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「第２期広島市子ども・子育て支援事業計画（素案）」に対する市民意見募集の結果について 

 

１ 募集期間 

令和元年１２月２５日(水) ～ 令和２年１月２４日(金) 

 

２ 募集方法 

 ⑴ 広島市ホームページに募集記事を掲載 

 ⑵ 広報紙「ひろしま市民と市政（令和２年１月１日号）」に募集記事を掲載 

 ⑶ こども未来調整課、各区保健福祉課（東区は福祉課）及び公文書館に閲覧・配布用資料を設置 

 

３ 受付方法 

  窓口への持参、郵送、ファックス、電子メール及び広島市ホームページの応募フォーム 

 

４ 意見の件数 

  ２８件（１１人） 
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５ 意見の該当箇所別・対応区分別内訳（単位：件） 

対応区分 

該当箇所 
ア※１ イ※２ ウ※３ 計 

第２章 子どもと子育て家庭を取り巻く状況と今後の課題  1  1 

１ 現状と課題（総論）  1  1 

  １ 現 状  1  1 

第３章 計画の基本的な考え方  1 1 2 

  １ 本市が目指すべき姿  1 1 2 

１ 基本理念  1 1 2 

第４章 施策展開 5 6 12 23 

  基本的視点１ 子どもの発達段階に応じた多様で良質な切れ目のない支援の充実 3  3 6 

重点施策⑵ 乳幼児期の教育・保育の総合的な推進   1 1 

重点施策⑶ 個に応じたきめ細かな質の高い教育の推進 1   1 

    重点施策⑹ 子育て家庭等に対する相談支援体制の充実 2  2 4 

  基本的視点２ 社会的支援の必要性が高い子ども・家庭へのきめ細かな支援の充実 1 4 5 10 

    重点施策⑴ 児童虐待防止対策の推進  1  1 

    重点施策⑶ 障害のある子どもに対する支援 1 3 5 9 

基本的視点３ 地域のあらゆる構成員による子育て支援の充実 1 2 4 7 

    重点施策⑴ 地域共生社会の実現に向けた取組の推進 1 2 3 6 

重点施策⑷ 安全・安心なまちづくりの推進   1 1 

第５章 教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込み（需要）と確保方策（供給）  1 1 2 

３ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み（需要）及び確保方策（供給）  1 1 2 

    ６ 放課後児童健全育成事業   1 1 

    【参考】第１期広島市障害児福祉計画（抜粋）  1  1 

計 5 9 14 28 

※１ 対応区分 ア ： 意見の趣旨を第２期広島市子ども・子育て支援事業計画（案）に反映させるもの 

※２ 対応区分 イ ： 意見の趣旨が既に第２期広島市子ども・子育て支援事業計画（素案）に盛り込まれているもの 
※３ 対応区分 ウ ： 今後の事業・取組の推進に当たり、意見の趣旨を参考にするもの 



3 

 

 

