学校以外の居場所とは、どんな場所・施設のことでしょうか？
民間団体が行っている子ども食堂や学習支援など行っている場所で、民間団体

が所有や貸借している施設や各地区の交流センターなどがあります。
子育て支援課

33 P160 意見

・等価世帯収入水準の差により、必要とする衣服の購入状況の差が大きいこ

とが分かる。子どもの衣服は、傍⽬から見て経済状況等が分かりやすく、時に

はいじめの原因や不登校の原因とも成りかねない。制服の交換会や衣服バ

ザー等心理的にも利用しやすい仕組みや施策を検討して欲しい。

こども食堂を運営する団体に意見を聞く等を行いながら、実施について検討した

いと考えます。

子育て支援課

(事務局)

34 P160 質問

アンケート結果は正しいのでしょうか？中央値以上はどの年代でも苦しいが9

割超です。また、2行⽬に、「等価世帯収入の水準が中央値の2分の1未満

で、お金が足りず、家族が必要とする【食料や】 衣服が買えなかったことが「あっ

た」の割合が約5割となっています。」とありますが、 問いに食糧の記述はありま

せん。

グラフの凡例に誤りがありましたので修正します。

また、食料に関する結果がありませんでしたので、グラフを修正いたします。

子育て支援課

(事務局)

35 P161 意見

・等価世帯収入水準の差により、就学前保護者の「神経過敏」等の精神状

況の差が大きいことが分かる。どちらが原因（貧困が先か、精神疾患等が先

か）かは不明だが、いずれにせよ子どもの福祉向上のための施策を検討して欲

しい。保護者が子育てや生活困窮等について相談できる体制を充実して頂き

たい。

精神状態に不安のある保護者の支援については、特定妊婦の把握に努め、必

要な情報提供や支援を行い、また定期的に心理相談も開催しています。さらに

今年度からは子育て支援課内に「子ども家庭総合支援員(心理担当・医療担

当)」を配置し、母子保健分野と子育て分野をより密な連携することができる支

援体制を構築しました。また県精神保健担当部署とのさらなる連携も必要であ

り、今後はその重要性について共有していきたいと考えています。

子育て支援課

(事務局)

7
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36
P164

P170
意見

164ページ第７章飯塚市の子どもの貧困の現状３．飯塚市の今後の課題の整理

〔１〕教育の支援の２点⽬に「学校教育における自己肯定感の向上に向けた」とあり、

それを受けて170ページ第８章　２．教育支援の⑦自己肯定感の向上に向けた支

援

の具体的事業が２つのみで、学校現場にお任せ状態という計画に納得がいきません。

社会教育の現場で働いてきたものとして、いつも文科省や国立青少年教育振興機構

など独立行政法人の自己肯定感関連のものに注視してきました。外遊びやメディア接

触のコントロール（貧困家庭の子どものメディア接触⻑時間化がいつも気になっていま

す）、地域活動も子どもの自己肯定感の向上には必要なことだと思います。教育は、

学校教育だけではなく、社会教育も子どもたちに影響が大きくあります。この計画にぜひ

学校以外での取組も入れてください。

子どもの自殺が過去最多になっています。児童虐待通告も最多です。コロナ禍で貧困

家庭はより一層厳しい状況です。その中で、学校だけに任せる計画を作るのは、子ども

にとっても教職員にとってもよくないのではないかと思います。

「自己肯定感の向上に向けた支援」は「学校教育における」にかかるものという

理解から生涯学習事業は掲載しておりませんでした。ご指摘のとおり、自己肯

定感の向上に向けた支援は生涯学習分野でも実施すべきものだと考えます。

本計画に掲載している生涯学習事業「放課後子ども教室推進事業」「庄内生

活体験学校通学・生活体験合宿事業」は、多様な交流の場や体験活動等を

提供しており、自己肯定感の向上に向けた支援を補完していると考えておりま

す。

また、図書館事業における「図書館を使った調べる学習コンクール」においては、

主体的に学ぼうとする意欲を持ち、自分なりのテーマを追究し、「情報を活用す

る力」「情報リテラシーの力」を身につけていきます。

生涯学習課

37 P164 意見

［２］生活の安定に資するための支援

～多世代で交流でき、保護者以外で社会と～の部分がとても気になります。

保護者もまた適切な養育を受けていない場合もあります。保護者の育ち直す

機会を奪うようなことがあってはならないと思います。ここは、「保護者も含め、社

会と」という風に変えてほしいです。

ご意見を踏まえ、「保護者以外で社会と接点になる」を「家庭全体が社会との

接点を持てるような」に修正いたします。

子育て支援課

(事務局)

