
【山県市のパブリックコメント制度】 

様式３ 

意見募集の結果を公表します 

  

◇ 案件名    第２期山県市子ども・子育て支援事業計画（案）  

◇ 意見募集期間 令和２年１月１０日（金）から令和２年１月３１日（金）まで 

◇ 提出方法別意見提出者数 

提出方法 人  数 

電子メール １ 

ファクシミリ  

郵送  

窓口  

計 １ 

 

◇ 提出された意見の概要及びそれに対する市の考え方 

№ 頁 提出された意見の概要 市の考え方 

１ 

Ｐ３ 

基本理念 

 「子育て日本一」が市

民に伝わらない。10 年

前の「すくすくプラン」

のスローガン「子どもを

見まもる目と手と心」も

継続されているはずな

のに市民に周知されて

いない。 

 市民のなかでビジョ

ンが描けるようになる

と、市民がアイデアを出

して動き出せるため、そ

の核となる計画の基本

理念の検討が必要。また

市民（保護者）が読みや

すい概要版の作成等に

よる周知が必要。 

 基本理念は、市の上位計

画である総合計画や地域福

祉推進計画との整合性をと

りました。 

 周知については、市の広

報誌やホームページ等を通

しての実施を考えていま

す。 

２ 

Ｐ８ 

グラフ 

項目の表記がセンタ

リングされていて読み

にくいため、左揃えにし

てはどうか。 

左揃えにします。 
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３ 

Ｐ12 

グラフ 

項目の表記がセンタ

リングされていて読み

にくいため、左揃えにし

てはどうか。 

左揃えにします。 

４ 

Ｐ12 

グラフ 

下の２つのグラフの

単位である「人」の位置

がずれているため、統一

してはどうか。 

 「人」の位置を統一しま

す。 

５ 

Ｐ14、15、16 他の頁は％が全角な

のに対し、ここは半角の

ままになっているので、

統一してはどうか。 

 全角に統一します。 

６ 

Ｐ14 

グラフ 

項目の表記がセンタ

リングされていて読み

にくいため、左揃えにし

てはどうか。 

 左揃えにします。 

７ 

Ｐ15 

グラフ 

「新たに利用したり、

利用日数を増やしたい

と思わない」とあるが、

「…たり」ときたら必ず

「…たり」と表記しま

す。 

「新たな利用や利用回

数を希望しない」に表記

したらどうか。 

 ニーズ調査の項目がこの

ような表記になっています

が、意味が変わらないよう

により正しく表示するた

め、「新たな利用や利用日数

を増やすことを希望しな

い」に修正します。 

８ 

Ｐ16 

グラフ 

項目の表記がセンタ

リングされていて読み

にくいため、左揃えにし

てはどうか。 

 左揃えにします。 

９ 

Ｐ17 

グラフ 

項目の表記がセンタ

リングされていて読み

にくいため、左揃えにし

てはどうか。また、%の

位置が上段のグラフと

異なっているため、統一

してはどうか。 

 左揃えにします。また、％

の位置も統一します。 
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10 

Ｐ18 

グラフ 

項目の表記がセンタ

リングされていて読み

にくい。 

上揃えにします。 

11 

Ｐ19 

グラフ 

グラフタイトルが【放

課後児童クラブ利用希

望】より【放課後児童ク

ラブの利用希望】の方が

読みやすく、統一感もで

るのではないか。 

また、%の位置や「小

学生ｎ＝269人」の位置

を統一してはどうか。 

 ご指摘のとおり統一しま

す。 

12   

Ｐ20 

グラフタイトル 

項目の表記がセンタ

リングされていて読み

にくいため、左揃えにし

てはどうか。 

 左揃えにします。 

13 

Ｐ21 

グラフ 

項目の表記がセンタ

リングされていて読み

にくいため、左揃えにし

てはどうか。 

左揃えにします。 

14 

Ｐ22 

地図 

 施設名の字が小さす

ぎて読みにくく、情報量

も多すぎるため、施設の

絞り込みが必要。 

 市内の保育園、幼稚園、

小中学校と、子育てに関す

る主な公共施設を掲載した

地図に修正します。 

15 

Ｐ26 

表 

この頁だけ、表の最初

を一ます空けていない

ため、他の頁と統一して

はどうか。 

 統一します。 

16 

Ｐ32 

（２）地域子育て支援

拠点事業 
