
パブリック・コメント制度による 

 「富士市子ども・若者育成支援計画（案）」 

に対する意見募集の結果について 

 

 

１ 意見募集の概要                                   

 

（１）意見募集方法 ①富士市ウェブサイトへの掲載 

②社会教育課、各まちづくりセンター、中央図書館での閲覧 

（２）募 集 期 間  平成２６年１２月１５日（月）～平成２７年１月１５日（木） 

（３）意見提出方法 ウェブサイトの送信フォーム・電子メール・郵便・ＦＡＸ 

担当課への直接提出 

 

２ 意見募集結果                                    

（１）意見提出者の数      ２人 

（２）提出された意見の数    ４７件 

（３）ウェブページアクセス件数    ５９件 

（４）意見の反映状況 

 反映する（一部反映を含む）   １３件 

 既に盛り込み済み     ５件 

 今後の参考にするもの    ３件 

 反映できないもの    １７件 

 その他      ９件 

 

 

 

 

平成２７年２月 

富士市 教育委員会 社会教育課 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ ページ 意見の内容 市の考え方 反映結果

1 表紙

当計画の版数(期・次でも可)も併記
　他計画では対象期間とこの版・期・次の併記あ
り、第何版なのかが重要

当市の各計画において、初版の場合は版数等の
記載はしておらず、次期計画以降に版数や期数
などを記載していきます。

反映でき
ないもの

2

巻末用語解説の語句に掲載ありのマーク表示
　他計画ではマークあり、最初に出てきた時のみ
マークで可

専門用語や難しい用語については、「※」を付し、
用語の解説がある旨を記載します。 反映する

3

各頁に出てくる自立と自律の違いの解説必要
　計画によっては自律を使用しているものあり

当該計画では、自分で物事を考え、責任もった行
動のできる「自立」した青少年の育成を目指して
おり、本文中に記載のない「自律」について、解説
は不要と考えます。

反映でき
ないもの

№ ページ 意見の内容 市の考え方 反映結果

4

一層の支援への疑義
　先ずは過去には支援していなかったのか、市計
画として支援するで良いのか

本市では、今までも支援は行ってきたところであ
ります。本計画において子ども・若者の育成支援
について、改めて考え方や各施策を計画的、体
系的に示し、引き続きして支援していくこととして
います。

その他

5

地域社会を実現の対象疑義
　どこを指しているのか不明確。市なのか町内会
の地域なのか、一般的な世間なのか

ここにおける「地域社会」は、町内会や市などの
特定の地域を指すものではなく、人が他者との交
流を図りながら社会生活を送るための最低限の
コミュニティーを意味しています。

その他

6

「市は基礎自治体」の用語解説追加
ここで単純に市としてでなく、基礎自治体とした趣
旨も解説へ

用語解説は、特に明記を要すると判断される用
語について記載するもので、基礎自治体につい
ては特に説明する用語ではないと判断します。市
は住民に身近で、生活に密接に関わるサービス
を提供する行政単位であり、基礎自治体という語
句を用いて市の位置づけを協調しています。

反映でき
ないもの

7

対象者年齢は基本20歳で良い
　20歳で成人大人であり自律していなければなら
ず、20歳までに問題を解決(予防)して自律させる
のが本来の基本であり、20歳過ぎてからの問題
解決では手遅れで時間等もかかる。現実は20歳
以上への対応は必要で基本とする。又、未成人
と成人者への対応支援も異なり、施策実行策等
も別に必要では

対象者の年齢は、法（「子ども・若者育成支援推
進法」）に基づいて策定された、国の「子ども・若
者ビジョン」や県の「“ふじのくに”子ども・若者プラ
ン」に倣っています。

反映でき
ないもの

8

ここに当計画案を誰が何処でどの様に策定した
のかが必要
　他計画では明記してあり、巻末資料ーに策定メ
ンバー表も掲載あり

策定の経過を巻末に記載いたします。
また、ご指摘いただいた名簿類を掲載した編集を
進めていますが、現在、本市のパブリック・コメン
ト制度では、これらを掲載せずに意見募集を行う
こととしています。

反映する

9

ここの社会教育の用語古く、生涯学習とすべき
　国と県でも社会教育から生涯学習として、その
中に色々な教育を含めている

「生涯学習」は、幅広い意味合いがあるとともに、
比較的学習者中心の視点の語句として使われる
ことが多いことから、子ども・若者を支援育成する
計画である本書においては、敢えて「社会教育」
という語句を用いています。

