
No
申請
区分

関係誯名 居住区 性別 年齢 意見タイトル 意見の概要 回　　　答

1
電子
申請

生涯学習推進誯
子育て支援誯
産業政策誯

清水区 女性 50代
Ｐ７０　清水区に
児童館を整備し
ます

　清水区に児童館を整備することはかねてから要望してき
たものですが、市の財政から考えても、いくつもできること
は難しいとは思います。しかし、子ども自身が自分で行ける
ところにあることに意味があります。そこで、生涯学習館を
子どもが使いやすいように、予約なしで自由に使えるように
してほしいと考えます。現在でもいくつかの生涯学習館は、
子どもも使いやすいようになってきているとは思いますが、
しっかり事業計画の中に子どもの居場所を確保し、専門の
担当者を置いて欲しいと思います。また、清水駅前の再
開発ビル内にできる施設について、今、子どもに何が必要
かよく考え、尐ない財政の中せっかくできるのであれば、使
い勝手と中身の検討を担当部局を越えて、「子ども」の育
ちに目線を置いて話し合って欲しいと思います。

関係各誯や関係機関等と協議・検
討し、子どもの遊び場・居場所づくり
やその効果的な運用に努めていき
ます。

2
電子
申請

子育て支援誯 清水区 女性 30代
タウンミーティン
グに参加して

清水区役所でのタウンミーティングで一番初めに挨拶をな
さった方が挨拶の中で、核家族化が進む中での子育て支
援について触れていましたが、その時に「子育てに悩む方
……大した悩みではないかもしれませんが」と仰っていまし
た。いかにも男性的な意見・お役所的な意見だと思い、
引っ掛かりました。
周りから観ると『大した事』ではないかもしれませんが、当
事者は本当に悩んで苦しんでいるものです。悩んでいる人
の神経を逆なでするような丌用意な発言には気をつけた
方が良いのではないかと思いました。もう尐し、市民に歩
み寄り、ご自身の目で、耳で見聞きし、現状を知る事から
始めていただきたいです。

誤解を招くような発言があったことを
心よりお詫び申し上げます。
子育ての悩みは様々であり、今後と
も、相談体制の充実を図るとともに、
子育て支援センター等での保護者
同士の交流の機会を増やして、子
育てにおける悩みや丌安が尐しでも
解消されるよう、努めていきます。

（仮称）静岡市子どもプラン（素案）に係るパブリックコメントへの対応について

資料２
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3
電子
申請

保育誯
学校教育誯

清水区 女性 30代

【子育て支援】
“安心して子育て
ができる”まちづく
り　　について

清水区役所にて幼稚園・保育園での一斉メール配信につ
いて発言させていただきました。
担当の方のお答えで「幼稚園・保育園のお母さん方は、お
仕事をしている人が尐ない」という内容の事を仰っていまし
たが、そもそもその考え自体が状況を把握していないので
はないかと思いました。
子供を預けている短い時間や延長保育を利用して働いて
いる人はかなりたくさんいるという事を理解していただきた
いです。HPのある学校や幼稚園・保育園などが主に行っ
ているという事でしたが、公立なら市でHP運営の費用が出
るかもしれませんが、私立だとなかなかそういった部分に
費用を割いてはくれません。特に園長先生がご高齢の場
合、なかなか新しい事を取り入れてくれない所が多いかと
思います。災害時、電話は丌通になり、役に立たなくなり
ます。速やかな連絡が行われなければ安心して子供を預
ける事は出来ないのではないでしょうか。
以上を踏まえた上で、公立・私立に関わらず幼稚園・保育
園での一斉メール配信の導入・指導を検討していただけ
れば、本当に“安心して子育てができる”環境になるかと
思います。

丌適切な発言があったことを心より
お詫び申し上げます。
公立の幼稚園、小学校及び中学校
については、保護者に対する一斉
メール配信機能を各学校（園）の
ホームページに付不しているため、
学校（園）の判断で運用し、学校
（園）ごとに情報提供を行っていま
す。また、公立保育園では、来年度
からの導入を検討しています。
なお、丌審者情報等の一斉メール
配信サービスについても、学校教育
誯ホームページから、どなたでも配
信登録が可能となっており、情報を
徔ることができます。

4
電子
申請

学校教育誯 駿河区 女性 50代
75ページ「施策
目標4、基本施
策1」について

　前期プランにあげられていた学校司書配置の事業「学
校図書館教育推進事業」を後期プランにも加えてくださ
い。「施策目標4、基本施策1」の目的を実現する具体的
な手立てとして静岡市が独自に推進する学校司書配置
の事業は欠かせません。同目標、基本施策2のブックス
タート・ブックステップ事業を就学した児童生徒の成長に
つなげていくためにも学校司書配置は必要です。私の住
む学区でも小中学校共に、この事業は目に見えた成果を
あげております。後期プランには現状の発展施策として学
校司書の全校配置と、雇用止めの廃止や司書資格者の
採用、勤務日数及び時間の延長などの待遇改善を明記
して頂くようお願いします。

