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   「白山市子ども・子育て支援事業計画」に対するご意見と市の考え 

 

募集期間：平成２７年２月３日（火）～２月１６日（月）  

結    果： ７名の方から ３２件の意見             

  

パブリックコメントに寄せられた計画案へのご意見、ご要望とそれに対する市の考え方は以下の

とおりです。  

 

記 

【保育所・子育て支援について】 

 ご意見・ご要望      市の考え方 

1-1 子ども一人ひとりが１号・２号・３号と認

定され、親の働き方で区分されるのですが、

親の条件が変わった場合、再度、子どもの認

定も変わり、違った子ども集団・環境に移さ

れると子どもが不安定になり、たびたびその

様なことが起こると、子ども集団自体が不安

定になると思います。 

 一時的に親が働けない、例えば、産休や育休

に入っても、親の要望があれば継続して保育が

できるようにしてください。 

産休期間中については、保育の必要性がありま

すので、２号又は３号認定として判定いたしま

す。 

育休期間中については、小学校入学を控えるな

ど、お子さんの発達上環境の変化に留意する必要

がある場合や、保護者の健康状態やお子さんの発

達上環境の変化が好ましくないと考えられる場

合など市が児童福祉の観点から必要と認めると

きは、継続入所を可能としております。 

ただし、満３歳以上のお子さんが認定こども園に

入所している場合、育休中は１号認定に切り替わ

ることになります。 

1-2 障害や発達の遅れのある子についても、子ど

も集団の中で力がついて改善していくことが

多くあると聞きます。まわりの子どもたちも

かかわるなかで、豊かな人間関係を築いてい

きます。保育補助や専門的な指導保育士の巡

回指導を充実し、親の子育てを援助してくだ

さい。 

 このような場合は、１号認定になるのでしょ

うか。保育園を希望しても認められないのでし

ょうか。 

障害や発達の遅れのある子への支援について

は、計画案の３９ページに「障害のある子ども

に対する支援の充実」として各施策を盛り込ん

でおります。 

また、入所に係る認定については、お子さんの発

達の障害や遅れの有無にかかわらず、保育の必要

性（保護者の方の就労状況等）によって判定いた

します。 

2-1 公立保育所の運営費と施設整備費の国庫補

助について、復活の要請をしてください。 

現行の児童福祉法第２４条第１項の自治が責 

任を持つ保育施設を堅持し、法人化から市場 

へ移行が進まないようにしてください。 

公立保育所が民営化することで、民間の個性

的な発想による保育の充実が期待でき、独自の

行事などの実施による地域の活性化も期待され

ます。現在、公立保育所は８か所あり、平成２
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 ８年度には６か所になりますが、保育の資質向

上のために研修・研究を行い、地域における子

育て支援の拠点として存続します。 

2-2 現行の最低基準の低下をさせないでくださ

い。新制度では、これまでの就学前支援（特に

保育所関係）より、利用する施設が増えるよう

に宣伝していますが、 地域小規模対策では、

Ａ、Ｂ、Ｃタイプの事業所というのがあります

が、現行の最低基準に沿わない条件に緩和され

ています。 

特に、「生命の安全」や「心身の安定」を重点に

大切にしなければならない乳児を受け入れる

施設なのに、子どもと関わる支援員基準や給食

の外託などは、自治体の裁量で現行基準で行う

ような施策にしてください。 

白山市では、特定地域型保育事業（小規模保育

事業等）に関し、各地域における保育の実情など

を考慮したうえで、基本的に国の基準を準拠いた

しましたが、子どもたちの最善の利益という理念

のもとで事業所の運営が行われるよう、基準のさ

らなる整備や指導をしていきたいと考えていま

す。 

2-3 市場化は、保護者や子供たち、保育職場で働

く人たちの困惑を広げているのが全国の福祉

関連施設の実態です。   

もうけ主義を規制し、突然、施設が廃止され

たり、福祉職場の労働条件の悪化を止める監査

指導を続けられるようにしてください。 

 

