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さいたま市社会福祉審議会児童福祉専門分科会委員名簿 

 氏 名 所 属（役 職） 備 考 

会長 垂水 謙児 十文字学園女子大学専任講師  

副会長 吉川 はる奈 埼玉大学教育学部准教授  

委員 浅沼 康雄 さいたま市私立幼稚園協会会長  

委員 井出 英 さいたま市中学校長会長 ～H21.3.31 

委員 伊藤 巌 さいたま市社会福祉協議会副会長 H21.9.16～ 

委員 岩崎 清 さいたま市社会福祉協議会副会長 ～H21.6.4 

委員 岩松 珠美 市民公募委員 ～H21.3.31 

委員 内田 伴之 児童養護施設ホザナ園施設長  

委員 内山 ひで さいたま市母子寡婦福祉会会長  

委員 大倉 浩 埼玉弁護士会 ～H21.3.31 

委員 緒方 恭子 さいたま市教育委員会委員長 ～H21.3.31 

委員 木村 栄二 さいたま市立小学校校長会会長 ～H21.3.31 

委員 工藤 啓介 埼玉弁護士会 H21.4.1～ 

委員 郡司 禮子 
さいたま市民生委員児童委員協議会主任児童委員連
絡会部会長 

 

委員 剣持 浩 さいたま市私立保育園協会会長  

委員 塩浦 綾子 さいたま市里親会会長  

委員 髙取 廣美 さいたま市立小学校校長会（土合小学校長） H21.4.1～ 

委員 永冨 加代子 市民公募委員 H21.4.1～ 

委員 野口 英世 さいたま市中学校長会（白幡中学校長） H21.4.1～ 

委員 濱野 幸江 さいたま市教育委員会委員 H21.4.1～ 

委員 平沼 一幸 さいたま商工会議所（埼玉トヨペット取締役社長） H21.4.1～ 

委員 福田 博之 連合埼玉（さいたま市地域協議会議長）  

委員 松本 辰美 さいたま市４医師会連絡協議会  

委員 丸山 郁代 さいたま市私立保育園協会会長  

臨時委員 鈴木 幸子 埼玉県立大学教授  

臨時委員 野原 和子 さいたま市保健愛育会大久保地区会長  

臨時委員 羽鳥 孝 さいたま市歯科医師会副会長  

（50音順、敬称略） 
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（仮称）さいたま 子ども・青少年希望
ゆ め

プラン策定委員会委員名簿 

 氏 名 所 属（役 職） 備 考 

委員 相澤 仁 国立武蔵野学院長  

委員 朝霧 紀美江 さいたま市保健愛育会理事 H21.11.1～ 

委員 荒井 哲 さいたま市ＰＴＡ協議会理事 H21.11.1～ 

委員 関根 すみ子 さいたま市保健愛育会副愛育長 ～H21.10.31 

委員 池之上 成美 さいたま市ボーイスカウト協議会プログラム委員長  

委員 牛山 元喜 さいたま浦和地区保護司会会長 ～H21.10.31 

委員 宇野 三花 社団法人埼玉中央青年会議所 H21.11.1～ 

委員 江原 悦子 さいたま商工会議所女性会副会長  

委員 大久保 えりか 市民公募委員  

委員 金澤  千津子 さいたま浦和地区保護司会会長 H21.11.1～ 

委員 木村 通恵 さいたま市男女共生推進団体連絡協議会企画部長  

委員 久世 晴雅 青少年育成さいたま市民会議会長  

委員 久保 貴 さいたま保護観察所長 ～H20.10.31 

委員 齋藤 清幸 さいたま市立高等学校校長会（浦和南高等学校長） ～H21.3.31 

委員 佐東 雄二 さいたま市立高等学校校長会（大宮西高等学校長） H21.5.20～ 

委員 関 昌美 市民公募委員  

委員 瀬戸口 憲二 さいたま人権擁護委員協議会 ～H21.10.31 

委員 髙石 光治 さいたま市警察部長 H21.5.20～ 

委員 土橋 紀美子 さいたま人権擁護委員協議会さいたま部会監事 H21.11.1～ 

委員 中目 貴子 さいたま市保育園保護者連絡会会長  

委員 西田 隆良 さいたま市学童保育連絡協議会会長  

委員 西山 鶴生 さいたま市自治会連合会副会長  

委員 仁平 総 さいたま家庭裁判所首席家庭裁判所調査官  

委員 根岸 せつ子 
さいたま市ガールスカウト連絡協議会埼玉県支部副
支部長 

 

