
議案第1号　令和2年度決算案

令和2年度

【予算額】

令和2年度

【決算額】

収入

会費 ¥70,000 ¥22,000

会費￥1,000

 (8/31時点で会員73名 ※75名入会・2名退会）

※未収金72,000円⇒来年度収入として計上

雑収入 ¥0 ¥0

繰越金 ¥25,964 ¥25,964 前年度繰越金

合計 ¥95,964 ¥47,964

支出

会場費 ¥20,000 ¥0

研修費 ¥40,000 ¥20,000 講師謝礼金(1回）

広報費 ¥10,000 ¥15,828 HPサーバー・ドメイン代、動画編集費

雑費 ¥5,000 ¥2,955 講師手土産・飲み物など

予備費 ¥5,000 ¥0

繰越金 ¥16,964 ¥9,181 次年度繰越金

合計 ¥96,964 ¥47,964

（単位：円）

以上、ご報告申し上げます。

令和2年10月11日

子ども事故予防地方議員連盟　会計　高橋　元気



議案第2号  令和3年度 活動方針案 

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

総会の開催

勉強会の

開催

毎月の役員

会の開催

各常任委員

会の活動

各特別委員

会の活動

次年度活動

計画作成

※当団体の事業年度および会計年度は当該年9月1日から翌年8月31日とする。



議案第3号　令和3年度予算案

収入

会費 ¥291,000 会費¥3,000×会員73名を想定、前年度未収金72,000円

雑収入 ¥0

繰越金 ¥9,181 前年度繰越金

合計 ¥300,181

支出

会場費 ¥10,000 研修を年間1回リアル開催にて想定

研修費 ¥20,000 講師謝礼金20,000円

委員会費 ¥140,000 委員会勉強会等開催費（7委員会×20,000円）

広報費 ¥50,000 HPサーバー・ドメイン代・動画作成費を想定

顧問等交通費 ¥40,000

雑費 ¥5,000 消耗品など

予備費 ¥5,000

繰越金 ¥30,181 次年度繰越金

合計 ¥300,181

（単位：円）

以上、ご報告申し上げます。

令和2年10月11日

子ども事故予防地方議員連盟　会計　高橋　元気　



議案第３号 別添補足資料 

 

常任委員会の設立と会費の変更について 

 

・常任委員会の目的について 

先日、みなさまに“一人一つ以上の常任委員会に所属いただく”とご案内し、希望する委員会

についてお答えいただきました。 

会員の人数が増えてきたことで、全体グループで細かな議論をすることが難しくなってき

たため、役員会で協議し、いくつかの分野に分けて自由闊達な議論を行い、学びを深め、専

門性を高め合っていくことを期待し、常任委員会を設立することを提案させていただくこ

とになりました。 

 

・常任委員会設立と会費の変更について 

各常任委員会では、学びを深めるために講師の方をお招きした勉強会の開催等の企画もし

ていければと考えています。その際に委員会独自に参加費の徴収を行うのではなく、これま

で 1,000 円であった年会費を 3,000 円とすることで、１委員会に 20,000 円の勉強会開催等

の委員会費を計上する予算案を提案させていただきました。特別委員会については、2 委員

会と仮定し、計７つの委員会費を計上しています。 

会費以上に価値ある学びと活動ができるよう、役員一同努めて参りますので、何卒ご理解、

ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 

 

・委員会の委員長について 

各委員会の委員長につきましては、総会後の委員会発足後に、希望者を募りたいと思います。

また、全ての委員会において委員長は 1 名ですが、副委員長は、委員１０名につき１名と

し、例えば４０名の委員会の場合には４名をおくことを想定してします。委員長、副委員長

への立候補を心よりお待ちしております！ 

なお、委員長には役員になっていただき、円滑な委員会運営ができればと考えています。ご

理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。 



議案第４号 

 

規約改正案（変更箇所=赤文字） 

 

（名称） 

第１条  本連盟は、子どもの事故予防地方議員連盟と称する。 

（目的） 

第２条  本連盟は、子どもの事故を予防するための施策の研究及び政策提言を推進し、もって子どもの生

命及び身体の保護に資することを目的とする。 

（事業） 

第３条  本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。  

（１） 子どもの事故を予防するための施策の研究 

（２） 子どもの事故を予防するための政策提言 

（３）その他本連盟の目的を達成するために必要な事業 

（会員） 

第４条  本連盟は、第２条の目的に賛同する地方議員及び現職でなくなった日から４年以内の者(以下

「会員」という。)をもって組織する。 

（役員） 

第５条  本連盟に次の役員を置く。  

（１）会長  １名 

（２）副会長  若干名 

（３）幹事長 １名 

（４）幹事長代行 若干名 

（５）副幹事長 若干名 

（６）事務局長  １名  

（７）会計  若干名 

（８）広報  若干名 

（９）庶務  若干名 

（１０）監事  若干名 

（１１）その他、会長が必要とする役職 

２ 連盟内に、別途規則で定める委員会を置くことができ、委員長は役員とする。 

３  連盟に、会長が指名する顧問を置くことができる。 

４  役員は、総会において選任する。 

（任期） 

第６条  役員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。 

２  補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 

３  役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が選任されるまでは、その職務を行うものとする。 

 



