
 

 

「石巻市次世代育成支援行動計画【後期計画】（案）」に対するパブリッ 

クコメントの結果とご意見・ご提言に対する本市の考え方について 

 

１ パブリックコメントの実施状況 

 （１）意見の募集期間  平成２２年２月１９日（金）～平成２２年３月１２日（金） 

 （２）意見の応募者数・件数 ４名（１７件） 

 （３）提出方法内訳 

     

 

 

２ 意見の概要と市の考え方 

 ① 目標事業量の推計（２件） 

№ ご意見・ご要望の内容 ご意見等に対する市の考え方 

１  子育て支援サービスに対して「不満」と

回答した原因分析を行う必要があります。

特に一時保育、延長保育、児童館について

は不満の割合が二桁台となっており、原因

を把握・分析したうえでニーズに応える目

標設定をすべきではないでしょうか。 

 不満の割合が多いサービスを分析します

と、各々の保育サービスにおいて利用のニ

ーズが充足されていない地区が多く、不満

に対する解決策の一つとして、ニーズの多

い地区のサービス拡充を考えています。 

 今後、事業を推進する上で、利用者のニ

ーズを把握し、毎年度の見直しの際に目標

を設定していきます。 

２  延長保育について、「ニーズ調査において

は要望が多い事業」という分析と、「27 箇

所 297 人」とした前期計画目標値を「8 箇

所 80 人」へ大幅に下方修正を行った論理性

が無いように思えます。箇所や人数だけで

はなく、ニーズがある保育時間帯の拡大に

ついても目標に加えるべきではないでしょ

うか。 

 前期計画策定時には、要望が多い事業で

あることから、ほとんどの市立保育所を対

象に目標値を設定してきました。 

 しかし、地域によっては利用希望者がな

い、または、ニーズ量と利用者数が必ずし

も一致しないということもあり、後期計画

においては、現在のニーズ量を充足するこ

とが可能と思われる目標値を設定しまし

た。保育時間帯の拡大についても、延長保

育の中で検討していきます。 

 ② 施策の展開（１３件） 

№ ご意見・ご要望の内容 ご意見等に対する市の考え方 

１  ファミリーサポートセンターの理解促進

や事業充実にとって重要な目標は施設箇所

数ではなく、会員の拡大ではないでしょう

か。センターの事務局が中央児童館にある

ということから、施設箇所の目標は「児童

 ファミリーサポートセンターについて

は、国が指定した特定項目の一つとして計

画に示していますが、ご意見のとおり、事

業本来の目標は、登録会員の拡大と認識し

ています。 
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館の充実」に設定すべきであると考えます。

また、協力会員の研修頻度も 4 半期に一回

というものではなく、その応募に応じた対

応が必要ではないでしょうか。 

 また、中央児童館に事務局を設置してい

ますが、特定項目ですので、保育サービス

の一つとして掲載しています。 

 協力会員の研修については、原則、定期

的な実施としていますが、申し込み数に応

じて、適宜、実施していきます。 

２  中央児童館の利用者数が減尐しています

が、周辺自治体の児童施設と比較して昼食

が取りにくいという声もあるようです。12

時～13 時の間は閉館とせず、軽食を持込し

終日利用できるような状況改善が必要では

ないでしょうか。また、利用者拡大に向け

ては駐車場の確保も併せて検討願います。 

 児童館の利用については、昼食に対する

施設整備、それに伴う職員配置をしており

ませんでしたので、12 時から 12 時 45 分を

閉館している状況です。 

 今後は、ご意見を踏まえ、駐車場の確保

も併せて、利用しやすい状況を検討してい

きたいと考えています。 

３  放課後児童クラブについては、待機児童

の解消に向けて定員と設置箇所の増を目標

と定めることについては素直に評価すべき

ものですが、遊び場・ふれあいの場の確保・

整備、世代間交流の推進、家庭教育の充実

の観点から、利用対象学年の拡大や利用条

件緩和、スクールサポーターの発掘も目標

値に含めてはいかがでしょうか。 

 放課後児童クラブについては、待機児童

の解消を優先課題と考えていますことか

ら、利用対象学年の拡大や利用条件緩和に

ついては、今後のニーズを把握しながら検

討していきます。 

 スクールサポーターについては、各学校

の経営方針を踏まえ、児童生徒のより良い

教育環境を推進するために実施しているも

のであり、その活用については、各学校で

の判断となります。 

４  「各小・中学校から通学路の交通安全施

設の整備要望を取りまとめ」とありますが、

現段階ではどのように把握し、管理してい

るのか、また取りまとめ以降の継続管理に

ついてはどのように行っていくのか（要望

聞き取りは継続するのか、優先順位はその

都度判定していくのかなど）を示した方が

保護者にとって分かりやすいと思います。 

 各学校において通学路の危険個所の調査

を行い、市教育委員会において施設整備の

要望書等を取りまとめ、市防災対策課に送

付しています。取りまとめ以降の継続管理

及び整備要望など具体的な事項について

は、防災対策課において状況に応じて対処

しており、本計画では、基本的な部分を示

しています。 

５  保育所に入所する際、保育料が各家庭の

所得により異なると言うことを聞きました

が、幼稚園のようにできるなら一律にして

ほしいと思います。 

 保育料については、すべての人が保育所

を利用することができるよう、国の方針に

基づき、応能負担の原則により、扶養義務

者の前年分所得税額、市民税の課税状況に

より算定することとなっており、市独自の

設定は困難と考えています。 

６  幼稚園に入るとしても、旧河南町には幼  新たな幼稚園の単独設置については、財



 

