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Ⅰ．意見を提出するにあたって 

 
 子育ての当事者でありながら、意見反映できる場がほとんどなく、専ら保育園の入所をめぐって子

育て支援課の職員に嫌味を言ったり皮肉を言ったりするしかなかったのが現状です。 
 エンゼルプラン、新エンゼルプラン、次世代育成支援行動計画前期計画と、国からして当事者参加、

市民参加でやるように指針を出しながらも、朝霞市においてはほとんどそれはなされず、形式的なパ

ブリックコメントで、単純な字句の修正だけで留まらせてきました。本質的な問題について意見して

も「貴重なご意見ありがとうございました」の一言で片づけられてきています。 
 また以前、私は次世代育成支援行動計画の推進委員会の市民委員としていただいたことがあり、

様々な意見をさせていただきましたが、社会福祉法などで努力義務としていることを意見しましたが、

今回もまた取り入れられずにいます。 
 今回も、意見を提出することが何の成果にもならず、無意味だと百も承知で、言える場所はここし

か与えられていない、そういう思いで意見を提出します。 
 以下計画案の各項目に対応して意見を述べます。 
 
 
 

Ⅱ．全体的な感想 

 
 文章は前期計画より洗練されたと思いますが、具体的な施策を見ると、保育所や学童保育の整備な

ど国が自治体の次世代育成支援行動計画に求める最低限の内容を除けば、既存の各課の施策を理念や

目的と関係なく寄せ集め羅列し、さもたくさん事業をやっているように印象を持たせています。大事

な施策は何かわかりやすくし、理念ときちんと結びつけるためにもっと整理が必要だと思います。 
 具体的事業を点検すると、すべて継続事業であり、事業を根本的な見直した形跡が見られません。

また人権の項目に人権侵害につながる事業が並べられるなど、本質的にわかっているの？と聴きたく

なるようなつくりも見られます。また、事業仕分けなど最近の行政の施策の整理統合など全く意識さ

れていないことも感じられます。 
 こうしたおかしなつくりがあちこちで見られるのは、市民、とりわけ当事者とのコミュニケーショ

ンを欠いたままに、関係者の「よかれ」という思いだけで計画策定を行ったことに弊害があると言え

るでしょう。 



 
 
 

Ⅲ．計画に対する意見・質問 

第一部 
第一章 計画の策定にあたって 
第四節 計画策定の経緯 
・【意見】 子育ての当事者である、子ども、子育て世代にどのように意見を聴いたのでしょうか。

当事者の意見のない計画は何をしたくてやっているのでしょうか。保護者の声のみ、行政が設定した

質問項目で聴くだけにとどめている限りです。当事者主権が言われる中で、当事者不在で作られた計

画は大きな瑕疵があると言えます。委員長である古川孝順東洋大学教授は当初、当事者参加を促して

いたとも聴いていますが、そうならなかったのは残念です。 
・【質問】 
（１） どのような理由で、国でさえ推進している当事者参加を排除して計画策定を進めたのでしょ

うか。理由を示してください。 
（２） パブリックコメントはどの程度意見を反映するのですか。 
 
第二章 前期行動計画の達成状況 
・【意見】達成状況について数字を羅列しているにとどまり、具体的にどのように子育て環境が改善

されたのか、まったく総括も評価も責任の明示もされていません。無責任に後期計画を引き継ぐのは

問題だと思います。 
 
第一節 重点項目 
・【意見】計画の数値の羅列にとどまり、なぜできなかったのか、あえてやらないと判断したものが

あればそれはどのような理由なのか示されていません。非常に無責任な評価だと思います。 
・【意見】トワイライトステイ事業については、民間保育室での実施に無理があったのではないかと

