
 
 
 
 

大阪狭山市次世

行 動 計 画  意

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 平成１７年１月１１日から２月１

対策行動計画素案についてパブリッ

９人から延べ５０件の意見提出があ

 意見等の概要、市の考え方は別添

 
 
    平成１７年（２００５年）３月 
 

 

代育成支援対策 

見 募 集 結 果 

 

０日まで、大阪狭山市次世代育成支援

クコメント（意見募集）を行った結果、

りました。 
のとおりです。 

大 阪 狭 山 市  



 

１．意見募集期間  平成１７年１月１１日から２月１０日まで 

２．寄せられた意見の数 ９人 ５０件 

３．意見提出方法の内訳 

   ・持参     １人 

   ・郵送     １人 

    ・電子メール   ７人  

 

番号 意見等の概要 市の考え方 

1 

 少子化に歯止めをかける目的でアンケート調

査をするのであれば、設問はポジティブなものに

してはどうか。また、出産経験のある人に作って

もらってはどうでしょうか。 

 サービス対象者に対するニーズ調査を適切に

行うことを目的にアンケート調査を実施しまし

た。そのためアンケートの設問は統一して集計が

できるよう標準として示されたものに、独自に項

目を追加したような形態となりました。今後アン

ケート調査の機会があれば、ご意見を参考に設問

を設けてまいります。 

2 

 保育所・幼稚園・学童保育・学校等々関係する

団体の意見を充分に把握された上での計画にな

っているのでしょうか。 

3 

 保健センターの母子保健分野や学校保健現場

などの関係者もアンケート対象者に入れておく

べきだったと思います。保育所での聞き取り調査

も必要ではなかったのでしょうか。 

4 
 計画策定にあたって市民にオープンな議論や

質問の場を設けてほしい。 

 計画の策定にあたって、就学前児童の保護者

1,000 人と小学校児童の保護者 1,000 人にア

ンケート調査を行い、また、保健センターに来ら

れた乳幼児の保護者を対象にアンケート調査を

実施しました。さらに、各種団体の代表や市民の

方々に策定委員会の委員として参画していただ

きましたので、幅広く意見を伺ったなかで計画を

策定していくことができたと考えています。 

5 

 計画の策定に当たって、昨年実施された幼保一

元化について寄せられたパブリックコメントは

活用されたのでしょうか。 

 次世代行動計画の素案を作成するにあたり、既

存の他の計画を踏まえているため、前回出された

意見についても反映できていると考えています。

6 

 第２章の子育てを取り巻く現状について、保育

所には入所率があるが幼稚園にはないなど、情報

の出し方にムラのないようにしてほしい。 

 現状の（２）幼稚園の状況に入園率を追加いた

します。今後は、情報の出し方にムラのないよう

に努めてまいります。 

7 

 今後閉園する幼稚園の予定も追記されると分

かりやすいと思う。 

 現状説明の中では、今後の予定について入れる

ことは難しいと考えています。また、推進方向に

ついては、幼児期における保育・教育の充実の主

な取り組みの中で挙げています。 

8 

 素案では、①子どもを大切にする、②親の主体

的な力を高める、③みんなで子育てを応援すると

いう三つの視点を掲げていますが、児童憲章や子

どもの権利条約、児童福祉法に基づいた子どもの

権利を明記し、それを保障する視点を明確にして

ほしい。 

9 

 子どもの人権尊重の意識づくりに関し、憲法、

教育基本法に基づくとの視点を明記してはどう

でしょうか。 

 この計画の３つの視点以前に憲法、児童憲章、

子どもの権利条約などについては計画の根底に

あるものと考えています。 
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10 

 フレームが変わらない限り大きく変わらない

と言われるなかで、幼保一元化についての方策は

まったく新しいもので、一番期待できる。 

 従来の保育所と幼稚園という施設に加え、両施

設の良いところを併せ持った施設運営を行って

まいります。保護者のニーズ等を参考にしなが

ら、他の地域でも検討していきます。 

11 

 計画の中に『男女共同参画社会による子育ての

推進』とあり、大いに賛成だ。 

 育児の父親参加は単に母親の育児労働軽減の

ためだけではなく、父が子と接触しながら父親の

権威、社会規範、家庭の伝統などを伝え、共に食

事をとおして食育もできると思う。 

12 

 母親の育児休業中の賃金は何％かカットでも、

復職できる希望があれば出産する意志が沸くの

