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田上町子ども・子育て支援事業計画（素案）施策提案書に頂いた提案一覧 

  

分類分類分類分類    施策提案施策提案施策提案施策提案 内容内容内容内容 

保健・医保健・医保健・医保健・医

療療療療    

ハードハードハードハード    №１ 医療施設の新設 

 

小児専門病院・皮膚科・耳鼻科・整形外科等の幼少期

に誰もが利用する医療機関がありません。メディカル

タウンを設けてもらいたい。 

ソフトソフトソフトソフト    №２ 任意予防接種費用

の助成 

インフルエンザ・水疱瘡等の任意予防接種費用の助

成。インフルエンザは１回目は無料等。可能であれば、

義務教育期間の子どもがいる世帯の家族も同様の条

件が適応されるとなおよいと思います。 

№３ 予防接種助成の充

実 

先回会議でもお話させて頂きましたが、インフルエン

ザ接種を主として、補助が出ず、且つ頻度の高い予防

接種があるかと思います（具体的には勉強不足です申

し訳ありません）。特に近隣他市町村で行っているも

のに関し助成の充実が必要かと考え提案させて頂き

ます。 

教育教育教育教育    ハードハードハードハード    №４ 室内プール・スポー

ツ施設・図書館・科学館等

の教育施設の新設 

冬場でも利用できるプール、スポーツ施設、学習室の

ある図書館、子どもが興味を持てるような展示物や体

験ができる科学館等の新設。 

ソフトソフトソフトソフト    № ５  グ ロ ー バ ル な 教

育・早期英語教育 

現状の英語に親しむ程度のものではなく、支援センタ

ー利用時期から常に外国人講師参加型の教育を行っ

ていく。町内全体（ルーテル幼稚園、竹の友、小学校、

中学校）の子ども達がいつでも（休日でも）参加でき

るイベントやレッスンを開催する。 

情報発信情報発信情報発信情報発信    ソフトソフトソフトソフト    №６ 情報提供・相談体制

整備 

小学校に上がった子どもの子育てに困って相談した

り、情報が得られる場として子育て支援センターでは

少し抵抗があるとのこと。役場内に気軽に相談できる

ようなコーナーを設置するとか、相談先がわかりやす

い広告、表示などはできないでしょうか。 

資料№１-１ 
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分類分類分類分類    施策提案施策提案施策提案施策提案 内容内容内容内容 

情報発信情報発信情報発信情報発信    ソフトソフトソフトソフト    №７ 子ども・子育てに関

する情報発信の充実 

    

アンケートの結果を見てみると、足りないものへの要

望は当然として、既に実施しているものや内容を勘違

いしているものへの改善要望等が散見されます。保護

者がもっと調べるべきであることは当然なのですが、

事業としてこの情報発信に注力する必要もあるので

はと考え提案させて頂きます。 

既に小児救急医療の充実の項目や、保育サービスに

関する積極的な情報提供にて HP の活用を実績及び目

標として挙げておりますが、新規の事業として包括し

た情報発信の事業が必要ではと思います。これを提案

するにあたり、久しぶりに町の HP を見てみたところ、

最初にポップアップで少子化対策について出てくる

ようになっており、とても素晴らしい対応だと感じま

した。一方この部分に子ども・子育てに関する情報を

一元化して載せればもっと分かりやすいのにとの思

いにもなりました。幼稚園幼児園小中学校に関する説

明・行事の情報（幼稚園に関しては全く無いのですね、

正直驚きました）、小児救急医療（特に県央では小児

担当がいるとは限らない等や、まず新潟市の小児連絡

に電話したほうがいい等の単なる情報提示以上の情

報も）、各助成金、子育て相談個所や遊び場情報等、

今回のアンケートや教育委員会様で保有しておられ

る今までの知見の蓄積から、子育て世代が必要と思わ

れる情報を分かりやすく、見やすくまとめることが必

要かと思われます。方向性としては、パンフ等紙もの

製作は予算も掛かりますし、費用対効果の事もありま

すので、とにかく町の HP にて子育てに関する情報を

一元化し、見やすくわかりやすく纏めること、そして

町の広報や、各健診、園学校での入園入学や保護者会

等の集まりを利用して、何かわからないことがあれば

町の HP を見てもらうよう頻度よく伝えるルーチンを

作成することが良いかと思います。 
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分類分類分類分類    施策提案施策提案施策提案施策提案 内容内容内容内容 

