
 資 料 

 

149 

 

広島県子ども・子育て審議会 委員名簿 

令和元年５月現在 

（計 23 名，50 音順，敬称略） 

所属団体・役職 氏名 審議会 
計画 
部会 

広島県商工会議所連合会 事務局長 植野 実智成  ― 

一般社団法人広島県手をつなぐ育成会 広島市安佐北区支部長 小川 優子   

特定非営利活動法人全国認定こども園協会 理事 甲斐 弘美  ― 

広島県国公立幼稚園・こども園連盟 理事 景山 美百合  ― 

特定非営利活動法人ファザーリング・ジャパン中国支部 理事 片元 彰  ― 

広島県児童養護施設協議会 会長 上栗 哲男  ― 

日本労働組合総連合会広島県連合会 連合広島女性委員会委員長 亀井 美砂子  ― 

広島県ＰＴＡ連合会 副会長 坂田 美穂   

公益財団法人ひろしまこども夢財団 監事 澤田 英三   

公益社団法人全国保育サービス協会 会員 重道 泰造  ― 

広島県市長会 呉市長 新原 芳明  ― 

公益財団法人広島県私立幼稚園連盟 理事長 住田 直之   

広島県私立幼稚園ＰＴＡ連合会 会長 田中 亮介  ― 

広島県学童保育連絡協議会 児童館館長 鷹野 まるみ   

広島県商工会連合会 事務局長 遠山 哲美  ― 

広島大学大学院教育学研究科 教授 七木田 敦 会長 部会長 

広島弁護士会 弁護士 平谷 優子   

広島県児童養護施設協議会 理事 藤原 みどり ― 
専門 
委員 

広島県民生委員児童委員協議会 副会長 三上 一城  ― 

特定非営利活動法人子育てネットゆめもくば 理事長 村若 尚   

一般社団法人広島県医師会 常任理事 森 美喜夫   

広島県町村会 坂町長 吉田 隆行  ― 

広島県保育連盟連合会 会長 綿貫 博   
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広島県子ども・子育て審議会 委員名簿 

令和２年１月現在 

（計 22 名，50 音順，敬称略） 

 

 

所属団体・役職 氏名 審議会 
計画 
部会 

広島県商工会議所連合会 事務局長 伊木 剛二  ― 

一般社団法人広島県手をつなぐ育成会 広島市安佐北区支部長 小川 優子   

特定非営利活動法人全国認定こども園協会 理事 甲斐 弘美  ― 

広島県国公立幼稚園・こども園連盟 理事 景山 美百合  ― 

特定非営利活動法人ファザーリング・ジャパン中国支部 理事 片元 彰  ― 

広島県児童養護施設協議会 会長 上栗 哲男  ― 

日本労働組合総連合会広島県連合会 連合広島女性委員会委員長 亀井 美砂子  ― 

広島県ＰＴＡ連合会 副会長 坂田 美穂   

公益財団法人ひろしまこども夢財団 監事 澤田 英三   

公益社団法人全国保育サービス協会 会員 重道 泰造  ― 

広島県市長会 呉市長 新原 芳明  ― 

公益財団法人広島県私立幼稚園連盟 理事長 住田 直之   

広島県私立幼稚園ＰＴＡ連合会 会長 田中 亮介  ― 

広島県学童保育連絡協議会 児童館館長 鷹野 まるみ   

広島県商工会連合会 事務局長 遠山 哲美  ― 

広島大学大学院教育学研究科 教授 七木田 敦 会長 部会長 

広島弁護士会 弁護士 平谷 優子   

広島県児童養護施設協議会 理事 藤原 みどり ― 
専門 
委員 

広島県保育連盟連合会 副会長 三須 朋子   

特定非営利活動法人子育てネットゆめもくば 理事長 村若 尚   

一般社団法人広島県医師会 常任理事 森 美喜夫   

広島県町村会 坂町長 吉田 隆行  ― 
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広島県子ども・子育て審議会の審議日程 

 

区分 開催日 主な内容 

審議会 第１回 令和元年５月 10 日 ・策定の方向性 ・計画部会の設置 

計画部会 第１回 令和元年５月 10 日 ・部会長代理の選任 ・計画部会の進め方 

計画部会 第２回 令和元年８月 26 日 骨子案の審議 

審議会 第２回 令和元年９月６日 骨子案の審議 

計画部会 第３回 令和２年１月 10 日 素案の審議 

審議会 第３回 令和２年１月 21 日 素案の審議 

 

 

 

 

県民意見募集（パブリックコメント）の実施 

 

区分 内容 

①実施期間 令和２年２月３日～３月２日 

②公表場所 県庁行政情報コーナー，県庁健康福祉局子供未来戦略担当， 
県の各厚生環境事務所・支所（厚生課・厚生保健課） 
県ホームページ 

③募集した意見 「ひろしま子供の未来応援プラン」（仮称） ＜素案＞について 

④意見の提出方法 郵便，ファックス，電子メール，電子申請 

⑤募集意見の件数 19 件，11 名，１団体 

 

 

 

 

広島県議会での審議 

 

日程 委員会名 内容 

令和元年５月 17 日 生活福祉保健委員会 次期「ひろしまファミリー夢プラン」の策定について 

令和元年９月 11 日 
子供の未来応援・少子化
対策特別委員会 

次期「ひろしまファミリー夢プラン」について 

令和元年９月 17 日 生活福祉保健委員会 次期「ひろしまファミリー夢プラン」について 

令和２年１月３１日 
子供の未来応援・少子化
対策特別委員会 

「ひろしま子供の未来応援プラン」（仮称）素案につ
いて 

令和２年２月 19 日 生活福祉保健委員会 
「ひろしま子供の未来応援プラン」（仮称）素案につ
いて 

令和２年２月 19 日 
子供の未来応援・少子化
対策特別委員会 
(集中審議) 

「ひろしま子供の未来応援プラン」（仮称）素案につ
いて 

 

 

 


