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「広島市子ども施策総合計画（素案）」に対する市民意見募集結果について 

 

 

 

１ 募集期間 

平成２２年（２０１０年）２月１日（月）～平成２２年（２０１０年）２月２８日（日） 

 

２ 素案の公表方法 

(1) 「ひろしま市民と市政」（２月 1日号）及び広島市ホームページへの掲載 

(2)  こども未来局こども未来企画課、区役所厚生部保健福祉課などでの配付及び閲覧 

 (3) 保育園、幼稚園、関係団体などへの募集チラシの配布など 

 

３ 応募人数及び件数 

(1) 人数 ５９６人 

(2) 件数 ６１４件 

 

４ 意見の概要 

区  分 件  数 

(1) 計画の策定趣旨等に関するもの  ５件 

(2) 具体的な取組・事業等に関するもの ６０５件 

(3) その他    ４件 

計  ６１４件 

 

５ 意見への対応状況 

区  分 件  数 

ア 計画の一部を修正又は追加したもの ３件 

イ 意見の趣旨が計画に盛り込まれているもの又は

既に実施しているもの 
１５件 

ウ 今後の取組や事業の推進において留意又は参考

にするもの 
５９６件 

計 ６１４件 
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６ 意見要旨及び市の考え方等  
※ 対応欄のカタカナは、１ページ「５ 意見への対応状況」の区分欄の区分を示しています。 

 

(1) 計画の策定趣旨等に関するもの（５件） 

 意見要旨 対応 市の考え方等 

 社会全体で子どもを育てる環境を整

備するとあるが、人と口を聞くことを

はばかり、他人の相手になることを嫌

う地域社会で交際などというものがで

きるのかと疑問があります。 

ウ 子育ての責任は第一義的には父母その

他の保護者にありますが、核家族化の進展

や地域のつながりの弱体化などにより、子

育て家庭が孤立化し、親の不安やストレス

が増加し、虐待などに及ぶ場合もありま

す。そのため、子育てをしている親などを

社会全体で支え、子どもが健やかに成長で

きる環境を整備することが必要であると

考えています。 

 問題点は、子育てを家庭の責任から

社会全体の責任にしたことです。子育

てに責任がないとなると社会のせいに

する親が増え、育児放棄、家庭内暴力

が助長され、ますます子どもの虐待が

増えると予想されます。 

ウ 

 社会全体で子育てということは、誰

が責任を負うのでしょうか。広島市で

は、最終的には行政が責任を負うので

しょうか。子育ての責任は親であり、

家庭にあるので、基本的な考え方が間

違っています。 

ウ 

 子育ては親が責任を負うべきと考え

ます。苦労しながら育つことで生きる

力が生まれるのであって、社会が育て

るなんてナンセンスです。 

ウ 

 社会全体が大人中心の社会となって

いる中で、この計画素案によって大人

自身がかえりみて、子どもたちが安心

して自立できるよう、周りの大人たち

が知恵を出し合ってやれたらいいと思

います。 

イ 未来を担う子どもたちが、健やかに育

ち、豊かな人間性を形成し、自立すること

ができるよう、地域住民及び団体、事業者、

行政などが協働して、社会全体での子育て

を推進していきたいと考えています。 

 
(2) 具体的な取組・事業等に関するもの（６０５件） 

 Ⅰ すべての子どもたちが健やかに育つ環境をつくります（８件） 

  意見要旨 対応 市の考え方等 

 「正しい食事のとり方や望ましい

食習慣の定着を図る必要がある」と

あるが、貧困で生活に困っている家

庭はどうすればいいのでしょうか。 

イ 計画に盛り込んでいるように、経済状

態が厳しい子育て家庭が増加しているこ

とを踏まえ、生活支援の充実、教育費の

負担の軽減などに取り組んでいきたいと

考えています。 

 喫煙の害について指導するとある

が、妊婦には必要であるが、保護者

にまで指導するのはやり過ぎだと思

います。 

ウ 乳幼児等の受動喫煙を防止するため

に、保護者に対しても、受動喫煙にかか

る健康への悪影響に対する知識の普及を

行う必要があると考えています。 
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  意見要旨 対応 市の考え方等 

