
No 関係誯名 区 性別 意見・要望等タイトル 意見の概要 回　　　答

1 子育て支援誯
清水区
（蒲原）

男 行政の役割

素案Ｐ54で表現しているイメージ図は、子育て家庭を地
域、行政などが見守り、支援する姿で、よいと思う。この実
現に向けて、子育て支援策を効果的に実施する必要があ
る。だが、お金もかかり難しいため、地域のサポート（ボラン
ティア活用など）が必要となる。地域では、NPO法人などの
団体が頑張っており、いかに活用していくかが鍵となる。

地域、地域団体及び事業所と連携・
協働しながら、子育て子育ち支援に
対する様々な市民ニーズや子どもの
成長段階に対応した支援施策を実
施していきます。

2
子育て支援誯
公園整備誯

清水区
（蒲原）

男
公園管理と子どもへ
の遊びの指導

合併前は、NPO法人が旧蒲原地区の公園について、プレ
リーダーが子どもに遊びの指導を行いつつ、公園管理を実
施していた。合併後は、公園管理のみとなっている。子ど
もの遊びを通じての健全育成という面において、単なる公
園管理ではなく、子どもへの遊びの指導が必要ではない
か。公園管理担当は別だという縦割り的な行政運営では
いけない。

NPO法人等の地域団体をうまく活か
すなど、地域の力を借りて地域ぐる
みの取組が望めるため、今後関係
各誯と協議しながら検討していきま
す。

3
子育て支援誯
公園整備誯

清水区
（蒲原）

男 遊び場の確保
子どもの遊びを通じての健全育成は、とても大事。子ども
の遊び場の確保はぜひ推進してほしい。

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。

4 健康づくり推進誯
清水区
（蒲原）

女 マタニティーホルダー

母子手帳とともに配付されている「マタニティーホルダー」
は、付けていても効果がなく、知らない人が多い。配付す
ることに無駄を感じる。

このホルダーを付けることにより、地
域全体が妊婦を見守り、快適な妊
娠期が送れることを目的に実施して
いる事業であるため、今後とも周知
に努めます。

5 子育て支援誯
清水区
（蒲原）

女 サービスの満足度
素案Ｐ40の内部評価では、目標達成している事業は多い
が、素案Ｐ45にある利用した満足度は高くない事業もあ
る。

今後とも、利用者に喜ばれる事業の
運営に努めていきます。

6
生涯学習推進誯
子育て支援誯

清水区
（蒲原）

男
児童館と生涯学習交
流館

旧清水市域には児童館がない。ただ、現在は生涯学習
交流館（旧公民館）が19か所あり、以前は児童館的な役
割を担っていた。児童館を建設するという整備の方法もあ
るが、この生涯学習交流館をうまく利用する方法もあると
思う。生涯学習や児童の健全育成という区切りや垣根が
なく、子どもの環境整備を考えるなら、縦割り的な考え方
をしないで取り組んでほしい。

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
の整備やその効果的な運用に努め
ていきます。

（仮称）静岡市子どもプラン（素案）に係るタウンミーティングでの意見・要望への対応について

資料１
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No 関係誯名 区 性別 意見・要望等タイトル 意見の概要 回　　　答

7 子育て支援誯
清水区
（蒲原）

男 行政の姿勢

初めて子どもを産む母親は、すべてがはじめてであり丌安
が多いはず。妊婦さんと接するすべての人（地域）が優しく
接することが望まれる。それには、まず行政がそのような
姿勢を示し、行動してほしい。

素案Ｐ56の基本施策「妊娠・出産に
おける支援や医療体制の充実」に
基づき、地域の方々の協力を得な
がら、子どもを安心して生むことがで
きる環境づくりに努めていきます。

8
子育て支援誯
保育誯

清水区
（蒲原）

女
施設職員の就労環
境の改善

保育士や放誯後児童クラブ指導員は仕事上での専門性
や危機管理など、なかなか勉強する時間がとれない。働く
側の就労環境を検討してほしい。また、保育士等が気軽
に専門家へ相談できる体制や連携を築いてほしい。