６ 意見要旨及び本市の考え方 

 ア 意見の趣旨を第２期広島市子ども・子育て支援事業計画（案）に反映させるもの【５件】 

番
号 

計画 
(素案)
ページ 

該当箇所 意見要旨 本市の考え方 

１ 30 

第４章 施策展開 

基本的視点１ 子どもの発達段階に応じた多 

様で良質な切れ目のない支援 

の充実 

重点施策⑶ 個に応じたきめ細かな質の高い 

教育の推進 

主な施策展開③ 教育環境の充実 

主な事業・取組の「ＩＣＴ環境の整備・活用の促進」につ

いて、広島県教育委員会では病気等で長期入院中の高校生

について、希望者には遠隔サポートシステム等を利用した

教育支援ができるようになっていると聞いている。小・中

学生については、院内学級の仕組みがあるが、退院して元

の学校に戻っていく子も多いことから、広島市でも希望者

には遠隔サポートシステムを利用して、元の学校の児童や

教員と交流できるよう検討してほしい。 

左記取組の内容に、ＩＣＴ環境整備後の利

活用を推進する旨を追加しました。 

なお、院内学級においては、これまでも、元

の学校と連携を図り、児童生徒の病気の状態

や目的に応じて交流を行っています。 

２ 37 

第４章 施策展開 

基本的視点１ 子どもの発達段階に応じた多 

様で良質な切れ目のない支援 

の充実 

重点施策⑹ 子育て家庭等に対する相談支援 

体制の充実 

主な施策展開①の「子どもの養育に関する相談支援の充

実」について、孤立感や負担感を感じる割合が減らないこ

とから、保健師や助産師、家事支援などの訪問支援の充実

は益々必要と思う。その際、「ホームスタート」のようなボ

ランティアによる訪問支援も有効だと実感している。専門

家の訪問があってこそだが、専門家だけではカバーしきれ

ない身近なサポートをボランティアが担っており、このよ

うに民間と連携したアウトリーチ型の支援を計画の中に盛

り込んで欲しい。 

 

 左記該当箇所の施策展開①の本文に、民生

委員・児童委員やＮＰＯ等の関係機関と連携

を図る旨を追加しました。 

３ 37 

第４章 施策展開 

基本的視点１ 子どもの発達段階に応じた多 

様で良質な切れ目のない支援 

の充実 

重点施策⑹ 子育て家庭等に対する相談支援 

体制の充実 

主な施策展開①の「子どもの養育に関する相談支援の充

実」について、国の「地域共生社会に向けた包括的支援と多

様な参加・協働の推進に関する検討会の最終とりまとめ」

では、「断らない相談支援」「子育て支援も含めて地域の中

で幅広いネットワークを構築する」「支援を届ける姿勢で積

極的にアウトリーチする」など、かなり踏み込んだ内容が

盛り込まれている。このような内容も盛り込んではどうか。 

 

 「断らない相談支援」等については、第 4章 

施策展開－基本的視点 3－重点施策⑴－②に、

「地域共生社会の実現に向けた取組の推進」

として「包括的な相談支援体制の整備」を掲

げており、「区役所厚生部の再編」や「保健師

地区担当制の導入」により、本人・世帯の属性

にかかわらず受け止める相談支援に取り組ん

でいくこととしています。 

 また、左記該当箇所の施策展開①の主な事

業・取組に、「保健師地区担当制の導入」を追

加しました。 
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番
号 

計画 
(素案)
ページ 

該当箇所 意見要旨 本市の考え方 

４ 47～48 

第４章 施策展開 

基本的視点２ 社会的支援の必要性が高い 

子ども・家庭へのきめ細かな 

支援の充実 

重点施策⑶ 障害のある子どもに対する支援 

主な施策展開② 相談支援・生活支援の充実 

 

障害児の「移動支援」は、「社会的支援の高い子ども・家

庭へのきめ細かな支援の充実」の中には入らないのか。障

害児に対する移動支援を仕事として８年間ほど携わってい

るが、彼ら・彼女らの社会参加への支援をする事により、確

実に彼ら・彼女らは社会性を獲得していき、周囲の健常の

方の理解もより深まって来ている。ぜひ、この項目に「移動

支援」も入れてほしい。 

 

 

 

左記該当箇所の施策展開②の本文に、外出

の支援を行う旨を追加し、主な事業・取組に、

「移動支援事業」を追加しました。 

 

５ 60 

第４章 施策展開 

基本的視点３ 地域のあらゆる構成員による 

子育て支援の充実 

重点施策⑴ 地域共生社会の実現に向けた 

取組の推進 

 

現状と課題の４段落の「家庭、地域、企業など社会を構

成する全ての人々」という記載の中に、NPO団体も入れて

ほしい。広島市地域共生社会実現計画には NPOも記載され

ている。 

 

 

 左記該当箇所の現状と課題において、「社

会を構成する全ての人々」の例示として、Ｎ

ＰＯを追加しました。 

 併せて、同様の記載となっている他の４箇

所にもＮＰＯを追加しました。 

 

 

 