思います。また、病後児保育は「施設型」とタイプを限定してしまったことに無理があったのではな

いかと思います。形から先行して、その施設がなければ子どもがどのような不利益を蒙るのか想像力

を働かせなかったことに問題があるのではないでしょうか。 
・【意見】逆のかたちが一時保育の実施で、国の一時保育の制度に固執せず、朝霞市で普及し柔軟な

保育ニーズに対応してきた家庭保育室への委託が成功していると言えます。このことは大きく評価し

てよいのだと思います。 
【質問】 
（１） つどいの広場が実施されなかった理由を示してください。 
（２） 実施すると約束した公立公営保育園で 20 時までの延長保育が 5 年もかけて 1 ヵ所も実施さ

れていない理由を示してください。 
（３） 病後児保育が実施できない理由を示してください。 
（４） トワイライトスティ事業が実施できない理由を示してください。 



 
第二節 その他の取り組み 
・【修正意見】妊婦健康診断公費負担回数を増加したのは国の施策であり、他市でも受けられるサー

ビスであり、朝霞市の独自の施策のように書くのは誤解を招くと思います。文中に「国の施策により」

と加筆すべきです。 
・【評価】男女平等について、啓発にとどまらず相談機関を設置したことは、平均的な都市の男女平

等施策を上回る成果であり、言及した方がよいのではないでしょうか。 
 
第二部 
第一章 
基本目標１ 
１－１ 地域における子育て支援の充実 
現状と課題 
・【修正意見】保育基盤に学童保育の充実、改善について言及していません。保育所以上に問題を抱

えているように思います。保育サービスの「充実」という言葉が使われていますが、必要な対応策は

「整備」ではないのでしょうか。 
「（１）多様なニーズに応じた子育て支援サービスの充実」について 
・【修正意見】保育所や学童保育の待機児童問題や、病児保育などのニーズからは、保護者や子ども

は「多様な」サービスを求めているのでしょうか。違うように思います。仕事や社会参加と両立でき

る基礎的な保育サービスが、夜間や休日、土日、子どもの体調によって充足していないという問題意

識に立つべきではないでしょうか。タイトルは「セーフティーネットとしての子育て支援サービスの

整備」ではないでしょうか。 
「○保育園、放課後児童クラブ、家庭保育室の整備拡充」について 
・【修正意見】目標として定員増ばかり挙げられていますが、年末以来の保育所の最低基準をめぐる

議論にもあったように、この計画では、詰め込みで保育定員を増やすことも可能です。具体的な施設

数や面積数の確保なども示すべきです。整備すべき地区なども、施設数も、予算額も示されておらず、

具体性を感じません。 
・【修正意見】放課後児童クラブについては、詰め込みのひどい保育環境です。定員増も必要ですが、

あわせて面積の確保が重要で、それに対する計画を示すべきです。 
・【意見】保育所や学童保育を必死に整備しようとして空回りし続けています。その結果、整備が後

追いになっていることが問題です。地域の保育サービスの量に応じて、マンションやまとまった住宅

地の開発規制を行い、開発する業者には保育所、学童保育、病児保育などの保育サービス提供を求め

るべきです。 
 
「○多様なニーズへの対応」について 
【意見】 
・【修正意見】延長保育以降が「多様なニーズ」とされているのは認識不足で、保護者の労働環境の

変化などからするともはやこの程度のサービス整備は、基礎的な保育環境の整備と言うべきです。過

酷な労働、非正規労働の増大、解雇権の濫用など、以前なら子育て中だからと許されてきた事情によ



って、市民である保護者が簡単に職を失う時代になっています。 
・【意見】延長保育のニーズは、通勤距離が長い市外通勤者や、サービス業従事者にあります。こう

いう利用者は交通手段に恵まれていないため、市街地にある保育所こそ延長保育を整備しなければ意

味がありません。しかし今回、民営保育所のみ対象とすることは、不便地域の保育所だけを対象にす

ることを意味して、本来的なニーズを充足するものではありません。また、保育士の賃金と労働条件

がある程度保障されている公立保育所で率先して延長保育をやらず、賃金の低い民営保育所に押しつ

けるようなことになっているのはモラルにかないません。 
・【質問】病後児保育の実現については具体的なめどがあるのでしょうか。 
・【修正意見】保育に欠けるということでは病児保育の実施も必要です。都内ではＮＰＯが、千葉県

