
第２１回大館市子ども・子育て会議 

 

日時 令和 4 年 1 月 26 日(水) 18:00～ 

場所 大館市保健センター 

 

 

次    第 

 

 

１． 開 会 

 

 

２． 会長あいさつ 

 

 

３． 議 事    こどもの遊び場について 

 

 

４． その他    今後のスケジュールについて 

 

 

５． 閉 会 



令和3年10月1日

NO. 区分 氏　　名 備　考

1 大館北秋田医師会 理事     梅内　孝倫 梅内小児科クリニック　院長

2 大館北秋田歯科医師会 副会長 根田　朋武 根田歯科医院　院長

3 学識経験者 大館市社会福祉協議会 副会長   　兜森　和夫 社会福祉法人大館感恩講　理事・事務局長

4 事業主 大館商工会議所 副会頭 仲澤　和子

5 秋田県北福祉事務所 所長 金　和久

6 大館市民生委員児童委員協議会 主任児童委員部会　部長 一関　清子

7 母子生活支援施設　白百合ホーム 施設長 小林　儀貴

8 大館市私立学校協議会 会長 月居　裕二 学校法人月居学園　理事長（南が丘こども園）
学校法人富沢学園　理事長（扇田こども園）

9 大館市校長会 会長 福司　登志子 成章小学校　校長

10 大館市認定こども園連絡協議会 会長 布袋屋　学 学校法人大館ホテヤ学園　理事長
（大館ホテヤこども園）

11 私立保育所 大館乳児保育園　主任 本多　美代

12 子育て支援サークル おおだてde子育て 島田　真紀子

13 秋田県北ＮＰＯ支援センター つどいの広場　ひよこ 奥山　由美子

14 公立保育所利用者 有浦保育園保護者 山内　里菜

15 認定こども園利用者 大館八幡こども園保護者 若松　知幸

16 大館市小・中学校ＰＴＡ連絡協議会 会長 菅原　理貴 長木小学校父兄

17 臨時委員 一般財団法人秋田県建築士会
大館北秋田建築士会 鳥潟　宏一 アトリエ105代表

※任期（２年） ：№1～16は、令和３年１０月　１日～令和５年９月３０日　

ただし、№17は、令和３年１０月１日～令和４年３月３１日

NO. 区分 所属 職名 氏　　名 備　考

1 大館市福祉部 　　部長 菅原　弥生 大館市福祉事務所長

2 大館市福祉部健康課 　　課長 畠沢　昌人 担当：母子保健係長
　　　　　　　　　　浅利　礼子

3 大館市教育委員会学校教育課 　　課長 小松原　功秀　 担当：学事係長　佐藤　周

4 大館市教育委員会生涯学習課 　　課長 一関　留美子 担当：生涯学習係長　田山　了

5 大館市福祉部子ども課 　　課長 乳井　希利子

6 　　　　　　子ども課 　　課長補佐 畠沢　依子

7 　　　　　　子ども課 　　課長補佐 鎌田　晴美 大館市保育アドバイザー

8 　　　　　　子ども課児童相談係 　　係長 畠山　斎子

9 　　　　　　子ども課子育て支援係 　　係長 渡辺　賢一

10 　　　　　　子ども課子育て支援係　　　主査 山内　智恵子

子育て支援関係者

保護者

事務局

大館市子ども・子育て会議委員名簿

所　属 ・ 役　職　等

医療関係者

福祉関係者

教育関係者

保育関係者



NO. 区分 氏　　名 幼児教育・保育部会
（量や基準の検討）

要保護児童対策・
虐待防止部会

（ひとり親家庭を含む
　支援対策の検討）

子どもを共に育む
社会環境づくり部会
（放課後児童クラブ
　を含む子育て環境
　　　　　の検討）

1 大館北秋田医師会 理事 梅内　孝倫

2 大館北秋田歯科医師会 副会長 根田　朋武

3 学識経験者 大館市社会福祉協議会 副会長 兜森　和夫 ●

4 事業主 大館商工会議所 副会頭 仲澤　和子 ○

5 秋田県北福祉事務所 所長 金　和久 ○

6 大館市民生委員児童委員協議会 主任児童委員部会　部長 一関　清子 ○

7 母子生活支援施設　白百合ホーム 施設長 小林　儀貴 ○

8 大館市私立学校協議会 会長 月居　裕二 ●

9 大館市校長会 会長 福司　登志子 ●

10 大館市認定こども園連絡協議会 会長 布袋屋　学 ○

11 私立保育所 大館乳児保育園　主任保育士 本多　美代 ○

12 子育て支援サークル おおだてde子育て 島田　真紀子 ○

13 秋田県北ＮＰＯ支援センター つどいの広場　ひよこ 奥山　由美子 ○

14 公立保育所利用者 有浦保育園保護者 山内　里菜 ○

15 認定こども園利用者 大館八幡こども園保護者 若松　知幸 ○

16 大館市小・中学校ＰＴＡ連絡協議会 会長 菅原　理貴 ○

17 臨時委員
一般財団法人秋田県建築士会
大館北秋田建築士会

鳥潟　宏一 〇

※ ●は部会長 ４人 ５人 ６人

※ 任期（2年） ：№１～№16は、令和３年１０月１日～令和５年９月３０日

　　　　　　　　ただし、№17は、令和３年１０月１日～令和４年３月３１日

子育て支援関係者

保護者

大館市子ども・子育て会議　部会名簿

所　属 ・ 役　職　等

医療関係者

福祉関係者

教育関係者

保育関係者



　４．その他　　今後のスケジュールについて

年月 子ども・子育て会議 各部会

R4.1
第21回子ども・子育て会議
　・こどもの遊び場について（1/26）

子どもを共に育む社会環境づくり部会
　・「こどもの遊び場」について（1/19）

R4.2

R4.3
第22回子ども・子育て会議
・「こどもの遊び場」について
・令和３年度事業実績見込み及び令和４年度事業計画

幼児教育・保育部会
　・令和４年度の利用定員について

R4.4

R4.5

R4.6

R4.7

第23回子ども・子育て会議
　・令和３年度事業実績及び令和4年度事業計画
　・第２期子どもの未来応援計画について

子どもを共に育む社会環境づくり部会
要保護児童対策・虐待防止部会
　・第２期子どもの未来応援計画について

Ｒ4.8

Ｒ4.9

Ｒ4.10

Ｒ4.11

Ｒ4.12
子どもを共に育む社会環境づくり部会
要保護児童対策・虐待防止部会
　・第２期子どもの未来応援計画について

Ｒ5.1

Ｒ5.2
子どもを共に育む社会環境づくり部会
要保護児童対策・虐待防止部会
　・第２期子どもの未来応援計画について

Ｒ5.3
第24回子ども・子育て会議
　・令和4年度事業実績見込み及び令和5年度事業計画
　・第2期子どもの未来応援計画について

幼児教育・保育部会
　・令和5年度の利用定員について


