第２期坂井市子ども・子育て支援事業計画(案)に対する
パブリックコメント実施結果について
１．案件

第２期坂井市子ども・子育て支援事業計画(案)

２．意見募集期間

令和２年１月１５日（水）～１月３１日（金）

３．意見提出数

(１)提出者数

６名

(２)提出件数

１７件

４．寄せられた意見と坂井市の考え方
№

P

1

35

意見の概要
基本施策 1 保育所（園）等の運営

市の考え方
一般的に保育園等は、子どもたちを安心
安全に預かる施設であるため「運営」という

「適正な運営」を税収がたくさんある時

表現にしています。地域型保育事業につい

代ではないから、運営と経営という言葉

ては、児童数の減少のみでなく、広域入所な

を入れるべきでは。地域型保育事業とい

ど地域での受入れ園児の拡大や、0・1・2 歳

う言葉が必要なのか根拠が分からない。 児のスムーズな途中入所の受入れも見込ん
でおります。
2

36

基本施策 4 保育士の確保と質の向上

ICT システムの導入については、すでに実
施しているところもありますが、第 1 期計

質の向上については、取り組んでもら

画では明記していなかったため、本計画に

っているので評価しては。ICT 化もすで

おいて「新規事業」と捉えて明記しておりま

に実施している園があるのだから評価

す。質の向上についても同様に、第 1 期計画

しては。

では明記していなかったことから、本計画
において新規事業として明記しました。し
たがいまして、新規事業としたことにより、
評価区分欄は空欄となります。

3

36

基本施策の評価
7 障害児保育事業の充実

各園の児童の状況に応じ、充実した保育
サービスを提供できるよう事業を実施して
おります。今後も、障害児保育事業を進める

障害児保育事業は、保護者が納得しな
いと何もできず、
「A」の評価はおかしい。

上で、適切な事業運営に努めてまいります。

4

37

基本施策 16 病児・病後児保育事業

第 5 章量の見込み及び確保の内容⑥病児・
病後児保育事業において、ニーズ調査と直

病児病後児保育では、やはり預ける施

近の利用状況により確保策を講じておりま

設が少なく、利用できる人数も限られて

す。頂いたご意見については、今後の病児・

くるので、断られることもある。また、 病後児保育事業を進める上で、参考にさせ
施設ごとに利用の仕方が違うのも、利用

ていただきます。

したいと思わない理由かもしれない。
5

37

基本施策 16 病児・病後児保育事業

頂いたご意見については、今後の病児・病
後児保育事業を進める上で、参考にさせて

出勤、勤務時間に合うように保育園の

いただきます。

利用時間と同じ時間帯を希望。
6

37

基本施策 18 一時預かり事業

一時預かり事業においては、お子様の安
全を第一にお預かりするために、既往症を

7

38

一時預かり保育を利用する際、準備物

始め、性格や特性等について事前に聞き取

や記入書類等が多く気軽に預けること

りをしております。安心して一時預かり事

ができない。急な用件で準備する時間が

業をご利用していただけるよう実施してま

ない時等は利用できない。

いります。

基本施策の評価
22 公立保育所民営化事業

幼保一元化に伴う民営化事業は平成 29 年
度で完了しましたが、公立保育所管理運営
として、今後の多様な保育ニーズに対して

小人数しか集まっていない公立が残

効率的な運営をするために検討を続けてま

っているので、評価が「A」はおかしい。 いります。市の考え方について、事業名を
核施設を残し、集約すべきでは。

「公立保育園等管理運営事業」とし、事業内
容も修正いたしました。

8

38

基本施策の評価
23 民間保育園施設整備補助事業

当該評価「A」については、直近の平成 30
年度の評価となっており、施設の老朽化や
入園希望者の増加により施設が狭小となっ

平成時代に定員を増やしたのに、施設

た民間保育園の移転改築を実施しました。

はそのままの園がある。
「A」はおかしい。 今後も保育の必要量と質に対応できるよう
計画的に整備補助を行ってまいります。市
の考え方について、事業内容を修正しまし
た。
9

