
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

①①  子子育育てて支支援援ににつついいてて  

66 月月 55 日日にに厚厚生生労労働働省省がが発発表表ししたた 22001122 年年のの合合計計特特殊殊出出生生率率はは 11..4411。。前前年年比比 00..0022 ポポイインントト増増。。しし

かかしし、、出出生生数数はは 11,,003377,,110011 人人でで前前年年比比△△1133,,770055 人人のの減減でで、、過過去去最最少少。。  

平平成成 2255 年年 44 月月のの上上尾尾市市のの人人口口はは、、222277,,552266 人人。。55 年年前前のの平平成成 2200 年年 44 月月のの人人口口はは、、222255,,334400 人人。。  

22,,118866 人人のの増増。。ししかかしし、、年年齢齢別別人人口口をを見見るるとと、、平平成成 2255 年年はは、、  

00～～1144 歳歳のの人人口口はは、、3300,,339933 人人。。6655 歳歳以以上上のの人人口口はは、、5511,,998899 人人。。55 年年前前のの平平成成 2200 年年はは、、  

〃〃                3322,,333300 人人。。          〃〃            4411,,667744 人人。。  

つつままりり、、00～～1144 歳歳（（子子供供））はは、、1111,,228811 人人のの減減。。6655 歳歳以以上上（（高高齢齢者者））はは、、1199,,006655 人人のの増増。。  

我我がが国国のの年年金金をを始始めめととすするる社社会会保保障障費費のの問問題題、、経経済済のの停停滞滞等等、、全全てて少少子子高高齢齢化化にに起起因因すするる。。  

上上尾尾市市にに於於いいててもも、、子子供供ががいいなないい、、若若者者ががいいなないいでではは、、町町にに活活気気がが失失わわれれ、、ささびびれれてていいくくだだけけでで

ああるる。。上上尾尾市市はは子子育育てて支支援援にに熱熱心心なな街街、、若若者者がが住住みみ易易いい街街ととししてて、、若若者者にに選選ばばれれるる街街をを目目指指すすべべ

ききだだとと私私はは、、強強くく思思うう。。  

子育て支援センター、つどいの広場、子育てサロン、愛育班の担当部署とその違いは？ 

回回答答  「「子子育育てて支支援援セセンンタターー」」及及びび「「つつどどいいのの広広場場」」ががここどどもも支支援援課課。。「「子子育育ててササロロンン」」がが保保育育

課課。。「「愛愛育育班班」」がが健健康康推推進進課課。。  

「「子子育育てて支支援援セセンンタターー」」はは地地域域のの子子育育てて支支援援のの核核ととししてて、、保保育育所所等等のの児児童童福福祉祉施施設設、、公公共共施施設設でで

実実施施。。「「つつどどいいのの広広場場」」はは、、子子育育てて家家庭庭のの親親とと子子どどももがが気気軽軽ににつつどどいい、、相相互互交交流流をを図図るる場場をを提提供供。。

公公共共施施設設、、空空きき店店舗舗、、公公民民館館等等、、子子育育てて親親子子がが集集うう場場ととししてて適適ししたた場場所所をを定定めめてて実実施施。。  

「「子子育育ててササロロンン」」はは、、主主任任児児童童員員がが中中心心ととななりり、、親親子子がが集集っってて遊遊べべるる交交流流のの場場ととししてて、、文文化化セセンン

タターーとと大大石石公公民民館館でで月月２２回回開開催催。。  

「「愛愛育育班班」」はは、、子子どどももかからら高高齢齢者者ままででのの「「健健康康なな暮暮ららしし」」をを地地域域でで応応援援すするる自自主主団団体体。。活活動動のの一一

つつととししてて、、就就学学前前のの親親子子をを対対象象にに「「親親子子ののつつどどいい」」をを実実施施。。  

  

それぞれの予算額は？ 

回回答答  「「子子育育てて支支援援セセンンタターー」」はは７７かか所所のの合合計計でで 55,,333366 万万円円。。「「つつどどいいのの広広場場」」はは 44 かか所所のの合合計計

でで 11,,552299 万万 11 千千円円。。「「子子育育ててササロロンン」」はは、、2222 万万 22 千千円円。。「「愛愛育育班班」」はは、、220077 万万円円。。  