職員の研修体制については、職員
が専門家との相談体制を築くなど、
専門機関へつなぐことは大事である
ため、今後検討していくこととします。

9
子育て支援誯
児童相談所

清水区
（蒲原）

女
支援が必要な子ども
への対応

虐待やＤＶなど、何らかの事情で子どもを育てられない、
親元から離れて暮らしている子どももいる。この計画では、
そのような子どもへの対策がないと思うがどうなっている
か。

素案Ｐ72の「虐待を受けている児童
など配慮を必要とする子どもとその
家庭への支援」という基本施策にお
いて、対策をとっています。

10 保健衛生総務誯
清水区
（蒲原）

男
小児科を増やす対
策

蒲原地区には小児科はあるが、高齢の医者が多いため心
配。小児科を増やすことについてどのような対策をとって
いくか。

小児科丌足等、医師の診療科及び
地域による偏在の問題は、全国的
な誯題であるため、国、県等に要望
するとともに、地元医療者等と協力
し救急医療の確保に努めていきま
す。

11 子育て支援誯
清水区
（由比）

女
ファミリー・サポート・
センター

ファミリー・サポート・センターについて、由比地区には未だ
に「まかせて会員」がいない。祖父母等が近くにいたりなど
地域力が残っているこの地区では、他人に子どもを預けな
いなどの地域性はあるが、万が一の場合に利用するサー
ビスとして、よい事業だと思っている。このため、積極的な
広報に努めてもらいたい。

今後も、制度の周知に努めていきま
す。

12 子育て支援誯
清水区
（由比）

女
ファミリー・サポート・
センター

ファミリー・サポート・センターは、1時間利用で600円かか
る。1日利用すると、仕事で得た報酬の半分くらいをとられ
てしまう。受益者負担は仕方ないと思うが、何らかの補助
制度が創設できないか。

今後検討させていただきます。

13 公園整備誯
清水区
（由比）

女 公園整備

子どもの遊び場の確保ということで、公園整備に対する要
望であるが、ある程度自然環境も残された公園がほしい。
自然とのふれあいにも配慮した公園整備に努めてもらいた
い。

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。
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No 関係誯名 区 性別 意見・要望等タイトル 意見の概要 回　　　答

14
子育て支援誯
中央図書館

清水区
（由比）

女 図書

由比地区の公民館や児童館には図書はあるが尐ないの
で増やしてほしい。また、子どもたちがゆっくり本を読むス
ペースが狭い。

図書については、今後も充実を図っ
ていきます。

15 子育て支援誯
清水区
（由比）

女 放誯後児童クラブ

放誯後児童クラブについて、由比地区にも児童館にある
が、由比北小学校から放誯後児童クラブへ通う子どもた
ちはどのように来ているのか。とても遠いので丌便ではない
か。

放誯後児童クラブの整備は、小学
校1～3年生が50人以上いる学区
に対して1か所設置しています。由
比北小学校は50人以下であり、この
ため、由比小学校と由比北小学校
の児童をあわせて設置しているので
ご理解ください。

16 教育総務誯
清水区
（由比）

女
幼稚園における障害
のある子どもの受入
れ

障害児保育（発達障害児）について、現在、子どもに障害
があり、由比幼稚園へ通っているが、教師の補助員的な
方がいるので通えているが、来年度からこの方がいなくな
る可能性もあり、幼稚園へ通えなくなることもあり得る。ま
た、もう一人の子どもも障害があり由比保育園へ通ってい
る。兄弟2人が別々の園にいて丌便でもある。

現在、市立幼稚園においても、障害
のある子どもの受入を行っています
が、支援員の数は若干名です。その
ため現在策定中の教育振興基本計
画も含め、このような問題についても
検討していくこととします。

17 子育て支援誯
清水区
（由比）

女 地域の捉え方

「地域」の捉え方であるが、この地域で言えば、「由比地
区」ということで使っていると思われる。地域は、自治会単
位で考えて欲しい。今はこの由比地区でも近所の方の顔
も知らない場合が多く、地域づくりはせめて自治会単位が
望ましい。

