
第二期山梨市子ども・子育て支援事業計画（案）に対するパブリックコメントについて 

令和２年１月２２日から令和２年２月５日までの間「第二期山梨市子ども・子育て支援事業計画（案）」について市民の皆様からの

ご意見を募集いたしました結果７名の方からご意見をいただきました。ご意見の概要と市の考え方について、次のとおりまとめました

のでご報告いたします。貴重なご意見をお寄せいただきましてありがとうございました。 

 

・意見提出者 ７人  意見数２８件（重複意見はまとめさせていただきました。） 

 

・寄せられた意見の概要と市の考え方 

№ 意見の概要 市の考え方 結 果 

1 

子育てサークル活動は、リーダー任

せになってしまうため、会議や集ま

りに出席するのはリーダー以外が良

いと思う。 

 

 

 

「市内自主育児サークルリーダー会」は、対象者を育児

サークルリーダー等となっています。 

 健康増進課が担当課となり、年間２回会議を開き、市や

サークル相互の情報交換を行っています。リーダー等とな

っているため、リーダーの代わりにサークルの代表として

参加される場合や、複数人で参加されるサークル団体の方

もいるのでサークル内での話合いのうえ、その代表者を決

めて参加していただけたらと思います。 

意見の趣旨等は、計画案に盛り込み済みと考え

られる。計画 1-（1） 

取り組み方針 1 子どもともに育つ子育て 

（1）地域における居場所とネットワークづくり 

 

 

 

2 

子どもフェスティバルに飲食店のブ

ースでマイ食器の持参を呼びかけた

らどうか？また、子どもフェスティ

バルの「市長とお話しよう」３０分

では時間が短いと思う 

 「子どもフェスティバル」は、市が主催で、地域の子育

て支援に関わる団体等で組織された「子どもフェスティバ

ル実行委員会」が主管となり開催をしております。マイ食

器持参の呼びかけ、及び個別コーナーの時間については、

実行委員会の中での検討事項の参考として提出したいと考

えます。 

意見の趣旨等は、計画案に盛り込み済みと考え

られる。計画 1-（1） 

取り組み方針 1 子どもともに育つ子育て 

（1）地域における居場所とネットワークづくり 
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№ 意見の概要 市の考え方 結 果 

3 

「地域における居場所とネットワー

クづくり」の公民館の和室を存続さ

せてほしい。 

公民館の和室は存続する予定です。 

   

意見の趣旨等は、計画案に盛り込み済みと考え

られる。計画 1-（1） 

取り組み方針 1 子どもともに育つ子育て 

（1）地域における居場所とネットワークづくり 

4 

土日の遊び場、ある程度の広さと見

守ってくれる大人がいる子育て支援

センターがほしい 

 

 今後も市民の要望の把握に努め、子育て支援の充実に向

け参考とさせていただきます。 

意見の趣旨等は、計画案に盛り込み済みと考え

られる。計画 1-（1） 

取り組み方針 1 子どもともに育つ子育て 

（1）地域における居場所とネットワークづくり 

5 

市民会館に乳幼児がゴロゴロでき、

親子が一緒に食事ができる場所を作

ってほしい 

 

市民会館図書館内に乳幼児と一緒に本に親しむことが出

来る「お話コーナー」がありますのでご利用ください。 

食事場所に関しては、図書館ラウンジ、市民会館エント

ランスにて軽食の利用が可能です。 

意見の趣旨等は、計画案に盛り込み済みと考え

られる。計画 1-（1） 

取り組み方針 1 子どもともに育つ子育て 

（1）地域における居場所とネットワークづくり 

 

6 

 

出産後に日常生活がどれほど大きく

変わるか「産後のリアル」にこだわ

った両親学級をしてほしい 

 「両親学級」では、講師として経験豊富な助産師にお願

いしております。具体的な出産の進み方、その後の育児に

ついては、より現実的な情報や知識、技術がお伝えできる

ように工夫してまいります。 

意見の趣旨等は、計画案に盛り込み済みと考え

られる。計画 1-（2） 

取り組み方針 1 子どもともに育つ子育て 

（2）親子の健康づくり 

7 

子育ては、母親だけではなく、父親

の心構えが必要だと思うため、父親

が参加する「両親学級」を義務化し

てほしい。 

「両親学級」は、対象者を妊婦・パートナーとしていま

すが、多様なご家庭もあることを考慮し、父親の参加につ

いて義務化をすることは難しいと思われます。両親ともに

積極的に参加するよう促す努力を行っていきます。 

意見の趣旨等は、計画案に盛り込み済みと考え

られる。計画 1-（2） 

取り組み方針 1 子どもともに育つ子育て 

（2）親子の健康づくり 
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№ 意見の概要 市の考え方 結 果 