○○  今今年年 55 月月 44 日日尾尾山山台台団団地地でで中中国国籍籍のの女女性性がが 22 歳歳のの長長女女をを団団地地のの 44 階階かからら投投げげ落落ととすす事事件件ががああ

っったた。。慣慣れれなないい日日本本のの生生活活でで 22 歳歳・・11 歳歳のの子子をを育育ててななけけれればばななららなないい、、育育児児ノノイイロローーゼゼかからら起起

ここっったた悲悲ししいい事事件件ででああるる。。  

上尾市の子どもへの虐待数は？ 

回回答答  平平成成 2244 年年度度、、市市でで受受けけたた児児童童虐虐待待相相談談件件数数はは 7722 件件。。中中央央児児童童相相談談所所でで受受けけたた上上尾尾市市内内のの

児児童童虐虐待待相相談談件件数数はは 115577 件件。。2233 年年度度比比 1166 件件のの減減少少。。  

虐待を防ぐための対策は？ 

回回答答  平平成成 1188 年年にに「「上上尾尾市市子子どどもも支支援援ネネッットトワワーークク」」をを要要保保護護児児童童対対策策地地域域協協議議会会ととししてて設設立立。。  

「「上上尾尾市市子子どどもも支支援援ネネッットトワワーークク」」でではは、、福福祉祉、、教教育育、、医医療療保保健健、、警警察察ななどどのの関関係係機機関関とと民民間間団団

体体がが相相互互にに情情報報をを共共有有しし、、具具体体的的なな支支援援内内容容のの検検討討・・研研修修、、児児童童虐虐待待防防止止のの啓啓発発活活動動等等をを実実施施しし

てていいるる。。  

意意見見  33 歳歳かかららはは幼幼稚稚園園かか保保育育所所にに入入所所すするる。。先先生生方方のの目目ももあありり、、親親もも子子どどももかからら離離れれるる時時間間がが

持持てて子子どどももへへのの虐虐待待のの心心配配はは少少ななくくななるる。。問問題題はは、、そそれれ以以前前のの 00～～22 歳歳。。取取りり分分けけ産産褥褥期期。。祖祖父父

母母のの手手伝伝いいをを受受けけるる事事ががででききるる人人はは良良いい。。ししかかしし、、すすででにに亡亡くくななっってていいるる。。遠遠方方でで手手伝伝いいがが難難しし

いい父父親親はは仕仕事事でで忙忙ししいい。。そそののよよううなな家家庭庭でではは、、沐沐浴浴もも一一人人でで行行ううののはは大大変変ででああるる。。ややががてて育育児児ノノ

イイロローーゼゼ、、虐虐待待へへとと繋繋ががるる恐恐れれががああるる。。産産褥褥期期のの手手伝伝いいをを北北本本市市、、戸戸田田市市、、ふふじじみみのの市市等等のの自自治治

体体でではは行行っってていいるる。。  

上尾市でも産褥期のヘルプサービスを実施すべきと考えるが、市の見解は？ 

回回答答  市市のの事事業業ととししててはは実実施施ししてていいなないいがが、、社社会会福福祉祉協協議議会会のの「「ああげげおお在在宅宅福福祉祉ササーービビスス」」及及びび  

「「シシルルババーー人人材材セセンンタターー」」でで同同様様のの事事業業をを実実施施。。利利用用状状況況はは、、「「ああげげおお在在宅宅福福祉祉ササーービビスス」」がが 11 件件。。  

市市ととししててはは、、「「子子どどもも・・子子育育てて支支援援事事業業計計画画」」のの課課題題ととししてて検検討討ししてていいききたたいい。。  

意意見見  市市でではは、、保保健健セセンンタターーでで、、44 ヶヶ月月検検診診、、11 歳歳 66 ヶヶ月月検検診診、、33 歳歳児児検検診診をを実実施施。。祖祖父父母母等等のの援援

助助がが受受けけらられれなないい場場合合はは、、兄兄弟弟ががいいるるとと受受付付かからら受受診診修修了了ままででのの時時間間がが長長くく負負担担がが大大ききいいとと聞聞くく。。  