市川市では公立保育所が実施しています。 
（２）子育て情報・相談機能の充実 
「○発達段階に応じた相談・情報提供」について 
・【修正意見】「発達段階」とは何を意味するのですか。発達段階にあてはめる子育て支援のやり方は、

ノーマライゼーション、バリアフリーの考え方に逆行するものです。最近は発達段階論については相

対化すべき考え方という評価になっているはずです。発達段階という相談を実施する側の認識に枠に

はめるのではなくて、個々の子どもとその背景にある家庭や地域、人間関係などの周辺環境の現状に

応じて相談を受け、情報提供を行うことが必要です。より役に立つ子育て相談をめざすなら、文章の

後段の「の発達段階」の部分については削除すべきです。 
 
１－２ 子どもや母親の健康確保及び増進 
・【意見】母子保健に偏重していて、父親など母子をとりまく人々の健康確保について何の言及もさ

れていないことが問題点と言えます。母子の健康を確保していくためには、その他の家族の理解や協

力が必要なのではないでしょうか。 
・【修正意見】祖父母の支援を期待できない出産直後の母子にとって家事援助をどうしていくのか課

題です。母体保護から産後の安静を求められながらも、夫の長期休暇または祖父母の支援がなければ、

健康を犠牲にして家事をしなくてはなりません。産後の母体保護のための諸施策について、補強が必

要です。 
・【質問】集団的に行われる乳幼児検診に効果があるのでしょうか。 
・【意見】小児科医療について、経済的負担の軽減ではなくて、小児科の混雑を解消すべきです。と

くに重篤な患者、感染症の患者が安心してかかれるようにしていくことが必要です。混雑した小児科

では、重篤な症状の子はより重篤になり、感染症も伝染しやすくなります。一切の医療費のの無料化

が混雑をひどくしているように感じています。 
・【修正意見】小児救急医療については、正確に書くべきです。夜間診療体制は近隣の医師会との連

携が実績を上げていることからそれを維持することを書く一方、重篤患者の救急医療については、未

だ課題を抱えているのではないでしょうか。 
 
１－３特別な配慮を必要とする子どもたちへの対応などきめ細やかな取り組み 
・【修正意見】表題の「特別な配慮」という言い方に難があります。言葉の問題だけとも言えますが、

これまで特別という言葉の使われた意味から言うと、やはり標準の人とは別物という扱いになりかね



ません。「より一層の支援が必要な」といった、語義を限定した書き方にすべきではないでしょうか。 
（１）障害のある子どもへの施策 
・【修正意見】文中で気になったのは「早期発見」「早期療養」です。内容によっては全面的に否定す

るつもりはありませんが、障害は「発見」すべきものなのでしょうか。障害者をめぐる最近の考え方

からはずれているように思います。 
・【質問】市長が選挙公約で打ち上げ、今回盛り込まれた「育み支援バーチャルセンター」という言

葉の意味が不明確です。障害者の生活はリアルな課題であるのに、バーチャルとは何でしょうか。説

明を求めます。 
（２）ひとり親家庭の支援 
・【評価】ひとり親家庭が増加し、その対応は急務であるし、総合的な施策が必要です。その中で差

別的な母子家庭に限定した手当支給を、ひとり親全員に広げたことは評価します。 
・【意見】ただし、施策が金銭給付に偏っていて、まだまだ課題があると思います。ひとり親家庭に

対する家事援助、就職や生活の支援相談、子どもの進路支援などさまざまな支援策が必要であり、そ

のことを計画化すべきです。まだ他人事のように感じます。 
（３）虐待や人権侵害から子どもを救う体制づくり 
【修正意見】 
・生活環境の違いや言語の違いなどから孤立しがちな外国人の保護者の子に対する支援策が書かれて

