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坂戸市子ども・子育て支援事業計画の市民コメント実施結果について 

 

 

坂戸市子ども・子育て支援事業計画の策定にあたり、計画案を公表し、以下の内容により広く市民の意見を募集しました。 

 

１ 意見応募期間 

  平成２７年１月１日（木）～２月２日（月） 

 

２ 応募資格 

  市内に在住、在勤、在学している方 

 

３ 市民への周知 

  広報さかど１月１日号及び市ホームページに掲載、応募箱設置 

 

４、素案、応募用紙及び応募箱設置場所 

  市役所１階の市政情報コーナー及び子育て支援課窓口、並びに各出張所・公民館、中央図書館、入西地域交流センター、市民健

康センター、各児童センター、各つどいの広場 

 

５、募集結果 

  応募総数 １１人   ４１項目 

提出方法の内訳 年代別内訳 性別内訳 

提案箱 ７ ３０代 ８ 男性 １ 

ファックス １ ４０代 ３ 女性 １０ 

メール ３     

 



2 

 

市民コメントで寄せられた意見及びその対応 

年齢 ３０代 性別 女性 

No 
ページ･ 

項目等 
意見・提案趣旨 対    応 

１ 

ｐ５８ 

「一時預か

り事業」 

未就園児の一時預かりの施設を増やして欲しい。予約等が取りづら

く、利用しにくかった。日常的に親族等が子どもをみてくれる方ばか

りではないため。また、預ける事の敷居が高く感じた。リフレッシュ

等も利用の理由になるのではないか。ただし一時預かりの内容は先生

方も熱心で、とても良かった。 

【保育課】 

一時保育施設の拡充等、一時保育サービスの充実に努

めてまいります。なお、一時保育サービスにつきまして

は、リフレッシュ等の理由による利用も可能となってお

ります。 

２ 

ｐ６０ 

フ ァ ミ リ

ー・サポー

ト・センタ

ー」事業 

ファミリーサポートも利用させていただいたがとても助かり、市の

担当の方も親身になってくれた。児童館などでもう少しＰＲがあると

身近に感じられるのではないかと思う（内容がわからないと母親とし

てはなかなか心配で利用しにくい）。 

【子育て支援課】 

ファミリー・サポート・センターについて、より多く

の方に安心してご利用いただけるように、児童センター

での周知方法等について検討し、より一層の周知を図る

とともに事業の充実に努めてまいります。 

３ 

ｐ５２ 

「放課後児

童健全育成

事業（放課後

児 童 ク ラ

ブ）」 

小学校に入ると働きだす母親が増える。安心して社会参加もできる

よう放課後児童クラブ等が充実すると嬉しい。 
【保育課】 

保育需要を考慮し、クラブの新設も視野に入れた放課

後児童健全育成事業の充実に努めてまいります。 

４ 自由記述１ 

産後ケアの充実もお願いしたい。 【市民健康センター】 

プレ・パパママスクールにおいて、産後ケアについて

の講話を取入れるとともに、保健師や看護師の資格をも

つ母子保健推進員がすこやか親子見守り訪問を実施し、

産後ケアを含めた個別相談も受けております。今後も産

後ケアについて市民の方のニーズを捉え、充実が図れる

よう他課と連携し、検討してきたいと考えております。 



3 

 

５ 自由記述２ 

坂戸市は子育てにはとても良い環境なので、もっと内外にＰＲして

どんどん若い世帯が増える事を願う。いつもありがとうございます。 
【子育て支援課】 

坂戸市の子育て支援事業を、より多くの方に安心して

ご利用いただき、多くの方が坂戸市に定住していただけ

るように、より一層の周知を図るとともに事業の充実に

努めてまいります。 

 