 食育の推進については、幼年期に

自然と触れ合い、かつ労働すること

は、非常に心豊かな人間をつくるこ

とになるので、夏休み等の長期休暇

を利用して農林水産業の体験学習な

どの取組が必要だと思います。 

イ 「広島市食育推進計画（平成２０年（2008

年）３月策定）」に基づき、官民一体とな

って食育を推進しています。「食育推進プ

ロブラム」の中で、幼稚園や保育園、学

校における栽培体験、農業体験の場の提

供、農業体験教室などを実施しており、

今後ともこうした取組を一層進めたいと

考えています。 

 子どもが健やかに育つ環境のため

には、小児科医、産婦人科医の確保

のための広島市独自の取組を行うこ

とも大切だと思います。 

イ 本年１月に広島県が策定した「広島県地

域医療再生計画」において、本市等からの

提案に基づき、広島県、医師会、広島大学

等と連携して医師確保のための事業を進

めていくこととしています。 

 発達障害に対する理解と知識を持

つ先生となってもらえるよう、学校

の先生に対する教育をしてほしい。 

イ 学習障害等、特別な支援を必要とする子

どもに対する教職員の理解を深めるため、

指導資料の作成・配付を行うとともに、講

演会、研修会の開催などを行っています。 

 子どもを障害児デイサービスの施

設に通わせていますが、定員一杯で

入れない子がいるため、こういった

施設への支援を充実してほしい。 

イ 障害のある子どもへの日常生活におけ

る基本的な動作の指導、集団生活への適応

訓練などを行う児童デイサービス事業所

は、市内に３か所あります。今後、児童デ

イサービス事業の実施を希望する事業者

からの相談に応じ、事業所の開設に向けた

支援をしていきたいと考えています。 

 障害を持つ子どもの親は、登校の

際の付添など負担がかかっている状

況なので、負担を緩和するための事

業があればいいと思います。 

イ 障害のある子どもの地域における自立

生活や社会参加を促進することを目的と

して、外出の支援を行う移動支援事業を実

施しており、保護者が入院した場合や就労

する場合などに利用が可能です。 

 自由にボール遊びができる広いグ

ラウンドや広場が必要であれば、学

校の校庭を開放すればいいと思いま

す。 

ウ 学校は、放課後等の子どもの遊び場とし

て利用する場合には、管理者の確保など安

全管理上の課題や、学校教育施設としての

財産管理上の課題などがあるので、各学校

の実情を踏まえて対応していく必要があ

ると考えています。 

 
 Ⅱ すべての子育て家庭を支援する環境をつくります（７件） 

意見要旨 対応 市の考え方等 

可部地区には、安佐北区総合福祉

センターに子育てのオープンスペー

スが設置されたが、高陽地区からは

遠く、駐車場も狭く、交通も不便で

あるため、利用が困難です。 

地区社会福祉協議会で子育てオー

プンスペースを開設しようと思って

いるが、運営するための資金確保の

手段があれば教えてほしい。 

ウ 各区に１箇所の常設オープンスペース

の設置を進めており、全区において設置が

完了した後、立地条件や子どもの数等の実

態を踏まえ、拡充の検討を行いたいと考え

ています。 

地域のオープンスペースの運営に当た

っては、運営資金への支援は行っていませ

んが、要望に応じて子育て支援相談員など

を派遣し、遊びの指導や育児相談を行って

います。 