8 

すこやか相談は、結婚後すぐに受け

られるようにしてほしい。 

 

 

 

 

 

「すこやか発達相談」は、支援が必要な子どもの保護者を

対象に子どもの発達などについて個別相談を実施していま

す。 現在の事業は、幼児期の子どもを対象として行って

おります。成人の方の相談に関しては、内容によって様々

な相談窓口があり、情報の提供を行っています。 

 お子さんの発達に心配や不安がある方は、地区担当保健

師にご相談ください。 

意見の趣旨等は、計画案に盛り込み済みと考え

られる。計画 1-（2） 

取り組み方針 1 子どもともに育つ子育て 

（2）親子の健康づくり 

9 

発達の特性については妊娠前に周知

してほしい。 

発達障害について多くの人が学べる

ようにしてほしい 

 

 

 

 

 

 

 

 妊娠後、全ての方に「発達の特性について」周知をする

ことは、難しいと思われます。不安がある方には、情報の

提供をさせていただきますので、健康増進課の地区担当保

健師にご相談ください。 

多くの人が発達障害について学べる機会としては、市役

所内関係各課が連携した発達障害庁内検討会議で、講演等

について毎年検討しております。年毎に対象者や内容が変

わりますが、一般市民向けには直近で平成２９年度に行い

ました。また、県や各種団体で学習会や講演会が開催して

いるチラシ等を随時、福祉課窓口等に設置しお知らせして

まいります。 

意見の趣旨等は、計画案に盛り込み済みと考え

られる。計画 1-（2） 

取り組み方針 1 子どもともに育つ子育て 

（2）親子の健康づくり 

 

10 

心の問題はカウンセリングが必要な

為、個々の支援が必要。市役所以外

の場所で相談できるようにしてほし

い  

毎月、保健センターにおいて「こころの相談」を開催し、

育児の悩み等相談できる機会を設けています。出入口や動

線を配慮し相談しやすい環境的な配慮を行っていきます。 

意見の趣旨等は、計画案に盛り込み済みと考え

られる。計画 1-（3） 

取り組み方針 1 子どもともに育つ子育て 

（3）相談支援や情報の提供 
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№ 意見の概要 市の考え方 結 果 

11 

 

性教育について、出産直後からの具

体的な生活を子どもたちにはっきり

イメージができる教育をし、安易な

妊娠を防ぎ、責任ある「次世代の親

の育成」をしてほしい 

長期的な視点に立ち、子どもを生み育てることの意義や

命の大切さについて理解する事業を進めていきます。「命の

学習」、「あかちゃんふれあい体験」「性教育」事業等を継続

して行ってまいります。 

 

意見の趣旨等は、計画案に盛り込み済みと考え

られる。計画 1-（4） 

取り組み方針 1 子どもともに育つ子育て 

（4）次代の親の育成 

 

12 

自分を一番大切に、家族も社会も愛

せる心を育ててほしい 

 

 

長期的な視点に立ち、子どもを生み育てることの意義や

命の大切さについて理解する事業を進めていきます。「命の

学習」事業等を継続して行ってまいります。 

意見の趣旨等は、計画案に盛り込み済みと考え

られる。計画 1-（4） 

取り組み方針 1 子どもともに育つ子育て 

（4）次代の親の育成 

13 

「次代の親の育成」の「青少年の健

全育成に関する啓発」の対象者に保

護者・関係機関だけではなく青少年

も対象に入れた方が良い。 

                   