38

基本施策 26 放課後児童クラブ事業

第 5 章量の見込み及び確保の内容⑧放課
後児童クラブ事業「新・放課後子ども総合プ

放課後児童クラブの高学年の利用が

ラン」～放課後児童クラブ・放課後子ども教

少ない。大きいので家で一人で居られる

室の整備方針等～において、計画を推進し

かもしれないが、長期の休みでは心配に

てまいります。

なる。習い事を児童クラブでしてもらえ
ると大きい子も利用しようと思うかも
しれない。
10

41

基本施策 52 産後ケア事業

基本施策の展開１子どもが笑顔で育つま
ち（2）子どもと母親の健康を支える保健・

多胎育児をしているので、多胎支援を

医療・食育の充実①保健・医療の充実 にお

もう少し充実させていただくとありが

いて「産後ケア事業」に取り組んでまいりま

たいです。例えば、妊婦検診の助成の増

す。併せて、
「妊婦検診の助成」、訪問型生活

加、産後ケアの充実、家事支援の充実。 支援の「すみずみ子育てサポート事業」にお
特に産後は外出もできず、家にこもりが

いても、事業を推進してまいります。

ちになること多いため、訪問方の支援
（必要な時にすぐ利用できる）があると
よかったなと思います。
11

48

基本施策 78 就労支援事業

当該事業は就労による自立を促進するた
めの事業ですが、重ねて必要とする方には

12

56

就労による自立促進は児童扶養手当

児童扶養手当の支給を着実に実施し、経済

者を減らすようなイメージ。誤解を与え

的支援の充実を図ってまいります。ご意見

かねない。

を踏まえ、事業内容の一部を修正しました。

基本施策 117 公園維持管理

第 4 章基本施策の展開 3 地域が笑顔で育
つまち（1）安心・安全のまちづくり①施設

大規模公園の遊具は充実しているが、 等の環境整備
小規模の広場では遊具が錆びていたり

118 児童小遊園地遊具整備

補助事業において推進してまいります。

危険を感じることもある。
13

61

量の見込み及び確保の内容

地域型保育事業については、児童数の減

教育・保育事業の提供施設

少のみでなく、広域入所など地域での受入
れ園児の拡大や、0・1・2 歳児のスムーズな

0～1・2 歳が減っていくのに、地域型 途中入所の受入れも見込んでおります。
保育を入れる意味がわからない。
14

-

その他

第 4 章基本施策の展開３地域が笑顔で育

高齢者と子供が触れ合える施設の整備

つまち（2）市民ネットワークの形成①世代

（高齢者と保育の融合施設）

を超えた市民の交流の場の充実
事業を追加しました。

2025 年には団塊の世代が 75 歳に達し
高齢化社会が加速する。元気に生活を続
けるためにも子どもと触れ合うことで

において

生きがいを持ってもらい、子どもは人生
の先輩からたくさんのことを伝承して
もらえると思う。
15

-

その他
土日祝、雨天時に遊べる公共施設の整備

第 4 章基本施策の展開３地域が笑顔で育
つまち（1）安心・安全にまちづくり にお
いて、計画を推進していく上で、参考にさせ

土日祝日が雨天時、冬期間に遊べる屋

ていただきます。

内施設が少なく混みあっているためシ
ョッピングセンター等に頼ってしまう
現状がある。
16

-

その他

ご意見を踏まえ、子ども・子育て支援事業
計画を推進してまいります。

坂井市は周りの市町村に比べると育
児しやすい市だと思うので、今後もぜひ
充実した支援をよろしくお願いします。
17

-

その他

ご意見を踏まえ、子ども・子育て支援事業
計画を推進してまいります。

他県、他市の話を聞くと、坂井市の子
育て支援はすごく手厚いと思います。毎
日のように子育て支援センターを利用
できることもすごく助かっています。保
育園に入る前に同園に入る予定の子と
仲良くなれたりしています。支援センタ
ーについては、現在小学 3 年生の第 1 子
が通っていた頃よりお母さんが連れて
こられる頻度が高くなった感じを受け
ます。以前はおばあちゃんが多かったと
思います。育児休暇を取りやすい環境に
なったと感じます。医療費助成、保育園
の第 3 子以降の助成、すくすく商品券な
どとてもありがたいです。おかげで 4 人
の子どもを育てようと思えたのだと思
います。坂井市の子育て事業に関しては
とても感謝しています。

