
104

第
五
編

資　

料

1　どんぐりプラン (茅野市こども･家庭応援計画 )推進事業一
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  「はじめに」でもふれましたように、茅野市では、4年間にわたり市民・民間
が中心になって「保健・医療・福祉の連携・一体化と地域住民の参加・参画に
よる地域福祉推進のあり方」を検討しその集大成として『福祉21ビーナスプ
ラン』を平成12年4月に策定しました。
  この間子育て・子育ちの分野は「子育て部会」で就学前を中心に「学校保健部
会（仮称）」で就学後を中心に検討することとしてきました。しかし子育て部会
において、子育て・子育ち支援策の一貫性や福祉と教育との連携、そのための
総合窓口のあり方などが指摘されるなかで，学校保健部会（仮称）との統合も
視野に入れた総合的な検討の必要性がでてきました。しかし「子育て部会」の
なかで検討された膨大な内容を集約することは、ボリュームや時間的制約から
いっても全般にわたっての課題解決の方策までいきませんでした。
  このような経過から、福祉21ビーナスプランについて議論を進めてきた地域
福祉計画策定委員会においても、最終的に子育て・子育ち分野については、国
のエンゼルプランにとらわれることなく茅野市独自のオリジナリティのある個
別計画として、福祉21ビーナスプランを基盤にした21世紀の茅野市におい
て家庭、保育園・幼稚園、学校、地域社会等が、子育て・子育ちに対してどの
ような役割をもち、どのように関わるのか、それらの個別事業展開との連携の
あり方を含め、0歳（もしくはそれ以前）から、概ね18歳までの子どもの成
長過程に合わせて、子育て・子育ちに関する福祉（狭い意味での児童福祉だけ
でなく）と教育（学校教育だけを対象とせず）の問題に対し、子ども自身が地
域で自立生活を送るための総合的な支援策「茅野市こども・家庭応援計画」の
策定が検討されることとなりました。

2　どんぐりプラン (茅野市こども･家庭応援計画 ) 策定経過

  これからの時代を見通した長い視点、広い視野を大切にして、茅野市において、
「たくましく・やさしい子ども」をどのように育んでいくのか。家庭、保育園・
幼稚園、学校、地域社会等が、子育ちに関する課題、役割分担をしていくか等、
現状の課題や解決策を考えるなかで、豊かな子育てのイメージを自由に語り、
楽しく子育て、子育ちができるよう委員会のなかで本計画の基本理念が提案さ
れました。

第1回市民ワーキング       平成 12年　8月 29日（火）
第2回市民ワーキング       平成 12年　9月 12日（火）
第3回市民ワーキング　　 平成12年 10月 10日（火）
第4回市民ワーキング 　　平成12年 10月 25日（水）
第5回市民ワーキング　　  平成 12年 11月　7日（火）

①市民ワーキング
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第   6 回市民ワーキング 　 平成 12年 11月 21日（火）
第   7 回市民ワーキング　　  平成 12年 12月　5日（火）
第   8 回市民ワーキング　　  平成 13年　1月 18日（木）
第   9 回市民ワーキング　　  平成 13年　2月　9日（金）
第10回市民ワーキング　　  平成 13年　2月 22日（木）
第11回市民ワーキング　　  平成 13年　3月 14日（水）
第12回市民ワーキング　　  平成 13年　3月 21日（水）

平成12年度「地域子どもフォーラム」
  子ども自身が、今の生活の中でなにを望んでいるのか、地域に対しての希望や
期待、また自分たちが地域のなかでできることは何かなど、直接子どもたちか
ら聞いたり、話し合ってもらう機会をつくり、この計画のなかにできるだけ反
映していくための子どもフォーラムを検討開催してきました。

　永明小学校　　2月21日（水）3学年　　2月21日（水）6学年　　
　宮川小学校　　2月26日（月）3学年　　2月28日（水）6学年　　
　米沢小学校　　2月23日（金）3学年　　2月　9日（金）6学年　　
　豊平小学校　　2月27日（火）3学年　　2月27日（火）6学年　　
　玉川小学校　　2月14日（水）3学年　　2月13日（火）6学年　　
　泉野小学校　　2月21日（水）3学年　　2月21日（水）6学年　　
　金沢小学校　　2月16日（金）3学年　　2月16日（金）6学年　　
　湖東小学校　　2月14日（水）3学年　　2月15日（木）6学年　　
　北山小学校　　2月27日（火）3学年　　2月27日（火）6学年　　
　永明中学校　　2月28日（水）2学年　　　
　長峰中学校　　2月21日（水）2学年　　　
　北部中学校　　2月21日（水）2学年　　　
　東部中学校　　2月14日（水）2学年

「子どもフォーラム・おしゃべりTIME」
　・16歳から18歳の高校生　　　  平成 12年 2月18日（日）
　・小学校3・6年生、中学2年生　平成12年3月10日（土）