委員 平野 憲治 さいたま市民生委員・児童委員協議会理事  

委員 廣川 洋一 さいたま保護観察所長 H21.3.18～ 

委員 村田 廷子 さいたま大宮地区更生保護女性会会長  

委員 村山 幸央 さいたま市警察部長 ～H21.3.31 

委員 山田 和弘 社団法人埼玉中央青年会議所副理事長 ～H21.10.31 

委員 山田 祐司 さいたま市ＰＴＡ協議会理事 ～H21.10.31 

委員 和田 喜美 
NPO法人さいたま市ナーサリールーム保育連絡会
理事 

 

（50音順、敬称略） 
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計画の策定経過 

 

年 月 日 内 容 

平成20年10月９日 
（仮称）さいたま 子ども・青少年希望

ゆ め

プラン第１回策定委員会 

 アンケート調査票について 

平成20年10月30日 
平成20年度第１回子ども部会 

 個別アンケート調査票について 

平成20年10月30日 
平成20年度第１回青少年部会 

 個別アンケート調査票について 

平成21年３月18日 
（仮称）さいたま 子ども・青少年希望

ゆ め

プラン第２回策定委員会 

 アンケート調査の集計結果について 

平成21年５月20日 
（仮称）さいたま 子ども・青少年希望

ゆ め

プラン第３回策定委員会 

 アンケート調査の集計結果について 

平成21年８月５日 
平成21年度第１回子ども部会 

 基本方針、基本的な視点、施策体系（案）について 

平成21年８月26日 
平成21年度第１回青少年部会 

 基本方針、基本的な視点、施策体系（案）について 

平成21年12月18日 

平成21年度第１回さいたま市社会福祉審議会児童福祉専門分科会

兼（仮称）さいたま 子ども・青少年希望
ゆ め

プラン第４回策定委員会 

 計画（案）骨子について 

平成22年１月22日 

平成21年度第２回さいたま市社会福祉審議会児童福祉専門分科会

兼（仮称）さいたま 子ども・青少年希望
ゆ め

プラン第５回策定委員会 

 計画（素案）について 

平成22年２月10日～ 

     ３月９日 

パブリックコメント 

 計画（案）に対する市民からの意見募集 

平成22年３月23日 

平成21年度第３回さいたま市社会福祉審議会児童福祉専門分科会

兼（仮称）さいたま 子ども・青少年希望
ゆ め

プラン第６回策定委員会 

 計画（案）について 
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用語解説 

ＤＶ  Ｐ133、134 

ドメスティック・バイオレンス（domestic violence）の略。家庭内暴力のこと。夫婦

間の暴力や、子どもから親への暴力、児童や高齢者の虐待などを含む概念。一般的には、

夫や恋人など親密な関係にある、または、あった男性から女性に対して振るわれる暴力の

ことを指す。社会に対する適応性の低さが、ＤＶ加害者になる一つの要因と考えられてい

る。 

 

ＩＣＴ  Ｐ150 

インフォメーション＆コミュニケーション テクノロジー（Information and 

Communication Technology）の略。情報通信技術のこと。情報技術「ＩＴ」に、通信

「Ｃ」の観点を取り入れたもので、情報・知識の共有と、その活用に資するネットワーク

技術。 

 

ＬＥＤ照明  Ｐ118 

発光ダイオード（Light Emitting Diode（ＬＥＤ））を利用した照明のこと。ＬＥＤは

電気を通すことで光を放つ半導体。従来の照明に比べ消費電力が非常に少なく、寿命が長

いため、二酸化炭素排出量の削減が期待される。 

 

ＮＰＯ・ＮＧＯ  Ｐ93、95、128、129、133、140、141 

ＮＰＯは、Non Profit Organizationの略。民間非営利組織のこと。ＮＧＯは、Non 

Governmental Organizationの略。民間非政府組織のこと。どちらも、利潤を目的とせ

ず、社会的な活動を行う民間組織をこのように呼ぶものだが、国際的な活動の場において

は、特に各国家の政府と対比してＮＧＯと呼ぶことが多い。 

 