ではないでしょうか。 

13 

 ワークシェアリング制を導入することにより

父親の長時間労働への対応を実施している会社

や父親の育児休業取得を認め実践している会社

を行政委託事業の登録資格としたら、奨励策にな

るのではないでしょうか。 

14 

 長時間労働で男性が家事・子育てにかかわる時

間が極端に少なくなっています。このような状態

を抜本的に改めることは少子化傾向を克服して

いくうえで大事な視点ではないでしょうか。 

15 

 父親の子育てへの参加度合いが低いのは、長時

間労働が原因と思う。男性の育休取得を促進する

ため、事業所に報奨金を出してはどうでしょう

か。 

 長時間労働の解消や育児休業の取得ができる

環境づくりに向け、企業に対して啓発を実施して

いくとともに、男性の家事、育児への参画を促進

する講座などの充実を図ることにより、男性の子

育てへの参加を支援していきます。 

16 

 昨今の治安の悪さや高学年の養育の重要性を

考えるとき、放課後児童会の学年延長は必要であ

る。 

17 

 放課後児童会の現状として、一年生で一応入会

するケースがあり、本当に必要な児童が入れない

時がある。 

18 

 現状の放課後児童会は学校の延長という場で、

子どもたちはリラックスできないと思う。試験的

に１年間でも、市の学童のほか、民間の学童（補

助金）もあるというような形態になれば、互いに

活性化につながり、父母の会との摩擦が軽減する

のではないでしょうか。 

19 

 今、付加価値（例えば習い事などを兼ねられる

ような）のある放課後児童健全育成事業所が企業

体や NPO などから出てきています。保育所が措

置から契約方式に移行したように、学童保育も公

設民営に徐々に移行し、利用者が選択してサービ

スを受けられるシステムに転換していく時期に

来ているのではないでしょうか。 

 現在は、小学校低学年の児童を受け入れていま

す。市民協働など実施形態や受け入れる施設、指

導員体制など、整理すべき課題はありますが、高

学年の利用など新たなサービスができるように

検討していきます。 
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20 

 ファミリーサポートセンター事業について、依

頼会員が増えているにも関わらず、利用件数が激

減しているのが気になります。自宅で預かるこ

と、料金や保険の適用範囲などシステムの見直し

が必要と思います。また、センターは市役所内に

あるより、子育て広場のような親子が集まってい

るところのほうが利用しやすいのではないでし

ょうか。 

21 

 ファミリーサポートセンター事業は、単独で実

施するのではなく、他の事業と併せて効率よく実

施するように変えてほしい。 

 現状において平成１６年度の利用が激減して

いるのは、平成１６年６月末現在のデータだから

です。計画策定時までに可能な限り新しいデータ

にします。また、ファミリーサポートセンター事

業については、会員間の相互援助活動であるた

め、システム自体の見直しはできませんが、会員

間がより利用しやすいように努めます。 

22 
 ｢なかよしひろば｣は固定した人だけのサービ

スになっていると思う。 

 「なかよしひろば」により多くの人に来ていた

だけるように広報に努めます。 

23 

 おひさまクラブのように歩いて通える場所で

の支援が地域の核をつくることになると思う。つ

どいの広場事業が開設されたことで一つにまと

めてしまうのはおかしいと思う。 

 市が直接実施している「おひさまクラブ」では

なく、市民協働の観点からサークル等を支援し、

各地域での取り組みを促進することが重要と考

えています。 

24 
 つどいの広場を民営化又は民間委託し、市民協

働として推進することが望まれる。 

 つどいの広場事業については、市民協働として

推進していきたいと考えています。 

25 

 地域子育て支援センターには、子育てに不安を

持つ親に対して深い理解があり、対等な立場でサ

ポートしていくことのできる資質を持つ人を配

属してほしい。 

26 
 子育て支援センターや幼保一元化の中で、職員

のさらなる機能回復も必要かと思う。 

 各種研修及び幼稚園と保育所の職員の交流等

により更なる職員の資質の向上に努めます。 

27 

 地域子育て支援センターができるとすべてそ

こに一括するのではなく、多様な場で事業をして

ほしい。 

 地域子育て支援センターを核として、公民館な

どの施設を利用して幅広い事業展開をしていき

たいと考えています。 

28 

 家庭児童相談で虐待が２８件、不登校が９５

件、問題行動が１１３件とあるが、相談員や民生