38 P164 意見

［３］保護者に対する職業生活～

保護者の中には、就労機会の確保という以前に、就労の経験のないまま子育

てしている方もいる。就労への不安を少しでも減らすような試みとして、岸田内

閣が最近打ち出しているようなリスキングはもちろん、学び直しの場をさらに確

保してほしい。

就労への不安を減らすものとして、ひとり親に限定されますが「ひとり親家庭自立

支援」(ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業・自立支援

教育訓練給付費・高等職業訓練促進給付金)実施しています。

子育て支援課

(事務局)

39 P164 質問

今後の課題の整理について。それぞれの課題がアンケート結果のどこの部分を

みて、導いたものなのか、の説明をお願いします。アンケート結果では、⑥「お金

が足りなくて、家族が必要とする衣服が買えないこと」があり、⑤生活が厳しく、

④将来の進学も経済状況が影響している、状況からの課題整理に違和感が

あります。

第2回会議で配布いたしました資料8「アンケート調査結果からの課題」で記載

しています。

子育て支援課

(事務局)

8



連番 ページ番号 区分 質問・意見等 回　　　答 所管課

飯塚市子どもの貧困対策推進計画案の意見・質問に対する回答 資料 1

40 P165 意見

本計画内に「出生数」を明記していただきたいです。子どもは地域の宝であり、

活力源でもあります。国の方策とあわせて、自治体レベルでも少子化対策の

重要性を再認識し、本計画を通じて対策の知恵を絞っていただきたいです。

子ども・子育て支援事業計画第2章(P9)にて「出生の状況」を掲載していま

す。

子育て支援課

(事務局)

41 P167 質問

子どもの生活実態アンケート調査（72‐77,148‐153）において、心身症と

思われる子どもの割合が生活困難世帯でより多い傾向ですが、原因分析や

支援策として、どのようなアイデアをお持ちでしょうか。本計画のヒントにもなるか

と存じますので、お知恵を拝借できれば幸いです。

学校でのスクールソーシャルワーカー等と協力・連携しながら、丁寧に子どもの状

況に寄り添った相談支援を実施しながら、子どものニーズを聞き取り支援につな

げていくことが必要と考えます。

子育て支援課

(事務局)