  イ 意見の趣旨が既に第２期広島市子ども・子育て支援事業計画（素案）に盛り込まれているもの【９件】 

番
号 

計画 
(素案)
ページ 

該当箇所 意見要旨 本市の考え方 

１ 4 

第２章 子どもと子育て家庭を取り巻く状況 

と今後の課題 

１ 現状と課題（総論） 

１ 現 状 

テストの点と社会性、のちの会社での成功は相関性も保証

されたものではありませんし、面白く教えて、友人とたのし

くやれば力になりますし、勉強は社会の人のためになるもの

を創造するためにするものであり印字のテストの点のみのた

めにするものではありません。会社も知識の変化と工夫につ

いていける人を求めています。（原文ママ） 

 ご意見の趣旨については、左記該当箇所

において、急速な技術革新やグローバル化

の進展など、社会状況がめまぐるしく変化

していく中で、将来を担う子どもにはこう

した変化に対応していくことのできる知識

や能力が求められているとともに、その能

力を最大限発揮できるように育成していく

ことが不可欠である旨の認識を記述してい

ます。 
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番
号 

計画 
(素案)
ページ 

該当箇所 意見要旨 本市の考え方 

２ 18 

第３章 計画の基本的な考え方 

１ 本市が目指すべき姿 

１ 基本理念 

広島市の子どもにどのような育ちをしてほしいのか、どの

ような力をつけてほしいのかについて、明確に方向性が示さ

れていない。 

広島市が目指す「質の高い幼児教育・保育」について、「遊

びを通しての学び」の大切さ、「主体的で深い学び」、「非認知

能力」、「生きる力」を育む保育を盛り込むなど、子どもの育

ちにおいて何を重要視するのか、今一度検討されたい。 

 子どもの育ちに関する方向性について

は、左記該当箇所において、「子どもが主体

性や自立性、社会性を身に付け、心豊かな大

人に成長することができるよう、一人一人

の子どもが有する様々な能力を引き出しつ

つ、何事にも自己肯定感を持って主体的に

取り組む姿勢を育むことを大切にする」と

記載しています。 

 また、質の高い幼児教育・保育について

は、第４章の基本的視点１の重点施策⑵に

おいて、「遊びや生活の中で、将来の学びに

つながる質の高い教育・保育を行う」と記載

しており、ご意見の趣旨についてはこの中

に含んでいます。 

３ 43 

第４章 施策展開 

基本的視点２ 社会的支援の必要性が高い 

子ども・家庭へのきめ細かな 

支援の充実 

重点施策⑴ 児童虐待防止対策の推進 

主な施策展開③ 児童相談所の支援体制の 

充実 

児童虐待防止対策について、就学前の子供に対する早期発

見については書かれているが、就学後の子供についてはどの

ように早期発見・早期対応するのか具体的に書くべきではな

いか。学校ではどのように対応するのか。 

 