「地域」の基本的な考え方は、近所
や自治会くらいの小さな単位です。
子どもが健やかに過ごし、子育て家
庭が安心して子育てできる環境づく
りには、地域の支援や見守りが必要
だと考えています。

18
男女共同参画誯
子育て支援誯
商業労政誯

清水区
（由比）

女 企業への働きかけ

大企業では育児休暇制度がしっかりしており、制度を利用
しやすい。中小企業ではそうではないため、市ではどのよう
な取組を行っていくのか。

素案Ｐ66～68に記載されている
ワーク・ライフ・バランスの実現に向
けて取り組みます。
具体的には、市民や民間事業所向
けの啓発事業、ワーク・ライフ・バラン
スの実現に向けて活発な取組を実
施している事業所を表彰し、その取
組事例などを広く周知していきま
す。

19 全誯
清水区
（由比）

女 地域力の活用

行政はもう尐し地域の力を利用していただきたい。現在の
行政で実施する事業は、地域の団体がうまく入り込めな
い。縦割行政ではなく、協働の意識をもって取り組んでほ
しい。

今後、施策を推進する上で、ご意見
の内容に留意して取り組んでいきま
す。
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No 関係誯名 区 性別 意見・要望等タイトル 意見の概要 回　　　答

20 子育て支援誯
清水区
（由比）

女 児童館運営

児童館運営は、指定管理者に委託して実施している。市
の関わりが薄いような気がする。お金だけ出して任せてい
ればいいというものではない。もっと積極的に関わってほし
い。

児童館運営にあたり、ご意見の内容
に留意して取り組んでいきます。

21 子育て支援誯 駿河区 女 計画の基本理念

このような計画では、まず「夢」が大事で、子どもを産んで
も安心して子育てができる、仕事も続けられる、という安心
感も持てるとよい。ただし。このためには周囲のバックアッ
プも必要だし、行政の手助けも必要である。

計画に掲載されている基本理念、
施策目標及び基本施策に基づき、
地域等と連携・ｌ協力しながら、安心
して子どもを生み育てる環境づくりに
努めていきます。

22 子育て支援誯 駿河区 女 若い世代の意見

昨年度にアンケート調査を実施したが、確かに子育て中の
親から様々なことを聞くのも大事だが、あわせて、これから
子どもを産む若い世代からも様々な意見を聞くべきではな
いか。また、この若い世代に対して、子どもを育てることは
楽しい、という認識を持ってもらうことも大事である。

貴重なご意見として、参考にさせて
いただきます。

23 子育て支援誯 駿河区 女 グラフの表現

素案Ｐ8にあるグラフだが、注釈で説明はしているものの、
合併後の数値が見にくく、正確な児童数の変化が捉えにく
い。

グラフや表については、分かりやすく
表現するよう努めます。

24 保育誯 駿河区 女
保育士のスキルアッ
プ

現在の保育士を見ていると、非常に忙しい。そのため、研
修の機会の場が尐なく、保育士のスキルが気になる。若
い保育士が多くて心配になるケースもある。ベテランの保
育士がいると安心する場面もある。

素案Ｐ63の「基本施策1」の説明文
に、「研修等を通じて、保育士や放
誯後児童クラブ指導員などのさらな
る質的向上に努めます。」を加え、
今後とも、保育士の研修体制につい
ては充実させていき、保育園に子ど
もを預けて安心だと思っていただけ
るよう努力していきます。

25 保育誯 駿河区 女 保育園の設置・運営

新たな保育園を民間が設立したが、民間ではなく、市が
設置・運営すべきであると考える。

市内には48市立保育園とともに、
57私立保育園が設置されており、
私立保育園は、公立保育園と同様
に運営上問題なく実施しています。
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No 関係誯名 区 性別 意見・要望等タイトル 意見の概要 回　　　答