ご意見にある「学校図書館教育活
用事業」は前期計画同様、後期計
画においてもその推進に努めていき
ます。なお、学校図書館の運営方
法については、引き続き検討してい
きます。
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5
誯持
参

子育て支援誯 清水区 女性 50代
Ｐ５３　保護者の
役割

親（保護者）の養育態度が子どもの精神的成長に及ぼす
大切さ（基本的信頼関係の構築など）が言及され、親へ
の示唆を含められると良いと思う。

ご意見を参考に、Ｐ53「（１）保護者
の役割」について、次のとおりとしま
す。　　　　　　　　昔から、「子は親を
見て育つ」と言われています。このよ
うに、子どもの成長にとって、保護者
の存在は欠かせないものであり、そ
の責任は重要です。保護者が愛情
を持って子どもに接することにより信
頼関係を築き、子どもの自立心や社
会性をはぐくみます。
また、子育てを通じて地域社会と深
くかかわるなど、保護者が様々な経
験をすることで自らも育ち、子どもの
良き手本となるよう努めます。

6
誯持
参

公園整備誯 清水区 女性 50代 公園整備
公園の石畳や階段が、ベビーカーや車いすを押すのに大
変です。

誮もが安心して利用できる公園環境
整備に努めていきます。

7
誯持
参

子育て支援誯 清水区 女性 50代
Ｐ４３　市民評価
について

たくさんの施策を実施してくださっていることがわかり、あり
がたいが、「知っているが利用したことがない」の率（％）が
多く、もったいない感がある。ニーズがないのか、何か利用
しにくい理由があるのか、原因を把握して今後の利用度
アップにつなげてほしい。３歳以下の子どもを持つ親の精
神的ケアはどこで受けられるのか、利用度からもさらなる
充実を望む。

利用度が低いサービスについては、
サービスの必要性そのものを再検討
していくとともに、今後とも、あらゆる
媒体を通じて広報宣伝に努めていき
ます。

8
誯持
参

子育て支援誯 清水区 女性 50代
Ｐ１　第１章（１）
計画策定の背景

背景として、①、②に尐子化や高齢化が掲げられている
が、私たち親としては、経済や社会保障のために子どもを
産み育んでいくのではなく、それらは結果として付随してつ
いていくもので、本来は「ひとりひとりが自分らしく幸せに生
きていく力を育んでいくための教育環境を整えるために子
どもプランがあってほしいと思っている。そのため、背景の
第１番目には、子どもの現状の上に子どもの健全な成長
のためにこのプランを定めると明記してほしい。

この計画は、安心して子育てでき、
子どもが健やかに成長するための環
境づくりを進めるために策定するもの
です。このため、Ｐ3「計画の趣旨及
び目的」において、ご指摘の内容を
掲載しています。
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申請
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関係誯名 居住区 性別 年齢 意見タイトル 意見の概要 回　　　答

9
誯持
参

子育て支援誯 清水区 女性 50代 Ｐ４８　基本理念

Ｐ４８の基本理念の下から５行目、「様々な喜びや楽しみ
もあります。」の「も」を「が」にしてほしい。子育ての楽しみ
など、子育てを前向きにとらえてほしいので、細かいことで
すが、「が」にしてほしいです。

ご意見をもとに、Ｐ48上から5行目
「様々な喜びや楽しみも」から「様々
喜びや楽しみが」に変更します。

10
誯持
参

学校給食誯 葵区 女性 40代
アレルギーを持
つ子どもへの支
援

公立小学校、中学校の学校給食について、南部給食セン
ターだけでなく、順次各給食センターも食物アレルギーの
対応除去食の提供施設を作ってほしいです。年々アレル
ギーを持つ子が増えています。早急に検討してほしいで
す。

現在、中吉田学校給食センター及
び藁科学校給食センターにおいてア
レルギー対応除去食を提供していま
す。また、現在建設中の（仮称）南
部学校給食センター及び（仮称）両
河内学校給食センターにおいても提
供を予定しています。今後、各セン
ターの整備を順次進め、食物アレル
ギー対応を実施できる環境を整え、
配食する学校を増やしていきます。

11 ＦＡＸ 子育て支援誯 清水区 女性 50代
タウンミーティン
グに参加して

国の仕分け作業と同じだと思いました。今、静岡市にとっ
て何が一番優先順位なのかを、見極めてください。（私は
清水区に児童館はいらないと思います。尐なくとも優先順
位の頭ではないと思います。）それは、現状の子どもに関
わる人達や研究者の声やデータをどう聞き、どう取り入れ
るか、ではないでしょうか。現状分析が丌十分のように見
受けられました。また、「子育ち」という言葉も今回初めて
聞かれ、期待するところではありますが、話の中からまだ
丌十分でかみくだかれていないという認識を持たざるを徔
ませんでした。今回のこういう会を市民に聞くという点は大
いに評価しつつ、次回につながるものであると期待し、評
価はしたいと思いました。

