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パブリックコメント制度による 

「富士市子ども・子育て支援事業計画（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こども保育課、各地区まちづくりセンター、中央図書館で閲覧 

（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         ６人（電子メール６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  １７３件 

（４）意見の反映状況 

・反映する           １件 

・既に盛り込み済み      １６件 

・今後の参考にするもの     ７件 

・反映できないもの      ２０件 

・その他            ３件 

 

 

 

 

平成２７年１月 

富士市 福祉部 こども保育課 
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「富士市子ども・子育て支援事業計画（案）」パブリックコメントに対する意見及び市の考え 

 

報告事項（資料追加） 

№ 頁 意見の内容 市の考え方 反映結果 

1 - 

１）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 

2 - 

２）ｐ２の子ども・子育て会議のメ

ンバー表も掲載必要 

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 

3 - 

３）国と県の法・プラン・ビジョン・

制度等の概要も追加掲載が必要

・本文中に一部記載あるが全体像が

分からず、概要や目次で可 

国の法や県の条例、プランやビジョ

ン等につきましては、掲載する量が

多いことから、ご意見として賜りま

す。なお、それぞれについては、イ

ンターネット・ホームページで確認

することができます。 

反映できない

4 - 

４）次世代育成支援計画の前・後期

のまとめの掲載必要 

・どういう成果達成でその反省等か

らの問題点や課題がどうなのか、

これらを受けて当計画策定へ反映

されるべき。 

富士市次世代育成支援計画の検証は

主な重点事業である10の取組みにつ

いてｐ34 に掲載しています。目標を

達成できたものも未達成だったもの

も今後の取組を示し、子ども・子育

て支援事業計画に反映しています。 

既に盛り込み

済み 

5 - 

５）ｐ２のアンケート調査結果の概

要も追加掲載必要 

・市ウェブサイト公表済みも、当計

画を見るのにアンケート結果が必

要、全市民がウェブサイトを見ら

れるわけではない。 

・市民意見を十分に踏まえたとある

が、不親切で市民には分からない。

アンケート結果はｐ２及びｐ12～27

に概要を掲載し、ｐ28 に結果を踏ま

えた課題を掲載しています。 

既に盛り込み

済み 

 

報告事項（全項共通） 

№ 頁 意見の内容 市の考え方 反映結果 

6 - 
１）用語解説掲載マークの注記必要

 

目次の 後にご指摘の内容を掲載し

ています。 

既に盛り込み

済み 
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報告事項（表紙） 

№ 頁 意見の内容 市の考え方 反映結果 

7 - 

1)当計画の版数(期・次でも可)と対

象期間を併記 

・他計画では両方を併記しているの

がほとんど 

子ども・子育て支援事業計画は本計

画が 初のものになります。次の計

画から「第２期」などと版数がわか

る工夫をしてまいります。 

今後の参考 

 