42 P167 質問

施策の全体像として、乳児期・幼児期の子ども支援について、物足りなさを感

じます。2011年にハーバード大が「幼稚園が将来の年収を左右する」という研

究結果を報告しています。前回会議では人員不足の課題について話し合いま

した。本市の問題点や支援策について教えてください。

保育士確保のことと理解しております。この件につきましては、子ども子育て支援

計画にて検討すべきものと考えておりますが、保育士確保対策については、就学

資金貸付や生活資金貸付等の事業を実施しております。

保育課

9
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43 P167～176 質問

第７章（127～164ページ）に書かれている飯塚市の子どもの貧困の現状

に対し、第９章子どもの貧困対策推進に係る施策の計画の基本理念と基本

的視点の内容がとても少ないと思います。他市の計画を見たら、指標と掲げ、

その達成するために施策・事業をすることになっていました。飯塚市はなぜ、指

標をあげることができないのでしょうか？（会議を欠席していますので、指標は

別の章に明記されることになっていたら、申し訳ないです。）

例えば、指標として、子どものいる生活困難世帯の割合・毎日朝食を食べる

子どもの割合・ひとり親家庭の親の正規の職員、従業員の割合・自分にはよい

ところがあると思う児童生徒の割合、生活保護世帯に属する子どもの進学率

（高等学校等・大学等）、困っていることについての相談者がいない又は相

談しなかった保護者の割合・近所の人と付き合いがない子どもの割合・スクー

ルソーシャルワーカーによる支援件数・生活自立支援センターの相談支援件

数を直近値を出し、値を上げるか下げるかの⽬標を設定して欲しいです。施策

を遂行する速度が遅いと、コロナの影響もあり、子どもを取り巻く状況は、施策

が追いつかず、悪化するのではないでしょうか？具体的な直近値がはっきりしな

いままだと委員としても、周りの自治体と比べてよいのか悪いのかわかりません。

このままでは、筑豊地域は取り残されて、「女性がすーっといなくなるまち」（豊

岡市元市⻑中貝宗治さんが、施策が悪いと地元への会期率が低くなり、人口

減少に拍車がかかる話をされていました）になるのでないかと危惧しています。

指標(⽬標値)については、今期計画案では掲載を見送りしています。

その理由として「計画期間が短い」ことにあります。

以前の会議でご説明とおり、今期の計画期間は暫定的にR5～R7の2年間と

しています。2年間とした理由は、同じ子どもを対象とした「子ども・子育て支援

事業計画」と計画期間を同じとにすることにあり、次期計画は5年間を予定して

います。

福岡県の計画には指標の掲載があり計画最終年度の「⽬標値」も定めておりま

す。ただし、これはあくまで「5年後」の⽬標となっており、他市でも同様となってい

るようです。

質問のように、今回の計画に指標のみの掲載は可能ですが、併せて⽬標値の

設定も必要と考えており、2年後の⽬標値を設定することはについては期間が短

いと判断し、掲載を見送ることとしました。

次期計画策定時は、指標及び⽬標値の掲載を前提に検討すべきものと考えて

います。

子育て支援課

(事務局)

44 P168 質問

２．教育支援の①幼児教育・保育の無償化の推進及び質の向上

の事業No.1　幼児教育の無償化は、飯塚市独自の事業でしょうか？それと

も、国の方針または県の方針で、他市町村でも実施しているものでしょうか？

市独自で取り組まれている場合、今回の子どもの計画策定のタイミングで導入

されたものでしょうか？

国の方針であり、他市町村でも実施されています。 保育課

45 P168 質問

２．教育支援の①幼児教育・保育の無償化の推進及び質の向上

の事業No.2　副食費の免除は、飯塚市独自の事業でしょうか？それとも、国

の方針または県の方針で、他市町村でも実施しているものでしょうか？市独自

で取り組まれている場合、今回の子どもの貧困対策推進計画策定のタイミン

グで導入されたものでしょうか？

国の補助事業であり、実施している他市町村もあります。

また、今回の計画策定に伴っての予算増は予定しておりません。
保育課

10
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46 P168 質問

２．教育支援の①幼児教育・保育の無償化の推進及び質の向上

の事業No.3　幼児教育アドバイザーの育成・配置は、飯塚市独自の事業で

しょうか？それとも、国の方針または県の方針で、他市町村でも実施しているも

のでしょうか？すでにある事業を再掲されていますが、今回の子どもの貧困対

策推進計画の則ることで、この事業の予算を増やしますか？

幼児教育アドバイザーの育成・配置は、国の補助事業であり、実施している他

市町村もあります。

また、今回の計画策定のタイミングで導入したものでははありません。

保育課

47 P168 質問

２．教育支援の②地域に開かれた子どもの貧困対策のプラットフォームとして

の学校指導・運営体制の構築

の事業No.4　放課後児童健全育成事業は、飯塚市独自の事業でしょう

か？それとも、国の方針または県の方針で、他市町村でも実施しているもので

しょうか？すでにある事業を再掲されていますが、今回の子どもの貧困対策推

進計画の則ることで、この事業の予算を増やしますか？

放課後児童健全育成事業は国の方針で他市町村でも実施しておりますが、

児童クラブ利用料の減額対象については、各市町村で定めています。

また、今回の計画策定に伴っての予算増は予定しておりません。

学校教育課

49 P168 質問

２．教育支援の②地域に開かれた子どもの貧困対策のプラットフォームとして

の学校指導・運営体制の構築

の事業No.6　放課後子ども教室推進事業は、飯塚市独自の事業でしょう

か？それとも、国の方針または県の方針で、他市町村でも実施しているもので

しょうか？すでにある事業を再掲されていますが、今回の子どもの貧困対策推

進計画の則ることで、この事業の予算を増やしますか？

「放課後子ども教室推進事業」は、国1/3、県1/3、市町村1/3の事業経費を

負担する国が支援する補助事業です。国が策定した「放課後子どもプラン」に

基づき実施しています。他市町村においても事業内容の詳細は不明ですが、類

似事業を実施しております。

また、今回の計画策定に伴っての予算増は予定しておりません。

生涯学習課

50 P169 質問

特に配慮を要する子どもの現状が計画の中で見えにくく、対象者数や財政上

の問題等、本市が抱える問題点を教えてください。また、生活困難世帯・非生

活困難世帯ごとに、対象者の割合も出していただきたいです。

特に配慮を要する児童(障がい児・発達障がい児)の状況等については、飯塚

市障がい児福祉計画に掲載されておりますので、ご参照ください。

また、生活困難層のうち、特に配慮を必要な児童がいる世帯の割合を記載す

ることは困難です。

子育て支援課

(事務局)