交通交通交通交通    ハードハードハードハード    №８ 子どもが利用でき

る交通網の充実 

子ども子育て支援事業になるかは、捉え方によるかと

思いますが、田上町単体で子育てに関する施設設備に

関する要望を全て満足することは難しいと思います。

その為近隣市町村に足を運ぶ必要もあるかと思いま

すが、車がないと行けないところが多々あります。イ

ンフラに関することなので非常にハードルが高いと

は思いますが、田上町で車がないお母さん（特に東京

近郊からお嫁に来られた方に多いと思います）や中高

生が子どもだけで移動するさいに、電車と田上加茂間

を移動するバス（あと小須戸のバス？）しかなく、特

に高校で必ず町外に出なければならない田上の子ど

も達には非常に不便だと思います。田上を中心とし

て、放射状に新潟市（白根市）、五泉市、加茂市、三

条市等々、バスの運行ができるようであれば、子育て

を行う上でも、子ども達が自立して動けるようになる

上でも有用ではと考え提案させて頂きます 

居場所居場所居場所居場所    

・遊び場・遊び場・遊び場・遊び場    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ハードハードハードハード    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

№ ９  幼 児 か ら 小 中 高

生・大人までが集い過ごせ

る遊び場・居場所作り【プ

レーパークの建設】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プレーパークとは、今から約３０年前に東京都世田谷

区羽根木に常設された日本で最初の冒険遊び場であ

る。禁止や制約だらけの子どもの遊ぶ環境をもっと自

由に、子ども自身が挑戦し試行錯誤できる場として、

親や地域住民が手作りの遊び場を作った。実践３年後

に、区が記念事業として位置付け、大学や地域住民が

協働して運営している。また、子ども実際に育つのは

「地域」の中だからこそ、運営の中心は住民が責任を

もっておこなっている。 

プレーパークは一般の公園とは違い、きれいに整備さ

れてなく、廃材とロープを使った手作り遊具や丸太、

火・土・水・木といった自然と道具や工具を使うこと

ができ、「自分の責任で自由に遊ぶ」というモットー

を掲げている。子どものやってみたいを応援し、子ど

もの育ちに必要な心の糧となる体験・体感を重視して

いる。また、たき火で四季折々の野外料理など、常に

変化し続ける遊び場となっている。そこにはプレーリ

ーダーが常時滞在している。 

幼児や小中高生はもちろん、２０代の若者もたくさ

ん遊びにきていて、子育て中の親、４０代５０代をは

じめ大人の出入りも多く、子どもを中心とした多世代

コミュニティの場ともなっている。新潟県では、現在、

柏崎夢の森公園の中でプレーパークがひらかれて

います。 
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居場所居場所居場所居場所 

・遊び場・遊び場・遊び場・遊び場 

ハードハードハードハード    № ９  幼 児 か ら 小 中 高

生・大人までが集い過ごせ

る遊び場・居場所作り【プ

レーパークの建設】 

 

田上は自然に恵まれ、地域密着で子育てができる環

境にあるので、プレーパークの建設に適していると

考えます。いつでも誰でも利用でき、休園・閉園な

しのプレーパークの存在は大きいと思われます。屋

外施設は既存のプレーパークにならい、屋内施設と

しては、里山工房や喫茶をはじめ、食育・郷土料理

のイベント、育児相談のできるブースや、伝承を伝

えていく遊び場など。また、森づくり活動、乳幼児

の「屋外型」子育てサロンの開催など。 

多世代の方が集うことで、情報交換や先人の知恵

や伝統を継承することができる。近隣の大学の研究

室と連携をとりながら、プレーリーダーの育成やボ

ランティア活動の場となると考えます。 

 

