
令和３年度 第３回 村上市子ども・子育て会議 次第 

 

 

                      日時：令和４年３月２５日（金） 

                            午後２時から 

                      会場：村上市役所 大会議室（４階） 

 

 

 

１ 開 会 

   

２ 委員長あいさつ 

   

３ 報 告 

 （１）令和４年度各課新規事業等について……………………………………当日配布 資料№１ 

 

 

 

４ 議 事 

（１）村上市子どもの生活に関する実態調査報告書（案）について………事前配布 資料№２ 

 

 

 

 （２）今後のスケジュールについて……………………………………………事前配布 資料№３ 

 

 

 

５ その他 

 

 

 ６ 次回の会議日程  

    令和４年５月 

 

７ 閉 会 副委員長あいさつ 



任期：令和３年８月２８日～令和５年８月２７日

（敬称略）

番号 氏　　　　名 号数 備　　考

1 遠　藤　　　梢 村上市岩船郡ＰＴＡ協議会　理事

2 阿　部　しほり 第一保育園　父母の会　会長

3 渡　部　悠　里 村上いずみ園父母の会　会長

4 平　野　路　子 村上市社会教育委員（兼村上市公民館運営審議会委員）

5 黒　子　秀　雄 村上市民生委員児童委員協議会連合会　理事

6 長　　　千惠子 村上市主任児童委員

7 加　藤　英　人 ＮＰＯ法人　おたすけさんぽく　理事長

8 冨　樫　恵　子 医療法人　佐藤医院　あんず保育園　事務次長

9 小　池　展　子 ＮＰＯ法人　村上ohanaネット　副理事長

10 工　藤　いく子 フードバンクさんぽく　代表

11 齋　　藤　　武 一般社団法人　Natural　児童発達支援所　はる　代表理事

12 本　間　まゆみ ＮＰＯ法人　ここスタ　理事

13 仙　田　　　健 村上市岩船郡中学校長会　会長　村上市立村上第一中学校長

14 松　田　洋　平 村上市岩船郡小学校長会　会長　村上市立村上小学校長

15 仲　　　真　人 新潟青陵大学短期大学部幼児教育学科准教授

小池　由佳

藤瀬　竜子

信　田　和　子

木　村　静　子

渡　辺　律　子

大　滝　　　寿

中　村　豊　昭

山　田　昌　実

高 　橋 　　朗

事
　
務
　
局

保健医療課長

福祉課長

学校教育課長

生涯学習課長

こども課長

こども課課長補佐（子育て支援室長）

こども課課長補佐（子育て政策室長）

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

ア
ド
バ
イ
ザ
ー

新潟県立大学　人間生活学部　子ども学科　教授

新潟青陵大学　福祉心理学部　社会福祉学科　准教授



令和4年度各課新規事業等について

保健医療課

学校教育課

生涯学習課

こども課



R4．3．25子ども子育て会議資料

令和4年度　福祉課事業計画（抜粋）

1、障がい者基幹相談支援センターの設置

　　障がい者（児）の相談窓ロを一本化し、総合的かつ専門的な支援を行います。

　　①場　　所　市役所1階（現社会福祉協議会）

　　②開設時間　8時30分～17時15分（土日、休日、年末年始を除く）

　　③人員体制　6人（内訳）市職員2人

　　　　　　　　　　　　’　相談支援専門員　村上岩船福祉会2人、責善会2人

　　④主な内容　』・障がい者（児）の総合的・専門的な相談

　　　　　　　　・相談支援事業所に対する助言指導

　　　　　　　　・障がい者の地域移行・地域定着の推進

　　　　　　　　・障がい者の権利擁護・虐待防止

a

2、学習支援事業（生活困窮者自立支援事業）

　　小中学生を対象に、学習習慣の定着及び基礎学力の向上を支援します。

　　学習以外でも各種悩みに対応します。

　　①対象者　生活保護受給世帯、生活困窮に伴い学習環境に不安がある世帯

　　②申　込　村上市社会福祉協議会

3、その他（継続実施）

　　・ペアレントトレーニング．10回コース、3会場で実施

　　・「ぱすの一と」の配布　成育歴や相談経過を記録

　　’一福祉総合相談

　　・ひきこもり相談

　　・居場所「みつば」

　　・障がい福祉サービス

　　・生活保護、生活困窮の相談
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○障がい者基幹相談支援センターとは？
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R3．3．25子ども子育て会議資料

