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「第２期富田林市子ども・子育て支援事業計画（素案）」に対する 

パブリックコメントの実施結果について 

 

１．パブリックコメントの実施状況 

（1）コメントの募集期間 令和２年１月６日（月）～３１日（金） 

（2）コメントの提出件数 77件/43通（提出方法：窓口持参 30通、郵送 2通、メール 8通、FAX3通） 

※うち、公表しない意見（意見の記載がない）1通 

（3）コメントを基に修正した箇所：1箇所 

２．パブリックコメントの内容 

〔教育に関すること〕・・・９件 

NO コメントの概要 件数 関連章 市の考え方 

１ 

・公立幼稚園の 3年保育を早く進めてほしい。 

・自由に差がなく選択（預かり保育・通園バス・給食な

ど）できるようにしてほしい。また、3歳児と 4歳児が同

時に入園することになっても、3 歳児に手をとられるこ

とのないようにしてほしい。 

2 第 4章 4  
 頂いたご意見につきましては、多様な保育ニーズへの

対応と充実を進めるうえで、参考にさせていただきます。 

２ 

・幼児が中央図書館、金剛図書館に行くには遠い。図書

バスが来るが、本を読むためスペース（公民館）のよう

なものを準備して頂けると、図書館のように自由に遊ば

せれて助かる。 

 1 
第 7章

3(1)No98 

 頂いたご意見につきましては、図書館活動を推進する

うえで、今後の参考にさせていただきます。 

３ 

・富田林には多くの中学や高校があり、塾もよく見かけ

ます。でも自習室が少ないように思うので作ってほしい。

図書館では勉強ができないようです。 

 1 
第 7章

3(2)No118 

 本市では、きらめき創造館において、青少年の良好な学

習環境の提供に努めていますが、ご意見の趣旨も踏まえ

ながら計画を推進してまいります。 

４ 

・公立幼稚園の良さをもっとこれから入る未就学の世帯

にアピールしてほしい。教育内容とかすごく良いのにも

ったいない。 

 1 第 7章 4(1) 

 頂いたご意見につきましては、子ども子育てに関する

情報発信を推進するうえで、今後の参考にさせていただ

きます。 

５ 

・富田林市立の学校園にスクールバスを配備してほし

い。また、中学校の場合は、部活で他校との交流試合に

行く際にも使えるようにしてほしい。 

 1  

計画の内容に関するご意見ではありませんが、子ども・

子育て支援を推進するうえで、ご意見として参考にさせ

ていただきます。 

６ 

・多様な家庭環境や放課後問題、いじめ問題などに対応

するために、もう少し柔軟な学校選び（学校選択制）が

できるようにすることも重要ではないか。児童数も減っ

ており、選択区域としてどちらにするか選べる地域を指

定するなど、見直しをする必要があるのではないか。 

 1  

計画の内容に関するご意見ではありませんが、学校教

育を推進するうえで、ご意見として参考にさせていただ

きます。 

７ 

・学校での付き添い支援の人数が少ないと聞いている。

勤務時間や日数が子どもを持つ親にとって働きやすい勤

務になれば、支援員も増えて先生方の負担も減らせるの

かなと思う。 

 1  
ご意見の趣旨をふまえながら、計画を推進してまいり

ます。 

８ 

・公立小学校すべてで制服を導入してほしい。経済的な

格差は統一した方が生まれにくいと思う。私服は経済的

に負担が大きい。 

 1   

計画の内容に関するご意見ではありませんが、学校教

育を推進するうえで、ご意見として参考にさせていただ

きます。 

 

〔保育に関すること〕・・・１９件 

NO コメントの概要 件数 関連章 市の考え方 

９ 
・子どもたちが安心して保育を受けることができる環境

をこれからも続けるようにしてください。 
1 

第 6章 1(2)

ア・イ・ウ 

頂いたご意見につきましては、教育・保育の量と質の確

保に基づき、計画を推進してまいります。 

10 
・教育無償化は有難いのですが、そもそも園の数が足り

ていない。こども園を増やしてほしい。 
1 

第 6章 1(4)

