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第５章 計画の推進体制と評価 

 

第１節 富田林市次世代育成支援行動計画策定協議会委員名簿 
 
 
 （敬称略）

委  員  名 所 属 等 

◎井上 美智子 大阪大谷大学教育福祉学部 

○中尾 いつ子 民生委員児童委員協議会  

 藤井 豊子 私立保育園  

 泉谷 聡子 公立保育園 保護者会  

 内田 秀敏 市立小学校 校長会 

 中島 芳昭 市立中学校 校長会 

 松田 早人 ＰＴＡ連絡協議会  

 杉分 加寿子 私立幼稚園 

 遠山 敦子 ＰＴＡ連絡協議会 幼稚園 

 益海 利恵 富田林医師会 

 森井 康容 富田林市商工会 

 大西 聖子 富田林保健所  

 福井 政志 富田林子ども家庭センター 

 和田 守 富田林市 

 重野 清春 青少年指導員連絡協議会  

 宮﨑 幸美 心身障害児（者）父母の会  

 前田 由香里 子ども家庭サポーター  

 宮崎 ひさ子 母子福祉会  

 岡本 聡子 ＮＰＯ法人ふらっとスペース金剛 

 ◎：会長  ○：副会長
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第２節 富田林市次世代育成支援行動計画策定協議会設置要綱 
 

［平成16年５月11日／要綱第34号］ 

（設置)  

第１条 本市の次世代育成支援行動計画（以下「計画」という。）の策定に関し必要な

事項を協議するため、富田林市次世代育成支援行動計画策定協議会（以下「協議会」と

いう。）を置く。 

 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について役割を担うものとする。 

（１） 計画の策定について意見を述べるとともに、必要な情報提供をすること。 

（２） 計画の策定について必要事項の検討に関すること。 

（３） その他の事項に関すること。 

 

(組織) 

第３条 協議会は、委員 20 名以内で組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。  

  (１) 学識経験を有する者 

  (２) 富田林市民生・児童委員を代表する者 

  (３) 保育関係団体を代表する者   

  (４) 教育関係団体を代表する者 

  (５) 保健・医療関係団体を代表する者 

  (６) 商工関係団体を代表する者   

  (７) 関係行政機関の職員 

  (８) 行政の代表者 

  (９)前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 

３ 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様と

する。 

  

（任期） 

第４条 委員の任期は２年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。 

 （会長及び副会長） 

第５条 協議会に、会長及び副会長それぞれ１名を置き、委員のうちから互選により定

める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 
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（会議） 

第６条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を求めること

ができる。 

３ 協議会は、委員の過半数の出席をもって成立とする。 

 

(事務局) 

第７条 協議会の事務局は、子育て福祉部子育て支援課に置く。 

 

(委任) 

第８条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が定め

る。 

 

附 則 

この要綱は､公布の日から施行する。 

附 則 

この要綱は､平成 20 年４月１日から施行する。 
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第３節 富田林市次世代育成支援対策地域行動計画策定委員会名簿 
 
 

委  員  名 所  属  等 

村本 正文 市長公室 政策推進課 

花岡 茂樹 市長公室 人事課 

日谷 敏彦 総務部 総務課 

西野 好文 総務部 財政課 

山中 清隆 総務部 危機管理課 

西田 幸司 市民人権部 衛生課 

山西 幸夫 市民人権部 人権政策課 

玉宅 英子 市民人権部 市民協働課 

北井 則和 市民人権部 人権文化センター 

藤田 佳彦 子育て福祉部 地域福祉課 

平田 英明 子育て福祉部 子育て支援課 

阪本 朗 子育て福祉部 保育課 

溝上 進 子育て福祉部 児童館 

緒方 英和 子育て福祉部 障害福祉課 

森口 賢一 健康推進部 福祉医療課 

辻 伊佐緒 健康推進部 健康づくり推進課 

浅川 充 まちづくり政策部 道路交通課 

浦 俊樹 まちづくり政策部 まちづくり推進課 

藤本 治夫 まちづくり政策部 住宅政策課 

石田 弘幸 産業環境部 みどり環境課 

松井 謙之 産業環境部 商工観光課 

田中 敬一 教育総務部 教育総務課 

芝本 哲也 教育総務部 教育指導室 

木下 昌久 生涯学習部 社会教育課 

山本 勝也 生涯学習部 スポーツ振興課 

阪本 修二 生涯学習部 図書館 

辻野 和宏 生涯学習部 公民館 
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第４節 富田林市次世代育成支援対策地域行動計画策定委員会設置に関する要綱 
 