令和4年度　学校教育課【新規・拡充】事業

c

事業名 ，新規・拡充 内容

スクールバスの運行 拡充 小学生の登下校において、現行の利用基準（原則4k

m以上、冬季は原則2㎞以上）を変更し；通年で2㎞

・以上とし、登下校時の安全確保を図る。

デジタィレドリルの活用 新規 GIGAスクール事業により整備した端末を児童生徒の

家庭学習等に活用してもらうためにドリル教材導入す

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　．

標準学力検査（NRT）

　z

拡充 小学校5、6年生から外国語が教科化されたことから、

英語のNRTを小学校6年生及び中学校1年生でも実

施する。

就学援助 拡充 経済的にお困りの家庭を対象に小・中学校で必要な学

用品費や給食費などを助成する就学援助の援助費目

に「卒業アルバム代等」を追加する。

介助員の配置 拡充 特別な支援を要する児童に対応する介助員を小学校

で2名増員する。（66人→68人）

給食災害食配備 新規 災害用非常食備蓄品（救給カレー、水）を各学校に配

備し、災害に備えるとともに、防災教育に役立てる。

／
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令和4年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　R4．3．25子ども子育て会議資料

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

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）
①通年

青少年健全育成事業「

　’

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）

　青少年
及び一般

s

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

v就学時

健
診
時
↑

男女共同参画の視点から父親の家庭生活や子育

家庭教育支援講座 て参画を目的とした事業を行い、市民の育児参
一般 年3回

画への理解を広げる。　　，
「

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

①学校図書館の支援

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

子ども読書活動推進

　　　事業

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
報

圏域住民
随時　　　、

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

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どもたちの健全育

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

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

子どもの体力向上事

業 的に対応した事業を開催し、子ども達が身体を
小中学生 年間

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。

5

e



政策1－1　子育て

◇3款2項3目
　子育て支援センター事業経費

…

器

こども課
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【実施内容】

　ファミリー・サポート・センター制度を利用する
保護者に対し、1時間当たり5∞円を補助し、保護
者の子育ての負担軽減につなげる。

政策1－t　子育て

◇3款2項4目
　学童保育経費 ，こども課

【実施内容】

　学童保育所用にパソコン、：ブリンター、Wi－－Fi用の

ルーターなどを購入し、インターネット環境を整備す
る。
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政策1－1　子育て

◇3款2項4目
　　学童保育経費

．

〒｝

巨
寧竃

一

o

o

【実施内容】

　学童保育所を利用する多子世帯に対する軽減制度と
して、生計が同一の子どもを3人以上養育する世帯に
ついては、学童保育所利用料を半額とする。

政策1－1　子育て
　　　　　　　｝
◇3款2項5目
　屋内遊び場経費

iiE

こども課

泌’⑳τ
　　　‘酬

蕊醐帽．，鞠、≧囎籔召弘一⑳る二

【実施内容】，

　令和4年4月1日から1日神納東小学校体育館に開設
する屋内遊び場を更に充実させ、親子が安心して遊ぺ
る場を提供する。

・ 環境の整備（トイレ改修等）’

・ 遊具の充実など

皿

砕愉
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村上市子ども・子育て会議　審議内容

※進捗状況により開催時期等が変更となる場合があります。

村上市子ども・子育て会議

・子ども・子育て支援事業計画中間見直し・パブリックコメントについて ・計画（案）の決定

①第１回会議（５月中下旬）

・課題、骨子案検討

・計画名（案）決定

資料№３（２）今後のスケジュールについて

1月 2月 3月
令和４年度
9月8月7月 11月 12月

・子ども・子育て支援事業計画中間見直し ・子ども・子育て支援事業計画中間見直し・子ども・子育て支援事業計画中間見直し

備考

②第２回会議（７月下旬８月上旬） ③第３回会議（10月上中旬） ④第４回会議（１月中下旬）

・計画（素案）検討【１回目】 ・計画（素案）検討【２回目】 ・パブリックコメントの結果について

4月 5月 6月 10月

① ② ③ ④
パブリッ

ク

コメント

の実施

答

申