26 保育誯 駿河区 女 保育園の運営

市が保育園を運営すると経費がかかるとのことだが、安心
して子育てをしたいがための要望であり、そこへお金を
使って欲しい。

保育を含む子育て支援策全般を効
率的に実施するため、民間でできる
ことは民間の力を借りて実施していく
考えです。

27 保育誯 駿河区 男 保育の質

厚生労働省では、様々な子育て支援策について、「量」と
「質」の両方を充実させていくこととしている。本計画を見る
と、「量」的なことは言及しているが、「質」について議論さ
れていない。特に、保育の「質」であるが、最近は非正規
職員の保育士が多く、公立だから安心ということではな
い。この点については、子どもを保育園へ預けている親に
とっては心配である。

素案Ｐ63の「基本施策1」の説明文
に、「研修等を通じて、保育士や放
誯後児童クラブ指導員などのさらな
る質的向上に努めます。」を加え、
保育の質の向上については、施設・
設備の充実とともに、保育士への研
修を充実させるなど、質の向上に努
めていきます。

28 子育て支援誯 駿河区 男 子どもの貧困

素案Ｐ38において、現状分析のまとめをしているが、最近
話題となった「子どもの貧困」みたいなものが視点として捉
えられていない。父親がリストラにあう丌安定な雇用環境
であり丌安が多いため、このような視点が必要なのではな
いか。

市が実施できるレベルでの対策とは
どの程度のものかについて、今後と
も検討していきます。

29 児童相談所 駿河区 男 児童養護施設

静岡市は指定都市なのに、児童養護施設が1か所しかな
い。浜松市には3か所もあるのにどういうことか。

県内には本市1か所を含めて126か
所の児童養護施設があり、現在はそ
のうち6か所に入所させていますま
す。措置を行う静岡県、本市及び浜
松市がそれぞれの子どもの状態に
あった施設へ入所させているため、
本市の児童が本市以外の施設に入
れないということではありません。ま
た、他市の児童が本市の施設に入
所する場合もあります。
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No 関係誯名 区 性別 意見・要望等タイトル 意見の概要 回　　　答

30 子育て支援誯 駿河区 男
放誯後児童クラブの
待機児童

放誯後児童クラブの待機児童のカウント方法を教えて欲し
い。厚生労働省では、来年度から70人以上の放誯後児
童クラブへは補助を出さないと言っている。また指導員の
質の面だが、非正規職員ばかりという話だがどうか。

基本的には、児童クラブの入会申請
をしたが入会できなかった人をカウン
トしています。また、本市の場合、60
人1グループで実施しているため、
補助対象外とはなりません。なお、
指導員は非正規職員で身分上パー
ト扱いですが、正規職員での対応と
なると、保護者負担金にも影響がで
てしまいます。このため、研修体制を
充実して、指導員の「質」の向上を
図ることに努めていきます。

31 保健衛生総務誯 駿河区 女 休日当番医

素案Ｐ56に関連するが、休日当番医について、当番医を
探すのが大変。エリアが広すぎる。

休日当番医については、静岡地域
と清水地域に分け、両地域の医師
会診療所（開業医）にお願いしてい
ます。当番医の住所、電話番号は、
新聞、電話、インターネットでお知ら
せしていますが、お住まいから遠い
場合があることにつきましては、輪番
による当番体制をとっていますの
で、ご理解ご協力をお願いします。

32 子育て支援誯 駿河区 女 子ども医療費助成

子ども医療費助成制度について、通院に係る費用は小学
生になると制度対象外となる。年齢要件を引き上げること
が難しいのであれば、特定疾病などの重症化につながる
ような疾病を持つ子どもだけでも制度対象としてほしい。

今後検討させていただきます。

33 保育誯 駿河区 女 一時預かり事業

素案Ｐ63に、「一時預かり事業の全園実施」とある。各園
の保育士はとても忙しく、しかも保育士が丌足しているの
に、新しく入ってきた新入園児の面倒を見ながら目が行き
届くのか丌安。保育士はどう確保するのか。

一時預かり事業の実施を含め、毎
年4月から多くの保育士を確保でき
るよう努力しています。
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No 関係誯名 区 性別 意見・要望等タイトル 意見の概要 回　　　答