反映でき
ないもの

富士市子ども・若者育成支援計画（案）　パブリック・コメントに対する意見及び市の考え

【表紙・全ページ共通】

【第１章　計画の基本的な考え方】

全頁
共通

1

1



№ ページ 意見の内容 市の考え方 反映結果

10 6

ここの基本的柱や基本的施策の策定根拠の明示
必要
　いきなり、柱と施策が出てくるのはおかしく、本
来は次世代育成計画等の従来の支援等の結果
見直しと反省からの問題点課題と現状の調査ア
ンケート等からの問題課題等を摘出と過去から
の社会環境・条件の変化等を整理してから出てく
るのが筋
　注:P.8～現状と課題が記載あるが、これでも不
足とこの現状と課題からどういう根拠で基本柱と
基本施策が出てきたのかもわからない

本計画では、「第1章　計画の基本的な考え方」に
おいて、計画の策定の背景と趣旨や、計画の期
間、対象者、基本理念を示した後、結論である施
策の体系を示しています。これは、読みやすさに
配慮し、結論を前にもってくるように組み立ててお
り、県プランの組み立て方を参考にして取り入れ
ています。
また、基本的な柱や基本的な施策の方向につい
ては、国のビジョンや県プランを勘案するとともに
富士市子ども・若者支援協議会等の各種関係団
体からの意見聴取や策定主体である富士市子ど
も・若者育成支援庁内連絡会においての検討、
討議等をまとめたものとして、P7には基本的な柱
の説明について記載し、基本的な施策の方向の
説明については、P25以降の第3章のそれぞれの
項目において記載しています。

既に盛り
込み済
み

№ ページ 意見の内容 市の考え方 反映結果

11

各種データに国と県のデータのみで分析あり、市
として分析必要
　必ずしも、富士市が国・県と同じでなく、富士市
固有・特有もあり、市としての分析必須

各種データの掲載については、子ども・若者の状
況について、的確に示しているデータを用いてい
ます。国・県・市の得られるデータについては、必
要に応じて記載しています。

反映でき
ないもの

12

現状分析に市民・関係団体等へのアンケート調
査必要
　当計画初版であり、他計画では市民・団体等へ
アンケート調査している

現状分析において、第42回富士市世論調査　富
士市の「青少年健全育成」について（平成25年度
調査）の結果を取り入れています。なお、結果に
ついては、巻末に掲載します。

既に盛り
込み済
み

13

データにより、国や県と比較したり統一性一貫性
に欠ける
　本来は推移ならば富士市としてどうなのか、比
較するならば県と比較が適切

掲載データに応じて、比較の表現を変えていま
す。ただし、できる限り比較対象の表現を統一い
たします。 反映する

14

富士市に在住の外国の子どものデータ分析と対
応支援策が必要
　富士市には県内でも外国人在住が多いと思う
が、この子ども達がどうなのか大事

Ｐ８に記載しているとおり、子ども、若者に関連す
るデータには、様々な視点からのアプローチがあ
り、本計画書ではその一部を取り上げております
ので、今後の参考とさせていただきます。
また、支援策については、Ｐ２７に掲載していると
おり取組を進めているところです。

今後の
参考にす
るもの

15 9

図2.3の富士市データが必要(富士市ではどうな
のか)
　注:図3の資料が富士市出典ならば明記必要

国立青少年教育振興機構が調査した結果による
と、都市規模と体験の関係について特に政令指
定都市・特別区と20万人以上の市部では大きな
差異はない結果となっており、本計画書では体験
活動の減少が比較的分かりやすいデータを用い
ています。また、図－3については、自然体験と道
徳観等の関係を説明するために引用しているも
のであり、富士市単独のデータを示す必要はな
いと判断しています。なお、出展については、記
載しています。

反映でき
ないもの

16

図4.5でゲーム等により睡眠時間短いと特定して
いるが疑義
　中学生であり、勉強時間との関係も分析すべき
で、本当に勉強時間無関係か?