ＳＩＤＳ  Ｐ110 

乳幼児突然死症候群（sudden infant death syndrome）の略。 

それまでの健康状態や既往歴からはまったく予期できない、原因不明の乳幼児の突然死。

生後１～４か月の時期に最も多く、窒息などの事故ではなく、睡眠中に何の前ぶれもなく

亡くなってしまうもの。 

 

育児休業制度  Ｐ55 

子どもが生まれたあと、原則１年間（保育所に預けられないなどの事情がある場合は最

長1年半）子の養育のために勤務を休業することができる制度。育児・介護休業法に規定

される。 
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※育児･介護休業法：「育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関
する法律」の略。育児または家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が
図られるよう支援し、その福祉を増進することを目的としている。 

 

オレンジリボンキャンペーン  Ｐ142、143 

栃木県小山市の団体「カンガルーＯＹＡＭＡ」の取り組みを起源とする児童虐待防止運

動で、一人でも多くの人に関心を持ってもらい、行動を起こしてもらおうとするもの。自

治体、児童福祉関係者、各種団体や企業等、全国へその運動が広がっている。 

厚生労働省は2007年から児童虐待防止推進月間にその取り組みを展開している。 

 

家庭的保育事業  Ｐ136 

保育士または看護師の資格を有する家庭的保育者（保育ママ）が、保育所と連携しなが

ら自身の居宅等において、少数の、主に３歳未満児を保育する事業 

 

学校栄養職員・栄養教諭  Ｐ112、113 

小学校、中学校及び特別支援学校の小学部・中学部に配置され、食に関する指導と学校

給食の管理を一体として担う者。 

学校栄養職員は管理栄養士・栄養士の資格を持ち、給食の献立作成、食生活の指導など

を行う。 

栄養教諭は、管理栄養士・栄養士の資格と、教育の専門家である栄養教諭の資格を持ち、

栄養や食事に関して指導教育し、「食に関する望ましい習慣や自己管理能力」を身に付けさ

せるとともに、他の教科、家庭、地域とも連携して食に関する啓発を行う。 

 

学校評議員制度  Ｐ153 

地域の方々や有識者などが、評議員として学校運営に積極的に参画することで、学校が

保護者や地域住民等の意向の把握や反映を行うとともに、その協力を得ることを目的とす

る制度。 

 

さわやか相談員  Ｐ114、151 

いじめや不登校に対応するため、市立全中学校に設置されている「さわやか相談室」に

おいて、児童生徒のこころの悩みに対して相談に応じる職員。 

 

社会福祉協議会  Ｐ122、128 

民間の社会福祉活動を推進することを目的とした営利を目的としない民間組織。社会福

祉協議会は、地域に暮らす市民のほか、民生委員・児童委員、社会福祉施設・社会福祉法

人等の社会福祉関係者、保健・医療・教育など関係機関の参加・協力のもと、地域の人々

が住み慣れたまちで安心して生活することのできる「福祉のまちづくり」の実現を目指し
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た様々な活動を行っている。 

各種の福祉サービスや相談活動、ボランティアや市民活動の支援、共同募金運動への協

力など、地域の福祉増進に取り組んでいる。 

 

社会福祉審議会  Ｐ73、89、91 

社会福祉法に基づき、社会福祉に関する事項を審議するために、都道府県、指定都市、

中核市に設置される機関で、長の監督に属し、その諮問に答えるとともに、関係行政庁に

意見を具申する。委員は市議会議員、社会福祉に従事する者及び学識経験者の内から市長

が任命する。各専門領域別に専門分科会と調査部会を持つ。 

 

周産期医療  Ｐ59、60、105 

妊娠や分娩(ぶんべん)時の母体と胎児・新生児の生命の安全及び健康に関する医療分野。

産科・小児科双方からの一貫した総合的な体制が必要になる。 

 

食育  Ｐ60、67、111、112、113、115 

心身の健康の基本となる、食生活に関する様々な教育を行うこと。食べる物を選ぶ力、

食べ方、調理法、味覚形成、食べ物の生育に関する知識や豊かな食生活の楽しみを覚える

等の力を付けることを目指す。  

 

社会を明るくする運動  Ｐ116 

法務省が主催する全国的な運動で、すべての国民が、犯罪や非行の防止と、罪を犯した

人たちの更生について理解を深め、力を合わせて犯罪のない地域社会を築こうとする運動。 

 