児童委員は足りているのでしょうか。 

29 

 子どもに関する相談・支援体制の充実に関し、

相談しやすい時間やメールでの相談もできる体

制が必要と思う。 

30 
 子育て支援センターを相談の集約機関に位置

づけてはどうでしょうか。 

 近年の相談件数の増加に伴い、相談員の増員を

図り、相談機能の強化に努めているところです

が、相談窓口、相談時間など、だれでもが利用し

やすいように総合的な体制づくりに努めます。 

31 

 児童虐待防止に向けた取り組みの充実・強化に

関し、虐待をしてしまった親に対する支援プログ

ラムが必要ではないでしょうか。 

 虐待は、子どもを守る視点から予防・早期発見

が重要だと考えています。親に対しては、子ども

家庭センターと連携して、個別相談や家庭訪問等

の支援を図っていきます。 
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32 

 生きる力を育む学校教育の推進に関し、教育施

設の整備については学校の耐震化など具体的な

内容を明記してはどうでしょうか。また、３０人

学級や司書の配置も必要と思う。 

 事業については、主な取り組みとして掲載して

いるため、具体的な内容を入れることはできませ

ん。教育施設の整備の具体的内容については、個

別の計画に盛り込んでいきます。 

 学級編制については、学校教育法に定められて

おりますが、大阪府の施策等に沿って現在、低学

年の３５人学級を整備しているところです。司書

については、「司書教諭」の適切な配置に努める

とともに、様々なボランティアの協力を得て図書

館の整備、読書教育の充実を図っています。 

33 

 食育の推進に関し、栄養教諭の配置なども必要

と考えます。 

 栄養教諭制度ができましたので、現在の栄養職

員（技師）が免許取得をして、食育の指導にあた

れるように準備を進めています。 

34 

 思春期の心とからだの健康づくりへの支援に

関し、子どもの権利委員会が日本政府に勧告した

内容について、その推進を明記してはどうでしょ

うか。 

 勧告内容の推進に関しては、計画の中に明記し

ませんが、事業を進めるにあたっては勧告の趣旨

が反映されるように努めます。 

35 

 この計画の実施状況を把握するため、地域協議

会の設置や、保育所・幼稚園・学校、就学前・就

学期・青年期、地域・家庭・事業主などを総合的

に網羅する部署の設置が必要と思う。 

36 

 地域協議会は、必置ではないようですので作ら

なくて良いと思う。既存団体の連携がスムーズに

進むよう教育委員会などの協力を得て再構築を

めざしてほしい。 

 計画に基づく施策を総合的かつ効果的に実施

していくため、関係団体や市民の意見が反映でき

る体制をつくります。また、この計画の推進に当

たっては全庁的な取り組みが必要なことから、市

長を本部長とする大阪狭山市次世代育成支援対

策行動計画策定推進本部を設置しています。 

37 

 この計画の中で子ども会、ボーイスカウト、

ガールスカウトなど社会教育団体には、どのよう

な役割があるのでしょうか。 

 これらの社会教育関係団体は、各種団体独自

に、子どもの健全育成を目指して活動していま

す。また、子どもは、各団体の活動内容を理解し

た上で自発的に活動に参加しています。広い年齢

層を会員に持つこれらの団体の活動は、近年困難

になりつつある多年齢の人間と接することので

きる絶好の場であり、コミュニケーション能力及

び社会性を身につけることのできる場として重

要な役割を担っていると考えます。 

38 

 ｢遊具が充実していない｣、｢遊ぶために十分な

広さがない｣などの意見があり、公園の見直しが

必要だと思う。 

 近隣公園規模の公園は少ないですが、さやか公

園、（仮称）西新町地区公園など「みどりの基本

計画」に沿った整備を進めております。遊具につ

いては、時代のニーズにあった遊具の設置に努め

ます。 

39 

 親子が集える場所などを示した「子育てバリア

フリーマップ」のようなものを母子手帳と同時に

配布すれば、子育ての輪が広がるのではないでし

ょうか。 

40 

 子どもを生まない理由として、子育てに関する

費用のことが一番多いようである。出産や教育の

費用については、助成金や奨学金の制度もあるの

で、各制度の PR が必要である。 

 子育て支援のサービスなどを載せた子育て支

援総合ガイドブックを作成し、各種制度の案内や

子育て情報の提供に努めます。 
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41 

 夜間保育事業は必要性が認められないため実