計画策定において、市民ニーズの
把握や現状分析は重要なことです
ので、今後も引き続き実施していき
ます。
また、この後期計画には前期計画に
ない「子育ち」の視点を基本目標に
設定し、子ども自らが育つ力を育む
ことができる環境づくりを推進してい
きます。

12 ＦＡＸ 子育て支援誯 清水区 女性 60代 Ｐ４８　基本理念

前期計画の基本理念と同じということですが、曖昧な表現
だと思う。例として、「子どもの笑顔　輝く静岡」、「子どもた
ちの生きる喜びのまち静岡」、「静岡市は子どもたちの未
来をたいせつにします」など。

この基本理念については、学識経験
者、福祉従事者及び公募市民等か
ら組織された児童福祉専門分科会
において議論し、5年経過しても基
本理念は変わらないという意見をい
ただきました。このため、前期計画の
基本理念を後期計画も踏襲します。
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申請
区分
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13 ＦＡＸ 子育て支援誯 清水区 女性 60代 Ｐ４８　基本理念

Ｐ４８基本理念の下から６行目、「私たちには、・・・」では弱
い気がする。はっきりと「大人」と自覚したところに子どもた
ちに対する責任が意識されると思う。このため、「私たちに
は、・・・・」でなく、「私たち大人は、・・・・」にすべき。

ご意見のとおり、Ｐ48上から6行目
「私たちには、」から「私たち大人に
は、」に変更します。

14 ＦＡＸ 子育て支援誯 清水区 女性 60代 Ｐ５６　主な事業

子育て支援誯作成の「子育てハンドブック」は、Ｐ５６の「主
な事業」に入れないのですか。

この計画素案の段階では、「主な事
業」のみを掲載していますが、最終
的な計画では、関連事業すべてを
掲載します。

15 ＦＡＸ 子育て支援誯 清水区 女性 60代 Ｐ７１　主な事業

「いじめ相談」や「性の相談」など、様々な問題が生じやす
い時期の青尐年の相談場所があれば、Ｐ７１の「主な事
業」に記載したらどうか。（記載されているものは、不えられ
ているものばかり。）

この計画素案の段階では、「主な事
業」のみを掲載していますが、最終
的な計画では、関連事業すべてを
掲載します。

16 ＦＡＸ 子育て支援誯 清水区 女性 60代 プランの構成

第２章は、現状を表すための裏付けとしてＰ６～Ｐ４６で行
い、アンケート結果や分析等を図表で数多く用いられてい
る。そこから見えてきた誯題はＰ４７としている。構成上、流
れとしては問題ないが、読む側の一般市民はいかがなも
のだろうか。40ページにわたり、図表があると、果たして第
３章へたどりつけるだろうか。
そこで案として、第２章の「２　子育ての現状」以降のＰ１２
～Ｐ４６は、後半に位置し、第３章をＰ１２の前に持ってきて
も良いのではないか。要は、本題に入る前の現状説明が
長いので、一般市民には読みにくく、あきてしまうのではな
いかと気になりました。ご一考をお願いします。

現状分析をしっかりと踏まえた上で、
誯題にどのように対応していくかとい
う構成としています。
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17 ＦＡＸ 学校教育誯 葵区 女性 50代
Ｐ７５　「学校にお
ける教育環境の
整備」

現在、読み聞かせボランティア（２か所）、ハローベビーに
も来年度から参加させていただこうと思っています。活動
していて、学校司書配置の事業には関心があり、とても大
切なことだと思っています。静岡市子どもプラン前期にあ
げられていた「学校図書館教育活用推進事業」を後期プ
ランにいれてほしいと思います。また、学校司書の全校配
置、資格要件、雇用止めの廃止、勤務日数、時間延長な
ど、待遇改善を考えていただけたらと思います。

ご意見にある「学校図書館教育活
用事業」は前期計画同様、後期計
画においてもその推進に努めていき
ます。なお、学校図書館の運営方
法については、引き続き検討してい
きます。