 

稚園が無く、市内まで行かなければならず、

しかも、送迎が旧河南町の一部までしか来

ていないので、送迎区域まで自宅で送迎し

なければなりません。旧河南町に一つでも

幼稚園設置を望みます。無理なら旧河南町

の全域まで送迎を出してもらいたいと思い

ます。 

政的にも困難でありますことから、既存の

認可保育所が幼稚園的な機能を備える施設

として、保育所認定こども園制度の導入を

含めた幼保一体化施設への移行について検

討していきたいと考えています。 

７  「0 歳児講座」を石巻市でも開催してほ

しいと思います。東松島市では行っており

大変好評のようです。初めての育児は、マ

マにとって大変負担も大きく不安もあり、

孤立しがちな場合が多いです。本だけでは、

良い学びはできないと思うので、是非、0

歳児講座をお願いします。 

 本市では、石巻地区、河南地区など 5 箇

所の子育て支援センターなどにおいて、乳

幼児の年齢に応じた子育て支援事業を実施

しています。 

 事業の内容については、市報や「いしの

まき子育てハンドブック」などでお知らせ

しており、親子ふれあいあそび、保健・栄

養指導、歯のお話、ベビーマッサージ、育

児相談などを実施しています。 

 これからも、子育て家庭への支援事業の

拡充を図るとともに、事業の利用促進のた

め周知・啓発に努めます。 

 

８  0 歳児の講座だけではなく、1 歳・2 歳と

年齢が上がるたびに、それぞれに子育てに

関する学びの場を提供してほしい。 

 以前、公民館において開催していたが、

現在では、一公民館では限界があり開催し

ていないとのことでした。 

９  現在、通常保育時間は 8 時 30 分から 16

時 30 分となっていますが、フルタイムで仕

事をしている親が迎える時間ではありませ

ん。通常保育時間の拡大を検討願います。 

 本市の基本の通常保育時間は午前 8時 30

分から午後 4 時 30 分までですが、保護者の

労働時間やその家庭の状況により午前 7 時

30 分から午後 6 時 30 分の間で保育が可能

となっています。 

10  延長保育は、具体的に何時までなのか。

また、数箇所に拡大計画がありますが、市

内全域への拡大を検討してください。延長

保育実施の有無に地域差が出ると、親の仕

事にも制限がかかり、子供も保育園を変更

しなければならないなど、影響がでる可能

性があると思います。 

 延長保育時間は午後 6時 30分から午後 7

時までとなります。 

 実施箇所数の拡大については地域事情、

各保育所での必要性を調査、把握した上で

受入体制の充実を目指します。 

11  現在、土曜日の保育は昼までの保育とな

いっていますが、サービス業などは土日関

係なく仕事です。休日保育を検討されてい

ますが、土曜日保育の拡大も検討してくだ

さい。 

 現在、休日保育を検討するにあたっては、

土曜日の保育の拡充も含めて検討していま

す。 

12  先日、保育所行事の際に 3 月 31 日、4 月  3 月 31 日、4 月 1 日は通常保育同様に保



 

 

1 日は職員の異動のために可能な家庭は家

庭保育をお願いしますとの話がありまし

た。その時期に休暇を申請することが難し

い家庭もあり、保育所の都合ありきの依頼

はどうなのでしょうか。 

育所へ登所していただいて差し支えありま

せん。 

 今後、保育所からの依頼等については、

誤解のないように努めます。 

 

13  保育園児が、棚に頭を打ちましたが、そ

の後も、その棚はそのままでした。事故の

検証と防止策については、職員全体で問題

を共有し、対策を講じる体制を検討してい

ただきたいです。 

 安全対策につきましては、各保育所にお

いて必要な都度、実施しているところです

が、改善されない部分については早急に対

応いたします。 

14  保育所の臨時・パート職員が 40％とあり

ましたが、保育士の立場が不安定では、よ

り良い保育サービスにはつながらないので

はないでしょうか。同じ仕事なのに待遇が

違うのは働きにくくなったりしないのでし

ょうか。保育士の方々の待遇を改善する事

は人件費と考えず、子育て支援への投資と

考えていただきたいです。 

 臨時、パート職員については、これま

で賃金や手当等の改善を随時実施してき

ましたが、正規職員と同等の待遇につい

ては難しい面もあることから、今後も可

能なものから改善を図っていきます。 

15  石巻市の保育園だけを見るのではなく、

他の市町村の保育サービスはどうなってい

るかを比較して、他の市町村の良いところ

はどんどん取り入れてほしいと思います。 

 他市町村の保育サービスの状況について

も情報を収集し、子育て支援に関する総合

的かつ計画的な施策を推進していきます。 

 


