
令和２年度 第１回 村上市子ども・子育て会議 次第 

 

日時：令和３年３月２２日（月） 

午後２時００分から 

会場：市役所第５会議室（５階） 

 

１ 開  会 

   

２ 委員長あいさつ 

   

  ３ 自己紹介 

 

  ４ 情報提供 

（１）令和３年度各課事業について 

 

 

 

 

５ 議  事 

    （１）村上市子どもの貧困対策計画の策定について…………………………………資料№１ 

 

 

 

 

 

６ そ の 他 

 

 

 

７ 次回日程  

     

 

 

８ 閉  会 副委員長あいさつ 



任期　令和元年８月２８日～令和３年８月２７日

（敬称略）

番号 氏　　　　名 号数 備　　考

1 國　田　祥　恵 村上市岩船郡ＰＴＡ協議会　理事

2 竹　内　綾　子 瀬波保育園保護者会　役員

3 神　田　美　幸 あらかわ保育園保護者会　元会長

4 剣　持　　　樹 村上いずみ園父母の会　会長

5 齋　藤　恵美子 舘腰保育園保護者会　会長

6 平　野　路　子 村上市社会教育委員

7 黒　子　秀　雄 村上市民生委員児童委員協議会連合会　理事

8 長　　　千惠子 村上市主任児童委員

9 上　島　秀　樹 新潟県新発田地域振興局健康福祉環境部地域福祉課課長

10 加　藤　英　人 ＮＰＯ法人おたすけさんぽく代表

11 冨　樫　恵　子 医療法人佐藤医院　介護老人保健施設杏園内託児所　事務次長

12 大　滝　かおり 学校法人北都健勝学園 新潟リハビリテーション大学　事務局長　

13 本　間　まゆみ ＮＰＯ法人　ここスタ

14 鈴　木　正　美 村上市岩船郡小学校長会　会長　

15 仲　　　真　人 新潟青陵大学短期大学部幼児教育学科准教授

中　村　豊　昭

信　田　和　子

木　村　静　子

菅　原　　　明

板　垣　敏　幸

阿　部　正　昭

加　藤　誠　一

中　嶋　琢　也

大　滝　きくみ

平　山　祐　子

高 　橋 　　朗

小 　林　 　毅

石　山　留　美

大　倉　　　愛

こども課子育て支援室副参事

こども課子育て支援室係長

こども課子育て政策係主任

福祉課長

こども課課長補佐

こども課課長補佐（子育て支援室長）

荒川支所地域振興課課長補佐（地域福祉室長）

神林支所地域振興課課長補佐（地域福祉室長）

朝日支所地域振興課課長補佐（地域福祉室長）

山北支所地域振興課課長補佐（地域福祉室長）

村上市子ども・子育て会議委員名簿

１号委員
子どもの保護者

２号委員
関係団体の推薦を受け

た者

３号委員
子ども・子育て支援に
関する事業に従事する

者

４号委員
子ども・子育て支援に
関し学識経験のある者

事
　
務
　
局

こども課長

保健医療課長

学校教育課長

生涯学習課長

令和３年２月　現在



令和２年度　第１回村上市子ども・子育て会議　４　情報提供　（１）令和３年度各課事業　追加資料

課　　　名 事　業　名 内　　　　容

【新規】子どもの貧困対策計画の策定

　令和元年６月に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が改正され子どもの貧
困対策を総合的に推進すること等が明記。あわせて、市町村に子どもの貧困対策に
関する計画策定の努力義務が生じたことを踏まえ、市では令和３年度から２か年を
かけて計画を策定。
令和３年度　アンケート調査の実施
令和４年度　計画の策定

こども課

【新規】子育て応援タクシー利用補助金

　安心して出産、育児ができるよう出産時や子どもが病気の時で、他に運転できる
人や介添えする人がいない場合に限り、利用したタクシー料金を補助する事業。妊
婦さんの陣痛時は、自宅（里帰り先）から医療機関までの片道のタクシー料金を全
額補助（上限30,000円）。乳幼児（３歳に到達した最初の３月31日まで）の通院
時は、自宅（里帰り先）から医療機関まで又は医療機関から自宅（里帰り先）まで
のタクシー料金を半額補助（上限7,500円）。

　子育て家庭や妊産婦などが、子育て支援事業や母子保健、医療、福祉などの関係
機関を円滑に利用できるよう、身近な場所での相談や情報提供、助言を行うなど必
要な支援を行うとともに、関係機関との連絡調整や連携、協働の体制づくりを行う
事業で、こども課と保健医療課が中心となって、妊娠期から出産、産後、子育て期
までの切れ目のない支援の提供を行う事業。
　具体的にこども課では、こどもに関する総合的な相談窓口を設置し、相談員には
保育士資格のある正規職員１名と同じく保育士資格のある会計年度任用職員１名の
計２名体制で対応する予定。ワンストップで相談を受け、専門職がコーディネイト
することで必要なサービスを効率的に提供できるよう体制づくりを行っていく。