年齢 ３０代 性別 女性 

No 
ページ･ 

項目等 
意見・提案趣旨 対    応 

６ ｐ３４ 

日頃はほとんど子どもと二人きりで、ずっと一緒にいるとついイラ

イラして怒ったり、疲れてしまうため、ほとんど毎日のように「児童

センター」を利用している。しかし最近遊びに行っても他の親子がお

らず、貸切状態になることがあるため、もう少し人が集まるように普

段月２回行われている「赤ちゃんサロン・にこちゃんサロン」を増や

してみてはどうかと思う。またサロンはいつも午前 10時半からだが、

午前中は家事などで出かけれらないことが多いので、午後のサロンも

つくっていただけると参加しやすい。 

「つどいの広場」も時々利用しているが、午後３時までというのは

少し短いかと思う。子どもにお昼を食べさせたり、片付けたりしてい

ると、あっという間に午後１時、２時になってしまうので、４時ぐら

いまでやっていただけると助かる。 

昔のように、親族に面倒をみてもらえる時代ではなくなってしまっ

たので、「児童センター」などのサポートが必要だと思う。 

【子育て支援課】 

児童センター、つどいの広場についての提言としてお

受けいたします。赤ちゃんサロン、にこちゃんサロン、

つどいの広場の開所時間の御提案については今後の事

業実施の参考とさせていただき、より多くの方に利用し

ていただけるよう、一層の充実に努めてまいります。 

 

年齢 ３０代 性別 女性 

No 
ページ･ 

項目等 
意見・提案趣旨 対    応 

７ 

ｐ６３ 

「情報提供

の充実」 

「ガイドブックの発行」 

「みんなきらきら」の表紙、表紙のイラスト、タイトル、本編のイ

ラストが良くない。サイズも鞄に入るぐらいの大きすぎないサイズが

【子育て支援課】 

子育てガイドブックみんなきらきらについての提言

としてお受けいたします。御意見を参考とさせていただ
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良い。この冊子のターゲットはママなので（子どもがターゲットでは

ない）ママの興味をひくようなもの、手に取ってもらえるものに工夫

するべき。 

 

き、より親しみやすくわかりやすいガイドブックの作成

に努めてまいります。 

８ 

ｐ６４ 

「情報提供

の充実」 

「親の学習」講座 

埼玉県家庭教育アドバイザーの講師の講座に面白みを感じられな

い。「親として育む力をつけるための学習」を万が一そのまま書き出

したとすれば、堅苦して誰も行かないだろう。行ったら受講者にどん

なメリットがあるかを示し伝え、大勢の人に来てもらえる講座にしな

ければ意味がない。 

【社会教育課】 

「親の学習」講座は、「参加型学習」が基本になりま

す。意見を出し合いながら役割演技などの体験を交えて

楽しく学ぶことで、参加者である親同士のつながりや交

流が生まれます。 

「親の学習」講座を受講することで、子育てに関して

「どのようなやり方や考え方があるか」を知り、「自分

の家庭ではどのような子育てがよりよいのか」をじっく

りと考える機会につながることをＰＲしてまいります。 

御意見を踏まえ素案についても修正させていただき

ました。 

９ 自由記述２ 

お役所がやっているつまらない事業では本当の子育て支援ではな

い。お役所だけど市民の税金を預かってやっているのだから、もっと

努力と工夫をするべき。それと、男性目線ではなく女性（母親）目線

で！ 

【子育て支援課】 

市民皆さまに親しみやすく、わかりやすい内容とな

り、より多くの方にご利用して頂けるように努めてまい

ります。 

 

年齢 ３０代 性別 女性 

No 
ページ･ 

項目等 
意見・提案趣旨 対    応 

10 自由記述 

「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」の第７条

には「支援に従事する職員は～」とある。これほど専門性を求めてい

るのだから、支援員が自己研鑽できる（しやすい）環境を整えること

を求める。また、安定した給与であれば（資格に見合って）働く者も

いるのではないか。どうか負（マイナス）ではなく、陽（プラス）の

サイクルになるよう願う。 

【保育課】 

指定管理者と協議し、職員の資質向上のため、より一

層の研修機会の確保及び処遇改善に努めてまいります。 
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年齢 ３０代 性別 男性 