分類分類分類分類    施策提案施策提案施策提案施策提案 内容内容内容内容 

居場所居場所居場所居場所    

・遊び場・遊び場・遊び場・遊び場 

ハードハードハードハード    №１０ 図書館の建設 特に小学校の方で建設を望む意見が目立ちました。「田

上の１２か年教育」を充実したものにするためには絶対

に必要なものであり、現在無いということが恥ずかし

いです。図書館は本を読んだり勉強したりする場であ

るだけでなく、映写会や工作教室の実施など、子ども

の居場所としても機能する施設です。そして、大人が

新聞や雑誌を眺めたり、趣味の活動をしたりといった

場でもあります。子どもも大人も安心して過ごせる場

として、図書館は最適の施設だと思います。（現在は

蔵書も管理の仕方もお粗末です。これでは田上で子ど

もを育てようという人が増えるとは思えません。） 

№１１ 羽生田地区コミ

ュニティセンター 

私が小学校のＰＴＡ役員をしていた時から、毎年町へ

の要望としてあげられていました。羽生田地区の子ど

も達は、子どもだけで行って安心して過ごせる場所が

ありません。責任のある大人が常駐する場が、子ども

が自力で行けるところにあるべきだと思います。 

№１２ 子どもたちだけ

で遊べる場 

近隣市町村の例を挙げると、小さい子対象では三条市

栄の「すまいるランド」、小学生も、というと燕市の

「子どもの森」はとても良い施設です。田上からわざ

わざ出かけていく人も少なくありません。町内にあれ

ば、大勢の人が利用すると思いますし、他の市町村か

らも遊びに来るケースもあると思います。 
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分類分類分類分類    施策提案施策提案施策提案施策提案 内容内容内容内容 

居場所居場所居場所居場所 

・遊び場・遊び場・遊び場・遊び場 

ハードハードハードハード    №１３ 親子で利用でき

る遊び場施設の整備 

集まったニーズの中でも特に多かった「親子で出かけ

られて楽しめる場所」。天候に左右されず、親子でで

きる遊びを提案してほしいのではないかと考えられ

る。月に１～２回くらいで遊びイベントの開催があ

り、親、子どももボランティアとして設営や進行にも

参加できるものが良いと思います。 

№１４ 各地区の児童公

園の整備 

全てとは言いませんが、草だらけで安全とは言えませ

ん。地域の方たちを巻き込んで、クリーン作戦とかで

きないでしょうか。 

№１５ 公園の整備 荒れ果てた公園の整備。老朽化している遊具の取り換

え。公園の遊具も見た目に進化しています。遊具が新

しい公園には利用者も多く見かけます。安全面も考慮

し、遊具の取り換えを検討していただきたい。 

ソフトソフトソフトソフト    №１６ 小学校の施設を

活用しての遊び場の提供 

新潟市ではふれあいスクール事業として実施されて

います。小学校の施設を活用して子どもたちに安全な

遊び場を提供すると共に、異年齢や地域住民との交流

を図ることを目的とする事業です。中心となる組織

は、PTA や地域、学校、教育委員会から構成する「ふ

れあいスクール運営委員」です。保護者や地域の方々

からも協力を得ながら運営されています。 

保育保育保育保育    ハードハードハードハード    №１７ 休日を含む子ど

もの一時預かり場所（家庭

的保育室）の増設 

昨年、塚越さんがけがをされ、今現在、保育室の再開・

ご自身の体の復帰のめどがたたないとお聞きしまし

た。時間外や休日の子どもの一時預かり場所に困って

いる方は、多くいらっしゃるので、家庭的保育室の機

能をもった施設の新規建設を、提案します。 

ソフトソフトソフトソフト    №１８ 保育者等職員の

資質および専門性の向上 

最低年２回職員が研修に参加する。 

定例で園内研修を実施する。 

№１９ 保育者等の雇用

形態の見直し 

正規職員と非正規職員が適正な割合で配置されてい

るか見直す。 

№２０ 保育士配置基準

の見直し 

国の基準を上回る保育士の配置基準を設定する。 

新潟市はよりきめ細かい保育を実現するために独自

の基準を設けています。 
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分類分類分類分類    施策提案施策提案施策提案施策提案 内容内容内容内容 