報告事項（本編） 

№ 頁 意見の内容 市の考え方 反映結果 

8 

3 

１）体系図に次世代育成支援計画も

記載し、引き継ぐ等の記載必要

次世代育成支援計画についてはｐ４

で触れています。 

既に盛り込み

済み 

9 

２）体系図に市子ども・若者育成支

援計画も記載必要 

・別にこの計画が H27 年度からあり、

これとの関係も図示すべき。 

子ども・若者育成支援計画とは計画

の対象が異なることから体系図にも

掲載していません。 

反映できない

10 15 

１）パート・アルバイトを希望する

が多い、理由・原因分析が必要

で重要 

・現在この非正規就労が色々な問題

を呼んでおり、この分析しないと、

適切な改善対応が出来ないので

は。 

ｐ59 に子育ての第一義的責任は家庭

にあり、子ども・子育て支援事業計

画は、正規就労を促すために保護者

の育児を肩代わりするものではない

と明記しています。子どもと過ごす

時間が大切であり、そのためにパー

ト・アルバイトを希望する方が多い

ものと捉えています。 

今後の参考 

11 16 

１）父親の育休取得の低い原因理由

の分析必要で重要 

・過去からもこの低さが母親への負

担増と問題視されており、この分

析をしないと改善対応が出来ない

のでは。 

男性の育児休業取得率が低いのはご

指摘のとおりです。制度としては整

備されていても、取得しにくい雰囲

気が職場にあったり、復帰後の仕事

の不安があったりするため、ｐ81 に

掲載のとおり、育児休業を取得しや

すい環境づくりに向けた普及・啓発

に努めてまいります。 

今後の参考 



3 

№ 頁 意見の内容 市の考え方 反映結果 

12 19 

１）地域子ども・子育て支援拠点事

業の用語解説追加が必要 

・一般市民には何を指しているのか、

どういうものなのか分らない。

・私は市シルバー人材センターで一

時託児ひよこクラブを実施して

いるが、どれに入るのか? 