No 
ページ･ 

項目等 
意見・提案趣旨 対    応 

11 

ｐ５２ 

「放課後児

童健全育成

事業（放課後

児 童 ク ラ

ブ）」 

平成 27年、28年度の放課後児童クラブは入所児童数が定員を上回

ると予測されているので、過密な中で保育する指導員や児童のために

支援していただくようお願いしたい。また、放課後児童クラブの施設

にはトイレが少ない等、貧弱で老朽化したものがあるので、早急に改

善していただき、今いる児童の環境改善を進めていただきたい。放課

後児童クラブの入所児童数や指導員数のガイドラインが国や県から

示されていたと思う。そちらに達するよう継続的に取り組んでいただ

き、常勤指導員が長く勤められるよう支援をお願いしたい。 

【保育課】 

学童保育所の充実についての提言とお受けいたしま

す。施設の設備、運営の充実に努めてまいります。 

経年に伴う改修を実施するとともに、学童保育所の環境

改善に取組んでまいります。 

 

年齢 ３０代 性別 女性 

No 
ページ･ 

項目等 
意見・提案趣旨 対    応 

12 

ｐ５２ 

「放課後児

童健全育成

事業（放課後

児 童 ク ラ

ブ）」 

１・２年生長女、長男を学童保育に預けている。今後６年生まで利

用したいと思うが（仕事の関係上）子どもの習い事をさせたいと考え

ているので、学童保育の費用、習い事費用を考えると、高学年になっ

た場合、学童保育の利用は難しいと考える。学童保育にクラブ活動（習

い事）ができるようなシステムを導入してほしい。もしくは月額では

なく、実際に学童を利用した日数で金額を確定する等、工夫してほし

いと思う。 

【保育課】 

家庭に代わる児童の生活・遊びの場を提供するという

坂戸市の学童保育の役割に基づき、学童保育事業に取組

んでまいります。なお、保育料につきましては、現行ど

おりとしたいと考えており、ご理解をいただきたいと思

います。 

 

年齢 ３０代 性別 女性 

No 
ページ･ 

項目等 
意見・提案趣旨 対    応 

13 

ｐ５２ 

「放課後児

童健全育成

事業（放課後

量の見込みとしては「やや不足⇒充足」となっているが、設置があ

ればよいというものではなく現状の放課後児童クラブは保護者の負

担が非常に大きくなっている。（年間行事、月に１回の保護者会、役

員会への出席と役員業務など） 

【保育課】 

利用者アンケートを継続的に実施し、意見が多く寄せ

られた事項については指定管理者と協議を行っており、

必要に応じて改善を促すなど、今後も保護者負担の軽減
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児 童 ク ラ