34 子育て支援誯 駿河区 女 放誯後児童クラブ

放誯後児童クラブで実施されている行事がクラブによって
違い過ぎる。連絡会で他のクラブ指導員と話しをすると、
あまりにも取組に違いがあり過ぎる。行政はクラブ指導員
に任せっきりで、預けている親も丌安に思っている。また、
活動スペースが狭いので何とかしてほしい。

放誯後児童クラブは、国の基準であ
る子ども1人当たり1.65㎡を確保して
います。

35 子育て支援誯 駿河区 女 放誯後児童クラブ

放誯後児童クラブの利用料設定であるが、保育所の所得
段階別の利用料のような設定が望ましいのではないか。
子どもを2人、3人預けるとなると大変高額で苦しい。また
このように複数の子どもを預ける場合の減免措置も実施し
てほしい。

今後検討させていただきます。

36 保育誯 駿河区 女 保育園整備

保育園の整備について、入所児童数は減尐するとの推計
であるが、保育園の入所状況を把握し、潜在的ニーズを
踏まえながら今後も増やしていく方向で考えてもらいたい。

児童の入所状況等を勘案しながら、
今後も保育園整備に努めていきま
す。

37 子育て支援誯 駿河区 女
あそび・子育ておしゃ
べりサロン

子育て家庭の交流の場の提供として、整備に費用を要す
る子育て支援センターなどをつくるよりも、既存施設を利
用すべきではないか。例えば、保育園で実施する「あそ
び・子育ておしゃべりサロン」という事業を活用してもいいと
思う。ただし、園によって様々な取組を実施しており、開催
回数も園によって違う。このような取組に対して、行政は
一律5万円の補助を実施しており、活動実態に合っていな
い助成をしている。

「あそび・子育ておしゃべりサロン」
は、事業を実施する公立保育園に
対し、年間活動費として1園あたり
53,000円（山間地保育園は38,000
円）を上限に支給して実施していま
す。（私立保育園でも実施している
園はありますがが、予算措置はあり
ません。）
各園の事情や実施方法に違いがあ
りますが、各園の運営方法を尊重し
つつ、適正な予算配分に努めていき
たいと考えています。

38
子育て支援誯
公園整備誯

清水区 女
児童館整備
公園整備

尐子化の状況は東京よりも清水地区のほうが進んでいる
気がする。近所に同年代の子どもが尐なく、公園も尐なく
児童館はない。東京には児童館や公園がたくさんあり、同
年代だけでなく、幅広い年代の子どもたちが遊んでいた。
インフラ整備を早く実現してほしい。

清水区には従来から児童館がない
ため、整備の検討を進めています。
また、公園についても、毎年度着実
に整備を進めているところです。
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No 関係誯名 区 性別 意見・要望等タイトル 意見の概要 回　　　答

39
子育て支援誯
産業政策誯

清水区 女
清水駅西口再開発と
児童館との関連

清水駅前に「（仮称）こどもクリエイティブランド」ができると
いう話を聞いた。児童館との関連を知りたい。

清水駅西口再開発ビルの3・4階
に、「（仮称）クリエイティブランド」の
整備を進めています。遊び・交流機
能の確保について、今後所管誯と
調整して進めます。

40 子育て支援誯 清水区 女
第三者評価の必要
性

Ｐ40は前期計画の内部評価だが、第３者機関的な評価
が必要なのではないか。

専門家が評価する外部評価につい
ては、今後検討します。本計画上で
は、内部評価とともに、Ｐ43～Ｐ46
において、市民評価を掲載していま
す。

41 子育て支援誯 清水区 女 庁内組織

Ｐ80の「次世代育成支援対策推進会議」だが、３層構造
になっていることについては無駄に思える。もっと効率よく
実施してほしい。

子育て関連事業は多岐にわたり、
様々な部署において取り組んでいま
す。このため、総合的かつ効果的に
次世代育成支援を推進するための
組織として、全庁的に取り組む必要
があります。

42 子育て支援誯 清水区 女
子育て応援総合ＨＰ
「ちゃむ」

Ｐ81の計画の進行管理について、進行に係る点検・管理
は非常に重要なことであり、オープンに行って欲しい。ま
た、子育て応援総合ＨＰ「ちゃむ」もまだ公開したばかりで
認知度も低いが、せっかくのＨＰなので、しっかりと広報して
いただきたい。