4 ヶ月検診、1 歳 6 ヶ月検診、3 歳児検診の際に介助を付ける制度を設けたらどうか？ 

回回答答  77 月月 11 日日かかららはは、、乳乳幼幼児児健健診診はは東東保保健健セセンンタターーでで実実施施。。検検診診室室ににはは、、着着替替ええ台台やや荷荷物物入入れれ

のの棚棚をを整整備備。。待待合合室室をを広広くくしし、、兄兄弟弟をを子子守守ししななががららゆゆっったたりりとと待待つつここととででききるるよようう配配慮慮ししたたののでで

保保護護者者のの負負担担はは少少ななくくななるるとと思思うう。。今今後後更更ななるる支支援援がが必必要要かか見見守守りりたたいい。。  

意意見見  子子育育ててササロロンンでではは、、1155～～1166 人人のの主主任任児児童童委委員員がが中中心心にに行行っってていいるるがが、、聞聞くく所所にによよるるとと任任

期期ががあありり一一期期 33 年年でで任任期期がが終終わわるるとと子子育育てて支支援援のの活活動動のの場場面面がが無無くくななるるととのの事事。。非非常常ににももっったたいい

なないい事事だだとと考考ええるる。。  

主任児童委員が任期終了後も地域で子育て支援できる仕組みを創設すべきでは？ 

回回答答  主主任任児児童童委委員員はは、、児児童童福福祉祉にに関関すするる理理解解とと熱熱意意をを有有しし、、地地域域ににおおけけるる児児童童健健全全育育成成活活動動のの

中中心心ととななっってて積積極極的的なな活活動動がが期期待待ででききるる民民生生委委員員・・児児童童委委員員のの中中かからら選選任任すするる。。任任期期はは一一期期がが３３

年年間間でで、、6644 歳歳未未満満ままででのの方方をを選選任任。。民民生生委委員員・・児児童童委委員員はは 7755 歳歳未未満満ままででのの方方をを選選任任。。主主任任児児童童

委委員員終終了了後後もも、、ででききれればば民民生生員員・・児児童童委委員員ととししてて地地域域ににおおけけるる児児童童のの健健全全育育成成のの中中心心ととななっってて活活

動動ししてて頂頂ききたたいい。。  

再質問：主任児童員が退任後民生員・児童委員に移行した方は何人か？ 

回回答答  主主任任児児童童員員かからら民民生生員員・・児児童童委委員員にに委委嘱嘱替替ええさされれたた方方はは 22 名名。。  

上尾市議会議員 鈴木 茂 議会報告 NO,８ 平成 25 年 7 月 

【 鈴木 茂 プロフィール 】 
・昭和３０年生れ。  
・大石小・中学校、熊谷高等学校、明治大学法学部卒業。 
・大宮市立（現さいたま市）春里・泰平・指扇中学校教諭。 
・大石小・中学校 PTA 会長。 
・上尾私立幼稚園協会副会長。 
・全埼玉私立幼稚園連合会理事。 
【 現在 】 
・上尾市議会議員 文教経済常任委員会所属 
・(学)浅間台幼稚園園長 
・(社)特別養護老人ホーム｢パストーン浅間台｣理事長 
・上尾市幼児教育振興協議会委員 
・上尾市保育審議会委員 
 

 

 

 みなさん今日は、上尾市議会議員 鈴木 茂です。6 月 4 日から 6 月 20 日まで 

上尾市議会定例 6 月議会が開かれていました。私、鈴木茂は、6 月 13 日に市政に対す

る一般質問を致しましたので報告させて戴きます。 

 

問い合わせ先 後援会事務所 〒362-0073 上尾市浅間台２－１８－３ 

TEL 048-771-7656 FAX 048-774-5880 E-mall info@asamadai.ed.jp 

浅間台幼稚園 〒362-0076 上尾市弁財２－５－３ TEL 048-774-1046 

－１－                                        －２－ 



要要望望  せせっっかかくく地地域域でで子子育育てて支支援援にに熱熱心心にに取取りり組組ままれれたた方方がが、、任任期期がが修修了了ととととももにに活活躍躍のの場場をを失失