いません。 
【意見】 
・子どもを救うのですから、虐待の予防やケアにとどまらず、虐待の被害者が、虐待を受けずに生活

できる救済のあり方について具体策を書き込むべきです。予防啓発だけだと「虐待しそうな親」への

差別意識だけが蔓延し、かえって孤立を誘発する危険性もあります。 
 
１－４ 仕事と子育ての両立支援 
・【修正意見】全体的に、表現がぬるい気がします。朝霞市は、勤労者家庭に住宅を求めてもらって

発展してきた都市です。勤労者家庭を支援することは本来優先課題で、そのことを書くべきです。市

の保育サービスや子育て環境が至らないために、転居を余儀なくされたり、失業をすることが絶対の

ないように、セーフティーネットとして「両立支援」策を打つべきではないでしょうか。 
・【意見】保育サービスについて、保護者の意見を聴いて政策化する機会はなく、行政や事業者が一

方的なサービスとして垂れ流し、そこにライフスタイルを押し込めているのが現状です。 
・【意見】保育に関するインフラ整備に関する基本的な考え方の転換をせずに、父親の自覚や子育て

の楽しさを啓発といっても、子育て家庭がどんどん詰まっていくだけです。 
（３）働き方の見直しと男性の子育て参画の推進 
・【修正意見】男性の啓発には、あわせて労働者としての権利教育が必要。両立のために何が行動で

きるかわからないままに長時間労働気味の男性に子育て参画を求めればただ負担感ばかりが増して

しまいます。労働者としての権利教育を盛り込むべきです。 
・【修正意見】企業への啓発も重要ですが、取り組んだ企業を評価したり、長時間労働の企業や男性

の出産休暇や育児休業を拒否した企業に対して市の発注で不利に扱うなど、実効性のある施策が必要

です。 



（４）子育て中の親の再就職支援 
・【評価】初めて盛り込まれた項目ですが、高く評価します。公共職業安定所との連携という手法が、

安定雇用の提供にもつながります。 
 
 
基本目標２ 子と親が自ら学び、育つ力をはぐくむことを応援しよう 
２－１ 子どもの生きる力の育成 
・【意見】「生きる力」という抽象的な言葉が行政文書で使われることに問題を感じます。 
・【評価】子どもの権利条約について言及したことは評価します。 
・【修正意見】将来の生活に必要なこととして「結婚をする」「子どもがいる」ことが大切な子どもの

割合が低いことを指摘していますが、列挙する考え方として不適切に思います。こうした計画はライ

フスタイルに中立であるべきで、そのような評価軸をもって子どもに問題があるかのように書くのは

間違いでないでしょうか。 
・【質問】基本方針の冒頭「次世代育成支援対策の基本的視点として父母その他保護者が子育てにつ

いての第一義的責任を有する」と書かれていますが、次世代育成支援対策がそういう第一義責任を設

定しなければならない根拠を示してください。 
・【意見】保護者だけで背負い切れない課題を解決する第二義的責任があると思われる自治体に、一

言も責任があると書いていないことは問題です。朝霞市にも責任があると修正が必要です。 
（１）子どもの意見表明権の尊重と子どもの権利条約の啓発・普及 
・【意見】意見表明権について明確に言及したことは評価します。ただし意見表明権だけを切り取っ

て扱うのではなく、そもそも子どもが大切にされなくてはならないという子どもの権利条約全体の考

え方をきちんと取り入れるべきです。 
（２）子どもの生きる力を育成する学校教育環境の整備 
・【意見】学校教育の第一義的意味は、知育です。豊かな心の育成は、本来学校教育でめざすべきな