白山市では、法人保育園（認定こども園を含

む。）が２４か所ありますが、営利目的に保育

園を運営しているところはありません。 

 また、子どもたちが地域の保育所にできるだけ

入所し、保護者が安心して預けることが出来るよ

うに、県などと連携して、定期的に運営や保育に

関する指導などを行っています。 

2-4 保育所や幼稚園などの施設に働く非正規労

働者の処遇改善を求めます。 

労働基準法の実施への巡視・監督・指導を強 

してください。 

労働基準法に基づく処遇改善を図るよう努め

ます。 

 

2-5 女性が輝く社会を、働き方を本当のものにす

る具体的改善をしてください。 

結婚・出産・育児をしながら、長く働き続けら 

れる職場環境への御指導を強めてください。 

また、公的な子ども・子育て支援事業を増や

すことと、男女とも産休・育休が当たり前の職

場環境を増やしていくことに御尽力ください。 

左記の内容については、白山市男女共同参画行

動計画に盛り込まれていますので、ご参照願いま

す。 

3-1 すべての子どもが豊かな教育・保育を受け

る権利を保障されるうえで、国と自治体の責

任が重要です。 

私は、市町村の責任を放棄する「保育の市

保育所の民営化を実施するにあたっては、移

管前の保育内容をできる限り継承することによ

り、児童と保護者の不安解消に努め、かつ、保

護者の意見・要望などを把握し、誠意を持って
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場化」に歯止めをかけるためにも、営利を目

的としない市町村が運営する公立保育所が存

在し続けることを願っています。 

対応しているところです。 

 

3-2 すべての子どもが豊かな教育・保育を受ける

権利の保障は、国と自治体が責任を持つべきで

すが、「新制度」では、事業者と父母の直接契約

ということで、市町村の責任が後退することに

なります。白山市では、障害児の入園拒否とい

うような問題も実際に起きていますが、「直接

契約」となれば、ますますこうした傾向が進む

ことになります。国のいいなりの「新制度」や

保育の市場化＝規制緩和ではなく、だれもが安

心して子供を産み・育て・働き続けることがで

きる保育・教育・子育て支援の制度をさらに拡

充されることをお願いします。 

教育・保育施設等に入所する子どもの最善の利

益を考慮し、すべての子どもたちが平等に教育・

保育を受けることが出来るよう、そして、保護者

の方が安心して子どもを預け、我が子の成長を共

に喜びあえるような子育て支援をこれからも続

けていきたいと考えております。 

4-1 基本理念について…保育所等の整備は地域

の将来を見据え、「仕事と子育ての両立」ができ

る地域づくりの立場に立って計画的に進めら

れるものです。「仕事と子育ての両立」という文

言は基本目標には記されていますが、そのニー

ズから見ても、また現状はそれが困難な状況に

あることからも、基本理念の中に掲げ、文言と

しても記してほしいと思います。  

「仕事と子育ての両立」については、計画案

の２５ページにある計画の基本理念に「すべて

の子どもを大切にする社会を築くとともに、安

心して子どもを産み、そして子どもが健やかに

育つための環境を整え、社会全体で子育てを支

える…」としており、その意味を含んだ文言と

しております。 

4-2 基本理念の中に、「子どもたちの権利が十分

尊重される･･･」とありますが、理念ですからき

ちんと「子どもの権利条例に基づき」などの文

言を加えてはどうでしょうか。 

本計画は、子ども・子育て支援法に基づき策

定するものでありますが、当該条例を意識して

「子どもたちの権利が十分尊重される…」とい

う文言を記しておりますので、ご理解願いま

す。 

4-3 認定こども園について今後、認定こども園へ

の移行について議会の答弁では、認定こども園

への移行は法人の方針に任せたいというのが

議会答弁でしたが、７５ページ「幼児期の学校

教育・保育･･･」では、市の方針として進めるこ

とを示しており、これでは議会答弁を否定する

ことになるのではないでしょうか。  

 