51 P169 意見

⑤地域における学習支援等

No.１０庄内生活体験学校通学・生活体験合宿事業

No.１１子どもの健全育成支援事業

２つとも時間と場所がかなり限られたものになっているので、継続的に子どもの

居場所になるような事業を検討して欲しいです。

庄内生活体験学校は、体験合宿などの指定管理業務のほかに、児童発達支

援施設などの企業と連携した体験活動支援や幼児の野外生活体験活動など

も行っております。これらの事業については、あらかじめ事業参加団体や参加者

を募り、当該団体や保護者等に事業内容を説明したうえで、計画的に実施し

ております。

子どもの健全育成支援事業の開催場所については、今後市内の他の地域でも

実施していきたいと考えており、現在検討を行っています。

生涯学習課

生活支援課

11
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52 P169 意見

⑤地域における学習支援等

No.１０庄内生活体験学校通学・生活体験合宿事業

学力だけでなく、生活力を身に付けることは、とても重要なことなので、生活体

験学校事業が利用できるのは、飯塚市の子どもたちにとって、とてもうれしいこと

です。しかし、庄内在住でなければ、通学合宿は利用できませんし、合宿体験

も年に１回ではないでしょうか。これではイベント的な体験になってしまいます。

生活する上で必要な能力は、様々な経験や、経験の繰り返しによって習得で

きるものと考えます。この事業だけでなく、子ども子育て支援事業計画５章８

（２）③№１２２児童センター、№１２３放課後子ども教室推進事業、

№１２９プレーパーク事業などと連携することはできないでしょうか。

生活体験合宿は庄内地域に限らず市内小学校の4年生から6年生の児童を

対象に募集を行っております。令和4年度は約120名の参加者を15名前後で

構成した9つのグループに分け年間を通して体験合宿を実施しております。その

ほかにも未就学児を対象とした体験活動、子育て支援センターやプレーパーク・

児童発達支援施設との連携も行っております。

生涯学習課

53 P169 意見

⑤地域における学習支援等

No.１１子どもの健全育成支援事業

市内２カ所ということになっています。開催場所を増やす、ということは考えられ

ていませんか。各学校区（子どもが歩いて自分で行ける範囲）に小学生が安

全に遊びに行ける場所を作ってほしい。飯塚市では児童センター・児童館がそ

の位置づけということだが、児童クラブ（学童）に行っていない子どもが実際に

行くことはありません。低学年の児童が多く、高学年は少ない児童クラブの児

童のためだけの児童センター・児童館になっているのは、おかしいと思っていま

す。

子どもの健全育成支援事業の開催場所については、今後市内の他の地域でも

実施していきたいと考えており、現在検討を行っています。

児童センター（館）につきましては、平日の放課後を児童クラブが大半を使用

しており、帰宅後の一般利用は大変少ない状況となっております。一方、自宅

から歩いて行きやすく、児童クラブの利用が少ない土曜日は、一般利用や放課

後子ども教室の会場等に利用いただいておりますことから、各センター（館）に

おいて健全育成支援事業の開催場所としてご利用いただくことは可能と考えま

す。

生活支援課

学校教育課

54 P169 質問

２．教育支援の③高校・大学等進学に対する教育機会の提供

の事業No.7　奨学資金貸付事業は、飯塚市独自の事業でしょうか？それと

も、国の方針または県の方針で、他市町村でも実施しているものでしょうか？

すでにある事業を再掲されていますが、今回の子どもの貧困対策推進計画の

則ることで、この事業の予算を増やしますか？

この奨学資金貸付事業は、飯塚市の事業です。

卒業後に飯塚市に住み続けることで、単年度ごとに返済を免除できる制度と

なっています。

また、今回の計画策定に伴っての予算増は予定しておりません。

教育総務課

55 P169 質問

２．教育支援の④特に配慮を要する子どもへの支援

の事業No.8　健康育児の相談事業は、飯塚市独自の事業でしょうか？それ

とも、国の方針または県の方針で、他市町村でも実施しているものでしょうか？

すでにある事業を再掲されていますが、今回の子どもの貧困対策推進計画の

則ることで、この事業の予算を増やしますか？

母子保健法に基づく事業で、他の市町村でも実施されており、実施内容等は

各市町村で異なります。

また、今回の計画策定に伴っての予算増は予定しておりません。

子育て支援課