ア 

 頂いたご意見につきましては、多様な教育・保育ニーズ

への対応と充実を進めるうえで、参考にさせていただき

ます。 

11 

・「子育てしやすいまち富田林」として、子どもを安心し

て預けられる施設の充実、人員の確保、教育に予算を費

やしてほしい。また、質の高い教育を子どもたちに受け

させるためにも、教育に携わる者たちの処遇の見直しを

お願いしたい。  

・待機児童解消をするためには、保育士不足の解消は不

可欠。保育士の処遇の見直しをして抜本的な計画を立て

てください。 

・先生方がもっと研修に出やすく、先生方同士の時間が

もてるよう、保育士の人数を増やしてほしい。 

・保育士がもっと働きやすい市にすれば、保育士も増え

て良い保育が出来ると思う。そのために、例えば、富田

林市内の保育士には家賃補助（保育所に勤めてる方）な

どしてあげれば良いと思う。 

9 

第 6章１

（2) 

第 6章１

（4）ウ・オ 

 保育士の処遇改善等については、第６章（４）のウ・オ

に盛り込まれておりますが、多様な教育・保育ニーズへの

対応と充実を進めるうえで、ご意見の趣旨も踏まえなが

ら計画を推進してまいります。 
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12 
・確保方策はとられているようだが、箱ものだけでなく

質を上げていく計画をもっと詳しくしてほしい。 
 1 

第 6章１

（4）イ・オ 

 ご意見の趣旨については、第６章（４）のイ・オに盛り

込まれておりますが、ご意見の趣旨も踏まえながら計画

を推進してまいります。 

13 
・幼小はありますが、保小は小１での差が大きい。 

・幼保の交流もあればと思う。 
 1 

第 6章１

（4）エ 

 ご意見の趣旨については、第６章（４）のエに盛り込ま

れておりますが、ご意見の趣旨も踏まえながら計画を推

進してまいります。 

14 

・保育料は無償化になったが、給食費も無償化してもっ

と保護者の負担を軽減してください。 

・0～2歳児の保育園無償化。 

 4 
第 6章

2(12) 

 頂いたご意見につきましては、多様な保育ニーズへの

対応と充実を進めるうえで、今後の参考にさせていただ

きます。 

15 

・保育園年少以降の午睡の必要性について、必要な子ど

もは午睡をし、必要のない子どもはその時間をもう少し

有意義な活動にあてられるようにしてほしい。午睡をな

くすことで、保育士の仕事の負担がかかるのであれば、

どうしたら負担がかからず実施できるか検討してほし

い。 

 1   

頂いたご意見につきましては、多様な保育ニーズへの

対応と充実を進めるうえで、今後の参考にさせていただ

きます。 

16 
・私立も公立も保育園料が同じならば、行事なども平等

にしてほしい。 
1  

頂いたご意見につきましては、教育・保育の実践を進め

るうえで、今後の参考にさせていただきます。 

 

〔福祉と教育に関すること〕・・・２件 

NO コメントの概要 件数 関連章 市の考え方 

17 

・福祉と教育の連携について、保育所等訪問事業に対し、

学校によっては拒絶されたり受け入れてもらっても担任

のみが対応し、管理職が応じない、難色を示すなどの対

応があるようです。発達障がいの子どもの対応について

は、担任だけでなく管理職やコーディネーターも関わり、

お互いに歩み寄る話し合いをお願いしたい。そして一貫

した対応をしてほしい。 

 1 
第 6章１

（4）エ 

 ご意見の趣旨については、第６章（４）のエに盛り込ま

れておりますが、ご意見の趣旨も踏まえながら計画を推

進してまいります。 

18 

・障がいの度合いや年齢に応じて課題が違うと思うが、

福祉の制度の中で主体的にソーシャルスキル（会話のル

ール、挨拶・場を読むことなど）を学べる場を提供して

ほしい。 

 1 

第 6章

3(2)No22・

23・35・42 

 頂いたご意見につきましては、学齢期に対する支援の

充実を進めるうえで、今後の参考にさせていただきます。 

 