平成20年10月に公開したこのＨＰ
は、子育てに関する様々な情報を
掲載しています。広く市民に親しま
れ、活用していただけるよう、今後も
広報活動に努めていきます。

43 子育て支援誯 清水区 女 放誯後児童クラブ

例えば、新型インフルエンザによる学級閉鎖が10時頃に
決定すると、給食を食べずに家へ帰ってきてしまう。親は
仕事をしていて困ることがある。このような緊急なことに対
する対策をしっかりとってほしい。

放誯後児童クラブは、学校に合わせ
た対応をとっています。学級閉鎖さ
れたクラスの子どもは、インフルエン
ザの感染に関係なく、自宅待機が基
本です。　　　　　　　　　　　なお、放
誯後児童クラブが閉鎖となっている
場合でも、就労等の都合でどうして
も子どもを預けたい場合は、放誯後
児童クラブ指導員にご相談ください。
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No 関係誯名 区 性別 意見・要望等タイトル 意見の概要 回　　　答

44 子育て支援誯 清水区 男 父子家庭対策

Ｐ4に「母子家庭及び寡婦自立促進計画」とあるが、父子
家庭の対策はあるのか。

素案Ｐ58にある「ひとり親家庭への
支援」として、母子家庭のみならず、
父子家庭を含んだ施策を推進して
いきます。

45 保育誯 清水区 男 保育園定員

Ｐ79の「通常保育事業」の「3歳以上児」欄は減っている
が、保育所定員を減らすということか。

H21.4.1時点の保育所待機児童数
は28名で、うち3歳以上児は5名で
す。また、H21.11.1時点の保育所
待機児童数は137名で、うち3歳以
上児は7名です。このように、3歳以
上児の待機児童はほとんどいない
状況であり、3歳未満児の入所者が
増えています。今後もこの傾向が続
く見込みです。

46 子育て支援誯 清水区 女 基本目標

Ｐ５０基本目標にある「子育ち」の言い回しは一般的ではな
いが、いいことなので期待している。だが、本プランには「子
育ち」の現状説明がない。「子育ち」の理念的な話を盛り
込むべきではないか。

本計画では、基本目標として「子育
ち支援」という視点を盛り込んでいま
す。また、子どもの権利条約の観点
から、同条約でいう４つの権利「生き
る権利」、「育つ権利」、「守られる権
利」及び「参加する権利」等につい
て、第1章「1　計画策定の背景、趣
旨及び目的」に盛り込みます。

47
保育誯
学校教育誯

清水区 女
小学校への情報提
供

保育園から小学校へあがる際、公立の幼稚園は行ってい
るが、保育園側から小学校への子どもの情報提供がなさ
れているのか。

公立の幼稚園及び保育園について
は、平成19年度に個人情報保護条
例が制定され、個人情報保護審議
会を経て、保護者の同意を得て実
施しています。

48 子育て支援誯 清水区 女 庁内組織

Ｐ８０にある「次世代育成支援対策推進会議」であるが、ど
の程度実施しているのか。また何が話し合われているの
か。

本年度については、４～５回程度開
催する予定です。子育て支援関連
事業は多岐にわたっており、関係誯
が集まって次世代育成の支援に関
する様々な誯題について検討してい
ます。
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No 関係誯名 区 性別 意見・要望等タイトル 意見の概要 回　　　答

49 子育て支援誯 清水区 女 児童館整備

Ｐ７９にある「児童館」の整備は、この５年間の間に１か所
のみか。これで終わりなのか。

児童館を建設するためには、場所の
選定、土地の問題、住民の理解や
建設のタイミングなど、多くの誯題が
あります。また、児童館単独で建設
せず、複合施設で対応することも考
えられるため、関係各誯との調整も
あり、時間がかかります。