のか疑問です。 
・【意見】学校運営については、開かれた学校をめざして地域社会と対等な関係でともに歩む方向を

きちんと打ち出してほしいと思います。残念なことに市内には、保護者が学校の方針に意見したり、

学校の方針と異なることを地域社会で話題にすると問題親扱いする学校があるようです。地域に開か

れた学校になっていくためには、学校の情報公開や説明責任をさらに徹底していく必要があります。 
（４）いじめ・非行等の問題行動や不登校への対応 
・【修正意見】学校が気に入らない子どもの行動について、すべて一緒くたに問題扱いしていること

は問題です（後述）。 
（５）次代の親の育成 
・【評価】具体化していることを評価します。 
 
２－２家庭や地域の教育力の向上 
・【修正意見】これまでの計画の文脈から、「社会のマナーやモラルを身につけさせる」という書き方

に違和感を覚えます。「理解を進める」というのが妥当な書き方ではないでしょうか。教え込んで身

につけさせるというのも１つの方法ですが、マナーやモラルを守らないと、お互い不利益になるんだ



ということを子ども自身が理解しないと尊重しないように思います。 
 
２－３ 子どもたちの居場所づくり 
・【評価】懸案であった児童館の中高生への開放について初めて提案されています。このことを高く

評価します。 
・【意見】居場所づくりが、公的機関やボランティアによる居場所づくりに偏重しています。地域福

祉計画で地域調査をやったときにわかりましたが、駄菓子屋など、子どもが集まり、子どもの居場所

となり、子どもへの地域教育の場になっているような民間事業者や民間施設もあります。自然発生的

に存在しているそういうところを積極的に位置づけて、子どもの居場所としてとらえることが必要な

のではないでしょうか。 
 
基本目標３ 子どもが安全に育つ、安心なまちにしよう！ 
３－１ 子育てを支援する生活環境の整備 
・【評価と意見】初めて生活道路に関して子どもが育つために重要な場所なんだという認識がされ高

く評価しています。しかし内容は不十分です。歩道の整備や外灯の整備にとどまらず、自動車の流入

規制や一方通行化などによって、かつて道路が親や子どものコミュニティになっていたような環境を

取り戻すことが必要ではないでしょうか。 
・【意見】住環境の整備ですが、何を指しているのでしょうか。住宅開発が繰り返される中で子ども

が遊ぶ環境が悪化したり、保育事情が悪化した面があるのではないでしょうか。 
・【修正意見】子育てバリアフリーに施設面だけではなく、路上や公共空間（飲食店など）での禁煙