(設置) 

第１条  次世代育成支援対策推進法(平成 15年法律第 120号)第８条に規定する市町村 

行動計画を策定するため、富田林市次世代育成支援対策地域行動計画策定委員会

（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

(任務) 

第２条  委員会は、次に掲げる事務を行うものとする。 

（１）地域行動計画策定のための調査に関すること。 

（２）地域行動計画策定のための事業量設定に関すること。 

（３）地域行動計画の原案策定に関すること。 

（４）その他計画に必要な事項に関すること。 

 

(委員長) 

第３条  委員会に委員長を置く。 

２ 委員長は、子育て福祉部長の職にある者をもって充てる。 

 

(委員) 

第４条  委員は、人事課、政策推進課、総務課、財政課、地域福祉課、障害福祉課、

子育て支援課、保育課、健康づくり推進課、福祉医療課、道路交通課、みどり環境

課、まちづくり推進課、住宅政策課、危機管理課、衛生課、商工観光課、人権政策

課、市民協働課、教育指導室、教育総務課、社会教育課、スポーツ振興課、公民館、

図書館、児童館及び人権文化センターの長をもって構成する。 

２ 委員長が、必要あると認めるときは委員を追加することができる。 

 

(会議) 

第５条  委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議を主宰する。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、関係機関の出席を求め、その意見を求める

ことができる。 

３ 委員長は、関係部局に必要な資料の提出を要請することができる。 

 

(事務局) 

第６条  委員会の事務局は、子育て福祉部子育て支援課に置く。 

 

(その他) 

第７条  この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が 

定める。 
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附 則 

この要綱は､平成 15 年 10 月 30 日から施行する。 

附 則 

この要綱は､平成 16 年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は､公布の日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成 20 年４月１日から施行する。 
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第５節 行動計画策定のプロセス 
 

開催日 開催会議等 内  容 

平成 21 年１月７日 
第１回富田林市次世代育成支援

対策地域行動計画策定委員会 

・行動計画策定のスケジュール等について

・ニーズ調査について 

平成 21 年１月８日 
第１回富田林市次世代育成支援

行動計画策定協議会 

・行動計画策定のスケジュール等について

・ニーズ調査について 

平成 21 年２月５日～ 

平成 21 年２月 17 日 

富田林市次世代育成支援に関す

るニーズ調査 

 

・調査対象 

  就学前児童 2000 件 

  小学校児童 2000 件 

・調査方法    郵送法 

・回収率 

    就学前児童 54.4％ 

  小学校児童 57.4％ 

平成 21 年３月 16 日～

平成 21 年３月 24 日 
アンケート調査 

・調査対象 

  公立中学校２年生 965 件 

・調査方法     学校を通じて手渡し

・回収率      97.7％ 

平成 21 年３月 27 日 
第２回富田林市次世代育成支援

行動計画策定協議会 

・国指針の説明 

・平成 20 年度事業実績の報告 

・ニーズ調査の中間集計 

平成 21 年５月 29 日 
第２回富田林市次世代育成支援

対策地域行動計画策定委員会 

・国指針の説明 

・平成 20 年度事業実績の報告 

・ニーズ調査結果の報告 

平成 21 年６月 24 日 

平成 21 年６月 29 日 

団体ヒアリング 

・幼児教育センター 

・子どもの権利要求実現市民実行委員会

・部落解放若一子育てネットワーク 

・ＮＰＯ法人ふらっとスペース金剛 

・富田林保育運動連絡会 

・富田林学童保育連絡協議会 

 

平成 21 年７月３日 
第３回富田林市次世代育成支援

行動計画策定協議会 

・ニーズ調査結果の報告 

・統計資料・事業実績・ニーズ調査結果か

ら得られた検討課題について 

平成 21 年７月６日～ 

平成 21 年７月 10 日 
各課ヒアリング ・事業の実施状況と今後の課題 

平成 21 年８月６日 
第３回富田林市次世代育成支援

対策地域行動計画策定委員会 

・子育て支援に係るニーズ量の算出結果に

ついて 

・子育て支援に係る「課題」の提示につい

て 

・基本理念について 

・施策体系・重点課題の検討 

・子育て支援に係る事業目標量の設定につ

いて 

・行動計画に盛り込む施策事業の検討 
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開催日 開催会議等 内  容 