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56 P169 質問

２．教育支援の④特に配慮を要する子どもへの支援

の事業No.9　児童の発達に関する巡回相談・支援事業　事業は、飯塚市

独自の事業でしょうか？それとも、国の方針または県の方針で、他市町村でも

実施しているものでしょうか？すでにある事業を再掲されていますが、今回の子

どもの貧困対策推進計画の則ることで、この事業の予算を増やしますか？この

事業は、主に保健師さんではないかと思いますが、今のままの人員配置で対

応できるのでしょうか？保健師さんの業務が多すぎるのではないかと思います。

新たに貧困対策推進計画に則って保健師さんに動いてもらうのならば、例えば

今まで集団乳幼児健診に来ていただいていたかたたちに（このまま個別健診

のままだとすれば、ですが）業務にあたっていただく、など、対応できる人の予算

を確保したうえで、業務を増やして欲しいと思っています。ほかに工夫ができてい

本事業は、発達障害者支援法等をふまえ、発達障がい児に関する相談体制

を構築するために、飯塚市独自で行っている事業です。具体的には、発達障が

いの可能性など、児童の発達や子育てに関する不安や悩み、具体的な学習指

導の在り方等について、小学校保護者及び教職員を対象に実施しています。

相談・支援を希望する保護者や学校に対して、臨床心理士やビジョントレー

ナー等により専門的な指導や必要な支援を行うものですので、本事業に関する

保健師さんとの関連はございません。

学校教育課

57 P169 質問

２．教育支援の⑤地域における学習支援等

の事業No.10　庄内生活体験学校通学・生活体験合宿事業　事業は、す

でにある事業を再掲されていますが、今回の子どもの貧困対策推進計画の則

ることで、この事業の予算を増やしますか？

庄内生活体験学校は、指定管理者にお任せしていると思いますが、今ある仕

様書・協定書に、子どもの貧困対策推進推進計画に則ることを示されている、

または今後示される予定ですか？それとも、すでに指定管理者が行っているこ

となので、逆にこの計画に書いても何も差し支えない、ということでしょうか？

当該事業については、事業実績やニーズを考慮し、必要に応じて予算を積算し

ますので、計画に掲載されているという理由で予算を増やすことはありません。ま

た、本施設の仕様書には生活体験学校の設置趣旨に沿って「学校の教育課

程に連動する体験活動プログラムの企画・実践」や「乳幼児とその親及び就学

前児童が参加できるプログラムの企画・実践」を明記しており、子どもの貧困対

策推進計画の「地域における学習支援等」に該当すると考えております。

生涯学習課

58 P169 質問

２．教育支援の⑤特に配慮を要する子どもへの支援

の事業No.11　子どもの健全育成支援事業　事業は、すでにある事業を再

掲されていますが、飯塚市独自の事業でしょうか？それとも、国の方針または

県の方針で、他市町村でも実施しているものでしょうか？すでにある事業を再

掲されていますが、今回の子どもの貧困対策推進計画の則ることで、この事業

の予算を増やしますか？

この事業は国の補助メニュー（被保護者就労準備支援等事業費補助金の子

どもの学習・生活支援事業）を活用して実施している事業です。どのような形

態でどの年代を対象にするか等、自治体が工夫する余地があるため、各自治体

で内容は様々となっていますが、同じ補助メニューを使用しているため他の自治

体でも類似の事業が実施されています。

今回の貧困対策推進計画とは別に、開催場所の増加について検討を行ってお

り、それに合わせて予算規模も変更になっていくものと考えています。

生活支援課
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59 P170 質問

飯塚市子どもの生活実態アンケート調査　調査結果報告書の分析の結果、

具体的事業を考えられ、自己肯定感の向上に向けた支援を考えられたことだ

と思います。では、アンケート調査結果報告書68ページの設問のどの部分か

ら、飯塚市の自己肯定感はどれくらいの子どもが低い、と分析されているのか、

担当課として分析根拠を設問設定と関連づけて説明お願いします。

自己肯定感に関する問い及び周りに親以外の相談できる人がいるのかの問い

双方の分析を行い、親以外との関わりがある子どもほど、自己肯定感が高いこと

がうかがえたため、子どもが親以外の大人と関われる機会を作っていきたいと思っ

ています。

子育て支援課

(事務局)