対象者に「青少年」加えます。 意見の趣旨を反映し、計画に反映します。 

計画 1-（4） 

取り組み方針 1 子どもともに育つ子育て 

（4）次代の親の育成 

施策・事業「青少年の健全育成に関する啓発」 

14 

現在の「切れ目のない子育て支援」

は隙間が多く不安感が埋められな

い。相談窓口を一本化してほしい  

「子育て世代包括支援センター」を位置づけし妊娠期か

ら子育て期に渡るまでの支援をワンストップでできるよう

事業を進めていきます。 

意見の趣旨等は、計画案に盛り込み済みと考え

られる。計画 2  

取り組み方針 2 切れ目のない子育て支援 
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№ 意見の概要 市の考え方 結 果 

15 

 

保育園の入園基準として産前２ケ

月、産後８週間を経過する日の翌日

の属する月の末日となっている。第

２子目の妊娠が分かってから、その

子が１歳になるくらいまで、上の子

を保育園で預かってほしい 

保育園の入園基準につきましては、統一した方法で認定

し、お預かりしています。現状の制度の中では、お子さん

を継続してお預かりすることができず、ご負担をおかけし

てしまいますが、つわり等で一時的に保育ができない時に

利用可能なサービスもありますのでご相談ください。 

意見の趣旨等は、計画案に盛り込み済みと考え

られる。計画 2-（1） 

取り組み方針 2 切れ目のない子育て支援 

（1）教育・保育の提供体制 

 

16 

０歳未満児の預かり保育を使いやす

くして欲しい 

 

 

 

 

 

 

 

公立保育園では生後６ケ月の乳児からお預かりしており

ます。産後休暇終了後から６月未満までは、首の座りや身

体も不安定であり、集団の中での保育は難しいことから公

立保育園ではお預かりしていませんがご理解をお願いいた

します。また、生後３ケ月から地域で子育てを支え合う事

業としてファミリーサポートセンター事業があります。子

育てを支援する人と支援される人、双方のマッチングが出

来れば対応可能ですのでご相談ください。 

 

意見の趣旨等は、計画案に盛り込み済みと考え

られる。計画 2-（1）・（2） 

取り組み方針 2 切れ目のない子育て支援 

（1）教育・保育の提供体制 

（2）地域子ども・子育て支援事業 

 

17 

学童保育を希望したら入れるよう人

的、スペースを確保してほしい 

  

 

 

 

 学童クラブは小学校区ごとに設置しておりますが、中に

は、指導員や保育スペースが不足し、希望される児童全て

をお預かりできない状況にあり、本計画の中でも量の見込

み数を確保できない状況となっております。改善のため、

学校の空き教室や近隣公民館利用の他、指導員の確保方法

につきましても検討してまいりたいと考えております。 

 

意見の趣旨等は、計画案に盛り込み済みと考え

られる。計画 2-（2） 

取り組み方針 2 切れ目のない子育て支援 

（2）地域子ども・子育て支援事業 
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№ 意見の概要 市の考え方 結 果 

18 

妊婦健診の受診の補助券を増やし

て、毎回の受診に対応するようにし

てもらいたい 

 

 

妊婦健診の補助に関しては、山梨県市長会において県下

統一で設定された金額で助成を行っていますが、金額の見

直しについて協議が開始されています。他市の状況も踏ま

え、妊婦健診の経済的な負担が軽減できるよう検討を行っ

ていきます。 

意見の趣旨等は、計画案に盛り込み済みと考え

られる。計画 2-（2） 

取り組み方針 2 切れ目のない子育て支援 

（2）地域子ども・子育て支援事業 

19 

教育相談の充実は良いが、学校・市・

県が個々ではなく分かり易く繋がっ

てほしい 

 

相談体制が必要な子どもへの支援として学校と市、県が

連携して対応して行くように努力してまいります。また、

必要なサービスの提供が必要な児童生徒については、市が

総合的かつ計画的に実施し、子どもやその保護者が利用し

やすいように調整を行い必要なサービスの提供体制を確保

していきます。 

意見の趣旨等は、計画案に盛り込み済みと考え

られる。計画 2-（3）  

取り組み方針 2 切れ目のない子育て支援 

（3）特別な支援が必要な子どもへの支援 

 

20 

産みたいという気持ちの後押しをす

る経済的支援をお願いしたい  

  

 

 