ご指摘ありがとうございます。７５ページに

ついては、法人の理念による移行の意思を尊重

する旨の内容に訂正いたします。 
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4-4 認定こども園は、主として都市部での待機児

童解消として国が推進しているものですが、白

山市では待機児童がないとしていますので、急

いで認定こども園に移行する必要性はないの

ではないでしょうか。この点からも、認定こど

も園への移行を市が促すような示し方は不適

切と考えます。むしろ、法人に対して適切な指

導をすべきと思います。 

認定こども園については、法人の理念による移

行の意思を尊重したうえで、需要と供給や地域に

おけるバランスを考慮しながら、認可（認定）の

調整を図りますので、市が法人に強制するもので

はないことをご理解願います。 

4-5 入所について…仕事と子育ての両立という

点では、兄弟姉妹がそれぞれ別の保育所（園）

とならないようにして下さい。 

兄弟姉妹の保育所（園）入所については、で

きる限り同じ保育所（園）となるよう調整して

います。 

4-6 保育料について、認定時間を超えた利用や、

施設によっては実費徴収になっているものも

あり、今後、実質的な保護者負担が増えること

も予想されます。少子化の要因ともなっている

経済的な負担を軽減し、子どもの貧困を生み出

さないためにも、新制度になっても保育料は値

上げせず、むしろ引き下げるように努力して下

さい。  

 

保育の必要性（保護者の方の就労状況等）によ

って、「保育標準時間」又は「保育短時間」の認

定をしております。仮に、就労時間が「保育短時

間」に該当する場合であっても、就労時間のズレ

により、毎日、延長保育料が掛かる場合は、「保

育標準時間」に認定しております。 

新制度では、利用者負担額（保育料）の算出根

拠が市民税額になり、また、「保育短時間」の額

が「保育標準時間」の額よりも若干安くなります。 

それぞれの額については、保護者負担を考慮し、

できる限りの配慮をしたいと思っております。 

 

【放課後児童クラブについて】 

 ご意見・ご要望      市の考え方 

5-1 放課後児童クラブに入所している障がい児

の中には、目に見えない障がいのため、理解が

乏しく保護者にとっても受容することはとて

も困難を要します。日々の現場を預かる者とし

て、専門家による巡回視察を実施できるように

してほしいと思います。 

必要に応じて専門機関と、連携を図り専門家に

よる巡回指導に向け検討していきます。 

5-2 現在放課後児童クラブ利用のひとり親家庭

において、受給者証を提示して減免措置が取ら

れています。児童福祉法が改定され、放課後児

童クラブは小学生すべてが対象になりました。

3 年生までの減免を 6 年生までに拡大してくだ

さい。保育料の設定は 3,000 円を下回ることの

ひとり親家庭の減免措置については、県の補助

基準に準じて対応を考えております。 

また、保育料の設定は各クラブにおいて決定する

ことになっています。 
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無きよう、担当課より基準をお示しいただける

と嬉しいです。 

5-3 放課後児童クラブにおいても手作りおやつ

や手作り昼食を行事として取り組んでいます。

保育園だけでなく児童クラブにおいても研修

を実施していただきたいと思います。「フルー

ツアレルギー」体質の児童や複数の食物アレル

ギーを抱えた子どももおり、よろしくお願いし

ます。 

同じく感染症対策においても毎年研修の実施

をお願いします。 

年 2 回の研修実施は少なすぎます。 

 

クラブの指導員が参加できる食物アレルギー

や感染症対策等の合同研修会など研修の充実を

検討していきます。また、県主催で放課後児童ク

ラブの指導員を対象に、年１０回以上の研修会が

開催されていますので積極的に参加するよう推

進します。 

5-4 放課後児童クラブの現場を預かる者として

近年圧倒的に多い保護者の要望は、長期休みだ

けを利用できないかという意見です。 

データに見られますように母親がパートで働

く割合が多いのは子育てと仕事のバランスを

考えて働く方が多いからと思われ、長期休みは

午前中子どもだけで留守番をさせることに不

安が募ります。 

そこで長期休みの利用をお願いされるので

すが、現在は継続して児童クラブに通う子ども

達でないと運営が難しい状況にあります。 

児童館の柔軟な利用や子ども教室で対応でき

ませんか? 