60 P170 質問

２．教育支援の⑥その他の教育支援

の事業No.12　子どもの学習と進学等支援事業　事業は、飯塚市独自の事

業でしょうか？それとも、国の方針または県の方針で、他市町村でも実施して

いるものでしょうか？市独自で取り組まれている場合、今回の子どもの計画策

定のタイミングで導入されたものでしょうか？

58と同様で、国の補助メニュー（被保護者就労準備支援等事業費補助金の

子どもの学習・生活支援事業）を活用して実施している事業です。どのような

形態でどの年代を対象にするか等、自治体が工夫する余地があるため、各自治

体で内容は様々となっていますが、同じ補助メニューを使用しているため他の自

治体でも類似の事業が実施されています。

今回の貧困対策推進計画とは別に、対象者の将来ビジョンの醸成と自立意欲

喚起を図り、次世代への貧困の連鎖を防止することを⽬指し開始した事業で

す。

生活支援課

61 P170 質問

２．教育支援の⑥その他の教育支援

の事業No.13　モバイルルータの貸し出し事業は、飯塚市独自の事業でしょう

か？それとも、国の方針または県の方針で、他市町村でも実施しているもので

しょうか？市独自で取り組まれている場合、今回の子どもの計画策定のタイミ

ングで導入されたものでしょうか？

国が掲げる「GIGAスクール構想の実現」及び感染症や災害等の緊急時におけ

る「子どもの学びの保障」に向けた取り組みとして、令和3年度からモバイルルータ

の貸し出しを行っております。なお、本市は通信契約付きのモバイルルータを貸し

出しておりますが、通信機器の貸出や方法につきましては市町村によって様々で

ございます。

学校教育課

62 P170 質問

２．教育支援の⑦自己肯定感の向上に向けた支援

の事業No.14　ピア・サポート事業　事業は、飯塚市独自の事業でしょうか？

それとも、国の方針または県の方針で、他市町村でも実施しているものでしょう

か？すでにある事業を再掲されていますが、今回の子どもの貧困対策推進計

画の則ることで、この事業の予算を増やしますか？

飯塚市独自の事業としておこなっております。

また、今回の計画策定に伴っての予算増は予定しておりません。
学校教育課
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63 P170 質問