 

〔福祉に関すること〕・・・８件 

NO コメントの概要 件数 関連章 市の考え方 

19 

・公助、共助だけではなく、自助の力を育て、保護者一

人一人のエンパワメントを引き出すことができるペアレ

ント・トレーニングの開催への支援をお願いしたい。 

 1 第 6章 3(2) 

 頂いたご意見につきましては、障がいのある子どもに

対する支援の充実を推進するうえで、今後の参考にさせ

ていただきます。 

20 

・多くの方に障がいについての関心・理解が広がり、当

事者や家族の生きやすさに繋がっていくような富田林オ

リジナルの啓発活動を企画・実行してほしい。 

・ペアレント・トレーニングの必要性やどんなものかが

わかるように、広報活動を行ってほしい。 

・障がいのある子どもをもつ家庭への支援と同時に、地

域への継続的な啓発活動を、Ｓｕｎなどの専門療育期間

が継続的に行う仕組みを作ってほしい。 

 3 第 6章 3(2) 
 頂いたご意見につきましては、障がい理解の促進を進

めるうえで、今後の参考にさせていただきます。 

21 

・放課後等デイサービスについて、大阪狭山市や河内長

野市では、公共施設で年に一度ほど、合同説明会が開催

されており、富田林でも同様の取り組みがあればと切望

します。また、市の後援で事業所合同の説明会があれば、

ありがたい。 

 1 
第 6章

3(2)No23 

頂いたご意見につきましては、障がいのある子どもや

その家族への支援を推進するうえで、今後の参考にさせ

ていただきます。 

22 
・富田林にも発達に不安がある子どもを支援していただ

ける場所がほしい。 
1 

第 6章

3(2)No29・

35・42 

頂いたご意見につきましては、障がいのある子どもへ

の支援の充実を進めるうえで、今後の参考にさせていた

だきます。 

23 

・つながるファイルについて、実際に使ってみてどうだ

ったか、先生方の対応は変わったのか、利用者に対して

アンケートを行い、結果を公表してほしい。 

 1 
第 6章

3(2)No32 

 頂いたご意見につきましては、障がいのある子どもに

対する支援を推進するうえで、今後の参考にさせていた

だきます。 

24 

・療育手帳 B2の子どもの母で、病院、デイサービス、療

育、学校での支援を受けている。実際、情報収集してい

くとわからない事が多くて困ったことがあるので、役所

等に聞きに行くのでは無く、気軽にラインで聞けたりす

ると、相談しやすくなると思う。 

 1  

頂いたご意見につきましては、障がいのある子どもや

その家族への支援を推進するうえで、今後の参考にさせ

ていただきます。 
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〔病児保育に関すること〕・・・１件 

NO コメントの概要 件数 関連章 市の考え方 

25 

・病児保育について、富田林病院にできたことで利用し

やすくなったが、もう少し広い時間帯や、当日行って看

てもらえる制度でないと、あきらめる方が周りにも何人

もおり、結局利用しにくい。 

 1 
第 6章 

1（10） 

頂いたご意見につきましては、病児・病後児保育事業を

推進するうえで、参考にさせていただきます。 

 

 

〔つどいの広場に関すること〕・・・１件 

NO コメントの概要 件数 関連章 市の考え方 

26 

ふらっとスペースの広場（すばる・レインボーホール・

かがりの郷）の利用時間を増やしてほしい。具体的には、

3つの広場を平日すべて開けてほしい。 

 1 第 6章 2(2) 

 頂いたご意見につきましては、地域における子育て支

援の充実を進めるうえで、今後の参考にさせていただき

ます。 

 

〔子どもの発達に関すること〕・・・２件 

NO コメントの概要 件数 関連章 市の考え方 

27 
・子ども発達支援センターＳｕｎの受け入れ年齢を小学

校 6年生までの児童に引き上げてほしい。 
 2 

第 6章

3(2)No42 

 頂いたご意見につきましては、障がいのある子どもや

その家族への支援を推進するうえで、今後の参考にさせ

ていただきます。 

 