そのうち放課後児童クラブにおいても柔軟な

対応ができるよう施策を立てていただけない

でしょうか。 

白山市の放課後児童クラブのほとんどは、入所

児童の保護者で組織する保護者会で運営されて

おります。各クラブでは会則に基づいて運営して

おりますが、長期休みだけの学童受け入れは、同

期間中の臨時的な指導員の確保が難しい等の理

由により、基本的には受け入れが困難と推測され

ます。 

児童館は、「遊びの場」を提供する施設であるた

め、預かり保育はできませんが、長期休みの時に

は児童館行事を増やすなどで対応したいと思い

ます。また、放課後子ども教室は、毎日教室があ

るわけではありませんが、本市では 4 か所で行わ

れております。 

 

 

5-5 放課後児童クラブの老朽化した施設の改築

や修繕をしていただくことはまことに喜ばし

いことです。ただ安全策として非常階段の設置

を強く希望しましたがかないませんでした。で

も今度新築になる湊ふれあいくらぶさんでは

外階段がつく方向だと伺い、本当に良かったと

思っています。 

順次、2 階建てのクラブにおいて非常階段のな

い所への設置を希望します。 

 

これまでは建築基準法に従い整備してまいり

ましたが、今後は子ども達の安全・安心を第一と

した施設整備を検討していきます。 
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5-6 私は応急手当普及員として AED の必要性を

強く感じています。せっかく受講しても万が一

のときに AED 利用の知識があってもなければ

意味がありません。何とか全クラブに AED 設

置にご尽力をお願いします。その際の普通救命

講習は 4 時間必要となります。(責任者一人でも

構わないと思いますが) 

 

 

現在、指導員研修において「普通救命講習」を

実施しております。AEDの設置については、順次、

検討していきたいと考えています。 

6-1 放課後児童クラブでは、施設を建設しても不

備が見られたり、利用する児童数とのバランス

が悪い等、当事者である児童と保護者のニーズ

や要望が取り入れられない政策となっており

ます。もっと当事者である関係者を策定委員会

に加わえて会議の中で反映されることで、より

良い計画が作れますことを強く望みます。 

施設の整備については、地域の要望を受け指導

員の意見も聞きながら整備しております。また、

子ども子育て会議の委員は、放課後児童クラブの

保護者など、11 名で構成されております。２年ご

とに委員の見直しが行われますので必要に応じ

て委員の構成を考えていきたいと思います。 

7-1 【改修の必要な施設が多い】 

放課後児童クラブによっては、出入口が狭かっ

たり、休息スペースが十分確保できなかった

り、安全対策が不十分だったりしているところ

も多い。また、障害児を持っている児童の受け

入れを考え、施設のバリアフリー化をさらに進

める必要がある。 

計画の中にも記載してありますように施設の

老朽化に伴う改築及び修繕を行い、子どもが安心

して過ごせる施設整備に努めます。また、バリア

フリー化などについては、P32 の放課後児童クラ

ブの整備に追加して記載いたします。 

7-2 【行政(担当課)と市民のパートナーシップの 

構築】 

放課後児童育成クラブの充実を図るためには、

行政とクラブ事業者ならびに利用者(保護者)と

の連携・協力関係が不可欠である。クラブの運

営がよりスムーズになされ、利用者が安心して

子どもを預け成長を実感できるためには、各ク

ラブの要望を聴き、できる限りの支援が求めら

れる。行政と市民とのパートナーシップを構築

するためのシステムが必要。 

広く市民の声を市の施策に反映させるため、子

ども子育て会議が設置されております。この会議

の委員は放課後児童クラブの保護者など、11 名で

構成されております。今後も子ども子育て会議な

どを含め、広く市民の意見を聴いて子育ての施策

に反映させていきたいと考えております。 

7-3 【放課後子ども総合プラン(放課後子ども教室

との連携)について】 

放課後児童クラブは、安心・安全な放課後の居

場所であると同時に「生活の場」であることを

ふまえるならば、自ずと一体型には限界があ

る。一体型を進めるのではなく、児童館も含め

現在実施している、放課後児童クラブ・放課後

子ども教室・児童館等の活動を支援しながら、可

能な範囲で連携を図っていきたいと考えており

ます。 
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た多様な居場所づくりとしてとらえ、活動の連

携を図ることが肝要だと考える。 

 