食品衛生監視指導計画  Ｐ113 

安心して食生活を送れるように、製造から流通、消費まで、総合的な食の安全確保を目

指した計画。食品衛生法に規定がある。 

 

ダイバーシティ  Ｐ134、140、141 

「多様性」（diversity）という意味。性別や年齢、民族・出身地・国籍、障害の有無、

言語や文化、価値観などの違いにかかわりなく、すべての人が持つ力を最大限に活かそう

とする概念。 

 

地域型事業所内保育施設  Ｐ136 

労働力の確保を目指すとともに、福利厚生サービスの一環として、各事業者が保育サー

ビスを行っている施設で、事業所の就労者のほか、地域の子どもも入所対象としている。 
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ニート（ＮＥＥＴ）  Ｐ5、26、27 

Not in Employment Education or Training の略。職に就いていず、学校機関に所属

もしていず、そして就労に向けた具体的な動きをしていない若者を指す。 

 

認定こども園制度  Ｐ135 

幼稚園、保育所等のうち、保護者の就労状況にかかわらず幼児教育・保育を一体的に行

う機能と、地域におけるすべての子育て家庭を対象に、子育て不安に対応した相談活動や

親子の集いの場の提供などの子育て支援を行う機能を備えた施設で、都道府県知事から認

定を受ける。 

 

バリアフリー  Ｐ65、75、148 

高齢者や障害者の行動を妨げる物理的な障壁を取り除くこと。基本的には、車椅子が通

れる廊下幅の確保や段差の解消、手すりの設置、点字案内板の設置などにより町中の建築

的な障壁を取り除こうとすること。今日では、バリアフリーは、物理的な障壁を取り除く

ことだけでなく、制度的、心理的、または情報の活用においても存在すると考えられ、そ

れらを含む生活全般に関連して考慮すべきであるとされている。 

 

ファミリー・サポート・センター  Ｐ42、124、138 

就労と育児を両立させる目的の、地域住民同士による相互互助のサービス。預かる側の

提供会員とサービス利用側の依頼会員が共に登録し、アドバイザーが組み合わせ、相互援

助する仕組み。 

 

フェニルケトン尿症  Ｐ107 

アミノ酸代謝異常が原因で起きる遺伝性の疾患。生後一か月頃から頭髪や皮膚の色素の

減少が目立ち、知能発達障害や痙攣（けいれん）発作が現れる。 

 

母子生活支援施設  Ｐ130 

配偶者のいない女性、また、それに準ずる事情にある女性と、その方が養育すべき18

歳未満の子どもが入所できる施設。子どもの健やかな成長を目的とし、生活の安定・自立

を促進する。 

 

マス・スクリーニング検査  Ｐ107 

先天性代謝異常症や先天性甲状腺機能低下症など、早く治療をすれば発達障害や、病気

の進行を阻止できる疾患を対象に、早期発見を目的とした検査。 
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民生委員・児童委員  Ｐ122、126、128 

民生委員法に基づき都道府県知事の推薦を受けて厚生労働大臣が委嘱する非常勤特別職

の公務員。 

住民の生活状態の把握、要援助者の自立への相談・助言・援助、社会福祉事業者または

社会福祉活動者との密接な連携・活動支援、福祉事務所その他の関係行政機関の業務への

協力などを行う。児童委員は、児童福祉法に基づき市町村の区域に、厚生大臣の委嘱によ

り置かれる民間奉仕者。担当区域の児童・家庭などの実情把握、相談援護、関係機関への

要保護児童の連絡、住民からの忠告の仲介、児童健全育成活動を行う。 

 

ユニバーサルデザイン  Ｐ65 

1990年代に登場した新しいもの作りの概念。①誰にも公平に使用できること ②簡単

で直感的に使用法がわかること ③エラーへの寛容性があること ④低い身体的負荷であ

ることなどの基準により、身の回りのものから住宅、建築、都市空間のデザインまで、す

べての人に使いやすく汎用性のある製品、環境、情報の構築実現を目指したもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さいたま 子ども・青少年希望
ゆ め

プラン 

さいたま市次世代育成支援対策行動計画（後期計画） 

《平成22年度～平成26年度》 
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