っっててししままううののはは残残念念だだ。。ここののよよううなな人人達達がが退退任任後後もも活活躍躍ででききるるよようう市市もも援援助助ししてて頂頂くく事事をを要要望望すす

るる。。  

意意見見  「「夏夏休休みみにに子子どどももをを預預かかっっててくくれれるる所所ががななくくてて困困っってていいるる。。」」ととののおお話話ししをを伺伺っったた。。幼幼稚稚

園園のの保保護護者者ににはは、、昼昼パパーートトでで働働いいてていいるる方方ががたたくくささんんいいるる。。夕夕方方、、時時間間外外保保育育をを利利用用ししてていいるる方方

もも多多いい。。小小学学一一年年生生ののおお母母ささんん、、普普段段はは学学校校ががああるる、、そそのの時時間間パパーートトでで働働いいてていいるる。。夏夏休休みみはは学学

校校がが無無いい。。一一年年生生をを一一人人でで家家にに置置いいてて置置くくののはは心心配配。。NNPPOO 法法人人上上尾尾学学童童ククララブブにに電電話話すするるとと、、

学学童童保保育育所所はは一一杯杯でで無無理理。。そそれれはは、、児児童童館館のの仕仕事事ででささいいたたまま市市等等のの自自治治体体でではは行行っってていいるるととのの事事。。  

低学年の小学生を長期休業中（夏休み等）に預かる仕組みを作れば子育て支援になると思うが？ 

回回答答  現現在在、、市市ににはは児児童童館館がが東東西西にに 22 館館ああるる。。市市内内外外かかららのの利利用用者者がが年年間間でで、、アアッッピピーーラランンドドはは

約約 1100 万万人人、、ここどどもものの城城はは約約 2200 万万人人。。特特にに夏夏休休みみのの期期間間はは利利用用者者がが多多くく、、昨昨年年 77 月月・・88 月月のの 11 日日

当当たたりり平平均均利利用用者者数数はは、、アアッッピピーーラランンドドがが 335522 人人、、ここどどもものの城城がが 777711 人人。。館館内内がが大大変変混混雑雑すするるここ

ととかからら、、利利用用者者のの安安全全にに十十分分なな配配慮慮がが求求めめらられれてていいるる。。市市でではは、、児児童童館館をを児児童童がが健健全全なな遊遊びびににつつ

いいてて接接すするる事事をを目目的的ととししたた施施設設とと位位置置付付けけてておおりり、、そそののたためめのの体体制制はは整整ええてていいるるがが、、低低学学年年のの小小

学学生生をを預預かかるるたためめのの人人的的体体制制やや施施設設面面ででのの整整備備ははななさされれてていいなないい。。ままたた、、平平成成 2222 年年度度かからら 55 年年

間間、、指指定定管管理理者者制制度度をを導導入入、、提提案案のの取取りり組組みみをを実実施施すするる場場合合ににはは指指定定管管理理者者とと協協議議がが必必要要ととななるる

ななどどいいくくつつかかのの課課題題ががああるる。。今今後後児児童童館館運運営営委委員員会会ののごご意意見見をを伺伺いいななががらら検検討討ししてていいききたたいい。。  

病時保育、病後時保育のあり方は？ 

回回答答  病病時時・・病病後後時時保保育育はは、、児児童童がが病病気気のの状状態態ももししくくはは回回復復期期ににあありり、、集集団団保保育育のの困困難難なな場場合合にに、、

保保護護者者にに代代わわりり一一時時的的にに預預かかるる事事でで、、子子育育ててとと仕仕事事のの両両立立支支援援をを目目的的ととしし、、現現在在病病後後時時保保育育をを保保

育育園園 22 ヵヵ所所、、病病時時保保育育をを病病院院 11 ヶヶ所所のの 33 ヶヶ所所でで実実施施。。今今後後はは、、利利用用状状況況ややニニーーズズをを把把握握ししななががらら

検検討討すするる。。  

再質問：仕事や経済のために子ども達が犠牲になるのはおかしいと思う。ニーズに応じて検討す

るとの事だが、ニーズがあるから夜間保育・夜間病児保育となるのか。会社が休めないから病児

保育を増やすのではなく、子どもが病気だったら仕事が休める社会環境になるべきだと思う。こ

れはニーズではなく、理念だと思うので市長の考えを聞きたい。 

市市長長答答弁弁  子子どどももがが病病気気のの時時はは親親がが付付きき添添ううべべききだだとと思思うう。。ししかかしし、、昨昨今今のの社社会会情情勢勢をを踏踏ままええ今今