 子育ての基盤となる家庭を支えるためのとりくみとし

て、市独自の事業としては、「乳児用品レンタル事業」「健

やか育児支援祝金」、「子育て用品支給事業」、「子ども医療

費助成制度」、「宿泊型産後ケア事業の利用補助」等、様々

な制度がありますので、ご利用ください。 

また、さらに山梨市で子どもを産み、育てたいと思う環

境となるよう研究してまいります。 

意見の趣旨等は、計画案に盛り込み済みと考え

られる。計画 3-（1） 

取り組み方針 3 地域社会全体で作る子育て環境 

（1）家庭や地域の教育力の向上 
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№ 意見の概要 市の考え方 結 果 

21 

 

「夢をもって子育てできる」よう多

胎児家庭の支援策を計画に入れてほ

しい。 

 多胎児の支援として、令和 2 年度から「産後ケア事業の

助成」について検討しております。国の 2020年度予算案に

も盛り込まれています多胎児支援に関しては、国や県の動

向に準じ、随時、検討をしていきます。 

意見の趣旨等は、計画案に盛り込み済みと考え

られる。計画 3-（1）  

取り組み方針 3 地域社会全体で作る子育て環境 

（1）家庭や地域の教育力の向上 

22 

 

男性の育児休業制度の周知と取得促

進を進めてほしい。 

       

 

性差に関係なく仕事と子育てを両立ができる「男女共同

参画社会」の実現のため、講演会等で意識啓発をし、また

山梨市中小企業労務改善協議会等を通じて企業および労働

者へ情報の提供を行ってまいります。 

意見の趣旨等は、計画案に盛り込み済みと考え

られる。計画 3-（4）  

取り組み方針 3 地域社会全体で作る子育て環境 

（4）仕事と子育ての両立の支援 

23 
ニーズ調査の回収率を記載した情報

があると良い 

記載いたします。 意見の趣旨を反映し、計画に反映します。 

24 

パブリックコメントの募集ついて知

らなかったという声を聞きました。

プロセス、内容の検証の議事録の公

開希望 

市のパブリックコメント制度の要綱に基づき市役所、各

支所２カ所、地区公民館１１カ所に掲示し、市のホームペ

ージ、広報誌へ募集のお知らせを掲載させていただきまし

た。 

計画に対するパブリックコメントの趣旨とは異

なる意見のため、計画には含みません。 

25 

平成３０年度に行ったニーズ調査に

ついて「子育て支援計画」に関わる

重要な調査であることを明確に分か

り易く表記してほしい。 

 平成 31年 1月に対象の方へ「子ども・子育て支援ニーズ

調査」のご協力をお願いする際、冒頭に調査の目的を記載

させていただいておりましたが、ご理解いただけなかった

ことは残念です。今後は、ご理解いただけるような表記に

ついて研究したいと考えます。 

計画に対するパブリックコメントの趣旨とは異

なる意見のため、計画には含みません。 
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№ 意見の概要 市の考え方 結 果 

26 

 

保育士の処遇改善を希望 

 

現在、公立保育園の臨時保育士が不足しており、賃金額

も要因の一つとなっていると思われます。令和２年度から

は雇用制度が変わり、会計年度任用職員として保育士を採

用し賃金や処遇面でも改善される予定であります。保育士

が充実した環境や職場で保育ができ、また保育の質が向上

できるように、努めてまいりたいと思っております。 

計画に対するパブリックコメントの趣旨とは異

なる意見のため、計画には含みません。 

 

27 

「地域社会全体で作る子育て環境」

にスーシティの訪問事業も記載して

ほしい 

 訪米団派遣事業は、市国際交流促進委員会がスーシティ

市との友好交流を図るために行っている事業です。本計画

には含まれません。 

計画に対するパブリックコメントの趣旨とは異

なる意見のため、計画には含みません。 

28 

７月に毎年行われている「山梨市プ

ラモデル作品展示会」も計画に記載

してほしい 

 プラモデル作品展示会は、令和２年度から市民団体が協

働の事業として行う予定です。本計画での取り組みには含

まれません。 

計画に対するパブリックコメントの趣旨とは異

なる意見のため、計画には含みません。 

 

 