ブ）」 

学童クラブの運営を NPOに任せるだけでなく、しっかりと監視し、

女性の就業促進のためにも、保護者負担の軽減を働きかけていただき

たい。現実として、放課後児童クラブの保護者負担が大きいがために

退所し、子供が留守番している家庭も一定数あるのではないかと感じ

ている。 

に努めてまいります。 

14 

ｐ６０ 

「子育て援

助活動支援

事業（ファミ

リー・サポー

ト・センター

事業）」 

全年度にわたって「充足」とあるが、条件によりサポートしてくだ

さる方が見つからず現在、利用できていない（第一子が小学生・第二

子が保育園児で、お迎えが２か所にわたるためも大きいが）。また、

担当してくださる方を探し、お願いしても交代になり再度面接（子供

を連れ、平日の 17 時までに市役所にて）が必要になり、その都度会

社を休まなければならない点は大変困った。一層のサポート人員の増

加と、土曜日面接の実施などをご検討いただきたい。 

【子育て支援課】 

ファミリー・サポート・センターについての提言とし

てお受けいたします。より多くの方が利用しやすい形

で、ご利用いただけるように、一層の協力会員の増加を

図るとともに、今後の事業実施の参考とさせていだたき

ます。 

15 
全体を通し

て 

施設の数については具体的な数値があり大変わかりやすかったが、

その他の施策について、具体的なものが少なくマイルストーンもない

ように思う。数が足りる、ということはまず第一歩であるので、内容

の充実に向けての方策をもっと打ち出していただきたいと思う。 

【子育て支援課】 

本計画では、国の指針に基づいてニーズ調査を実施

し、それを基に需要量を算出しました。また、需要量に

対する確保方策として４８ページから６２ページまで

数値目標を定めています。その他の数値目標を定めない

様々な施策については６３ページ以降で示しています。

御提言いただいている事業の内容の充実にむけて、計画

策定後も研究してまいります。 

16 自由記述 

坂戸市ではまだまだ女性の就業率が少ないことに驚いたが、高齢者

が増えていく中で就業率が横ばいということは、おそらく労働人口に

おける就業率は上昇しているのではないか。 

全体として市の保育事業についてはおおむね満足だが、やはり私た

ちのようなタイプ B家庭（フルタイム×フルタイム）にとっては、病

児保育施設の不足やファミリーサポート事業の「有志」に頼らざるを

得ない状況など、困っていることも多い。 

「子供を産んだらとても働いていけない」と女性が考えてしまうよ

うな状況が、就業率の横ばい傾向と出生率の低下につながっていると

【子育て支援課】 

本計画では、病児保育事業や、一時預かり事業につい

ても、数値目標を定めて進めてまいります。就業してい

る方も含め、すべての市民皆さまが安心して子どもを産

み子育てていただけるように、坂戸市の子育て支援がよ

り一層充実するように努めてまいります。 
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強く感じる（これは坂戸市だけではなく、国全体のことではあるが）。

「必要としている人に対して足りているかどうか」だけではなく、「坂

戸市でなら、子供を産んで働くのもいいな」と思えるような内容の充

実をより一層お願いしたい。 

 