〔医療費に関すること〕・・・８件 

NO コメントの概要 件数 関連章 市の考え方 

28 

・子ども医療費も 18歳まで引き上げてください。 

・持病のある子どもは、長期の治療を必要とすることが

あり、継続して治療を続けられるよう助成の幅を広げて

ほしい。 

 8 
第 7章

2(2)No83 

 頂いたご意見につきましては、子ども医療費助成事業

を実施するうえで、参考にさせていただきます。 

 

 

〔学童クラブに関すること〕・・・６件 

NO コメントの概要 件数 関連章 市の考え方 

29 

・学童クラブ指導員の専門性のある人材の確保＝保育の

質の向上のために処遇改善、研修の充実は欠かせないと

思いますので、保育士の処遇改善と合わせて、学童クラ

ブ指導員の処遇改善も計画案に明記してほしい。 

 1 
第 6章１

（4）ウ・オ 

 ご意見の趣旨については、第６章（４）のウ「教育・保

育サービスの質を向上するために、幼稚園教諭・保育士な

どの様々な処遇改善と労働環境の整備・改善に努めるこ

とにより、人材の確保に努めます」に含まれており、ご意

見の趣旨も踏まえながら計画を推進してまいります。 

30 

・学童クラブ指導員の増員及び雇用環境の改善、部屋を

増やすなど、今後の需要は必ず高まってくるので、早急

に検討してほしい。 

・学童保育の費用も補助を出すなど、検討してほしい。 

 2 
第 6章

2(11) 

 頂いたご意見につきましては、放課後児童健全育成事

業の充実を進めるうえで、参考にさせていただきます。 

31 

・学童クラブの長期休み時の開始時間を午前 8 時にして

ほしい。 

・学童クラブの開始時間や内容の変更ができないなら、

民間学童を誘致して、働く親とその子どもたちに選択肢

を増やしてほしい。 

 3 
第 6章

2(11) 

 頂いたご意見につきましては、放課後児童健全育成事

業の充実を進めるうえで、参考にさせていただきます。 

 