ｐ59 に「未就学児及びその保護者を

対象に、遊びの場や保護者同士のふ

れあいの場を提供するもので、子育

て家庭に対して、育児不安等につい

ての相談指導や情報交換などの育児

支援を行う事業」と掲載してありま

す。また、本計画は、子ども・子育

て支援法に基づく市の事業計画であ

ることから、民間が自主的に実施し

ている事業は掲載していません。 

既に盛り込み

済み 

13 21 

１）病後・病後児保育事業の用語解

説へ追加必要 

・一般市民には何を指しているのか、

どういうものなのか分らない。 

ｐ62 に「病気回復期または回復期に

至らない場合の児童を家庭で保育が

できない時、看護師、保育士がいる

専用施設内で一時的に預かり、保護

者の子育てと就労の両立を支援する

事業」と掲載してあります。 

既に盛り込み

済み 

14 23 

１）一時預かりを利用していない理

由・原因の分析結果の記載必要

・この原因理由等が分らないと対応

改善ができないのでは。 

一時預かりを利用していない理由は

「特に必要がない」が７割を超えて

おり、計画書へ抜粋して掲載するこ

とは見送りました。 

反映できない

15 24 

１）ここの事業利用必要なしの理

由・原因の分析結果の記載必要

・では誰が保育しているのか、どう

しているのかが大事では。 

親族や配偶者、近所の方や友人知人

など、様々な方に子どもをみてもら

うケースが想定されます。こうした

頼ることのできる方がいない場合

に、一時預かりのニーズが出てくる

ものと想定しています。 

反映できない

16 25 

１）ここの無回答が多いのは何故か

の分析必要 

・当計画での対応検討には大事な質

問であり、何故回答しないのかが

大事 

就学前のお子さんがいる家庭では、

放課後児童クラブの詳しい内容が理

解できていないと考えられることか

ら、周知に努めてまいります。 

今後の参考 

17 26 

１）ここのサービスに民間の事業(前

述のひよこクラブ他)のも載せ

るべき。 

・公設だけで対応していくのには無

理もあり、民間事業も市民へ知ら

しめて利用度を上げて、利用者の

利便性も良くしてあげるべき。 

市の窓口ではご紹介もしますが、本

計画は、子ども・子育て支援法に基

づく市の事業計画であることから、

民間が自主的に実施している事業は

掲載していません。 

反映できない
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№ 頁 意見の内容 市の考え方 反映結果 

18 

28 

１）ここの課題に検討するが多いが、

検討するは課題ではない。 

ご指摘のとおり「検討」という言葉

を用いていますが、実施の有無を検

討するものではなく、方法を検討す

るものですので、原案のとおりとし

ます。 

反映できない

19 

２）P.14 の就労したい母親 8 割への

課題が追加で重要 

・この要望に対しての課題と支援対

応策が必要で大事では。 

ｐ28 に「就労時間や就労形態などの

ニーズは多様であり、これらの希望

に対応できる就労支援の充実が必要

です。」と掲載しています。 

既に盛り込み

済み 

20 

３）ここの課題対応は従来から行っ

ているのでは?何故アンケート

へ多く出てくるのかが必要で大

事な課題では。 

・なお一層とか、検討とか、整える

等が真の課題といえるのか疑義あ

り。 

ご指摘のとおりです。そのための検

討が必要である旨、掲載しています。 

今後の参考 

21 

４）いきなり課題だが、その前にや

はりアンケート結果を巻末資料

へ追加必要 

・課題の前にどんな要望ありどんな

問題点があるのか、ここから課題

を抽出すべき。 

アンケート結果はｐ２及びｐ12～27

に抜粋を掲載し、ｐ28 に結果を踏ま

えた課題を掲載しています。 

既に盛り込み

済み 

22 31 

１）ここの待機児童や今後の希望へ

の充足がされているのかが必要

・保育園の待機児童数は掲載あり、

今後、母親の就労化で待機児童が

増えるのでは。 

放課後児童クラブの待機児童につき

ましては、クラブにより入所要件が

異なっており、正確な把握が困難で

すので、掲載はいたしません。また

今後、小学校６年生まで利用可能に

なるため、ニーズの増加が予想され

ることから、ｐ72 に「小学校や中学

校の余裕教室等の既存公共施設を利

用し整備するなどし、提供体制の確

保に努めます。」と掲載しています。 

反映できない

23 32 

１）②登録数よりも実際の利用頻

度・延利用数が必要で大事 

・登録しても利用なしもあり、どれ

位、どの様な利用なのかが大事で

は。 

ファミリー・サポート・センターは、

提供会員または利用会員として登録

された方でないと利用できません。

そのため、登録者数に応じて利用量

が増減しますので、原案通り会員数

を掲載します。 

反映できない
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№ 頁 意見の内容 市の考え方 反映結果 

24 

34 

１）この分析表がまず先にくるべき

(P.28 のアンケート結果の前) 

・この分析結果とアンケート分析等

からの問題を抽出して、課題設定

すべき。 

本計画は富士市次世代育成支援計画

の内容の一部を引き継ぎますが、子

ども・子育て支援法に基づく子ど

も・子育て支援事業計画であるため、

次世代育成支援計画ありきではな

く、この位置に掲載しています。 

反映できない

25 

２）10 年間の計画集約にしては項目

数少なく、もっと掲載すべき。

・10 年前の状況と比べて、何がどう

なり、どんな問題が残り、何が課

題なのか明示 

ｐ75 以降に次世代育成支援計画に該

当する内容の現状と課題を掲載して

います。 

既に盛り込み

済み 

26 

３）思春期保健体験講座、全校しな

いのか、必要では。 

・16 校で 14 校のみの実施であり、全

校すべき。サポーターとは又、異

なる。 

ｐ34 の平成 26 年度事業目標にある

ように、全中学校での実施を目標と

しています。 

既に盛り込み

済み 

27 

４）保育ママと児童数は何故減少し

たのかを明示必要 

保育ママの認定辞退に伴う児童数の

減少が理由ですが、認定辞退は個人

の事情によるものであり、計画書に

は掲載しないこととします。 

反映できない

28 

５）支援継続で事業主行動計画を策

定し、推進してくれるのか、別

対策必要 

・目標の半分の達成であり、同じ支

援で大幅に増えるとは思えない

が。 

施策の実施主体は国及び県であるこ

とから、市では国や県の行動計画の

啓発や支援等を引き続き実施してい

きます。 

反映できない

29 

６）実績を H26 年度データあれば H25

年から差し替え必要 

・できるだけ 新版で H26 年目標と

も比較すべき。 

平成 26年度は平成27年３月 31日ま

でのため、掲載することができませ

ん。このため、ｐ34 は平成 25 年度実

績で評価・検証しています。 

反映できない

30 36 

１）基本方針はなにから、どこでだ

れが策定されたのかの説明記載

必要 

・基本理念の設定は理解できたが、

基本方針がどの様な根拠からか不

明 

ｐ３の「計画の性格と位置づけ」に

あるように、法律、関連する計画と

整合を図りながら、ｐ２の「計画策

定の経緯」にあるように、市民意見

を反映させつつ、富士市子ども・子

育て会議で検討して策定していま

す。 

既に盛り込み

済み 
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№ 頁 意見の内容 市の考え方 反映結果 

31 

２）各基本方針の□内は施策なのか

解説なのか、明示必要 

・次の施策の方向性にも大きく関連

するので明確化すべき。 

方針を大きな文字でタイトル化し、

その説明を四角枠内で行っていま

す。 

既に盛り込み

済み 

32 

37 

１）施策の方向性とあるが、施策は

どれで、どこにあるのか明示必

要 

・基本方針までは記載あるが、施策

の記載はないが? 