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意見要旨 対応 市の考え方等 

子育てのためのオープンスペースや

保育園・幼稚園でのイベントなどを午

前だけでなく午後にも実施してほし

い。 

イ 各区に設置を進めている常設オープ

ンスペースは、週５日、１０時から１５

時の間に開設し、子育て親子の交流や育

児相談等を実施しています。 

親教育が大切だという話を地域でし

ています。 
イ 計画に盛り込んでいるように、次世代 

の親となる青少年に対して、子どもを生

み育てることの意義やいのちの大切さ

に対する理解を深めるための取組を推

進するとともに、妊婦と乳幼児のふれあ

い体験や子育てに関する妊娠期からの

情報提供、新生児訪問指導、育児相談、

育児講座の開催などを引き続き実施し、

親の子育て力の向上に努めていきます。 

正社員として雇用するなど、労働者

が安心して育児に専念できるよう、企

業の意識改革のための働きかけを行っ

てほしい。 

イ 計画に盛り込んでいるように、社会全

体で子どもを育てる環境づくりを進め、

子育て家庭を支援するための就労環境

の整備などに取り組みたいと考えてい

ます。 

公立保育園の民営移管についてです

が、市立は一定の枠内での活動だが景

気に左右されにくいというメリットが

ありますが、私立はいろいろなことを

行ってくれるかわりに、景気等に左右

されるデメリットがあり、経営難にな

った場合に不安があります。 

イ 公立保育園の民間移管の移管先は社会

福祉法人に限定しています。この社会福祉

法人は、社会福祉事業を行うことを目的と

して設立された極めて公共性の高い法人

です。保育園の運営は、児童福祉法に基づ

いて行う福祉事業であり、運営に要する経

費については、市が支払うことになってい

ることから、運営費を適切に使用し、保育

園を運営している限り経営難になること

はありません。移管した後も、本市には指

導監督権限があるため、適正な運営が行わ

れるよう、指導・監督を行っていきます。 

保育園も日曜、祝日に預けることが

できるシステムが必要だと思います。 

イ 計画にも盛り込んでいるように、現在の

利用状況等を踏まえ、引き続き、休日保育

の充実に取り組んでいきたいと考えてい

ます。 

学校や幼稚園の統廃合により、送迎

や金銭面など親の負担が増え、ストレ

スによる虐待の増加などにつながるの

で、統廃合はしないでほしい。CO2削減

などの取組を進めるに当たっても、地

域との関わりが持てることを考えて

も、徒歩や自転車で通える距離に保育

園や幼稚園があればよいと思います。 

ウ 幼稚園は、市内には市立が２７園、私立

が９２園あり、本市の幼稚園児の９割近く

は私立幼稚園に通園しています。このたび

の「広島市立幼稚園のあり方の基本的方向

性について（案）」では、現在の市立幼稚

園の園児募集区域を基本とするエリアご

とに少なくとも1園は存続することにして

おり、存続する園は通園のしやすさなども

考慮して選定しています。 

 保育園は、市内には、公立が８９園、私

立が７２園あります。今後も、保育需要の

動向を勘案し、適切な配置となるよう努め

てまいります。 
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 Ⅲ 豊かな教育環境をつくります（５件） 