 就学後の子どもに対する児童虐待の早期

発見・早期対応については、左記該当箇所に

おいて、「学校との連携の強化」として「す

べての学校の校内組織に位置付けられた教

育相談・支援の担当教員と連携し、学校から

児童虐待の端緒を把握した旨の情報提供が

あった場合に、適切な対応・支援を行う」と

記述しており、この中に学校での対応を含

んでいます。 

４ 47 

第４章 施策展開 

基本的視点２ 社会的支援の必要性が高い 

子ども・家庭へのきめ細かな 

支援の充実 

重点施策⑶ 障害のある子どもに対する支援 

主な施策展開① きめ細かい発達支援の充実 

療育センターの充実。光町と北部。もっと増やす。民間施

設との連携。（原文ママ） 

 こども療育センターの充実については、

左記該当箇所において、「こども療育センタ

ーの充実」を施策展開の方向性として掲げ、

「建替えによる施設機能の充実」や「医師等

専門スタッフの充実」に取り組むこととし

ています。 

 また、民間施設との連携については、左記

重点施策の「現状と課題」の中で、相談支援

事業所等の関係機関と連携しながら、障害

児やその保護者に対する総合的な支援を推

進していく必要がある旨の認識を記述して

おり、こども療育センターにおいても、こう

した認識の下、取組を進めてまいります。 
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番
号 

計画 
(素案)
ページ 

該当箇所 意見要旨 本市の考え方 

５ 49 

基本的視点２ 社会的支援の必要性が高い子

ども・家庭へのきめ細かな支

援の充実 

重点施策⑶ 障害のある子どもに対する支援 

主な施策展開④ 特別支援教育の充実 

特別支援学校の医療的ケアの充実に関して、医療的ケアの

看護師の人数が足りていない現状をどのように考え、どのよ

うに確保していくのか記載していただきたい。 

学校における医療的ケアの看護師の配置

については、広島特別支援学校を含む市立

学校における取組として、主な事業・取組の

「特別支援教育の充実」で体制の充実を図

ることを記載しています。 

 

 

６ 49 

第４章 施策展開 

基本的視点２ 社会的支援の必要性が高い子

ども・家庭へのきめ細かな支

援の充実 

重点施策⑶ 障害のある子どもに対する支援 

主な施策展開④ 特別支援教育の充実 

障害のある子どもの教育に関して、現在、文部科学省が進

める特別支援教育は、障害のある子どもを特別支援学校など

の障害者だけが生活する場へ誘導する役割しか果たしていな

いが、普通学校においても障害のない子どもと共に生き学ぶ

教育を保障していくべきである。 

 

 

本市におけるインクルーシブ教育の推進

に関しては、市立学校において取り組むも

のとして、主な事業・取組の「特別支援教育

の充実」で記載しています。 

７ 60 

第４章 施策展開 

基本的視点３ 地域のあらゆる構成員による 

子育て支援の充実 

重点施策⑴ 地域共生社会の実現に向けた 

取組の推進 

主な施策展開① 地域における多様な交流機 

会の提供 

子育ての不安や孤立化を解消するためには、身近で顔の見

えるつながりを作っていく必要がある。オープンスペース、

保育園等の保護者が集まる場所で、地域の力も借りながら、

より積極的に親同士のつながりづくりを仕掛けていく必要が

あるのではないか。親が親として育つことを応援するような

学習機会の提供や交流の場の提供も検討してほしい。 

 親同士のつながりづくりについては、左

記該当箇所において、地域が行う共助とし

ての子育て支援の展開を行政としてバック

アップしつつ、その協力を得ながらきめ細

かい子育て支援を推進する旨を記載してお

り、施策展開の方向性として「オープンスペ

ースの拡充」、「保育園等を活用した交流の

促進」等を掲げて取り組むこととしていま

す。 

 

 

８ 60 

第４章 施策展開 

基本的視点３ 地域のあらゆる構成員による 

子育て支援の充実 

重点施策⑴ 地域共生社会の実現に向けた 

取組の推進 

 

地域で実施している子育てサロンやオープンスペースとの

連携も含めて、出張ひろばを開催し気軽に行ける場所が身近

に増えることで、出かけやすく相談しやくなると思う。地域

子育て支援コーディネーターが出張ひろばで「身近な相談」

や「情報提供」、「必要な支援につなげる」ことが可能になる

と思う。 

 

 出張ひろばについては、左記該当箇所に

おいて、「公募型常設オープンスペースの運

営補助・拡充」としてその充実を図ることと

しています。具体的には、平成３１年度から

出張ひろばを一部実施しており、今後も運

営団体と協議しながら、可能なところから

拡大していくこととしています。 
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番
号 

計画 
(素案)
ページ 

該当箇所 意見要旨 本市の考え方 

９ 105 

第５章 教育・保育及び地域子ども・子育て

支援事業の量の見込み(需要)と確保

方策(供給) 

参考 第１期広島市障害児福祉計画（抜粋） 

⑸ 障害児支援 

② 第４期計画期間の実績及び新たな計画期

間の見込み 

ア 障害児通所支援 

(ｳ) 放課後等デイサービス 

障害児の放課後デイサービスについて、昨年から日数が減

らされ、就労したくても就労できない。小学校は放課後児童

クラブの待機児童の解消に力をいれるのになぜ障害児の家庭

は逆に日数が減らされるのか。今後の事業者の増加など目標

値を具体的に示してほしい。 

 