の推進など、ソフト面での対策も必要です。 
 
３－３ 子どもたちを取り巻く有害情報への対応の推進 
・【意見】携帯電話やインターネットのフィルタリング機能の活用を言及されていますが、そうした

もので子どもたちを守れるようなことはなく、むしろ有害情報にふりまわされないようにしていくこ

とが必要です。フィルタリング機能は、隣国中国でそのように使われているように、有害情報の指定

の仕方でいくらでも情報統制に使えるという危険性もあわせて自覚しておくことが必要です。 
 
第四章 計画の推進のために 
・【修正意見】最も力とお金を使うはずの市の責任が全く書かれていません。エンゼルプラン、前期

計画では、市の怠慢による事業の遅滞、計画理念を考慮しない個別事業の推進など市の事業推進に対

する姿勢に問題点が多かったように思います。それについて、どこがチェックしていくのか、誰がモ

ニタリングするのか不明確です。市民の責任や、地域資源の責任ばかりが強調されていて、保育所の

整備をはじめ、様々な実施責任を負う市役所がまったく誰にも監視されない推進体制は問題と言えま

す。 
 
第二章 重点事業 
・【意見】重点事業については、整備する数値目標の羅列と手段の提示にとどまり、その事業によっ

て何を解決したいのか、目標とする政策効果についてほとんど言及されていないことが問題だと思い



ます。事業仕分けなどの流行により、より効果的な行政施策を求められるようになっています。それ

に耐えうる市民にほんとうに必要とされるサービスを整備していくためには、手段に固執することで

はなく、目標を共有することが必要です。 
・【修正意見】子育て支援センター事業については、単に子育て支援センターがあることに意味があ

るとは思いません。そこで何がなされ、市民にとって何の支えになるのかが示されなくては、税金を

使って維持する意味はありません。本来の目的である虐待防止のための保護者ネットワークの形成や、

子育て技術の指導、一時保育の実施などの目的を示すべきです。 
・【修正意見】通常保育について、保育園建設が言われていますが、その手段を民設民営に限定して

しまってよいのでしょうか。あるいは民設民営で事業者が参入する見通しがあるのでしょうか。思う

ように事業者が手を挙げないときには公設で保育所を増やすことも必要です。手段を問うべきではな

いように思います。 
・【修正意見】20 時までの延長保育事業について、消極的なのは不満です。新たに開始するのが、新

設の民設民営保育所に限定していることは問題です。民設民営保育所は、地価の高さなどから不便な

地域に作られがちで、そのようなところで延長保育をしても、都内通勤などをしている保護者には通

勤や送迎時間が増えるだけで意味がないと言えます。民営保育所に比べて十分にコストがかけられて

いる市街地にある既存の公立保育所が、より難易度の高い保育事業をやる責任があるのではないでし

ょうか。 
・【修正意見】一時預かり保育については、すでに家庭保育室で、弾力的な運用で実施されています。

これとは別に待機児童問題を起こしている認可保育園で実施する意味があるのでしょうか。児童虐待

などの緊急対応などに限定すべきではないでしょうか。 
・休日保育の実施も消極的なことに不満です。あと５年も現状の数字のままでよいのでしょうか。土

曜日曜に営業している仕事も増えてきている中で、この程度の事業量を示すということは、あまりに

も想像力の貧困な、労働条件に守られた人たちらしい発想です。 
・【修正意見】エンゼルプランから提起されている病後児保育がいつまでたっても実現しません。具

体的に実現の見通しのある計画を示してください。忙しい小児科医の善意に期待するだけの「施設型」

に固執していることが問題なのではないでしょうか。 
・【修正意見】前期計画で掲げらていながらトワイライトステイ事業は実施されていない。トワイラ

イトステイ事業は、利用時間帯が違うだけでそのニーズは通常保育と同じです。したがって、別の施

設や事業者を用意するのではなく、既存の保育所において深夜延長保育として実施されることも検討

すべきです。また、夜間における児童虐待の緊急避難的対応としてトワイライトステイ事業の整備は

重要です。 
・【意見】放課後児童クラブの増設は、緊急に実施してほしいものです。少ないスペースに 100 人以

上押し込めている状況は異様です。現在の利用料は保育所に比べてかなり安いと感じます。増設によ

る運営コストがかかるのであれば、所得層によっては利用料の値上げも検討すべきです。とにかく質

の向上も進めていくべきです。また、対象の年齢も小学校卒業まで拡大し、障害児の受入制限なども

できるかぎり撤廃すべきです。 