施しないとありますが、トワイライトステイに代

えるということでしょうか。 

 午前１１時から午後１０時までが夜間保育所

の保育時間です。ニーズ調査でこのような時間帯

の希望がなかったので、今回の目標事業量には掲

げておりません。今後ニーズが出てきた場合に対

応できるように、長時間の延長保育を実施してい

きます。 

42 

 ショートステイは児童養護施設などに枠を設

けて実施するもので、大阪狭山市内にはそのよう

な施設はありません。委託に関してどのような考

えか教えてください。現在ある保育所の施設を使

用し、職員を常駐させるということでしょうか。

 児童養護施設は、児童福祉施設の中のひとつで

す。本市の場合は、児童養護施設と母子生活支援

施設に委託して実施しています。今後も継続して

それらの施設に委託して実施していきます。 

43 

 子どもたちの育ちの場として、子ども会など既

存団体の再構築を検討してはどうでしょうか。 

 これらの社会教育関係団体は、各団体独自に、

子どもの健全育成を目指して活動しています。し

たがって、行政機関はそれぞれの活動への支援は

できますが、介入は認められておりません。言う

までもなく子どもたちの育ちの場である各団体

への支援は重要です。その１つとして大阪府にお

いては、積極的に地域コーディネーターの養成を

行っており、本市においても既に８名の市民が府

の養成講座を終了しています。 

 今後、各社会教育関係団体の活動内容の把握に

努め、地域コーディネーターの役割を明確にし、

既存団体の再構築に係る支援も含め、その有効活

用の可能性を探ってまいります。 

44 

 ショートステイの事業で出産後最低１ヶ月は

ゆっくりできるような体制を保障してはどうで

しょうか。 

 ショートステイは、１週間程度の利用に限られ

ますが、出産後、母体が回復するまでの１か月程

度は一時保育事業を利用していただくことがで

きます。 

45 

 ひとり親家庭への支援の充実に関し、主な取り

組みで「母子」と書いてありますが父子家庭もあ

るので表現が気になります。 

 「母子や父子」の表現をしていたところについ

ては、表題に合わせて「ひとり親」に改めます。

46 

 住民のふれあいの促進に関し、主な取り組みと

して「老人クラブによる見回り運動の実施」とあ

るが、他にもしているところがあるので、老人ク

ラブに限定した表現を改めてほしい。 

 様々な団体が見回り運動をしていただくのが

望ましいので、「老人クラブによる見回り運動」

という限定した表現ではなく「老人クラブ等によ

る見回り運動」に改めます。 

47 

 子育て支援センターは、低年齢の子どもを持つ

親を対象にくくりすぎていないか。小学校高学年

や中高生の居場所の提供はできないのでしょう

か。 

 地域子育て支援センターは、低年齢の子どもと

その保護者を対象にした施設ですが、中高生と乳

幼児とのふれあえる事業を実施するなど、中高生

も気軽に来ていただけるように努めます。 

48 

 子どもが生めない理由には経済的な負担の重

さがあります。父母の生活実態にみあった保育料

や教育費になるよう、負担の軽減を国と自治体が

責任をもって進めていくことが必要だと思う。 

 子どもを生めない理由については、経済的な負

担の重さのほか、男女の就労環境、母親の体力

的・精神的負担感など、様々な要因があります。

これらを解消するため、事業をバランスよく実施

していきます。 

49 
 計画の推進のために予算が重点的に配分され

るよう希望します。 

 厳しい財政状況ではありますが、重点的な施策

として取り組んでまいります。 
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50 

 子育て支援事業を地域で進めていくにあたり、

「地域通貨」を導入してはどうでしょうか。 

 子育ての支援を受けた人が、自らの経験を活か

して、他の親を支えるというような支援の輪を地

域の中に創っていくことが大切であり、無償の相

互扶助が基本であると考えています。 

【パブリックコメントにより修正した箇所】 

・ 素案Ｐ１２「幼稚園の状況」に入園率を追加しました。 
・ 素案Ｐ５５「②ひとり親家庭相談の充実」の主な取り組み中「母子・父子家庭相談の充実」を「ひと

り親（母子・父子）家庭相談の充実」に修正しました。 

・ 素案Ｐ６１「③住民のふれあいの促進」の主な取り組み中「老人クラブによる見回り運動の実施」を

「老人クラブ・自治会等による見回り運動の実施」に修正しました。 

・ 素案Ｐ６６「３夜間保育事業」の目標事業量中「事業の必要性が認められないため実施しない。」を

「ニーズ量が認められないため実施しない。」に修正しました。 