（職務） 

第７条  会長は、本連盟を代表し、会議の議長となる。 

２  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名し

た順序によって、その職務を代行する。 

３ 幹事長は、組織内に関わる職務を執り行う。 

４ 幹事長代行は、幹事長に事故があるとき又は幹事長が欠けたときは、その職務を代行する。 

５ 副幹事長は、幹事長の職務を補佐する。 

６  事務局長は、会長及び副会長を補佐し、本連盟の運営に当たる。 

７  会計は、本連盟の出納に当たる。 

８  広報は、本連盟の広報に当たる。 

９  庶務は、本連盟の事業及び書記に当たる。 

１０  監事は、本連盟の会計を監査する。 

１１  顧問は、本連盟の運営に関し、会長に助言をする。 

（会議） 

第８条  本連盟の会議は、総会及び役員会とし、必要に応じ会長が招集する。  

（総会） 

第９条  総会は、本連盟の重要事項について議決する。 

２  総会は、会員の半数以上の出席をもって成立する。 

３  総会は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（役員会） 

第１０条  役員会は、総会に付議する事項、急施を要する事項その他会長が必要と認める事項について議

決する。 

２  役員会は、出席した役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（会計） 

第１１条  本連盟の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。 

２  会費は、年額３，０００円とする。 

３  経費に不足を生じた場合は、総会の議決を経て、借入れをすることができる。 

（会計年度） 

第１２条 本連盟の会計年度は、毎年 9月１日に始まり翌年 8 月３1日に終わる。 

（事務局） 

第１３条 本連盟の事務局は、会長の指定する場所に置く。 

（対外的な公表） 

第１４条 役員会で決定した事案は、役員会決定として対外公表することができる。なお、緊急を要する

事案については役員会を経ずに会長声明として発出することができる。 

（規則） 

第１５条 この規約に定めるもののほか、本連盟の運営に関し必要な事項は、 役員会の承認を経て、会長

が規則として別に定める。 

 



附則 

（施行） 

第１条  この規約は、本連盟の成立した日から施行する。 

（会計年度の特例） 

第２条  初年度の会計年度は第１２条の規定に関わらず、令和元年１０月４日から、令和２年３月３１日

とする。 



議案第４号 

 

委員会に関する規則改正案（変更箇所=赤文字） 

 

（委員会の設置）  

第１条 役員会は、規約第５条第２項に基づき、本連盟内に子どもの事故予防に関する個

別事案を調査し、解決に向けた政策提言及び要望を行っていくため、委員会を設置する

ことができる。  

２ 委員会の名称は、役員会で決定する。 

３ 委員会は、常任委員会と特別委員会を置き、常任委員会は、その分野の事故について

調査・研究を行い、特別委員会は、必要がある場合において役員会の議決で置く。 

４ 会員は 1つ以上の常任委員会に所属することとする。 

 

（委員会の役員） 

第２条 委員会の役員として、委員の互選により、委員長１名及び副委員長若干名を置

く。  

２ 委員長は、委員会を統率し、代表する。  

３ 副委員長は、委員長に事故あるとき、これに代わる。但し、複数の副委員長が選任さ

れている場合、委員長があらかじめ指定されている順位による。  

 

（委員会の議決） 

第３条 委員会の議決は、委員の過半数の賛成により決する。但し、可否同数の場合には

委員長が決する。 

 

（その他） 

第４条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、役員会で決定

する。 

 



会長：佐藤 監事：山下、小林
顧問：山中先生、仙頭先生
自見先生、宗林先生

副会長（事務局担当）：菊地 副会長（委員会担当）：野元副会長（新規政策担当）：西崎

幹事長：矢口

幹事長代行（新規政策担当）：松岡

副幹事長（事務局担当）：久保田

副幹事長（委員会担当）：田中（教）

事務局長：松本

庶務：野田、いそむら、藤條、南雲、川口

会計：かいでん、中尾

広報：根本、高橋（元）、三次、梶谷

各委員会 委員長

議案第5号 令和3年度人事案

（赤文字は昨年度からの変更箇所）



令和 3 年 月 日 

厚生労働大臣 後藤 茂之様 

 

民間の学童保育サービスについての法整備を求める要望書 

 

子どもの事故予防地方議員連盟 

会長 佐藤篤（東京都墨田区議会議員） 

 