放課後等デイサービスの目標値について

は、平成３０年３月に策定した「第１期広島

市障害児福祉計画」において、平成３０年度

から令和２年度までのサービス量及び利用

者数を見込んでおり、第２期広島市子ども・

子育て支援事業計画においても、左記該当

箇所にこれを掲載しています。 

なお、令和３年度以降については、次期広

島市障害児福祉計画が策定された段階で、

その内容を反映させることとしています。 

また、障害児通所支援の利用日数につい

ては、国の通知により、原則として、各月の

日数から８日を控除した日数が上限となっ

ており、障害児の家族の就労支援又は障害

児を日常的に介護している家族の一時的な

休息を目的とする場合には、地域生活支援

事業の日中一時支援等をご利用いただくこ

ととしています。 

 

  ウ 今後の事業・取組の推進に当たり、意見の趣旨を参考にするもの【１４件】 

番
号 

計画 
(素案)
ページ 

該当箇所 意見要旨 本市の考え方 

１ 18 

第３章 計画の基本的な考え方 

１ 本市が目指すべき姿 

１ 基本理念 

福祉的なニーズのない保護者が、我が子を「自分ごと」と

して育てる責任があることを、より自覚できるような「親力

向上」の機会を増やしていく必要性を感じている。保育者の

資質を向上させて、保護者に子育てのアドバイスをすること

も大切だが、それ以前に、親自身が「子育てにおいて第一義

的責任を有している」という自覚を持って、子どもを心身と

もに健やかに育てていけるよう盛り込んでいただきたい。 

乳幼児期は親子の絆、保護者との愛着形成が子どもの育ち

のベースとなることを、「切れ目のない子育て支援」の柱とし

て盛り込み、保護者が主体的に子育てをする大切さを発信し

てほしい。 

 子ども・子育て支援法を始めとする関係

法律において明記されているとおり、「父母

その他の保護者が子育てについての第一義

的責任を有する」という基本的認識を前提

として、子ども・子育て支援は進められる必

要があると認識しています。また、親自身

は、周囲の様々な支援を受けながら、実際に

子育てを経験することを通じて、親として

成長していくものと考えています。 

今後もこうした考え方やご意見を踏まえ

て、すべての子育て家庭を対象に、いわゆる

「親育ち」の過程を支援してまいります。 
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番
号 

計画 
(素案)
ページ 

該当箇所 意見要旨 本市の考え方 

２ 25 

第４章 施策展開 

基本的視点１ 子どもの発達段階に応じた多 

様で良質な切れ目のない支援 

の充実 

重点施策⑵ 乳幼児期の教育・保育の総合的

な推進 

 

保護者ニーズに応えることを最優先に、延長保育等の「保

育サービス」を充実させることが、子どもにとっての最善の

利益と反していることに不安を抱いている。今一度、保育時

間の適正利用の推進や週５日登園児の保育料減額など、広島

市においても、保育現場の実態や保育者の立場、長時間預け

られている子どもの姿を十分確認してから、保護者のニーズ

に応えるようにしてほしい。 

 

 「父母その他の保護者が子育てについて

の第一義的責任を有する」という基本的認

識を前提として、子どもの健やかな成長と

保護者の就労の両立に向けて、子どもが必

要な保育を受けられるように取り組んでま

いります。 

３ 37 

第４章 施策展開 

基本的視点１ 子どもの発達段階に応じた多 

様で良質な切れ目のない支援 

の充実 

重点施策⑹ 子育て家庭等に対する相談支援 

体制の充実 

 

物理的に一人で子育てをしている家庭（夫が単身赴任など）

には、無償または低い金額でヘルパーを利用できるようにし

てほしい。特に母親が持病を抱えている場合などは不安感や

負担感が大きい。 

 