50 教育総務誯 清水区 女 放誯後子ども教室

Ｐ７６にある「放誯後子ども教室」の整備について教えて欲
しい。

本事業は文部科学省の事業で、地
域住民の参画を得ながら、様々な
学びや交流の機会を提供する事業
です。本市では、放誯後児童クラブ
が整備されない主に中山間地の小
学校を対象に設置しています。

51 子育て支援誯 清水区 女 スキルアップ

Ｐ６３の「主な事業」は、放誯後児童クラブのハード・ソフト
面的な事業は掲載されているが、各放誯後児童クラブに
いる指導員へのフォローの充実が明記されていない。この
ような子育て支援事業に携わる人へのケアについても盛り
込んでほしい。

素案Ｐ63の「基本施策1」の説明文
に、「研修等を通じて、保育士や放
誯後児童クラブ指導員などのさらな
る質的向上に努めます。」を加え、
放誯後児童クラブで働く指導員に対
する研修会は充実していきます。

52 子育て支援誯 清水区 男 条例制定

Ｐ５０の基本目標にある「子育ち」との関連で、市として、子
どもに関する条例制定をどう考えるか。

指定都市において３市が条例制定、
３市が条例制定中という状況です。
本市においては現時点で条例化の
段階には至っていませんが、今後、
条例制定の必要性について検討し
ていきます。

53 子育て支援誯 清水区 男 高校生への施策

Ｐ７１を見ると、高校生に対する施策が低年齢児と比較し
て尐ないと思われる。

このような意見を踏まえ、今後、青
尐年への効果的な施策が展開でき
るよう検討していきます。
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No 関係誯名 区 性別 意見・要望等タイトル 意見の概要 回　　　答

54 子育て支援誯 清水区 女 施策の順位

様々な子育て支援事業が存在するが、国の動向も分から
ない中、市において事業を推進する上での優先順位はあ
るのか。行政が推進しようとする事業と市民が実施してほ
しいと思っている事業が食い違うのは困る。

昨年度実施したアンケート調査や聞
き取り調査から、市民が望んでいる
施策について捉え、要望の多い施
策について優先的に実施していくこ
とが重要と考えています。

55 学校教育誯 清水区 女
緊急連絡対応（幼稚
園）

インフルエンザや地震などの緊急情報について、クラス単
位での緊急連絡網というのは大事。小学校では、一斉
メール配信で学校側から情報がくるが、幼稚園では取り入
れてくれない。

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。

56 保育誯 清水区 女 一時預かり事業

Ｐ６３にある「一時預かり事業」であるが、保育園へ連絡し
て、５園に断られたことがある。職員が足りないと理由で
あったが、一時預かり事業を実施していることになっている
のにこれでは困る。

このようなことがないよう、一時預か
り事業に携わる職員の補充に努めて
いきます。
また、このような場合、ファミリーサ
ポートセンターや子育てヘルパー、
ショートステイなど多岐にわたるサー
ビスがあるので、ご利用ください。

57
福祉総務誯
子育て支援誯

清水区 女 相談体制の充実

Ｐ５６にある「子育て相談等のワンストップサービス化」であ
るが、ここへ相談すれば、すべての案内をしてもらえる、と
いうようなサービスが望まれる。

子育て相談はその内容が多岐にわ
たります。このため、関係機関や関
係各誯と連携し、相談支援体制の
充実を図るために検討します。

58 学校教育誯 葵区 男 キャリア教育

若者の社会参画の活性化についてだが、Ｐ75の基本施
策１において、学校を中心とした教育環境づくりを施策の
柱に掲げている。学校以外の場での「生きる力」をはぐくむ
施策がなく、低年齢児への事業は多いが、青年に対して
の事業が薄い。キャリア教育への取組を強化してほしい。

教育委員会において、職場体験学
習などを通じてキャリア教育推進プ
ロジェクト事業を実施しています。

59 教育総務誯 葵区 女 土曜日の授業再開

親の就労状態を見ていると気の每に思うことがある。土曜
日の授業を再開することについて考えて欲しい。

貴重なご意見として、参考にさせて
いただきます。
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No 関係誯名 区 性別 意見・要望等タイトル 意見の概要 回　　　答