日頃より、子ども達の心身の健やかな育成に取り組んでくださり、誠にありがとう

ございます。私ども子どもの事故予防地方議員連盟は、予防できる重大事故から子ど

もたちを守ることを目的に、全国の地方議員が党派を超えて集い、活動する団体で

す。 

 

さて、近年、市町村長に届け出のない学童保育サービスが増えてまいりました。 

児童福祉法第三十四条の八の第二項では、国、都道府県及び市区町村以外の者は、厚

生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を市町村

長に届け出て、放課後健全育成事業を行うことができると定められておりますが、こ

の届け出を行わずとも、「学童」もしくは「学童保育」と標榜し、サービスを展開する

ことが可能であり、実際に多くの民間学童サービスが届け出を行わずに「学童」もし

くは「学童保育」と標榜しサービスを提供しております。 

 

これらの、市町村長に届け出のない民間学童サービスは、児童福祉法における放課

後健全育成事業にあたらないため、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準（厚生労働省令第六十三号）の対象外であり、非常災害対策、虐待等の禁止、事

故発生時の対応等をはじめとした設備運営基準がありません。 

 

こういった届け出のしていない学童保育サービスを利用中、治療に一年間もかかる

傷害を負い、さらに大人になってからも再手術が必要となる可能性がある大怪我をさ

れたお子様の保護者の方から、当議連に以下のようなご相談、ご要望が寄せられまし



た。「事故時の映像を見ると、安全管理がされておらず、事故が起こることは予測でき

たはずだと思うが、学童側は事故については一切責任はないと主張した。そのため裁

判も検討したが、実際に戦うのは大変なことであり諦めた。事故後、学校内にある公

的な学童を利用したところ、安全対策がしっかりなされており、事故のあった民間学

童との違いに驚いた。学童と標榜しているのに、安全対策について法的に何の基準も

ないのはおかしいのではないか。」という内容のものでした。 

 

重大事故が発生した場合、届け出のない民間学童サービスでは市町村に対する連絡

等の措置を講ずる義務もないため、これらの民間学童サービスでどのような事故が起

こっているのか国も自治体も全く把握ができていない状況にあります。 

 

事故にあわれたお子様とご家族からのご相談内容を踏まえ、現状の課題を解決するた

めに、以下要望いたします。 

 

要望事項 

 

一般市民が、児童福祉法に基づく放課後健全育成事業にあたる学童サービスと、そう

でない届け出のない学童サービスとを判別できるようにしてください。もしくは、現状

届け出のない「学童」もしくは「学童保育」と標榜するサービス事業者に対しても、非

常災害対策、虐待等の禁止、事故発生時の対応等の子ども達の心身の健やかな育成のた

めに必要な最低限の基準を遵守するよう法整備を進めてください。 

 

以上 



令和3年 月 日 

文部科学大臣 末松 信介様 

厚生労働大臣 後藤 茂之様 

 

教育・保育施設等における節分行事に関する要望書 

 

子どもの事故予防地方議員連盟 

会長 佐藤 篤（東京都墨田区議会議員） 

 

貴職におかれましては、日ごろより子ども達の事故予防活動に積極的に取り組んでおら

れることに対し、感謝と敬意を表します。 

 

この度、私ども、子どもの事故予防地方議員連盟では、令和2年3月に発生した保育園に

おける豆まきに起因する死亡事故を受け、今年（令和3年）の保育園及び幼稚園における

豆まきについて実態調査を行いました。 

調査の中では、令和3年1月20日に内閣府から発出された「節分の豆等の食品による子ど

もの窒息事故の予防に向けた注意喚起について」の事務連絡について、ほぼ全ての園で節

分前に把握されていた事が確認できました。また、多くの園が節分の実施方法を変更する

など、節分行事における誤嚥事故のリスクについて一定の周知が進み、予防対策が進展し

たことも伺えました。一方で、残念ながら24％の園では乾いた豆の提供が継続されてお

り、5歳以下の園児にも提供されていることや、保育園に比べ幼稚園での提供割合が高い

ことも確認できました。 

今後、二度と悲しい事故を繰り返さないために、本調査結果に基づき以下の通り要望を

させていただきます。 

要望事項 

 

１、教育・保育施設等に対し、乾いた豆の提供などに関する節分行事の実施について実態

調査をおこなうこと。 

 

２、教育・保育施設等において、5歳以下の園児に対し乾いた豆の提供がされることがな

いよう、節分行事に関する誤嚥事故の危険性についてより効力の強い発信をおこなうとと

もに、豆まきをする際の注意点などを周知すること。 

 



３、施設種別や、管轄する省庁によって現場の対応に差が出ないよう、教育・保育施設等

へ提供する事故予防に関連する情報は、発出元の省庁により内容や質、量、具体的な対策

方法等の記載に差がでないよう留意すること。 

以上 
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