【新規】屋内遊び場の整備

　昨年度末で閉校した神林地域の神納東小学校の体育館を利用して、令和４年度当
初開設を目標に、屋内遊び場の整備に向けて準備を行う。
　具体的には、建築確認の用途変更など、所定の手続を行ったのち、体力向上に結
びつくような遊具の設置を検討しており、今後、専門家等からの意見を踏まえて選
定。また、神納東小学校は指定避難所でもあることから、可動式遊具を中心とした
整備を検討する予定。

【新規】子育て世代包括支援センター事業
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【新規】保育士資格取得支援事業

　保育士資格の取得を支援するため、資格取得に要した経費に対して補助金を交付
し、有資格者の増加を図り、子どもを安心して保育できる環境の整備に資すること
を目的とする。

○補助対象者
　市内に設置されている認可外保育施設、認定こども園、保育所、小規模保育事業
所、事業所内保育事業所に勤務する村上市民のうち、新たに保育士資格を取得した
者であって、資格取得後、市内の上記対象施設に保育士として週30時間以上勤務
する意志のある方。
○補助対象経費
　令和3年4月1日以降に保育士証の交付を受けた方が保育士資格取得に要した経費
　・通信制養成校の受講に要する経費
　・保育士試験受験講座の受講に要する経費
　・保育士試験の受験料
○補助金の額
　対象経費の2分の1で上限は15万円
（算出した額の100円未満の端数は切り捨て）

こども課

令和２年度　第１回村上市子ども・子育て会議　４　情報提供　（１）令和３年度各課事業　追加資料

課　　　名 事　業　名 内　　　　容

【新規】産後ケア事業

家族から十分な育児等の支援が受けられず、産後に心身の不調や育児不安等がある
産後1か月位までの産婦とその乳児が、医療機関に宿泊して心身のケアや授乳指導
等の保健指導を受ける事業。事前申請が必要。
自己負担額：１日あたり5,000円　　利用日数：原則7日以内

【継続】オンライン妊産婦・乳幼児相談
令和２年度、新型コロナウイルス感染症を懸念して外出を控え、不安を抱えている
妊産婦・乳幼児の保護者が、発育発達や健康に関する相談の機会を逸することがな
いよう、オンラインによる相談体制を整備。

保健医療課

【新規】子育て世代包括支援センター事業
妊娠届出時に全妊婦に対し保健師と栄養士等が個別相談及び栄養指導を実施する。
妊娠・出産・産後における不安についてお聞きし、妊娠中から産後を見据え、関係
機関と連携した相談支援を行う。
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福祉課

【新規】ひきこもり相談窓口の設置

　福祉総合相談窓口にひきこもり相談窓口を設置し、本人やその家族などからの相
談を受け付け、社会参加及び自立に向けた支援を行う。

・担当職員（相談対応、ケース管理）を配置し、窓口対応から相談ケースの関係部
署を招集し支援方針を立てる。
・介入の依頼があった場合、ＮＰＯ法人や民生委員及び保健師に介入を依頼。継続
的な支援を行う。

令和２年度　第１回村上市子ども・子育て会議　４　情報提供　（１）令和３年度各課事業　追加資料

課　　　名 事　業　名 内　　　　容

【新規】第２期村上市地域福祉計画策定

　第１期計画期間満了に伴い、昨今の多様化する地域の課題に沿った地域福祉の推
進に取り組むため、「第２期村上市地域福祉計画」の策定を行う。

・計画期間は令和４年度～令和８年度　５か年
・策定委員は15名を上限とし、幅広い分野から意見を聴取するため、福祉関係団
体、福祉事業者及び地域住民組織などに委員を委嘱（開催回数年４回）
・地域課題の把握には、市民1,000人を対象にアンケート調査を実施する。

生涯学習課 別添「資料２」のとおり 別添「資料２」のとおり

学校教育課 別添「資料１」のとおり 別添「資料１」のとおり
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感染症対策等の学校教育活動継続支援事業

輩滅1㌣Ol

令和2年度第・次補正予算額（案）256億円念・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　叉MNvtl

（概要）

○冬季における感染拡大のリスクを最小限にするため学校における感症・ こ　に　　と

鑓するとともに、夏季休業期間の短縮等により研修機会を逸した教職員に対し、型コ回

に参加　ためIC必要　　　　　する。

生用ロ　の　　経費

感染症対策等にも資する研修等

○これらの支援経費につし、て、学校の感染症対策の徹底を図りながら、コロナ禍に対応するための教職員の資質向上を図りつつ、学校教育活

動を円滑に継続するために必要な取組を、　長の　　　　　つ　　に　　　己　　　　一　　S‘急　に　　　。

⇒　補助対象：小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等　⇒補助率：公立・私立（1／2）

⇒　交付額：学校規模等に応じ1校当たりの上限額（80万～240万円程度）

国立（10／10）

学校における感染症対策等支援

恒　型コロナウイルス感“症対策の強ヒに必要　　費

晴鷲㌶竃㌶當轡の消毒作業密
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熈

　　コロナ対策等に資する教職員研修等支援

ロ　のロ上に研に必要
　夏季休業期間の短縮等により研修機会を逸した教職員に対し、感染症

対策等にも資する研修等に参加するための経費を支援。

　※日　　　　　　　　　　t　　　　燧画て　　　べき　1鐘は、。

（例示）

C感染症対策等に資する研修等に必要な経費
eオンライン学習等に資するICT石刑彦等に必要な経費

●その他自己研鑛、能力開発研修等に必要な経費
　　※受講料、旅費、謝金、図書購入費、会議費等を支援。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料No　2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　R3．3．22子ども子育て会議資料