年齢 ４０代 性別 女性 

No 
ページ･ 

項目等 
意見・提案趣旨 対    応 

17 

ｐ５２ 

「放課後児

童健全育成

事業（放課後

児 童 ク ラ

ブ）」 

平成 27 年度の過不足は、△78 人となっている。NPO 坂戸市学童保

育の会では、申し込んだ児童は全員、学童保育所に入れるようにして

いるはずだがこの△78 人は、どこから来た数字か。または、大家小

学校区に学童保育所が無いために入れない人数か。また、勝呂小学校

のように、小学校内に学童保育所を作った場合、離れたところにある

場合と比較し、入所児童が増える傾向にある。その点を考慮されてい

るかを伺いたい。 

【保育課】 

量の見込み（需要量）につきましては、就学前児童の

保護者を対象として実施したニーズ調査における、学童

保育所の利用希望率を考慮して算出したものとなって

おります。 

18 

ｐ６２ 

「その他の

子育て支援

施策」 

「坂戸市子ども・子育て支援事業計画」は、５年間の事業計画なの

で全てに関して、５年後にどのようになっていることが目標であるか

を明確に示して頂きたい。以前の「坂戸市次世代育成支援行動計画」

の方が具体的な計画が示されていたと思う。 

今回の「坂戸市子ども・子育て支援事業計画」は、方向性、実現性

からの「検討」という印象を受け、坂戸市の方向性が見えない。 

例えば、施策「保育施設の改善・充実」では施策の内容に「～木造

施設の改築を進めます」とある。具体的に木造施設は、どの保育園で

あって、５年後までに立て直すのかどうするのか、そこまで示すのが

事業計画ではないか。 

施策「放課後児童健全育成事業の充実」の施策の内容「放課後児童

クラブ（学童保育所）の管理・運営」については、指定管理制度を前

提にするのではなく、坂戸市が責任をもって管理・運営できる制度を

検討して頂きたい。 

【子育て支援課・保育課】 

本計画では、国の指針に基づいてニーズ調査を実施

し、それを基に需要量を算出しました。また、需要量に

対する確保方策として４８ページから６２ページまで

具体的な数値目標を定めています。坂戸市次世代育成支

援行動計画の施策については、内容を精査し、その他の

子育て支援施策として６３ページ以降で示しています。    

学童保育所の運営につきましては、引き続き指定管理

制度により実施してまいりますが、児童の保育としてど

のような形態が最善であるか、継続的に研究してまいり

ます。 
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年齢 ４０代 性別 女性 

No 
ページ･ 

項目等 
意見・提案趣旨 対    応 

19 
ｐ３７ 

計画の視点 

子育てを多面的に支援する視点について具体的な支援策を明記し

て欲しい。 
【子育て支援課】 

計画の視点については、本計画についてどのような視

点を持って推進していくかを掲げています。具体的な施

策については、第４章が該当します。 

20 

ｐ３４ 

「現状分析

と主な課題」 

「(2) 多様な保育ニーズに対するサービスの質と量の充実」に、「限

られた資源の中で、量的にも質的にも十分な保育サービスを提供しな

がら」とあるが、質的に十分なサービスとは人がつくるもの。現場の

支援者の育成と質の向上を図るため財源の確保をお願いしたい。 

【保育課】 

保育サービスの質の向上実現のため、保育士・指導員

の処遇改善や研修事業について、検討してまいります。 

21 

ｐ３９ 

基本目標３ 

「専門的な

支援を必要

とする子ど

もと家庭へ

の支援」 

児童虐待については、生活の場だからこそ気がつくことが多くあ

る。学童保育も関係機関の中に入れ、連携を図ることが大事だと思う。

しくみとして関係機関の中に入っていないと速やかな連携が取れな

い。よりコアな情報があっても情報の共有をする仕組みがないと円滑

にいかない。 

障害のある子どもとその保護者に対する早期からの相談や発育合

わせた療育指導等や関係者との連携、継続的な支援は大事である。し

かし、子どもと保護者の生活を一緒に考えていく必要がある。障害が

あるがゆえに必要な療育や医療がある。誰かの支援がなくては生活で

きない子もいる。今の制度仕組みでは保護者やその家族が子どもの成

長に合わせ自分のライフスタイルを変えざるを得ない状況がある。国

の制度に不備があるとしても、仕事を持つ保護者にも目を向けた支援

の仕組みを坂戸市として独自に検討して制度化していただきたい。 

【障害者福祉課・保育課・子育て支援課】 

日頃から子どもたちと接している学童保育所や保育

所等と今後さらに連携を密にするよう努め、児童虐待の

早期発見とその後の支援を図ってまいります。 

放課後の健全育成の観点から、学童保育を障害児につ

いても実施しています。また、障害者福祉サービスにお

いても、児童発達支援や放課後等デイサービスにより障

害児を預かるサービスがあるとともに、障害児を持つ保

護者の介護疲れを癒す休息や、就労を確保するために日

中一次支援事業を実施しております。今後も家族の状況

に適したサービスが提供できるように対応してまいり

ます。 

 

22 

ｐ５８ 

「幼稚園在

園児以外の

一時預かり」 

「今後も継続的に実施するとともに事業の周知等努めていきます。

また、新規事業者の参入を促すことにより、量の確保を図ります。」

とあるが、量の確保だけではなく、質の確保もお願いしたい。過去に

は劣悪な保育環境の中、痛ましい事件もあった。同じようなことが起

こらないよう特に新規参入に関しては、ある程度の規制としくみづく

【保育課】 

国の定める基準を順守するよう指導し、施設と連携を

取り、保育環境の質を高めていくよう努めます。 

また、新規参入に関しましては、保育施設あるいは類
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りが大事だと思う。 似の児童福祉施設の運営実績を条件とする等、質を確保