・【意見】家庭保育室補助について拡大するのは善政だと思いますし、緊急対応が必要な待機児童問

題の解消のために必要な措置ととらえますが、本来は認可保育所の整備を進めるべきです。現在、認

可保育所の運営にあたっては法人格の規制は撤廃されているはずです。株式会社が運営している家庭



保育室でも、面積や職員数、調理室の設置などで認可保育所に転換することが可能になっているはず

です。市の補助を利用できる家庭保育室に対しては、認可保育所への転換誘導策などを検討すべきで

す。 
 
「第三章 目標達成のための具体的事業」についての全体的な意見 
・【意見】新規事業が少なく、既存事業の廃止もなく、新たな後期計画にあわせて市の施策を再編し

た形跡が見られません。これでは市役所の各課が子育て支援をこじつけて勝手勝手に施策を展開して

きた前期計画の失敗を繰り返すことになります。 
・【意見】全体的に給付金・補助金のバラマキが目立ち、政策の実効性を担保したり、政策の成果を

計測することが不可能な項目が多すぎます。事業仕分けが実施されれば、間違いなく整理されるので

はないかと思われるものも多くあります。 
・【質問】類似の政策が多く、何がどう使えるのかわかりません。「家庭児童相談」「子育て電話相談」

「児童相談」「育児相談」「栄養相談」「子ども相談室」「児童館における相談事業」「女性総合相談」

「子育て情報の提供」「インターネットを活用した子育て情報の提供」「発育発達相談」「子どものこ

ころの相談」「さわやか相談室の活用」「ボランティア相談員の配置」の何が違うのか全くわかりませ

ん。それぞれの相談事業の総括はされているのでしょうか。総合相談機能まで求めませんが、ニーズ

にあわせてわかりやすく整理統合すべきです。電話、インターネットと手段で細分化されているもの

は細分化する必要はないと思います。 
・【意見】細かい事業は、母親だけが子育てするものという固定観念によって設定されているものが

多くあります。「母と子のつどい」「若いママのつどい」はママに限定する必要があるのでしょうか。 
 
「第三章 目標達成のための具体的事業」についての個別事業に対する意見 
・【質問】歯にフッ素塗布をすることについては健康障害から賛否両論あります。どのように賛否両

論を整理されたのですか。 
・【意見】虐待や人権侵害から子どもを救う体制づくりとして、「生徒指導対策委員会の開催」が掲げ

られていますが、これを位置づけることに意味があるのでしょうか。学校でのいじめを早期発見する

意味はあるのでしょうが、教員による生徒指導が、学校教育の本来的な目的を離れて子どもの人権侵

害になっていることはずっと言われていることで、プラスマイナス考えると、あえて掲げる必要のな

いものではないでしょうか。 
・【修正意見】「虐待や人権侵害から子どもを救う体制づくり」に、虐待の被害にあっている子どもを

親に代わって保護する仕組みが全く書かれていません。 
・【修正意見】「基本的人権を有する子どもの意見や視点の尊重」について、施策の内実があまりにも

人権と無関係なものが多すぎます。子ども議会については政治参加としての意味はあるものの、子ど

もの人権という観点からはお飾りの子ども参加は人権保障ではないという考え方もあり、ここに掲げ

ることが適切か疑問です。子どもの権利条約を読み直してください。 
・【修正意見】「心のノートの活用」については、新政権の事業仕分けで廃止となった事業のはずです。

また心のノートそのものが、子どもの思想良心の自由を侵害するものだと評価されていることから、

例え学校が本来めざすべき知的教育に必要であったとしても、ここに掲げることは不適切だと思いま

す。削除すべきです。 



・【修正意見】「少人数教育」「社会人講師活用事業」「朝霞市ふれあい推進事業」「社会体験チャレン

ジ事業」はそれぞれ意味のある事業だと思いますが、「基本的人権を有する子どもの意見や視点の尊

重」という観点からは合わない施策です。掲げる位置の見直しが必要です。 
・【質問】「基本的人権を有する子どもの意見や視点の尊重」というのは、子ども自身に関わる地域社

会の課題について、子ども自身が意見を述べそれが理にかなえば反映される社会であることが必要で

す。まさに次世代育成支援行動計画の策定こそ、子ども参加が行われているべきでしたが、子どもに

対する説明や意見表明の場、ヒアリングを行わなかったことに、矛盾を感じます。見解を表明してく

ださい。 
・【修正意見】子どもの人権という観点からは、子どもに対する人権侵害に対する救済、助言、勧告

機関が必要です。 
・【質問】これまで「ふれあい講演会」で講演を行った「地域の有名人」を示してください。 
・【修正意見】「いじめ非行等の問題行動や不登校への対応」という項目が、クソも味噌も一緒くたに