保育保育保育保育 ソフトソフトソフトソフト    

    

№２１ 子育て支援セン

ターの拡充 

アンケートの自由記述の中には、親子で遊べる場や図

書館やコミュニティセンター的なニーズがたくさん

見られたので、年齢を幅広く、土・日・祝日も使える

ようにしたり、相談や交流の場を整えられる施設にな

れたらよいと思う。一か所に限らず、整えられると理

想的。（既存の施設の利用の見直しなど） 

№２２ 延長保育事業の

充実 

すべてのサービスにおいて、子育て世代を考えると時

間の設定が厳しすぎると感じる。朝は７時から、夜も

７時くらいまで対応してもらわないと、支援にならな

いのではと思う。土日祝の対応も同様である。 

№２３ 延長保育事業の

充実 

保育内容の検討等延長保育の充実を図る。 

地域地域地域地域 ソフトソフトソフトソフト    №２４ 職業生活と家庭

生活の両立支援 

仕事と子育ての両立が可能となるよう企業に働きか

けを行う。 
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そ の 他 ご 意 見 

・たくさんのアンケートの記述１つ１つの実現に向けた取り組みが必要ではないでしょうか。すべて

にこたえるのは無理だが、１つ１つを受け止め、改善の方向に向かわせるための関係機関・関係者の

話し合いや意見交換、勉強できる場が必要なのではないでしょうか。みなさんが利用しやすい環境を

整えていけるようにできたら良いですよね。 

 

・ネットの危険性については、子どもだけでなく親も一緒にやれるといいのだと思います。 

 

・「幼児教育についての情報提供」は（２）地域のおける子育て支援サービスの充実 に入るのではな

いでしょうか？ 

 

・「幼稚園と小学校との連携」の説明文章について、幼稚園と小学校の連携とありますが、幼稚園は入

らないのでしょうか。幼稚園、幼児園と小学校の連携にした方がよいと思います。また、前回の会議

で「幼小連携」が保育所も含む記載方法であるとのことでしたが、幼保小連携と記載するのが一般的

で誤解がないと思います。 

 

・幼児教育の振興に関する政策プログラムの策定は必要でしょうか。このプログラムには、様々な政

策が入り込んでいるようですが、内容が見えません。国が示すこのプログラムの実施期間は平成２２

年度までです。ですので、このプログラムは終了してよいのではなかと考えます。プログラムにある

残すべき重要な政策につては、今回の具体的な施策内容として項目にあげたらよいのではないでしょ

うか。 

 

・「保育園受入の児童の拡充」について、方向性に「他市町村との連携により受け入れの確保を図る」

とありますが、田上町の子どもたちが、田上町の園で教育・保育を受けられる方向に持っていくべき

だと思います。そうでなれば、この会議を実施している意味がないように思います。 

  

・多様な保育サービスの実施について、年末・年始・お盆期間の保育の実施を検討して欲しい。 

延長保育料金の見直し。１８時以降の延長保育の料金２０００円（月？）というのは事実ですか？料

金設定の見直しが必要だと思います。 

 

・「（２）地域における子育て支援サービスの充実」の放課後児童健全育成事業（学童保育）について、

土曜日保育の実施・利用時間の延長・利用費の見直し（特に長期休暇中の利用料について。）を検討し

て欲しい。 

 

・「相談体制の充実」について、現在の竹の友幼児園子育て支援センターにはキャパシティーの問題が

あるようですが、子育て支援センターの充実が図られることで、諸問題の解決につながると考えます。 

例えば、子育て支援センターを午後・土日・祝日も利用可能とし、乳幼児の遊び場を確保すると共に、

以下に記す多様なイベントを通して、育児や出産に対する不安軽減、育児情報の提供、子育て世代間

の交流や子育てグループの育成を図ることを可能すると考えます。 

＜イベント例＞ 

季節の行事、お誕生日会、絵本貸し出し、身体計測、お話会（妊婦・子育て中の保護者同士での

おしゃべり会）、パパママ講座、祖父母講座、親子でリズム遊び、育児相談…等 

＊遊び場としては、園庭も開放する。 

＊持込で食事ができるようにする。 