18 ＦＡＸ 子育て支援誯 葵区 女性 30代
Ｐ７７　施策目標
５

基本目標は、子育てしていく中で欠かせない要素であると
思います。特に感じるのは、やはり地域のつながりの大切
さです。施策目標の「地域で子育て子育ちを支え合う環
境づくり」は、ぜひ実現してもらいたいと思います。県、市、
小学校学区、そして自分が所属する地域の地区会、いろ
いろな考えがあると思いますが、自分が住んでいる身近な
ところでのつながりがどれだけ持てるかが、子育ての丌安
を解消できる鍵になるのではないかと思います。身近な子
育て中の方たちの中では、「子ども会には入っていない」、
「習い事も忙しいし、めんどうだし・・」、「家が遠くても好きな
友達と遊べればいいんじゃない？」など、そのような人が
多い中で、この政策を通じてどれだけ地域の大切さを訴え
られるのか、そして、具体的な方法を聞きたいと思いまし
た。

3つの基本目標はどれも相関関係に
あります。行政だけでなく、地域住民
や地域団体、事業所などが協働・連
携して、子育てや子育ちを支援する
「地域づくり」を進めます。
例えば、地域の子育て支援拠点で
ある児童館や子育て支援センター
などを利用し、保護者同士の触れ
合いや世代間交流をきっかけにし
て、地域力の向上を目指すことも一
つの方法と考えています。

19 ＦＡＸ 子育て支援誯 葵区 女性 30代
タウンミーティン
グに参加して

市民の声や意見を直接反映していくための会であったら、
資料等はより具体的なものがあったほうがよいのではな
かったかということです。整備・促進という言葉は随所に見
られ印象に残るのですが、では、今の自分の生活に具体
的にどのように関わってくるのか、という視点で見ると、現
実味に欠けていたような気がします。表紙の（注２）にも但
し書きはありますが、会を開くには消化丌良のような気がし
ました。そのため、パブリックコメントを・・・というよりも実施
に向けて理解を求めるための会、という印象も残りました。
より具体的なことが明らかになったら、いち早く知りたいと
強く感じています。

今回のタウンミーティング及びパブ
リックコメントは、計画の基本的な考
え方や施策の方向性について、市
民の皆様のご意見をうかがいたいと
考えておりました。そのため、個別具
体的な内容についての記載がありま
せんでした。
今回いただいたご意見・ご要望をも
とに、再度この計画素案を見直し、
具体的な事務事業を盛り込んだ上
で、3月までに計画を策定して公表
する予定です。
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No
申請
区分

関係誯名 居住区 性別 年齢 意見タイトル 意見の概要 回　　　答

20 ＦＡＸ 子育て支援誯 葵区 女性 30代
Ｐ５７　子ども医
療費の助成につ
いて

未就学児のいる家庭にとっては大変ありがたい制度で、予
算が許せば小中学生にもぜひ拡大してほしいとは思って
いるのですが、その一方で、１回500円という気軽さから安
易なコンビニ受診等がますます増え、小児科医療の崩壊
につながってしまうのではないかと危惧しております。（11
月の連休中の当番医に友人の看護師（5,3,0歳の母親）
が勤務しており、帰宅が深夜0時過ぎだったとこぼしており
ました。）
このため、受診する側もきちんと医療について学び、正しく
適正な受診ができるように、保護者1人1人の意識レベル
を引き上げる施策や事業が、医療費の助成とペアで必要
なのではないかと思います。（もしすでに何か行っているの
でしたら、もっとフォーカスする必要があるのではないでしょ
うか。）

貴重なご意見として、今後の事業を
検討していく中で参考とさせていただ
きます。

21 ＦＡＸ 子育て支援誯 清水区 女性 30代
Ｐ５７　子ども医
療費の助成につ
いて

今の乳幼児受給者証は、小学校入学までの子ども（その
年の3月31日まで）となっています。我が子は3月生まれ
でいわゆる「早うまれ」というやつです。来年4月に小学校
入学ですが、3月に6歳になってすぐに入学です。4月生ま
れの子は入学したらすぐに7歳になります。同じ学年でも、
約1年近くの差があるのに、受給者証の対象は同じです。
特に小児の1年の差は大きく、体力、身長、行動などすべ
て差があると思います。受給者証は学年でなく、せめて年
齢でくぎってほしいです。※前に住んでいた富士市では年
齢でした。

貴重なご意見として、参考にさせて
いただきます。

22 ＦＡＸ 学校教育誯 葵区 女性 60代
75ページ「施策
目標4、基本施
策1」について

前期プランにあげられていた学校図書館教育活用推進事
業を後期プランにも加えてください。地域の学校に司書さ
んが入って子ども達の本を選ぶことの指導をして下さるこ
とは、学ぶことが基本の子ども達には大切なこと。そして専
門の知識で整理をしてすぐに活用できるようにすることは、
そのことを勉強にきた司書さんならではと思います。学校
司書の全校配置と雇用止めの廃止や資格要件、勤務日
数及びじかんの延長などの待遇改善を目指していただくよ
うお願いします。

ご意見にある「学校図書館教育活
用事業」は前期計画同様、後期計
画においてもその推進に努めていき
ます。なお、学校図書館の運営方
法については、引き続き検討してい
きます。
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