「睡眠時間の短さは、ゲーム等を行う時間の長さ
との相関性が考えられる」とし、特定はしていませ
ん。 その他

17

図6で県と富士市のデータも必要
　富士市ではどうなのか、全国で地域差も大きい
のでは

図6については、携帯電話におけるインターネット
上のトラブルの経験の一般的な状況を説明する
ため内閣府が実施した調査結果を用いていま
す。また、同調査における静岡県の結果について
は、サンプル数が少ないため掲載していません。

反映でき
ないもの

【第２章　子ども・若者を取り巻く現状と課題】

8～24

11

2



№ ページ 意見の内容 市の考え方 反映結果

18

本文上の「心の中に葛藤」は決めつけ
　「富士市中学生が規則守らない」が国県よりも
少し多いだけでは決めつけ。
　この規則守る有無に関係なく、又、富士市に
限った事ではないはず

「こころの中に葛藤」という表現を削除します。

反映する

19

子どもの貧困率の富士市のデータが必要で重要
　富士市ではどうなのかが大事では

子どもの貧困率については、「国民生活基礎調
査」の結果に基づいて算出し、示していますが、
県及び市単位で算出の根拠となるデータが公表
されていないことから、標記できません。

反映でき
ないもの

20

子どもの貧困率の用語解説へ追加必要
　貧困とはどのレベルを指すのかが等の解説必
要

「子どもの貧困率」の用語解説を追加します。

反映する

21

ここで(6)就労環境(7)社会参加、その前に中学～
大学のP.23.24のデータが先
　就労と社会参加の前に不登校(長期欠席共)、
中途退学、進学率、学校内いじめトラブル等の大
事なデータ分析が大事では

不登校や児童虐待については、困難を抱える子
ども・若者の事項と考え、「第2章子ども・若者を取
り巻く現状と課題」の「３困難を抱える子ども・若
者について」の項で記載いたしました。

反映でき
ないもの

22

非正規雇用者比率の富士市データ必要で重要
　富士市ではどうなのかが大事では

非正規雇用率については、「労働力調査」の結果
に基づいて算出し、示していますが、県及び市単
位で算出の根拠となるデータが公表されていな
いことから、標記できません。

反映でき
ないもの

23 14

ここへきて、国ではなく、県と比較しているが、そ
の理由根拠を明示
　今までは県データあっても、国・全国と比較分析
しているのに、県との理由根拠は

若者の社会参加への意欲に関する調査について
は、国では内閣府が実施している「社会意識に関
する世論調査」がありますが、対象年齢や設問が
静岡県青少年問題協議会が実施した調査（以
下、静岡県調査という。）と異なっているため、比
較が難しいデータとなっています。このため当該
項目では、本市の若者も調査対象となっている静
岡県調査のデータを引用しています。

反映でき
ないもの

24 15

表3とイ.の分析の地域で育てる意識が弱くなって
いるの疑義
　表3では国と県よりも参加率高いのに、富士市
の地域で育てる意識が弱いのか?
　どのデータ分析により弱くなってきたと特定して
いるのかを明記すべき

近年、ライフスタイルの多様化や、個を重視した
考え方などに加え、図-14に示したように「地域の
教育力が低下している」という実感を持つ親が半
数以上あることから、一般的に地域の子どもは地
域が育てるいう意識が弱くなっている言われてお
り、当市においても同様な傾向があると判断して
います。しかしながら、ご指摘にあるとおり子ども
達の地域行事への参加率は、全国及び県を上
回っているため、その状況について加筆いたしま
す。

反映する

25 16

ここに「ししどて学級」の参加者データ推移も必要
　私はサークルフロンティアとして「ししどて学級」
を1年間、企画運営管理と3年間応援をしてきて、
富士市の子ども達の野外生活体験に携わってき
た経緯がある。ここの図15は子ども対象ではな
く、子どもはこのししどて学級への参加推移で分
る

ご指摘いただいた「ししどて学級」は、伝統があ
り、かつ本市を代表する子どもの体験活動事業
であります。しかしながら、当該事業は定員を設
けている事業であることから、参加者数の推移で
検討することは難しいと考えます。

反映でき
ないもの

26
表4.5に国のデータも必要
　ここへきて、何故、国・全国と比較しないのか?

入手可能なデータを記載します。
反映する

27

比較で言えば、子ども会加入率は県よりも圧倒的
に高いが、問題なのか?
　加入数では減少してるが、子ども絶対数の減少
が大きく、加入傾向は良いと見るべき

当該項目では、子ども会への加入率において、
単に県と本市の比較ではなく、県、本市とも低く
なってきたことを言及しています。

反映でき
ないもの

13

17

12

3



№ ページ 意見の内容 市の考え方 反映結果

28 18

表6と図16に富士市データも必要すべき
　富士市ではどうなのかが大事では

富士市のデータも追記します。

反映する

29 19

表7.8の年毎の推移データも必要
　内容分析も大事だが、これらが富士市管内で増
加減少しているのかが重要

ここでは、富士市内でどのような少年非行の行為
があるのかを示すために用いており、現状の標
記のままとします。なお、富士市内の刑法犯等の
少年非行の件数の推移については、表－6に追
記することとします。

反映でき
ないもの

30 20

ここは富士市のみの分析　国・県のデータと比較
も必要
　ここへきて国・県との比較なしだが、国や県との
比較も大事(富士市固有か)

本文中に国、県の状況について記載します。

反映する

31 21

小・中学生は引きこもりとは言わないのですか?
　図18の家族解答の家族とはにも小中学生は含
んでいないのか?
　巻末の用語では年齢限定の記載ないが?