するよう努めてまいります。 

23 

ｐ６７ 

施策「障害の

早期発見と

サポートの

実施」 

施策の内容「発達支援巡回事業」 

保育所・幼稚園・子育て支援センターに限られているが、学童保育

にも必要である。幼児期にはそれほど気づかれなかった発達障害に気

づくケースもあり、関わりに苦慮している。是非、定期的な巡回相談

を行っていただき関係機関と連携を図ることによって速やかな対応

をしていけるようにしていただきたい。 

【障害者福祉課・保育課】 

指定管理者と協議を行いながら、学童保育所に対する

発達支援の方法を検討してまいります。 

今後につきましても、現在も実施している発達支援巡

回事業が早期発見、早期支援につながり、さらに効果が

発揮されるよう関係課や関係機関と連携に努めてまい

ります。 

24 

ｐ６２ 

施策「放課後

児童健全育

成事業の充

実」 

「施設環境の整備」については、修繕や改修だけでは子どもたちが

安全に安心して生活できる居場所にはならない。増築や増設も視野に

入れた整備を強くお願いしたい。 

【保育課】 

実際の保育需要の推移を勘案しつつ、児童が安全安心

に生活できる場が確保できるよう努めてまいります。 

25 

ｐ６２ 

施策「留守家

庭児童指導

室の充実」 

留守家庭児童指導室にも、専任の指導員が必要である。人員の配置

をお願いすると共に、専門性の構築と向上のための研修への参加を義

務付けていただきたい。 

【子育て支援課】 

留守家庭児童指導室についての提言としてお受けい

たします。児童の適切な遊びと安全な生活の場を提供す

るため、指導員の資質向上に努めてまいります。 

26 

ｐ６３ 

施策「情報提

供の充実」 

施策の内容「ガイドブックの発行」にある「横断的に」という意味

がよくわからない。子育て関連施設、公園、制度、相談機関など、障

害や子育ての不安などにも対応できるように、また他市から引っ越し

てきた人たちのように友人や頼れる知人もいない人たちにも分かり

やすいようなガイドブックの発行をお願いしたい。主婦目線や働くマ

マの目線に合わせたものにしていただきたい。 

【子育て支援課】 

様々な分野にまたがるサービス・内容を、一つにまと

めるという意味で「横断的」という言葉を使用していま

す。よりわかりやすく、親しみやすいものとなるように、

内容の研究に努めてまいります。 

27 

ｐ６４ 

施策「各種相

談事業の充

施策の内容「子育て相談」について。健診等の場を活用した相談指

導等の推進にもつながるが、電話や面談などで自分から相談できる人

だけではなく、健診と連動させ、健診で気になった子どもや保護者、

または来なかった人への後追いの支援も必要ではないかと思う。 

【子育て支援課】 

６５ページの健診等の場を活用した相談指導等の推

進、母子保健推進員等による訪問指導の推進、健診後の
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実」 きめ細やかやフォロー等で、引続き推進してまいりま