ｐ37 の施策の方向性のもと、ｐ44 で

施策の体系を示し、第４章から基本

施策を展開しています。 

既に盛り込み

済み 

33 

２）各施策の方向性の本文が長すぎ

で簡潔化必要 

・大事な基本理念や基本方針よりも

長文であり、分りにくい。 

第４章に示す施策の具体的な内容に

ついて方向性を記載するため、必要

な文章と考えます。 

反映できない

34 

39 

１）この圏域区分は他の行政施策の

圏域と同じかの説明必要 

ｐ39（２）にありますように、幼稚

園・保育園・認定こども園等の教育・

保育施設の圏域設定に当たっては、

定員及び利用率、通園にかかる負担

感、子どもの数等のバランスなどを

考慮しました。また、小学校区を基

本単位として、隣接する複数の小学

校区を組み合わせました。 

既に盛り込み

済み 

35 

２）中学校域が分りやすいが、なぜ、

この圏域かの説明も必要 

・共通:色々な行政施策の圏域があれ

ば一般市民には分りにくく、混

乱等もする。 

ご指摘のとおり行政施策の圏域は１

つではありません。今後の参考とい

たします。 

今後の参考 

36 44 

１）第 1 節の 3.の基本施策に施策の

方向性とは不可解 

・施策の方向性は P.37 に長文あり重

複では。施策に方向性は合わない。

ｐ37 が施策の方向性で、これを図に

したものがｐ44 となっています。 

反映できない

37 

45 

１）支給認定を巻末用語解説へ追加 支給認定の区分や利用できる施設・

事業をｐ45に記載してあります。 

既に盛り込み

済み 

38 

２）小規模保育の現在数と今後の開

設予定数を明示必要 

・他の幼稚園・保育園等は分かるが、

これについては巻末用語解説にも

数は記載なし。 

ｐ51～ｐ56 にあります「地域型保育

事業」が小規模保育に該当し、数量

を示しています。 

既に盛り込み

済み 

39 47 
１）富士北部の差のマイナスはどう

対応するのか明示必要 

ご指摘を受けて、富士北部について

は、量の見込みが確保の内容を上回

反映する 
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№ 頁 意見の内容 市の考え方 反映結果 

・これだけがマイナス っていますが、市全域でみると供給

過剰なため、新たな施設整備は行わ

ず、近隣圏域の利用を想定している

旨、掲載します。 

40 

75

～

82 

１）ここからは又、施策の方向性と

なっており、不可解と一貫性が

ない。 

・施策の方向性は P.37 に長文あり。

他施策の様に事業の方向性なら分

るが。 

ｐ37、38 では計画全体の施策の方向

性を示しております。ｐ75 以降は、

個別施策の内容について方向性を示

し、そのための具体的な事業を掲載

しています。 

反映できない

41 

45

～

82 

１）各施策の実施・管理責任の主務

部門の明記が必要 

・他計画では両方を併記しているの

が殆ど各施策・事業の主務部門の

記載あり 

他計画のように担当部署が多岐にわ

たらず限定的であり、特定の部署が

多くを対応することになるため、管

理責任主務部門は掲載しないことと

します。 

反映できない

42 - 

P72 に「放課後を過ごす児童の居場所

の充実を図るため、『放課後児童クラ

ブ』参加児童が、『放課後子ども教室』

に参加するなどの連携を図ります。」

とあるが、放課後児童クラブは日頃

から実施しているが、放課後子ども

教室は月ないし隔月の実施であるこ

とから、放課後児童クラブの児童を

参加させる意味がないため、取り消

して欲しい。 

放課後児童クラブと放課後子ども教

室の連携については、国が示した放

課後子ども総合プランに基づき、事

業を進めるとともに、十分関係機関

と協議して慎重な対応をしてまいり

ます。 

なお、放課後子ども教室への参加は、

各クラブの意向に従い決定していた

だければと考えます。 

反映できない

43 - 

P72 に「放課後を過ごす児童の居場所

の充実を図るため、『放課後児童クラ

ブ』参加児童が、『放課後子ども教室』

に参加するなどの連携を図ります。」

とあるが、児童クラブにおいては連

日児童の居場所として行っている。