後後のの方方針針をを考考ええてていいききたたいい。。  

○○  子子どどもも・・子子育育てて関関連連 33 法法がが平平成成 2244 年年 88 月月参参議議院院でで可可決決、、成成立立ししたた。。  

上尾市の待機児童数は？ 

回回答答  44 月月 11 日日時時点点でで、、4400 名名。。  

こども園に対しての市の考え方は？ 

回回答答  平平成成 2277 年年度度よよりり、、「「子子どどもも・・子子育育てて支支援援新新制制度度」」ががススタターートトすするる予予定定。。待待機機児児童童解解消消にに向向

けけ、、市市内内のの幼幼稚稚園園にに対対しし、、待待機機児児童童がが多多いい 00 歳歳児児～～22 歳歳児児のの保保育育のの受受けけ入入れれがが可可能能ととななるる幼幼保保連連

携携型型のの認認定定ここどどもも園園へへのの移移行行をを推推進進ししてていいききたたいい。。  

②②  不不登登校校・・ひひききここももりり対対策策ににつついいてて  

上尾市の不登校数と主な要因は？ 

回回答答  平平成成 2244 年年度度のの不不登登校校数数はは、、小小学学生生 2266 名名、、中中学学生生 110011 名名。。主主なな要要因因はは「「不不安安ななどどのの情情緒緒

的的混混乱乱」」「「無無気気力力」」「「家家庭庭環環境境」」  

再質問：この数字に出ない教室に入れない児童、生徒はいるのか？ 

回回答答  ここのの数数字字はは、、年年間間 3300 日日以以上上登登校校ししなないい児児童童・・生生徒徒数数。。ここのの数数字字にに出出なないい保保健健室室ややささわわやや

かか相相談談室室にに登登校校ししてていいるる児児童童生生徒徒ももいいるる。。  

上尾市の不登校対策は？  

回回答答  教教育育セセンンタターーでではは、、電電話話相相談談、、来来所所相相談談、、電電子子メメーールル相相談談をを行行っってていいるる。。本本年年度度ススククーールル

ソソーーシシャャルルワワーーカカーー11 名名をを増増員員。。「「学学校校適適応応指指導導教教室室」」でではは、、学学校校ややささわわややかか相相談談室室とと連連携携ししてて、、

指指導導・・支支援援をを行行っってていいるる。。  

再質問：さわやか相談室とさわやか相談員の充実は？  

回回答答  ささわわややかか相相談談員員はは、、特特にに資資格格ははなないい。。ささわわややかか相相談談員員にに対対ししててはは、、教教育育心心理理専専門門員員等等をを講講

師師ととししたた事事例例研研究究やや面面接接演演習習等等のの研研修修会会をを行行いい、、資資質質のの向向上上をを図図っってていいるる。。 

不登校生徒の中学卒業後の対策は？ 

回回答答  各各学学校校やや教教育育セセンンタターーでではは、、卒卒業業後後もも本本人人やや保保護護者者、、進進学学先先かからら相相談談ががああっったた場場合合ににはは相相

談談にに応応じじてていいるる。。  

意意見見  不不登登校校のの子子ががややががててひひききここももりりににななりり、、親親ががいいななくくななれればば生生活活保保護護とといいうう負負のの連連鎖鎖のの恐恐れれ

ががああるる。。私私はは、、一一人人ででももここのの負負のの連連鎖鎖をを断断ちち切切りりたたいいとと思思うう。。  

上尾市のひきこもり者数は、どのくらいと考えられるのか？ 

回回答答  国国のの平平成成 2255 年年度度のの「「ひひききここももりり対対策策推推進進事事業業」」のの計計画画にによよるるとと「「ひひききここももりり状状態態」」のの子子

どどももののいいるる世世帯帯はは 2266 万万世世帯帯とと推推計計さされれてていいるる。。人人口口でで案案分分すするるとと上上尾尾市市でではは約約 6600 世世帯帯程程度度とと推推