「ひきこもり」の定義（厚生労働省）は、用語解説
に記載してあるとおりであり、小中学生において
同様な状態にあれば「ひきこもり」でありますが、
一般的には不登校に区分されています。
また、図－18は「ニート」に関する調査結果であり
ますので、小中学生は含まれておりません。な
お、図－20については、小中学生は含まれてい
ます。

その他

32 22

図20と図18のデータに差異あり
　図18は2.7と0.9、図20は2.9と0.8と異なるが、同
じ調査で何故異なるのか

図－18は、「ニート」についての調査であり、図－
20は、「ひきこもり」の調査です。 その他

33

全国・静岡県でも同様な状況とあるが国・全国の
データなく分らない
　図21は富士市のみで、国・県ではどうなのかの
データ必要

全国、静岡県のデータを記載します。

反映する

34

図21には高校生が無く、高校生のデータ必要
　図22には高校生あり、但し、県のデータのみで
国と富士市も必要

高校生世代については、高校に在学している状
況であれば学校等との関わりがあり何らかの支
援を受けることができる状況にあると考えていま
す。しかしながら、就労等の目的を持たない中途
退学者については、学校、行政との関わりが少な
くなり孤立する恐れがることから、高校生につい
ては中途退学の状況を示しています。
なお、市域ごとの高校の不登校、中途退学につ
いては、県より公表されていません。

反映でき
ないもの

35

不登校への支援は学校と相談所だけか?
　市行政と地域と警察とNPO等市民団体の支援
も必要では

不登校対策は、学校や相談所との連携をはじ
め、ご指摘のとおり様々な地域の力を生かした支
援が必要であると考えており、P36に記載してい
るとおり富士市子ども・若者支援協議会を中心に
民間支援団体等とも連携し支援していくこととして
います。

その他

36 24

ここでの対応は市民と地域だけだが、他の支援も
追加必要
　家庭と市行政機関組織と警察とNPO等幅広い
支援が大事では

ご指摘のとおり、児童虐待への取り組みでは、行
政、地域が連携するとともに、市民やＮＰＯ団体
等の力を最大限に発揮することが大切であると
考えており、その旨を反映した表現に変更しま
す。

反映する

23

4



№ ページ 意見の内容 市の考え方 反映結果

37

取り組み出てきたが、その前に過去の活動と現
状分析のまとめ反省からの問題点と課題の摘出
の整理が必要で大事

「第2章子ども・若者を取り巻く現状と課題」におい
て、現状の分析と課題について「現在の子ども・
若者」、「子ども・若者と地域」、「困難を抱える子
ども・若者」に区分しながら記載しています。

既に盛り
込み済
み

38

殆どが継続だが、当計画初版にあたり新規はな
いのか、必要では
　各種データでも悪くなっている傾向あり、新たな
取り組みが必要で大事
又、新規取り組みでも内容見ると従来と同じあり
⇒異なるのであれば、変更改善へ

本計画では、９つの事業を新規事業として取り上
げています。
P37の「第４章　計画の推進　２進行管理」に記載
しましたとおり、子ども・若者を取り巻く社会の変
化に応じて、本計画の見直しを行っていくこととし
ています。
計画策定後においても、社会のニーズを的確に
とらえ、必要に応じて事業の改善や廃止に努める
とともに、新規事業に対しても積極的に取り組ん
でいきたいと考えています。
また、本計画の策定に伴い、基本的な柱３の「困
難を抱える子ども・若者やその家族への支援」に
ついては、特に力を入れて取り組んでいきたいと
考えており、その旨の注釈をP6、７に追記しま
す。

既に盛り
込み済
み

39

P.8～24の各データ分析からの取り組みの変更・
改善も必要
　もし、継続分に内容等の変更改善があれば、そ
れは継続と別に分る仕訳欲しい
　注:新規は5/116項目で4%、変更改善は0であ
り、これでは殆ど同じ取り組み