 北部の利用が少ない

という根拠が示されて

いない。また、北部、南

部についての区分けに

ついて明示されていな

い。 

事業実施場所（子育て支

援センター）が市の南寄り

に設置してあるため、実施

場所から遠ざかるにつれ

て、利用割合が減っている

という意味で「南部」、「北

部」と表記しましたが、意

味が伝わりにくいため、「事

業実施場所から遠方になる
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につれ利用者数が減少して

います」と修正します。 

17 

Ｐ41 

（15）産後ケア 

「利用時の兄弟の預か

り」とあるが、今の時代

は「兄弟姉妹」という配

慮が求められる。 

 「上の子」という表記に

します。 

18 

Ｐ36 

（８）一時預かり事業 

「述べ」→「延べ」 

「12ヶ月」→「12か月」

に統一してはどうか。 

 ご指摘のとおり統一しま

す。 

19 

Ｐ43 

（19）乳幼児健診 
 早期発見、早期支援が

子どもの困り感を軽減

するために大切である

ため、「５歳児健診」の

実施の検討してほしい。 

 今回の計画に掲載できる

ほど検討されていません

が、今後、その効果や実施

方法についても、他市町村

等から情報を収集し、検討

します。 

20 

Ｐ43 

（19）乳幼児健診 

場所ではないため、

「まかせてある所」「で

はなく、「まかせてある

ところ」が適切ではない

か。 

ご指摘のとおり、「まかせ

てあるところ」に修正しま

す。 

21 

Ｐ45 

②すこやか相談 

保護者の全てがこの

支援を含め市のシステ

ムを知ることができる

「共有」のシステムが必

要で、そのためにはこの

計画に相談の仕方や場

所、担当を記すことで、

市民目線の計画にする

必要があるのではない

か。 

 各事業に担当課を表記

し、子育て支援事業に関す

る主な公共施設の所在地と

連絡先も掲載します。 

22 

Ｐ47 

③ＣＬＭ（チェック・

リスト・in・三重）を活

用した、個別支援計画

検討会の推進 

・ＣＬＭについて、「そ

の後園での実施、評価・

検討を…」が文章として

は理解しにくいため、

「その後具体的な支援

を実施し、…」としては

どうか。 

 ご指摘のとおり、「その

後、具体的な支援を実施し」

に修正します。 
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23 

Ｐ47 

③ＣＬＭ（チェック・

リスト・in・三重）を活

用した、個別支援計画

検討会の推進 

④ピッコロ療育支援セ

ンター利用者支援会議 

⑤小学校への引継ぎ・

１年生訪問 

・ＣＬＭについて、保護

者との共有が必要で、身

内だけの研修になって

いる現状の打破が必要

である。 

・ケースワークを誰がコ

ーディネートしていく

のか。ピッコロ療育セン

ターの所長の裁量でが

んばっても持続可能な

システムとならない。他

の施設に関しても、ピッ

コロ療育センター、子育

て支援センター、子ども

げんきはうす、家庭相談

員、保育園、学校がワン

チームとなっていくこ

とを考えてほしい。ま

た、相談や対応をどこが

しているのか「見える

化」が必要である。 

・小学校への引き継ぎ、

１年生訪問が１回だけ

では十分ではない。学校

と保育園の先生がお互

いに参観することは、保

育がどのように教育に

つながっているかを知

ることができる機会と

なる。そのためには先生

の数が少なすぎるとい

うことも市民が意識す

るような計画が望まし

い。 

 途切れのない発達支援体

制の構築を関係機関と連携

し、検討します。 

24 

Ｐ48 

思春期の支援 

 性教育のことだけが

書かれている。小学校で

も引きこもり支援やＳ

現状と課題に「思春期以

降に問題となってきている

引きこもりやリストカッ
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ＮＳ関連の相談も増え

ているため、市としての

支援を示す必要がある。 

ト・自殺対策など、こころ

の健康課題については、市

健康介護課が中心となりワ

ーキング会議の開催や、中

学校と協力してＳＯＳの出

し方教育を実施し、こころ

の健康づくり担当と子育て

支援課の地区担当保健市が

参加しました。」を追加しま

した。また、今後の方向性

に「子どもたちを取り巻く