２．教育支援の⑦自己肯定感の向上に向けた支援

の事業No.15　個々に応じた多様な指導方法の充実事業は、飯塚市独自

の事業でしょうか？それとも、国の方針または県の方針で、他市町村でも実施

しているものでしょうか？すでにある事業を再掲されていますが、今回の子どもの

貧困対策推進計画の則ることで、この事業の予算を増やしますか？（例え

ば、教職員に向けて、子どもの貧困についての研修を新たに行ったり、貧困対

策のために担当職員を雇用するなど。教職員の働き方改革が言われている一

方で、人員配置は変えずに、業務を増やすことに違和感があります。）

飯塚市独自の取組として行っております。新たな人員配置等は現時点では考

えておらず予算増についてはございません。
学校教育課

64 P171 質問

３．生活支援の①親の妊娠・出産期、子どもの乳幼児期における支援

の事業No.16～22の各事業は、市独自の事業でしょうか？それとも、国の方

針または県の方針で、他市町村でも実施しているものでしょうか？すでにある

事業を再掲されていますが、今回の子どもの貧困対策推進計画の則ることで、

この事業の予算を増やしますか？

No.21以外の事業は、国の実施要綱等があるもので、飯塚市同様に実施され

ている市町村が多数あると思います。

また、今回の計画策定に伴っての予算増は予定しておりません。

子育て支援課

65 P171 質問

３．生活支援の②保護者の生活支援

の事業No.23～31の各事業は、市独自の事業でしょうか？それとも、国の方

針または県の方針で、他市町村でも実施しているものでしょうか？すでにある

事業を再掲されていますが、今回の子どもの貧困対策推進計画の則ることで、

この事業の予算を増やしますか？

No.28～30以外の事業は、国の実施要綱等があるもので、飯塚市同様に実

施されている市町村が多数あると思います。

また、今回の計画策定に伴っての予算増は予定しておりません。

保育課

子育て支援課

商工観光課

66 P171 質問
特定妊婦の推移、とくに若年妊娠や予期しない妊娠について、本市の現状や

支援策等を教えてください。

特定妊婦はH30：110人、R1：120人、R2:99人、R3：121人になってい

ます。その中で出産時に18歳以下の若年妊婦はH30:12人、R1：8人、

R2：10人、R3：3人でした。予期しない妊娠については数はわかりませんが、

母子手帳交付の際の面談の中でお話しが出た場合には、担当保健師が支援

をしていきます。特定妊婦に対しては、妊娠期から関係づくりをすることと、出産・

子育ての支援のために妊娠期に必ず相談員と保健師で訪問します。産後も早

い時期に訪問し、育児状況の確認を行い支援に繋げています。

子育て支援課
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67 P172 質問

３．生活支援の③子どもの生活支援

の事業No.32の学校給食　事業は、すでにある事業を再掲されていますが、

今回の子どもの貧困対策推進計画の則ることで、この事業の予算を増やすの

でしょうか？それとも、学校給食を今まで通り取り組むだけだが、大切なことなの

であげているだけでしょうか？工夫する点があるのならば、お教えください。

計画に掲載されているということで予算を増やすことはありません。栄養バランスの

とれた安心安全な給食を、従前通り安定的に提供することにより、子どもたちの

健康の保持推進に努めます。

学校給食課

68 P172 質問

３．生活支援の③子どもの生活支援

の事業No.33　子どもの居場所づくり事業（子ども食堂運営補助金）　事

業は、市独自の事業でしょうか？それとも、国の方針または県の方針で、他市

町村でも実施しているものでしょうか？市独自で取り組まれている場合、今回

の子どもの計画策定のタイミングで導入されたものでしょうか？

子どもの居場所づくり事業（子ども食堂運営補助金）市独自の事業です。他

市町村でも実施している自治体もあります。また、子どもの計画策定のタイミング

で導入されたものではなく、以前から市として導入を検討しており、時期が重なっ

たものであります。

子育て支援課

69 P172 質問

３．生活支援の③子どもの生活支援

の事業No.34　子どもの居場所づくり事業（子ども食堂運営補助金）　事

業は、子どもの貧困対策推進に係る施策として、計画的に子どもが参加しや

すいように、小学校区単位で実施されることが理想です。理想に近づくために、

行政が計画的に広げていって欲しいと思っています。市民ボランティアや民間団

体なくしてはできないことだとはわかっていますが、実際に民間団体がされている

ところを見聞きした中で、子どもへの適切な声かけをされていない場面もありまし

た。関わってくださる市民ボランティアや民間団体のかたたちに、子どもの取り巻く

状況を理解する情報提供や研修を行うなどの取組もお願いしたいです。

ご意見を参考に善処いたします。子どもたちを行政機関や各種団体と結びつけ

るコーディネーターとして、ノウハウを持っているNPO法人にコーディネーター業務

委託しており、子ども食堂立ち上げなどの相談窓口の設置や行政等の必要な

支援につなげる事業を委託しております。今後、さらに子ども食堂を行う団体が

増えるよう支援していく予定です。

また、12月に業務委託しているNPO法人が、子ども食堂を運営している市内の

各団体を集めて、研修・講習会を企画しております。

子育て支援課

70 P173 質問

子どもの居場所作り事業（コーディネーター配置）

現在、市内３箇所でこの事業が展開されていると思いますが、どの団体にも個

性があるので、コーディネートする人の力量が試されると思います。果たして、そ

んな優秀で柔軟なコーディネーターがいるのでしょうか？（ここは、行政が担うべ

きではないかと思う）

令和4年8月からプロポーザルにて選定されたNPO法人にコーディネーター業務

を委託しております。当法人は、子ども食堂の運営や、40団体を超える子どもの

食堂ネットワークの形成・運営支援を行っており、個性のある団体に対しても多

様なノウハウでコーディネーターを行うことができるものであり、行政と連携してコー

ディネートしていくものであります。

子育て支援課
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連番 ページ番号 区分 質問・意見等 回　　　答 所管課