した印象があります。犯罪と裏腹の非行問題と、人権侵害であるいじめと、問題行動とは断定しきれ

ない不登校それぞれについて悪質性や子どもの傷などを考えると、同列で語られることに違和感を感

じます。 
・【意見】不登校は問題と断定した対応をするだけではなく、不登校児の社会的つながりを確保し、

地域社会から切り離された状態におかないことが必要ではないでしょうか。 
・【修正意見】「子育てを支援する生活環境の整備」に掲げられている施策については、こじつけに近

い項目が羅列されています。「市営住宅入居及び補欠登録者の募集」「耐震診断・耐震改修の費用の補

助」「道路区画線の工事」「都市計画道路の整備」「都市公園のトイレ改修事業」「すべての人が利用し

やすい視聴者の整備」「都市マスタープランにおけるまちづくりの人材育成」などは、子育てに特化

した問題ではなく、あえて次世代育成支援行動計画に盛り込む必要のない項目であり、その施策の詳

細な内容も子ども子育てに関して特段の配慮が見られるものでもなく、特筆するものがありません。

削除すべきです。 
・【修正意見】「安全な道路交通環境の整備」について、生活道路への自動車流入規制や、自転車の危

険運転に対する罰則付きの取締り、路上喫煙に対する過料の徴収実施など徹底取締りなどが必要です。

担当課が思うように既存事業を実施するために並べてあるだけで、子育て支援のために何ができてい

るのかわかりません。まったく考え方が見られません。 
・【評価】「各種講演会等の保育付きによる実施」については評価したいと思いますがこれまで実施さ

れた例をみたことがありません。講演会のみならず、市が実施する説明会や、市の審議会・委員会な

どの委員参加や傍聴に一時保育を利用できるようにもしていただきたいと思います。 
 
 
 

Ⅴ．計画案に書かれていないことについて 

 
・【追加意見】児童福祉施設について社会福祉法では第三者評価機関に第三者評価を受けることを努

力義務としていますが、一切触れられていません。第三者による評価により保育所や学童保育、家庭



保育室の質の向上につながったり、業務見直しにつながることから、児童福祉施設第三者評価を実施

すべきです。（理解できなければ県に問い合わせてください）。私が次世代育成支援行動計画の推進委

員会の席で実施を求めたところ、当時の子ども支援課長が実施を検討すると約束したものでありしま

たが、全く無視されています。 
・【追加意見】子どもの人権について、参加のことしか書かれていません。最善の利益の保障をはじ

め、他の権利項目について全く触れられないのは問題です。意見や苦情を申し立て社会を変えていく

主体としての権利が具体化するための仕組みについては全く書かれていないことは問題です。 
・【追加意見】朝霞市にある各保育所、放課後児童クラブ、家庭保育室で働く職員の待遇が悪すぎま

す。職員がすぐ入れ替わってしまいます。2007 年前後一時、景気が回復したときに、職員がどんど

んいなくなってしまったこともあります。専門職に安定的に働いてもらうためには、東京都内のよう

に、食べていけるだけの賃金を払う（払わせる）取り組みをすべきです。また市立保育所・市立の放

課後児童クラブにおいても、臨時職員、非常勤職員の待遇改善や不安定雇用を解消すべきです。 
 
 
 

Ⅵ．その他関連資料についての意見 

 
・統計資料について 

統計資料の保育園児の数に、家庭保育室の利用者数が含まれていません。認可保育所の利用者数に

伍する存在でありながら、無視されていることは問題です。 
・委員名簿について 

労働者団体上山貴史さんの所属する労働団体名を公表すべきです。他の委員は全員所属団体を明記

しています。労働団体に関しては団体としての個性を認めないのでしょうか。 
・子育て支援事業実施団体のヒアリング 
対象団体数が 3 団体とは少なすぎます。子どもに関わる地域資源はいろいろあるのに、子育て政

策だけを述べる団体に偏重しています。 
・コンサルタント業者の公開 
計画を策定するにあたってコンサルタント業者の貢献度や、コンサルタント業者の能力によって拘

束される部分は大きいと思います。業者と担当者名を記入すべきです。 
 
以上です。 