〔子ども・子育て支援に関すること〕・・・１５件 

NO コメントの概要 件数 関連章 市の考え方 

32 

・人口減になっている原因の 1 つとして若い世代の転出

が多くみられるが、子育て世代になって戻ってくる傾向

もないことから、子育てしやすい町づくりを市として抜

本的に変える必要がある。 

1 
第 2章 4 

第 4章 4 

 頂いたご意見につきましては、子ども・子育て支援を推

進するうえで、ご意見として参考にさせていただきます。 

33 
・甲田１丁目ファミリーマート横の踏切、子どもたちだ

けでも安全に渡れるように工事してほしい。 
 1 第 7章 5 

 頂いたご意見につきましては、子ども・子育て支援を推

進するうえで、今後の参考にさせていただきます。 

34 
・子どもが安心して生活できるよう環境・防犯面からも

安全な町づくりをしてほしい。 
 1 第 7章 5 

ご意見の趣旨を踏まえながら、計画を推進してまいり

ます。 

35 

・富田林の子育て施策が今後も充実したものとなるよ

う、市民や子育て世代を入れた会議での発展をこれから

も望む。 

 1 第 8章 1  

頂いたご意見につきましては、本計画を継続して進め

るうえで、重要と考えますことから、定期的に子ども・子

育て会議を開催してまいります。 
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36 

・小学校の図書館の環境や、子どもたちへの情報教育（プ

ログラミング含む）、エアコン、放課後にイキイキ学べる

場など、工夫や予算をかけられることはたくさんあると

思うが、子どもたちの成長にもっと予算を使ってほしい。 

 1  
ご意見の趣旨をふまえながら、計画を推進してまいり

ます。 

37 

・富田林で子育てしやすい街になるよう子どものための

予算をもっと増やしてほしい。 

・公的な場所での子育てができる環境を整えるため、保

育園に関わるお金などを見直しするべき。  

・子どもが減少する見込みで計画を立てられているが、

そうではなく、“子育てしやすい街”になる為に子ども

のための予算をもっと増やしてほしい。 

・すべての子ども、保護者にとって住みよい街にしてほ

しい。 

 5  
ご意見の趣旨をふまえながら、計画を推進してまいり

ます。 

38 

・富田林の空き施設を利用して、あいっくのような室内

で遊べる場所をぜひ作ってほしい。 

・年齢の小さな子どもでも安心して遊ばせられる公園や

室内でおもいっきり体を動かすことのできる施設が増え

るといいなと思う。（河内長野のあいっくのような）。 

 2  
頂いたご意見につきましては、子ども・子育て支援を推

進するうえで、今後の参考にさせていただきます。 

39 

・もっと気軽に意見を伝えられる場、機会を作ってほし

い（目安箱的な）。子育て支援のひろば、幼稚園、小学校

など子どもの集まるところにも意見ボックスとか置い

て、意見を聞くだけではなく進めてほしい。 

 1  
頂いたご意見につきましては、子ども・子育て支援を推

進するうえで、今後の参考にさせていただきます。 

40 

・飲食店やレジャー施設を利用するとき、子育て世帯に

対する割引やサービスなどを市から補助する制度がある

他市があったので、そういったものが富田林でもあれば、

子どもがいる家庭も外食や外出しやすくなって助かる。 

 1  
頂いたご意見につきましては、子ども・子育て支援を推

進するうえで、今後の参考にさせていただきます。 

41 

・公立保育園、小学校、中学校、公園など子どもが利用

する施設の老朽化が進みすぎているように思う。また、

生活環境の変化（和式→洋式トイレへ）に対しての対応

を希望する。修繕ではなく、根本的な修理や改修が必要

だと思う。 

 1  
頂いたご意見につきましては、安全・安心な公共施設整

備を推進するうえで、参考にさせていただきます。 

 

 

〔妊婦健診に関すること〕・・・２件 

NO コメントの概要 件数 関連章 市の考え方 

42 

・休日・時間外診察の負担額の軽減（妊婦など） 

・妊婦検診負担額の軽減（本人負担一律 1000円、必須項

目検査の医療費負担等） 

・妊婦健診の助成チケット（受診券）の金額と回数が決

まっているのがおかしい。病院によって手出しが発生す

る場合があり、不公平。回数も 38週までの計 14回分し

か無く、出産が 38週以降になった場合、必ず実費が必要

になる。 

 2 第 7章 2(1) 
 頂いたご意見につきましては、健やかな妊娠・出産への

支援を進めるうえで、今後の参考にさせていただきます。 

 

 

〔その他〕・・・４件 

NO コメントの概要 件数 関連章 市の考え方 

43 

・小学生の一時預かりをしてもらえる施設がほしい。仕

事を持たず、学童に預けられない親が下の兄弟の用事や

その他の用事で家を空ける必要があるとき、小学校下校

時刻に間に合わない時が困る。定期的ではなく、必要な

時だけ気軽に預かってもらえるところがあれば助かる。 

 1 第 7章 3(2) 

頂いたご意見につきましては、放課後の子ども・子育て

支援を推進するうえで、今後の参考にさせていただきま

す。 

44 
・公園は多いけど、タバコのごみや猫のフンなどがあり、

遊ばせにくいので、キレイにしてほしい。 
 1 

第 7章

5(1)No169 

頂いたご意見につきましては、公園管理事業を推進す

るうえで、参考にさせていただきます。 

45 

・地震の時など、災害対策も子育て事業としてもう少し

きちんと見直す必要があるので、計画の中にもう少し入

れてください。 

 1 
第 7章

5(2)No184 

ご意見の趣旨を踏まえ、記載内容を変更してまいりま

す。 

46 

・富田林はプラスチックゴミやかんびんゴミの日が 2 週

に 1回しかなく大変困っている。週に 1回にしてくださ

い。 

 1  
計画の内容に関するご意見ではありませんが、ご意見

として参考にさせていただきます。 

            

                               計 77件  