令和3年度　生涯学習課・公民館事業計画【子ども子育て関係抜粋】

事業名 趣旨・概要 対象 開催時期

放課後子ども教室推進

事業

地域全体で子どもを育むという考え方のもと、

学校、家庭、地域が連携し、放課後や週末、長期

休業中に様々な体験活動やスポーツ活動、学習

支援の機会を、地域の支援者が主体となって、

子どもたちに提供していく。

村上5校
荒川2校
朝日3校
山北1校

6月～2月

青少年健全育成事業

①青少年の非行防止のための巡回活動及び街頭

　指導（地区内巡回・祭礼時巡回）

②青少年を取り巻く社会環境の実態調査に関す

　る業務

③青少年健全育成に関する広報啓発活動

　（市民会議統一活動）

④青少年健全育成市民会議の支援に関する業務

　（わたしの主張大会）

　　　　｛ノ

青少年

及び一般

①通年

②7月

③7月
　11月
④通年

家庭教育支援事業
（学校）

小学校で実施する就学時健診に合わせて、家庭

教育支援講座を実施する。
児童の保護者

就学時

健診時

家庭教育支援講座

男女共同参画の視点から父親の家庭生活や子育

て参画を目的とした事業を行い、市民の育児参

画への理解を広げる。
一般 年3回

ブックスタート事業

赤ちゃんと保護者が絵本を介してゆっくり心ふ

れあうひとときを持つきっかけづくりとして乳

幼児健診の際に読み聞かせを行い、絵本をプレ
ゼントします。

　　乳幼児
（10か月児健康相

談時）

年間

読書ボランティア養

成講座

読み聞かせ活動を実施するボランティアの拡充

を図る。　　　　　　「 一般
年3回
程度

子ども読書活動推進

　　　事業

①学校図書館支援の強化を図る

②保育園、子育て支援センター、学校への団体

　貸出の実施

③発達段階別（6段階）ブックリスト作成

④学校及び子育て支援センターへの訪問の実施

⑤ボランティアと連携した定期的な読み聞かせ

，や、イベントの開催

⑥学校図書館運営相談会を開催

⑦職場体験や図書館見学の受入れ

⑧「家読＝うちどくのすすめ」PR活動

轍
圏域住民

随時

青少年スポーツ団体

の育成事業

各種スポーツ活動を通して子dもたちの健全育

成を図るため市内のスポーツ少年団活動を推進
します。

小中学生 年間

子どもの体力向上事
業

スポーツ推進委員や総合型地域スポーツクラブ

による遊びや野外活動、文化活動、体験活動な

ど子ども達のライフスタイルや体力、興味、目

的に対応した事業を開催し、子ども達が身体を

動かすことの喜びを体験させながら体力づくり

と仲間づくりを図る。

小中学生 年間



資料№１ 

（１）村上市子どもの貧困対策計画の策定について 

 

 

  令和元年６月に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が改正され、子どもの現在及び将来がそ

の生まれ育った環境に左右されることなく、全ての子どもに教育の機会均等が保障され夢や希望を持

つことができるよう、児童権利条約の精神に則り、子どもの貧困対策を総合的に推進すること等が明

記さた。あわせて、市町村に子どもの貧困対策に関する計画策定の努力義務が生じたことを踏まえ、

次の体制により計画策定を行うこととする。 

 

〇計画の審議体制 

 村上市子ども・子育て会議において計画策定の審議を行っていただく。 

 会議委員の他、子どもの貧困対策に関する有識者２名をアドバイザーとしてお願いし、当該会議に

対して意見や助言等をいただく予定としている。 

 

 

〇庁内検討委員会・作業部会の設置 

 分野横断的な施策の展開が必要なことから、市関係各課で構成する庁内検討委員会を設置し、関連施

策・事業の内容や取組状況、課題等を共有する。また、庁内検討委員会の下部組織として作業部会を設

置し、課題等について、より詳細な調査・検討を行う。メンバーは、庁内検討委員会委員の所属課担当

者で構成する。 

 

 

〇今後の具体的なスケジュール（予定） 

令和３年６月 第１回村上市子ども・子育て会議 

    ８月 第２回村上市子ども・子育て会議 

10月 アンケート調査の実施について 

令和４年３月 第３回村上市子ども・子育て会議 

６月 第４回村上市子ども・子育て会議 

８月 第５回村上市子ども・子育て会議 

１０月 パブリックコメントの実施  

令和５年１月 第６回村上市子ども・子育て会議 