記載している取り組みの内、例えば「放課後学習
ボランティア事業の実施」（P26）はこれまで16校
で実施していたものを市内全小学校での実施を
予定するなど変更（拡充）する取り組みもありま
す。ここで示した方向性については、従前の取り
組みからの継続なのか、新規取り組みなのかを
表すため標記しており、また、各々の取り組みは
必要に応じて大小様々な変更・改善を行っている
ことから方向性の記載については、継続、新規の
二つの区分標記とさせていただきました。

反映でき
ないもの

40 36

子ども・若者支援協議会メンバーへ市民代表や
民間団体と地域代表等も参加へ
　公的行政関係ばかりでなく、門戸ひらいて、広く
参加さすべき

子ども・若者支援協議会は、支援内容の協議を
主な目的とし、個別ケースを検討することとしてお
り、第一義的な相談支援機関によって組織してい
ます。相談内容の守秘義務等の問題もあり、門
戸を広くすることは難しいと考えています。ただ
し、支援を推進していくために、民間支援団体等
と積極的に連携しなければならないと考えていま
す。

今後の
参考にす
るもの

【第３章　子ども・若者施策の展開】

25～34

5



№ ページ 意見の内容 市の考え方 反映結果

41

あまりにも指標が少なすぎ、現状分析からの対応
とは言えない
　この指標で富士市の子ども・若者の支援で成果
出せるのか疑義あり

本計画では、P37に記載しているとおり、第五次
富士市総合計画、富士市教育基本計画と共通す
る指標を中心に設定しており、ニートやひきこもり
等といった困難を抱える支援の取り組みについて
は、数値的に表すことが難しいことから定性的な
目標を示しています。
また、子ども・若者に関する支援は教育、福祉、
保健など幅広い取り組みが必要であることから、
P3にあるよう各分野別計画で取り組むとしてお
り、各々において指標を設定しています。

既に盛り
込み済
み

42
各指標の実施責任の主務先の明記必要
　各指標は主にどこが責任もってするのかが分ら
ない

各指標の責任部署の記載をします。
反映する

43

各指標が目的成果指標ではなく手段や代用特性
が殆ど
　これらの指標が目標達成しても、富士市の子ど
も・若者は良くななるのか疑義
　単なる参加者数や賛同者数は手段であり、目
的達成の代用特性にもならない

指標の内、青少年声掛け運動の賛同者数につい
ては、ご指摘のとおり手段による結果であり、こ
れにより青少年がどのようになったのかを表すも
のではありません。
本計画では、施策の柱の「２子ども・若者とともに
育ち合う地域（まち）作りの推進」の項において、
青少年を見守る地域づくり（地域力の強化）が、
理解を得てどの程度進んでいるのかを測る目安
の一つとして設定しているもので、他の指標につ
いても同様な考えのもと設定しています。
今後、施策を推進していく中で、より良い指標の
設定を検討していきたいと考えていますので、今
後の参考とさせていただきます。

今後の
参考にす
るもの

№ ページ 意見の内容 市の考え方 反映結果

44

この計画案の策定委員(協議会や庁内委員会等)
のメンバー表を巻末へ記載。
　各計画には策定メンバー表を掲載しているもの
多い。

ご指摘いただいた名簿類を掲載した編集を進め
ていますが、現在、本市のパブリック・コメント制
度では、これらを掲載せずに意見募集を行うこと
としています。

その他

45

P.36とP.37の協議会メンバー表も追加掲載 ご指摘いただいた名簿類を掲載した編集を進め
ていますが、現在、本市のパブリック・コメント制
度では、これらを掲載せずに意見募集を行うこと
としています。

その他

46

国と県の法・プラン・ビジョン等も追加掲載
　本文中に一部記載あるが全体像が分らず、概
要や目次で可

本計画は、あくまでも市の計画であり、読み易さ
や簡潔さも重視していますので、他の自治体同
様、掲載しないこととします。法については、巻末
に掲載いたします。

反映する

47

子ども自ら自分の道を歩む子になったら、人生楽
しいのではないかと考えます。

ご意見をいただいた「子ども自ら自分の道を歩む
子」、いわゆる「子どもの自立」は非常に重要なこ
とであると考えております。
本計画は、子ども・若者が健やかに成長し、心豊
かに自立した生活を営むことができる地域社会
の実現を目指して策定するものであり、「子ども・
若者の健やかな成長と自立」を大きな柱の一つと
しており、子どもの発達段階に応じて様々な体験
や社会性を育む機会を提供するなどの取組を通
じて子どもの自立にむけた支援をしていくこととし
ています。

その他

【資料・その他】

【第４章　計画の推進】

―

38
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