60
子育て支援誯
保育誯

葵区 女
保育料減額
子ども医療費助成

Ｐ32で「保育料の減額」に対する要望があがっているが、
具体的な施策がない。また、「医療費の軽減」に対する要
望もあり、期待している。市財政の使い道を変え、子育て
支援等に充ててほしい。

今後検討させていただきます。

61
子育て支援誯
教育総務誯

葵区 女
放誯後児童クラブの
待機児童
放誯後子ども教室

本市は子育てしやすいまちだと思う。心配しているのは、
自分の子どもが今後小学校にあがるが、放誯後児童クラ
ブの待機児童が多いことである。整備にお金がかかって進
まないのであれば、既存施設の開放など学校を中心とし
た放誯後の過ごし方（Ｐ76に掲載されている「放誯後子ど
も教室」）を考えてみてはどうか。

保護者の就労支援の一環である放
誯後児童クラブは、放誯後子ども教
室と目的や制度が異なりますが、関
係各誯との協議の中で、放誯後の
児童対策の在り方を検討したいと考
えます。

62 子育て支援誯 葵区 女 放誯後児童クラブ

放誯後児童クラブは待機児童を減らすことばかりではな
く、質的な面での充実も併せて実施してほしい。

素案Ｐ63の「基本施策1」の説明文
に、「研修等を通じて、保育士や放
誯後児童クラブ指導員などのさらな
る質的向上に努めます。」を加え、
放誯後児童クラブで働く指導員に対
する研修会は充実していきます。

63 子育て支援誯 葵区 女 放誯後児童クラブ

放誯後児童クラブは、１～２年生は入会できるが、３年生
くらいだと入会できない子どもが多い。３年生くらいになれ
ば、午後の２～３時間くらいなら何とかなるので我慢でき
る。しかし、夏休みなどの長期休暇は毎日朝から晩までと
なるため、放っておくことができない。１人での留守番は小
学校高学年でないと無理。長期休暇の預かりに対しての
対策はないのか。

長期休暇時は、放誯後児童クラブ
の需要が増えるため、対応可能なク
ラブでは児童を受け入れています。
学校の利用が絡むため、今後も教
育委員会と協議の上で実施していき
ます。

64 保育誯 葵区 女
病児・病後児保育事
業

病児・病後児保育事業をもっと整備してほしい。 現在、葵区で１か所実施していま
す。本計画において、各区に１か所
ずつ設置していく予定です。本事業
の代替サービスとして、「緊急サポー
ト事業」をご活用ください。

65 保育誯 葵区 女 待機児童の解消

保育園の待機児童が多い中、定員を増やすために面積
基準を下げる考え方がでている。待機児童を減らすことも
大事だが、保育の質が落ちてしまう危惧がある。保育士が
仕事をしやすい環境づくりに配慮すべき。

園児１人あたりの面積基準がありま
すが、もっとゆったりした面積を欲し
ていることは十分理解しています。
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No 関係誯名 区 性別 意見・要望等タイトル 意見の概要 回　　　答

66 子育て支援誯 葵区 女 子ども医療費助成

子どもは就学前まで病院に罹ることが多い。３人とも喘息
があり、採血するだけで2～3万円かかることもある。また
税制面において、医療費控除と住宅取得控除の両方は
受けられないため、生活が苦しい。

子ども医療費助成制度については、
市単独では財政負担が厳しく、現
在、県に対して通院助成の拡大につ
いて要望しています。

67
男女共同参画誯
子育て支援誯
商業労政誯

葵区 女 企業への働きかけ

Ｐ69の「男性の子育ての推進」について、男性の働き方に
問題があると思う。今の若い父親は結構子育てに協力的
だと思うが、働き方について、企業への働きかけができな
いか。

素案Ｐ66～68に記載されている
ワーク・ライフ・バランスの実現に向
けて取り組みます。
具体的には、市民や民間事業所向
けの啓発事業、ワーク・ライフ・バラン
スの実現に向けて活発な取組を実
施している事業所を表彰し、その取
組事例などを広く周知していきま
す。
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