「本音を語ろう茅野市子どもフォーラム」
　・小中学生　　　　　　　　　　  平成 12年 6月30日（日）

②子どもフォーラム
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  既存の機関や団体，所管部によって得ているデータを活用して、今日の現状に
ついて分析しました。これらの基盤となる茅野市の幼稚園・保育園の年長児保
護者、小学5年生及びその保護者、中学2年生及びその保護者、16～ 17歳
の「子どもの生活実態調査」を実施し生活実態について把握しました。

  子どもの教育・福祉に関する関係機関・団体と連携を図り諸問題についての共
通理解と情報等の共有をしていくため、また虐待等個別課題に向けての支援シ
ステムをつくるために、様々な検討を重ねた上で茅野市独自のオリジナリティ
のある個別計画として、福祉21ビーナスプランを基盤にした「茅野市こども・
家庭応援計画」の策定のため策定委員会を設置することになりました。
　○子育てサークルとの懇談会
   　平成13年 10月　4日（木）　8団体
   　平成13年 10月 18日（木）　4団体

　○平成13年度市長と語る会
「たくましい子ども、やさしい子ども、夢をもつ子ども」
  　・　9月 25日（火）金沢地区センター
  　・　9月 28日（金）米沢地区センター
  　・10月　2日（火）宮川地区センター
  　・10月　4日（木）豊平地区センター
  　・10月 12日（金）ちの地区センター
  　・10月 23日（火）湖東地区センター
  　・10月 26日（金）泉野地区センター
  　・10月 31日（水）玉川地区センター
  　・11月　2日（金）中大塩地区センター　　　総計853名参加

◎茅野市子ども・家庭支援計画策定委員会

③子どもの生活実態調査

④関係団体・市民との意見交換

第1回策定委員会
        日時　平成13年 3月22日（水）午後7時～9時
        内容　○委員の委嘱
　　　　　　○正副委員長の選任  委員長 　 堀畑幸次
                 　　　　　　　 　　　副委員長  依田京美
            　　○幹事   武井義親・勅使川原はすみ  第 1分科会
                          　矢崎敏臣・河西頼子        　第 2分科会
                          　依田京美・大久保功身     　第 3分科会
                          　堀畑幸次                    　　第4分科会



111

第
五
編

資　

料

　　　　　　○協議事項    経過説明・意見交換
第2回策定委員会
        日時　平成13年 4月16日（月）午後7時～9時
　     内容　○福祉21ビーナスプランについて
　　　　　　○子育て部会の経過説明
　　　　　　○市民ワーキングの経過説明
　　　　　　○子どもの人権・権利条約の考え方
　　　　　　○策定委員会の進め方について
               第 1分科会  ・支援施設のあり方について
               第 2分科会  ・子どもの声を生かしたまちづくりについて
               第 3分科会  ・親への働きかけや支援のあり方について
               第 4分科会  ・学校と地域の連携・地域の教育力について
               第 5分科会  　作業部会 ( 行政 )
                   A　課題別の支援システムの検討
                   B　子ども家庭支援に向けた行政組織の一元化
                   C　子ども家庭支援に関する事業の見直しと効果的運用について
第3回策定委員会
        日時　平成13年 5月21日（月）午後7時～9時
        内容　○各分科会報告
　　　　　　○視察について（報告）
　　　　　　○日本地域福祉研究所原田先生より今後の進め方及び助言
　　　　　　○各分科会
第4回策定委員会
        日時　平成13年 7月3日 （火） 午後7時～9時
        内容　○ベルビアの問題等について
　　　　　　○分科会経過報告・説明
　　　　　　○日本地域福祉研究所原田先生から今後の進め方及び助言
第5回策定委員会
        日時 平成 13年 8月2日（火）午後7時～9時
        内容　○審議事項
             　　・計画の基本理念（案）
             　　・計画の期間
             　　・緊急提言 （ベルビアの使用について）
　　　　　　○協議事項
             　　・計画の名称
             　　・各分科会の内容
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第6回策定委員会
        日時　平成13年 8月21日（火）午後7時～9時
        内容　○基本計画について
              　　・重点施策について
              　　・課題別事業（事業体系）について
　　　　　　○行政対応部分
　　　　　　○計画の進行管理
　　　　　　○日本地域福祉研究所原田先生から今後の進め方及び助言
第7回策定委員会
        日時　平成13年 9月5日（水）午後7時～9時
        内容　○各課題別委員会報告・討議
　　　　　　○日本地域福祉研究所原田先生からのアドバイス
第8回策定委員会
        日時　平成13年 9月21日（金）午後7時～9時
        内容　○各課題別委員会報告・討議
　　　　　　○日本地域福祉研究所原田先生からのアドバイス
第9回策定委員会
        日時　平成13年 11月 26日（月）午後7時～9時
        内容　○各発達段階別委員会経過報告
　　　　　　○第3部計画の施策体系（案）について
　　　　　　○今後の進め方・計画について
第10回策定委員会
        日時　平成14年 1月17日（木）午後7時～9時30分
        内容　○第3部市民行動計画について
　　　　　　○第4部計画の施策体系について
※定委員会幹事と関係者意見交換会
        日時　平成14年 1月26日（土）午後7時～午前12時30分
        内容　こども・家庭応援計画（どんぐりプラン）について
第11回策定委員会
        日時　平成14年 2月8日（金）
        内容　○茅野市こども・家庭応援計画第1部～4部
　　　　　　○中高生の居場所状況報告、0123広場状況報告
　　　　　　○策定委員会の今後について
第12回策定委員会
        日時　平成14年 2月18日（月）午後7時～9時
        内容　○策定委員会の今後について
　　　　　　○報告文章確認
　　　　　　○子ども運営委員会からの報告
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◎分科会
    第１分科会　「支援施設の在り方について」
第1回分科会　平成13年5月　　7 日（月）
第2回分科会　平成13年5月16日（水）
第3回分科会　平成13年6月　　4 日（月）
第4回分科会　平成13年6月27日（水）
第5回分科会　平成13年7月23日（月）
第6回分科会　平成13年7月30日（月）
第7回分科会　平成13年8月22日（水）
第8回分科会　平成13年9月11日（火）
第9回分科会　平成13年9月19日（水）