平成 21 年８月 11 日 
第４回富田林市次世代育成支援

行動計画策定協議会 

・子育て支援に係る「課題」の提示につい

て 

・基本理念について 

・施策体系・重点課題の検討 

・子育て支援に係る事業目標量の設定につ

いて 

・行動計画に盛り込む施策事業の検討 

平成 21 年９月 定量的目標数値を国へ報告  

平成 21 年 10 月 

定量的目標数値を府へ報告 

目標数値をもとに府のヒアリン

グ 

 

平成 21 年 10 月 30 日 
第５回富田林市次世代育成支援

行動計画策定協議会 
・行動計画中間案について提案 

平成 21 年 11 月 27 日 
第４回富田林市次世代育成支援

対策地域行動計画策定委員会 
・行動計画素案について提案 

平成 21 年 12 月 18 日 
第６回富田林市次世代育成支援

行動計画策定協議会 
・行動計画素案について提案 

平成 22 年１月～ 

平成 22 年２月 
パブリックコメント  

平成 22 年２月 最終協議会、委員会開催予定 ・行動計画最終案について 

※庁内関係部署との調整は適宜実施 
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第 6 節 子育て関係団体ヒアリング報告 

 

組織・団体の名称 実施時期 ヒアリングの主な内容 

幼児教育センター 
６月２４日（水） 

１６時～１７時 

・センターへ出かけて行きにくい親子へのサポートが必要、

ホームページ等の手段を通じての情報提供が必要である 

・指導員の確保と、保護者の中からボランティアを育成して

いきたい 

・親同士、子供同士をつなぐ、センターとしての居場所作り

が大切である 

・各幼稚園にセンターがあり、幼稚園にもつながっていくよ

うにするのが望ましい 

・専門機関との連携が大切である 

子どもの権利要求実現

富田林市民実行委員会

６月２４日（水） 

１９時～２０時 

・学校の４０人を超える学級を３５人以下の学級にしてほし

い 

・保育の一時保育の利用料の軽減と広報をしてほしい 

・市内に産科を増やしてほしい 

・中学生までの医療費の無料化をしてほしい 

・１８歳までの視点を織り込んでほしい 

部落解放若一子育てネ

ットワーク 

６月２４日（水） 

２０時～２１時 

・小中学校にエレベーターを設置してほしい 

・教職員の人権意識の向上とともに、研修に同和教育や多文

化共生教育、同和人権保育、多文化共生保育も盛り込んで

ほしい 

・児童館で主体的に児童相談に取り組んでほしい 

・スクールソーシャルワーカーを学校に配置してほしい 

ＮＰＯ法人ふらっとス

ペース金剛 

６月２９日（月） 

１０時～１１時 

・つどいの広場を拠点としたサテライトづくりをしていく必

要がある 

・支援者のネットワークづくり（情報交換、研修）が必要で

ある 

・支援を受けて元気になった親が、次の地域の担い手となっ

てほしい 

・現状の保育にとらわれない、柔軟な保育サービスが必要で

ある 
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組織・団体の名称 実施時期 ヒアリングの主な内容 

富田林保育運動連絡会
６月２９日（月） 

１９時～２０時 

・公立保育所（利用している保育所）で病後時保育をしてほ

しい 

・アレルギーのある子どもへの対応基準を設置してほしい 

・公園マップを配布したり、児童公園を整備してほしい 

・様々な相談や手続きのできる子育て総合センターを整備し

てほしい 

・公共施設利用の割引制度を作ってほしい 

・療育施設の整備をしてほしい 

・就労の有無に関わらず集団保育の必要な子には保育所の入

所をさせてほしい 

・公立保育所を民営化しないでほしい 

・待機児童解消のため弾力化は止めて、新しい保育所を建て

てほしい 

富田林学童保育連絡協

議会 

６月２９日（月） 

２０時～２１時 

・建物や備品を充実してほしい 

・静養スペースを確保してほしい 

・７０名に近い学童クラブは分割してほしい 

・学童クラブ指導員の労働条件を改善してほしい 

・土曜日や臨時休校日も午前 8時から開設してほしい 

・休日も開設してほしい 

・利用料納付に関して、コンビニ振込みができるようにして

ほしい 
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