意見要旨 対応 市の考え方等 

「小学生スポーツ交歓大会」は、ス

ポーツが不当な子どもはどうすればい

いのですか。一部の者だけが恩恵にあ

ずかるようなことはしてはならないと

思います。 

ウ 小学生スポーツ交歓大会は、サッカー、

バレーボール、陸上競技など、子どもの地

域におけるスポーツ活動の機会を増やす

ために実施しているもので、今後も事業の

充実に努めていきたいと考えています。 

学校の朝の時間に読書の時間を週に

数回設けているような取組は大変よい

ことなので進めていってほしい。 

イ 本市の各学校では、読書活動についての

全体計画・年間指導計画を作成し、朝の読

書活動などを推進しており、引き続き、取

組を充実させていきます。 

下校時間以降、希望者には退職した

先生が勉強を教えてくれる取組があれ

ば、国語、算数(数学)、英語、音楽、

パソコンなど個人で習わす余裕がなく

ても、学力向上や将来の夢に繋がるも

のがあると思います。 

ウ 本市では、「大学生による学校支援活動」

を実施し、大学生による授業のための教材

作成や授業中の指導の補助、放課後の補充

学習などを行っており、今後も継続して個

に応じた指導の充実に努めたいと考えて

います。 

学校以外のフリースクールなども

社会が認める時代が来ていると思う

ので、そういう場所への支援の充実

も必要だと思います。 

ウ 不登校の子どもに対しては、多様な状況

に応じた支援が重要であり、一人一人のニ

ーズに応じ、多様な形態の支援を行うこと

が必要であると考えています。 
学校以外の場所での支援として、市内４

ケ所に「ふれあい教室」を設置し、教科学

習の支援、グループ活動指導、自然体験や

社会体験の実施等を通して、社会的自立の

ための支援を行っています。また、フリー

スクールなどの民間施設等に通っている

子どもについても、民間施設等と必要な情

報等を交換するなど、十分に連携して支援

を行うことが大切と考えています。 
安全安心のできる通学路とするた

め、一部道路の拡幅、進入路の変更、

車両の進入禁止、煙草のポイ捨て禁止、

住宅地横の植栽への農薬散布の禁止な

どを要望します。 

イ 計画にも盛り込んでいるように、地域ぐ

るみで子どもの安全を守る取組を推進す

るため、引き続き、安心・安全な通学路の

整備などに取り組んでいきたいと考えて

います。 

具体的な対応については、各地域で状況

が異なるため、区役所などで行うことにな

ります。 
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 Ⅳ 子どもが社会に参加するための環境をつくります（５８４件） 

意見要旨 対応 市の考え方等 

子ども条例制定について反対しま

す。 
（５８４件） 

ウ 子ども条例の検討に当たっては、これま

で市民説明会や意見募集などを通じて多

くの方々から意見をいただいています。今

後とも、公民館などでの出前講座、シンポ

ジウムの開催など、市民の方々により一層

の周知を図り、共通の基盤に立った上で十

分な議論を行い、その中で出てきた意見を

できるだけ条例に反映させていきたいと

考えています。 

なお、子ども条例制定が、平成２２年度

（2010 年度）以降になることに伴い、主な

施策展開、事業展開などの修正を行いまし

た。 

子ども権利擁護委員会の設置につい

ては、司法とは別の擁護委員に裁かれ

ること、擁護委員は公務員でも日本国

籍を有さなくてよく、民間人であり何

らかの利害関係が生じやすく公平性に

かけること、大人が一方的に裁かれる

ことになることなどから、反対します。

問題があるときは、今まで通り司法の

場で裁かれるべきです。 

ア 子ども権利擁護委員会は、子ども条例

（平成２２年度（2010 年度）以降制定予

定）に基づいて設置するものであることか

ら、事業展開の「子ども権利擁護委員会の

設置」を削除しました。 
今後、子ども条例制定に向けた取組の中

で検討していきたいと考えています。 

 
(3) その他（４件） 

意見要旨 対応 市の考え方等 

「子どもと子育て家庭を取り巻く現

況について」の資料で、「小・中学生の

朝食摂食状況」の摂食サンプル数と「ふ

だんの遊び場の満足度と望む遊び場に

ついて」の区ごとのデータがあったほ

うがいいと思います。 

ア 「小・中学生の朝食摂食状況」について

は、市立の小学校５年生と中学校２年生を

対象として実施している調査であること

を記載しました。 

 「ふだんの遊び場の満足度と望む遊び場

について」は、区ごとの分析を行いました

が、傾向に差異が見られませんでしたの

で、全市分を掲載しています。 

 虐待の通報の際、通報者の氏名が

わかるので通報しづらいが、何か対

策を行っているかどうか教えてほし

い。 

イ 通報者に対し、状況の変化等の情報をい

ただくために、氏名をお聞きすることがあ

りますが、匿名でも構いません。 

財政難であっても子育てしやすい環

境にするためには、子育て世帯の意見

を聴き、取り組んでいくことが、親の

現状やストレスを知るきっかけにな

り、児童虐待を減らし、子育てしやす

く住みやすい環境になると思います。 

ウ 計画の推進に当たっては、子育て支援団

体などの関係者を含む審議会へ進捗状況

などを報告し、評価や意見を求めるととも

に、各事業を実施する際には、できるだけ

子育てを行っている方々の意見を伺いな

がら取り組んでいきたいと考えています。 

記載されている文章の中の専門用語

の解説があったほうがいいと思いま

す。 

ア わかりにくい用語には、本文の中に説明

を加えました。 

 