しかし、放課後子ども教室は毎日行

われておらず、連日実施しなければ、

子どもたちの安全・居場所の確保は

できません。 

国も連携といっているが、富士市の

実情に併せて実施して欲しい。 

現状、児童クラブにおいては、以前

はクラブで参加していたが、内容に

放課後児童クラブと放課後子ども教

室の連携については、国が示した放

課後子ども総合プランに基づき、事

業を進めるとともに、十分関係機関

と協議して慎重な対応をしてまいり

ます。 

なお、放課後子ども教室への参加は、

各クラブの意向に従い決定していた

だければと考えます。 

反映できない
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№ 頁 意見の内容 市の考え方 反映結果 

より、出席確認の大変さ、準備によ

るまちづくりセンターの負担も大き

いことから、放課後子ども教室への

参加は、保護者が登録し、個人で参

加することとしている。 

以上から、「『放課後児童クラブ』参

加児童が、『放課後子ども教室』に必

要に応じて参加するなどの連携を図

る」というように実情を踏まえた方

針にしてはどうか。 

44 - 

放課後児童クラブの【量の確保方策】

「夏休みの児童のみの利用に対応す

る｣とあるが、現状委託金の対象児童

に含まれていない。このことから、

こ 

こに載せるのであるならば、長期休

暇児童も対象児童としていただきた

い。長期休暇の受入に関しては、ク

ラ 

ブごといろいろな考えがあることか

ら、支援計画に載せることは、どの

ク 

ラブも受入をしなければならなくな

る。 

放課後児童クラブの委託金は、国の

要綱に基づき決定しております。な

お、夏休み等の長期休暇時の児童の

受入につきましては、クラブの実情

に合わせて決定していただければと

考えます。 

反映できない

45 - 

P72 に「放課後を過ごす児童の居場所

の充実を図るため、『放課後児童クラ

ブ』参加児童が、『放課後子ども教室』

に参加するなどの連携を図ります。」

とあるが、児童クラブの児童が放課

後子ども教室に参加するための移動

は大変であり、また強制的に連携す

ることは少し違うと思う。 

例えば、「放課後を過ごす児童の居場

所の充実を図るため、学校と家庭と

地域が連携することにより、子ども

達が安心して意欲的に、放課後子ど

も教室を利用できるよう努めます。」

とするのはいかがか？ 

放課後児童クラブと放課後子ども教

室の連携については、国が示した放

課後子ども総合プランに基づき、事

業を進めるとともに、十分関係機関

と協議して慎重な対応をしてまいり

ます。 

なお、放課後子ども教室への参加は、

各クラブの意向に従い決定していた

だければと考えます。 

反映できない

46 - 放課後子ども教室についてですが、 放課後児童クラブと放課後子ども教 今後の参考 
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今、息子の児童クラブでは子ども教

室の参加は希望者のみ行っていま 

す。地域の方々等の協力のもとにさ

まざまな行事にも参加しています。

他の地域の児童クラブはそこまでの

協力を得られていないと聞きまし 

た。今後、どのようにされていくの

かわかりませんが、一番にお願いし

たいことは、子どもたちの過ごしや

すい環境の整備をお願いします。 

子どもを預ける親にとって安心、安

全はもちろんですが、子どもたちに

とって第二の家庭となるような児童

クラブをお願いいたします。 

室の連携については、国が示した放

課後子ども総合プランに基づき、事

業を進めるとともに、十分関係機関

と協議して慎重な対応をしてまいり

ます。 

また、児童クラブの環境の整備につ

きましても、安心、安全に配慮し、

第二の家庭となる児童クラブの整備

に努めてまいります。 

47 - 

家の中に幼いこどもが 3人で大変な

とき、私的な理由で 1日保育など預

けられず困った。よその地域では、

母のリフレッシュなどの理由でも受

け入れてくれた。富士市では、病気、

入院中など、制約があった。 

本市の一時預かり事業は、リフレッ

シュ等を目的とした私的理由による

保育サービスを実施しています。 

その他 

 

 

 

 