す。 

28 

ｐ６７ 

施策「地域で

受け入れる

体制の充実」 

施策の内容「障害児保育の実施」について。保育所や幼稚園だけで

はなく、学童保育でも障害児のある子どもたちが生活する上で、加配

の必要がある。その子も周りの子どもたちも安全に安心できる配慮を

お願いしたい。 

【保育課】 

坂戸市では、加配指導員の配置についても考慮し、障害

児が学童保育を利用できるよう努めております。今後と

も、学童保育所における障害児の受け入れについての提

言とお受けします。加配の必要な児童を適切に把握し、

受け入れに必要な指導員の確保ができるよう指定管理

者と協議をしてまいります。 

29 

ｐ６７ 

施策「発育・

発達に合わ

せた療育指

導」 

施策の内容「障害児相談支援」について。障害児支援利用計画の作

成や障害児の個々のライフステージに沿って支援を進めるには、その

子の年齢と保護者のライフスタイルに合わせた配慮が必要である。障

害のある子の子育てにはお金も人材も必要である。支援の幅を広げな

いと孤立を生みます。そこに対する配慮が相談支援には必要である。 

【障害者福祉課】 

障害児を持つ保護者のライフスタイルなども考慮し

ながら、その家族が孤立しないよう障害児相談支援を行

っている事務所、障害児のそれぞれのライフステージに

おける関係各課や関係機関が連携し対応してまいりま

す。 

30 

ｐ６８ 

「地域で受

け入れる体

制の充実」 

施策の内容「ノーマライゼーション教育推進事業」について。心の

バリアフリーを進めることは大切なことだが、大変なことだと思う。

世の中には自分と違う考えや価値観を持った人、社会的弱者の人もと

もに生きる仲間だということを是非子どもたちには伝えたい。しか

し、教育現場の理解は進んでいるようには思えない。支援籍を行った

際、「１時間も無駄な時間はない」と言った教員がいたと聞いている。

ただその時間をその場にいさせるだけに何の教育目標があるのか疑

問である。教職員の理解と獲得目標の徹底が必要だと思う。 

【学校教育課】 

同じ学校区に在住する子どもたち同士の支援籍によ

る交流により、障害のない子には、障害者に対する心の

障壁が取り除かれ、障害のある子どもにとっては、異な

る環境への適応力や社会性が培われます。また、地域と

のつながりも広がるなどの効果も期待されます。 

支援籍学習を行うには、特別支援学校と公立小中学校

の間で、十分な準備・打合せを行う必要がありますが、

坂戸市教育委員会では、今後も特別支援教育への理解が

深まるよう、教員への指導を進めてまいります。 
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31 自由記述 

言葉に含みを持たせてしまうことによって、その時々に関わる人た

ちの価値観によって良くも悪くも変えられてしまう恐れがある。子育

て支援については、柔軟な対応を期待するし、子どもの側に立った心

豊かな人間形成をしていけるような支援の仕組みをつくっていただ

きたいと思う。人は人が育てる。社会的弱者に寄り添った支援をより

丁寧にしていくことによって、豊かなまちづくりができるのではない

か。 

それぞれの担当課の方は、ご自身の担当のところでご尽力されてい

ることを感謝するが、市民が窓口に出向いた時分かりづらいとか、思

うような対応をしてもらえないなど不安や不満に思うことが少なか

らずあるように聞く。制度が変わり対応に追われることも多く大変だ

と思うが、計画の推進体制に書かれている通り、庁内関連部署の連携

による機能強化を是非図っていただきたい。 

パブリックコメントは、多くの方の意見を集めるためのものだと思う

ので、市のホームページから簡単にリンクできるように『募集中のパブ

リックコメント』などをトップのページに貼り付けていただきたい。 

【子育て支援課】 

本計画では、子どもの健やかな成長を地域みんなで応

援し、安心して子育てができるまち「さかど」を基本理

念とし、より一層の支援に努めてまいります。 

また、本計画については関係機関と協議するととも

に、全庁への意見募集、庁内関連部署と連携し、策定を

進めてまいりました。今後につきましても、市民の方が

必要な支援が受けられるように、連携に努めてまいりま

す。 

 市民コメントにつきましても、わかりやすい形を検討

してまいります。 

 

 