　第2分科会　「子どもの声を生かしたまちづくりについて」
第1回分科会　平成13年5月　　7 日（月）
第2回分科会　平成13年6月20日（水）
第3回分科会　平成13年7月18日（水）
第4回分科会　平成13年8月18日（土）
第5回分科会　平成13年9月10日（月）
第6回分科会　平成13年9月11日（火）

　第3分科会　「親への働きかけや支援のあり方について」
第1回分科会　平成13年5月10日（木）
第2回分科会　平成13年6月　　5 日（火）
第3回分科会　平成13年7月11日（水）
第4回分科会　平成13年7月23日（月）
第5回分科会　平成13年9月11日（火）
第6回分科会　平成13年9月19日（水）

　第4分科会　「学校と地域の連携・地域の教育力について」
第1回分科会　平成13年5月　　9 日（水）
第2回分科会　平成13年6月　　5 日（火）
第3回分科会　平成13年6月27日（水）
第4回分科会　平成13年7月25日（水）
第5回分科会　平成13年8月10日（金）
第6回分科会　平成13年9月12日（水）

　　　　　　○茅野市こども・家庭応援計画（市民からの提言）を市長へ報告
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　  第 5分科会　「課題を持つこども・家庭支援計画」策定委員分科会
第1回分科会　　平成13年　5月 23日（水）
第2回分科会　　平成13年　6月 21日（木）
第3回分科会　　平成13年　6月 21日（木）
第4回分科会　　平成13年　7月　5日（木）
第5回分科会　　平成13年　7月 16日（月）
第6回分科会　　平成13年　8月 17日（金）
第7回分科会　　平成13年　8月 27日（月）
第8回分科会　　平成13年　9月 15日（土）
第9回分科会　　平成13年　9月 21日（金）
第10回分科会　平成13年12月 18日（火）
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◎発達段階別委員会
　 ①第1委員会（胎児～幼児期）
第1回委員会　　平成13年　9月 21日（金）
第2回委員会　　平成13年 10月　4日（水） 
第 3回委員会　　平成13年 10月 19日（金）  
第 4回委員会　　平成13年 11月　1日（木）
第5回委員会　　平成13年 11月 15日（木） 
第 6回委員会　　平成13年 12月　3日（月）
第7回委員会　　平成13年 12月 13日（水）  
第 8回委員会　　平成13年 12月 17日（月） 
第 9回委員会　　平成14年　1月　7日（月）
第10回委員会　平成14年　1月 21日（月） 
第 11回委員会　平成14年　2月　4日（月）    

　 ②第2委員会（幼児・学童期）
第1回委員会　　平成13年　9月 21日（金）
第2回委員会　　平成13年 10月 29日（月）
第3回委員会　　平成13年 11月 13日（火）
第4回委員会　　平成13年 12月　5日（水）
第5回委員会　　平成13年 12月 19日（水）
第6回委員会　　平成14年　1月 22日（火）
第7回委員会　　平成14年　2月　7日（木）

　  ③第3委員会（思春期・青年期）
第1回委員会　　平成13年　9月 21日（金）
第2回委員会　　平成13年 10月 10日（水）
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第3回委員会　　平成13年 11月　6日（火）
第4回委員会　　平成13年 12月　6日（木）
第5回委員会　　平成13年 12月 26日（水）
第6回委員会　　平成14年　1月　8日（火）
第7回委員会　　平成14年　1月 24日（木）
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