飯塚市子どもの貧困対策推進計画案の意見・質問に対する回答 資料 1

71 意見

どこに書いていいのかわからないのですが、中学生にとっての部活動の選び方

は、貧困問題と関係があります。子どもの生活実態アンケート調査結果報告

書137ページによると「費用がかかるから」12％とあります。わたしの周りで見聞

きした中に、「〇〇部はユニフォームや道具が高額でお金がかかるから、□□部

（ユニフォームは学校持ちで、シューズさえ買えばできる部活）にする」と言った

中学生がいます。ちなみにその中学生は貧困の部類には入っていませんが、兄

弟がいることから保護者には遠慮して本当（入りたい部活があったが、我慢し

て他の部に入ったこと）のことは言っていません。また、中学生の部活動の移動

は、保護者が当番で行われている現状もあります。日ごろから練習にさえ移動

を伴う部活動には、免許を持っていない・車がないなどの保護者の状況があっ

たら、中学生は保護者に遠慮して、イソップ寓話の「酸っぱい葡萄」のように、も

ともと望んでいなかったと、部活に入りたい自分の気持ちは“なかったこと”にして

いないかと思われます。

部活動の費用については部費として保護者会で徴収してる部活動もあり、確か

に異なっている現状があります。また、活動種⽬によって、個人で準備する道具

に係る費用も様々なのも確かです。公教育として家庭への負担を少なくするの

は重要なことだと考えます。保護者会等にも理解を得ながら、部活動が持続可

能な取組となるようにしていく必要があると考えます。

学校教育課

72 意見

教職員の働き方改革から、部活動のあり方が変わっていくことと思います。教職

員が直接、部活動にべったりと入らなくなったとしても、学校教育の一環として

行われている部活動のことは、学校が指導内容などには把握しておいていただ

きたいと思っています。

部活動の地域移行がどのように進められていくかは現在の明確なものは決まって

おりません。地域の指導者と学校との情報共有の場の設定など、兼職兼業職

員の役割なども含め、地域移行に向けて、今後協議の対象になってくるかと考え

ます。

学校教育課

73 意見

残念ながら、貧困世帯といじめ・暴力は結びつきやすいじょうきょうにあります。こ

の計画の中に、暴力防止やいじめ防止のことが触れられていないようなのが非

常に気になります。（触れられているのでしたら、どこの部分かお教えくださ

い。）

この計画には触れられていませんが、教育支援での具体的事業であるスクールカ

ウンセラー等配置事業など、子どもたちの抱える不安や悩みを取り除き安心して

過ごせる居場所づくりを推進します。

学校教育課
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連番 ページ番号 区分 質問・意見等 回　　　答 所管課

飯塚市子どもの貧困対策推進計画案の意見・質問に対する回答 資料 1

74 質問

男女不平等な社会の中で、男女の収入格差があることは歴然とした事実で

す。（2020年度分国税庁民間給与実態統計調査結果によると男性532

万に対し、女性293万で女性は男性の55％の収入しかない）「しんぐるまあ

ず・ふぉーらむ」によると日本のひとり親家庭の相対的貧困率は50.8％

（OECD2014年）で、コロナ禍で シングルマザーの６割が収入減、11％の

人は収入がないそうです。また、裁判所司法統計によると離婚調停の原因

に、「生活費を渡さない」「精神的に虐待する」「暴力をふるう」などがあります。

以上のことから、女性のひとり親家庭の女性は、DVを受けた可能性が高く、子

どもは児童虐待を受けていた（面前DVは児童虐待です）可能性が高く、約

半分の家庭は貧困になっていると思われます。DVに関しては、飯塚市では男

女共同参画推進課が対応されていると思いますが、この計画に男女共同参

画推進課が登場しません。（関わっている箇所があれば、お教えください。）

このまま男女共同参画推進課が計画にしていいものか疑問です。担当課とし

て、男女共同参画推進課が関わらない根拠をお教えいただきたいです。

計画案P174の事業NO.36の所管課に「男女共同参画推進課・商工観光

課」とすべきでしたので修正いたします。

その他、計画に盛り込むことについては男女共同参画推進課と協議のうえ事業

を追加いたします。

子育て支援課

75 全体 意見

・第2期飯塚市子ども・子育て支援事業計画によると、飯塚市の合計特殊出

生率（平成２０～２４年）は１．５８で、全国（１．３８）・福岡県

（１．４３）に比べて高い。

・一方、飯塚市の生活保護率は全国、県に比べて高い。

・周りの状況をみると、様々な困難を抱える家庭にこそ子どもが多く生まれ育っ

ているのではないかと感じる。例えば、生活保護家庭や家族間に暴力や虐待

等の問題を抱えた家庭に、兄妹児の多さを感じる。そしてその家庭の保護者

の多くが障がいや精神疾患などの課題を抱えている。このためヤングケアラーと

なっている子ども達もいる。こどもが貧困の連鎖から抜け出すために、子どもに対

する直接支援の他、保護者の生活を経済的のみならず精神的・医療的・生

活的に支える仕組みを構築して欲しい。

貧困の連鎖を断ち切るため、子どもの貧困対策推進計画を基に、種々の施策

を講じていきたいと考えており、ヤングケアラー対策などの新たな事業についても考

案しているところです。

ご意見の「保護者の精神的・医療的・生活的な支援」については、今後検討し

ていきたいと考えております。

子育て支援課
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（令和３年度全国学力・学習状況調査報告書より）　　

（市町村内の学校数が１小学校、１中学校又は義務教育学校である場合は、当該学校を公表の対象外とする）

筑豊教育事務所管内における各教科結果の状況 資料1

別紙