7-4 放課後児童クラブ支援員の(指導員)の安定雇

用が極めて困難】 

勤務、給与など、支援員の雇用条件が他の職種

と比較しても大変悪く、人材を確保することが

難しい。待遇改善を図るためには、利用者の保

育料を上げることにつながり、働く親の負担増

となる。よって、恒常的な人手不足の中でパー

ト職員に頼らざるを得ない状況が続いている。

保育内容を充実させるためには支援員の質の

向上は欠かせないが、求人を募集してもほとん

ど応募がない。 

指導員の雇用環境労働条件については、各クラ

ブの就業規則で決定されております。 

求人募集については、基本的には、各クラブで対

応していただきたいと考えておりますが、複数の

クラブがまとまれば、市広報で周知しており、今

後も協力していきたいと考えております。 

また、委託料については、国の基準単価に準じて

対応していきたいと考えております。 

8-1 放課後児童クラブは中期実施計画において

は、現に 80 人規模となるような厚生労働省令

に反する学童クラブをなくしたり、危険な道路

上での児童の送り迎えしかできないような駐

車場の整備、プレイルームがないクラブをなく

する等財政上の措置等を講じること。 

８０人を超える放課後児童クラブは白山市に

はありませんが、集団の規模に係る国の基準を厳

格に準用すると待機児童が発生する可能性があ

るため、当該クラブについては当面は現状でのク

ラブ運営を維持していくことを考えています。ま

た、駐車場の確保やプレイルームについては、敷

地面積等の制約もあり、現状の中で工夫しながら

対応していきたいと思っています。 

 

 

子ども子育て支援法の中で、子ども子育て支援事業計画は、「市町村は、基本指針に即して、五年を一期と

する教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に

関する計画を定めるものとする。」とありますので以下のご意見・ご要望については計画に直接関係するも

のでは無いと考えますが、下記のとおり回答させていただきます。 

 

8-2 人口が増加するような、若年層が全国から白

山市に移住したくなるような魅力的な産業振

興策を確立し、それに立脚した 5 年間の設定目

標値(児童受け入れ目標等)を設定すること。 

「白山市都市計画マスタープラン」の中で設定さ

れております。 

8-3 白山市在住の域外就業先者数などを調べ、域

内在住促進施策(住宅補助制度等)を確立するこ

と。 

白山市の定住促進事業等の中で取り組んでい

ます。 

8-4 白山市自治基本条例に基づき、地域社会に開

かれた情報公開制度(白山市は 45点/満点 80点)

を策定すること。(CF.金沢 67 点、加賀 52点 etc)

白山市情報公開条例に基づき公開しておりま

す。また、会議の公開については、「白山市の審議

会等の会議公開に関する基本方針」により公開を
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会議公開制度は C ランクから D ランクに引き

上げること。 

原則としております。 

8-5 白山市が合併して 10 年を経過したが、「白山

市はひとつ」の理念の下、行政による民業への

「人材移転」を廃止し、一元化、民間、地域住

民の意見聴取機会の拡大、議会の委員会機能の

充実を図ること。 

「第二次白山市行財政改革大綱」に基づき進め

ております。また、広く市民の意見を聴取するた

め、地域懇談会「まちづくり会議」を順次開催し

ております。 

8-6 北陸新幹線開業、更には 2020 東京オリンピ

ック開催等の国家的事業があり、白山市に相応

しい観光産業の涵養、育成を早急に図ること。

Cf.”Cool Hakusan City” 

白山市観光ビジョンの具現化の中で取り組ん

でおります。 

 