様々な課題や悩みに対応で

きるよう、相談窓口をわか

りやすい形で提供していき

ます。」と追加しました。 

25 

ＬＧＢＴについて 
 一定の割合で、自分の

性になじめない子がい

て、社会的認知は進みつ

つある。そのような子の

理解推進に向けて考え

ていることを示してほ

しい。 

お子様の特性を踏まえて

個に沿った対応をしていま

すが、課として統一したも

のはありません。ただし、

男女共同参画社会の実現や

女性活躍の推進、人権の観

点からも、十分配慮すべき

ことと認識しています。 

26 
Ｐ53 「かかる」と「係る」

を統一してはどうか。 

ご指摘のとおり、「係る」

に統一します。 

27 

Ｐ54 

男女共同参画プラン 

この欄だけ、下にスペ

ースが空きすぎている。 

 ご指摘の欄に限らず、見

やすさを考慮し、各項目が

頁をまたがらないようにし

ているため、スペースがあ

る部分もありますが、でき

るだけ不自然にならないよ

うに修正します。 

28 

Ｐ57 

「高富児童館」 

 市の児童館なのに「高

富児童館」の名称でよい

か。伊自良児童館や美山

児童館の構想があるの

であればいいが、市の子

 現状として、名称を変更

しません。 

 山県市子育て支援センタ

ーという名称を普及させ、

山県市の誰でも利用してよ
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育て支援センターが設

置される施設であるの

で「やまがたっ子児童

館」や「山県市児童館」

等の名称がふさわしい

のではないか。高富以外

の地域の保護者にとっ

て、「高富」という言葉

にハードルの高さを感

じてしまうこともある

ため、配慮すべき。 

いというイメージを持って

もらえるように周知してい

きます。 

29 

Ｐ57 

⑥施設入所児童ホーム

ステイ事業 

⑦託児派遣 

⑧児童館事業 

⑥「生活してもらう」と

いう言い方が上から目

線で望ましくない。「生

活できるように環境整

備を行う」ではどうか。 

⑦体言止めになってお

り、他と文末がちがう。

「託児を引き受けるボ

ランティアの調整を行

う」ではどうか。 

⑧体言止めになってお

り、他と文末がちがう。

「開催する」ではどう

か。 

⑥「生活する」に修正しま

す。 

⑦「託児を行うボランティ

アの調整を行う」に修正

します。 

⑧「開催する」に修正しま

す。 

30 

Ｐ59 

⑩人権同和教育 「人権教育」ではない

のか。 

ご指摘のとおり、学校に

おいては、「人権教育」で統

一しているため、「人権教

育」に修正します。 

31 

「など」と「等」につ

いて 

「等」に統一してある

ようだが、「など」をな

っている部分がある。統

一してはどうか。 

 「等」に統一します。 

32 

計画の作成方法、パブ

リックコメントについ

て 

 パブリックコメント

のシステムを市民が知

っているのか。市民目線

での声を集めようとす

 今回のパブリックコメン

トの実施については、その

時期について会議の内容に

よって前後するため、最新
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るなら、ホームページで

の募集だけでなく、広報

誌で募集の予告をする

ことが必要ではないか。 

 また、段取りが悪く、

前回の踏襲となってい

るように感じる。計画自

体が議会答弁書の資料

集のようなものではな

く、市民を含む支援者が

頑張っていくためのも

のになるとよい。 

情報を掲載できるホームペ

ージでの周知となりました

が、ご指摘いただきました

ように、ホームページ以外

でも募集についてお伝えで

きる機会を逃さないように

努めます。 

 また、子ども・子育て支

援法に規定されている事業

の計画を掲載する必要があ

るため、前計画と似た内容

になっている部分や、事業

の説明等の資料集となって

いる印象を与える部分があ

ると思います。ただし、ど

の事業においても現状の課

題と今後の方向性を検討し

た結果を掲載しています。

今後、この計画に基づいて

事業を実施していくにあた

り、子ども・子育て会議の

委員をはじめとした市民の

意見も聞きながら、随時事

業のより効果的な実施方法

等を検討します。 

◇ 問い合わせ先 

   山県市役所子育て支援課 

   電話 ０５８１－２２－６８３９ 