計計さされれるる。。  

意意見見  不不登登校校、、ひひききここももりりのの子子ににととっってて居居場場所所をを確確保保すするる事事がが大大切切とと考考ええるる。。ささいいたたまま市市のの NNPPOO

法法人人ささいいたたままユユーーススササポポーートトネネッットトでではは、、埼埼玉玉県県のの彩彩のの国国すすここややかかププララザザ 22 室室をを借借りりてて、、不不登登校校・・

引引ききここももりり等等居居場場所所ががなないい若若者者にに「「たたままりり場場」」をを毎毎週週土土曜曜日日にに開開いいてていいるる。。ここのの「「たたままりり場場」」にに

見見学学にに行行くくとと、、2200 人人位位のの大大学学生生ややここのの「「たたままりり場場」」のの OOBB のの社社会会人人がが、、1155～～1166 人人のの不不登登校校・・引引

ききここももりりのの子子達達のの相相手手ををししてていいたた。。11 室室でではは、、おお茶茶菓菓子子をを食食べべななががらら雑雑談談ををししたたりり、、トトラランンププをを

ししてていいてて、、ももうう 11 室室でではは、、勉勉強強をを 11 対対 11 でで教教ええてていいたた。。  

上尾市には不登校やひきこもりになった若者の居場所はあるのか？ 

回回答答  市市内内でではは、、上上尾尾医医療療セセンンタターー22 階階ににああるる「「精精神神障障害害者者地地域域生生活活支支援援セセンンタターー杜杜（（ももりり））のの

家家」」をを会会場場ととししたた家家族族及及びび本本人人のの会会のの「「どどここででももドドアア」」。。引引ききここももりり状状態態がが回回復復ししつつつつああるる方方をを

含含めめてて参参加加ででききるる場場所所ととししてて、、杜杜のの家家ササテテラライイトト「「梢梢（（ここずずええ））」」ががああるる。。  

意意見見  私私はは、、昨昨年年のの 66 月月のの一一般般質質問問でで元元気気でで優優秀秀なな現現役役をを退退いいたた方方がが無無料料でで塾塾にに通通うう事事ののででききなな

いい子子をを教教ええるる仕仕組組みみをを創創設設すすべべききとと要要望望ししたた。。  

ここののささいいたたままユユーーススササポポーートトネネッットトののよよううにに大大学学とと連連携携ししてて不不登登校校児児ややひひききここももりり

のの若若者者ののたためめににボボラランンテテｲｲアア活活動動をを促促ししててははどどううかか？？  

回回答答  教教育育セセンンタターーでではは、、聖聖学学院院大大学学等等にに学学習習支支援援ボボラランンテテｲｲアアをを募募集集しし、、適適応応指指導導教教室室にに通通うう

子子達達へへのの支支援援をを行行っってていいるる。。「「どどここででももドドアア」」ででもも大大学学生生がが来来てていいたた時時期期ももああっったた。。  

要要望望  上上尾尾市市ににはは高高校校生生ぐぐららいいののひひききここももりりのの若若者者のの居居場場所所ががなないいとと思思っったた。。支支援援のの手手はは早早けけれれ

ばば早早いいほほどどいいいい。。そそのの子子達達ががほほっっととでできき仲仲間間づづくくりりががででききるる居居場場所所がが必必要要だだ。。そそんんなな居居場場所所のの創創

設設をを要要望望すするる。。  

間もなく参議院選挙です。私は、市議会議員選挙に立候補する時、国政とは一線を画すとして立候補しま

した。現実には、中々自分の思うようにはいきません。私の後援会の方も色々な考えの方がいらっしゃる 

ので、国政はあまり語らない方が良いと思っています。ただ、私は、借金を残す、原発のゴミを残すといった子

供達につけを回す政策には賛同しかねます。また、外国との領土問題でも勇ましい意見を述べる方もいますが、

いざ戦争になった時に血を流すのは、子供達や若者でありそういった緊張関係を生むような政策や政治家の発言

も如何なものかと思っています。愛おしい私達の子や孫の未来ために、平和で豊な環境を残していく事が、大人

達の重要な責務だと私は思っています。 

 

 

－３－                                      －４－ 