年齢 ４０代 性別 女性 

No 
ページ･ 

項目等 
意見・提案趣旨 対    応 

32 

ｐ１３~ 

１５ 

実態調査結

果 

「（１）子育ての環境」 

祖父母に預けるというのも実父母と養父母ではかなり状況も変わ

ってくるし、小さな子を預けるのは母親自身にとっても簡単ではない

人も多いかと思う。ファミリーサポートの周知が助けになると思う。 

【子育て支援課】 

より一層の周知を図り、支援を必要としているすべて

の方が、適切なサービスを受けられるように、事業の充

実に努めてまいります。 

33 

ｐ１８、１９ 

実態調査結

果 

「（３）地域の子育て支援事業の認知度・利用状況・利用意向」 

「パパ・ママ応援ショップ優待カード」はとてもうれしいサービス

だが、やはり周知が行き届いていない。ベビースケールの貸し出しは

まったく知られていないが、特に月齢が低い時は必要とする人も多い

と思うので、もっと知らせるべき。 

【子育て支援課】 

多くの方が利用できるよう、一層の周知に努めてまい

ります。 
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34 

ｐ２３~ 

実態調査結

果 

「（５）小学校就学後の放課後の過ごし方」 

小学生になると幼稚園と違い、延長保育などがないため、急な用事

があるときなど、小学校低学年などは不安がある。こちらもファミリ

ーサポートの充実と周知をお願いしたい。 

【子育て支援課】 

より一層の周知を図り、支援を必要としているすべて

の方が、適切なサービスを受けられるように、事業の充

実に努めてまいります。 

35 

ｐ４７ 

「幼児期の

学校教育・保

育の充実」 

保育施設、放課後児童クラブなどの十分な対応を期待する。母親が

働きやすい環境づくりを。 
【保育課】 

保育施設、学童保育所の環境整備に努めてまいりま

す。 

36 

ｐ５４ 

「乳児家庭

全戸訪問事

業」 

乳児訪問は子育てに不安がいっぱいの時に訪問に来てくれるので

助かるが、授乳やおむつ替えなどでゆっくりと話が聞けないので、児

童センターなどで月１回とか子育てに関する情報を提供する時間を

つくってもらえると、他のママなどにも会えてうれしいかも知れな

い。赤ちゃんサロンの前に、もう１つこのようなサロンがあっても良

いと思う。とにかく子育てについての不安や情報がまったくないの

で、乳児訪問などのときにこういった赤ちゃんサロンなど、他のママ

に会えたりする機会のことを教えてほしい。 

【子育て支援課】 

乳児家庭全戸訪問事業、児童センターについての提言

としてお受けします。 

子育て中の方に様々な情報を知っていただくための

機会として、児童センター事業の参考にさせていだたき

ます。また乳児家庭全戸訪問事業でも、保護者の方が、

必要とする情報が提供できるように努めてまいります。 

37 

ｐ６０ 

「子育て援

助活動支援

事業（ファミ

リー・サポー

ト・センター

事業」 

ファミリー・サポートは充実させてもらいたいが、やはり知らない

方に預けるのは少し抵抗がある。サポートに登録していない方と協力

会員さんとの触れ合えるイベントなどがあると、利用会員になる前に

どんな方がいるのか少し知ることができてうれしい。 

【子育て支援課】 

ファミリー・サポート・センターでは年１回交流会を

行っており、利用会員、協力会員だけでなく、登録して

いない会員以外の方も参加できるものとなっておりま

す。ホームページ、市の広報誌、ポスターの掲示で周知

を図っておりますが、より多くの方にご参加いただける

ように努めてまいります。 

 

38 自由記述 

子育てサークルが動きづらい環境だと思う。公民館などに保育ルー

ム（障子がないなど、子ども連れでも安心して利用できるスペース）

などの確保をお願いしたい。 

【子育て支援課】 

公共施設についての提言としてお受けするとともに、

参考とさせていだたきます。 
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39 自由記述 

児童センターはいつも利用しているが、とても助かっている。職員

の方にも相談に乗っていただけるし、楽しいイベントも盛りだくさ

ん。季節のイベントも児童センターでやっていただけるので、とても

助かっている。児童センターももっと周知が必要だと思う。 

【子育て支援課】 

より多くの方に利用していただけるよう周知方法を

研究するとともに、児童センター事業の充実に努めてま

いります。 

 

年齢 ３０代 性別 女性 

No 
ページ･ 

項目等 
意見・提案趣旨 対    応 

40 

ｐ２４ 

実態調査 

 

「②土曜日・日曜日・祝日・長期休暇の学童保育の利用希望・時間

帯」 

“子育て・働く”を両立した時の最初が「保育園→学校」というこ

とから、また、学校の朝の集団登校の待ち合わせの時間も似通ってい

ることからもあわせて、保育園との時間のフラット化をお願いした

い。 

【保育課】 

学童保育所の開所時間については、午後６時３０分ま

での開所だったものを、保護者の要望を受けて午後７時

までに延長した経緯がございます。 

今後、学童保育所の開所時間の延長については、指定

管理者と協議をし、保護者のニーズに応えることができ

るよう検討してまいります。 

41 自由記述 

学童保育「はらっぱクラブ」の耐震が０と伺った。０もさる事なが

ら、平屋の窓ガラスがななめに傾き、上手く閉まらない。電気の配線

も一部出ている所があり、早期の修繕等をお願いしたい。 

【保育課】 

児童の安全のため、早急に修繕が必要なものにつきま

しては、施設から報告をいただいたうえで適宜対応して

おります。なお、学童施設の修繕は、小規模なものは指

定管理者が、大規模なものは市が実施することとなって

おり、御指摘のあった配線の修繕については指定管理者

の方で対応いただいたものでございます。 

今後とも施設の現状を把握したうえで、修繕等適切な

対応に努めてまいります。 

 