 子育て家庭の孤立化や子育てに対する負

担感等の増大は、産後うつや児童虐待等に

つながりかねない大きな課題であると認識

しています。 

ご意見については、保護者の孤立や負担

感を和らげることのできるように寄り添

い、適切な支援を推進するにあたっての参

考とさせていただきます。 

４ 37 

第４章 施策展開 

基本的視点１ 子どもの発達段階に応じた多 

様で良質な切れ目のない支援 

の充実 

重点施策⑹ 子育て家庭等に対する相談支援 

体制の充実 

身近な相談の場を設けることについて、利用者支援事業を

地域福祉計画の取組エリア（各保健師の担当地区）に応じて

複数個所で実施することを盛り込んではどうか。困ったとき

にすぐに相談できる場所を、保健師の担当地区ごとの身近な

所に設け、いつでも気軽に相談できるようにすることで、子

育て家庭の抱えうる複合的な家庭の困りごとも同時に解決が

図られ、不安が軽減されてゆったりとした気分で過ごせるよ

うになると思う。 

 現在、利用者支援事業のひとつとして、地

域子育て支援センターを各区１箇所設置

し、専門の相談員による支援を行っている

ところです。 

 ご意見の内容の実現は、相当の人員や予

算の確保が必要であり、現状では困難と考

えていますが、令和２年度から全区で導入

する保健師地区担当制などにより、複合的

な問題への対応を含め、きめ細かな支援を

実施してまいりたいと考えています。 

５ 46 

第４章 施策展開 

基本的視点２ 社会的支援の必要性が高い 

子ども・家庭へのきめ細かな 

支援の充実 

重点施策⑶ 障害のある子どもに対する支援 

 

重点施策として「障害のある子どもに対する支援」を挙げ

ているが、これらの施策の根底として、障害者権利条約が求

めるインクルーシブ社会を推進していく方向が貫かれなけれ

ばならない。生活の場を分けるのではなく、必要な支援を受

けながら地域社会で障害のない子供たちと共に育つことがで

きる環境整備をしていくべき。 

 

 ご意見のとおり、障害のある子どもとな

い子どもがともに育つインクルーシブ社会

の実現は非常に重要と認識しており、今後

も引き続き取組を進めてまいります。 
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番
号 

計画 
(素案)
ページ 

該当箇所 意見要旨 本市の考え方 

６ 46 

第４章 施策展開 

基本的視点２ 社会的支援の必要性が高い 

子ども・家庭へのきめ細かな 

支援の充実 

重点施策⑶ 障害のある子どもに対する支援 

市の療育センターと地域にある児童発達支援の担当課がこ

ども未来局と障害自立支援課に分かれているが、障害のある

子どもたちの支援を一元的に考えていくには、少なくとも行

政担当は一つにまとめるべきではないかと思う。また幼保無

償化が始まり一般の幼稚園などにも障害のある子どもの割合

が増えていくのではとも思う。専門施設ではなく幼稚園など

を利用する障害のある子どもたちの施策をこれからは考えて

いく必要性が高まることから、すべてを考え方向性を見出し

ていくには障害の有無に関わらず「ひろしまのこども」を総

括して考え担当する部署が必要ではないかと思う。 

障害児施策の所管について、例えば、こど

も未来局に一元化した場合、市民等へのわ

かりやすさの向上、インクルージョンや子

どもの発達の視点の明確化などのメリット

がある一方で、障害児と障害者の施策の企

画等の所管が別々になり障害に係る施策を

一体的・総合的に推進する上で支障となる、

サービス提供事業者にとって窓口が別々に

なり事務が煩雑になる、対象者を１８歳で

区分していない事業があり年齢による所管

の区分ができないなどのデメリットもあり

ます。 

このため、当面は現行の所管を維持しつ

つ、両局がしっかりと連携を取りながら施

策を推進してまいります。 

７ 46 

第４章 施策展開 

基本的視点２ 社会的支援の必要性が高い 

子ども・家庭へのきめ細かな 

支援の充実 

重点施策⑶ 障害のある子どもに対する支援 

広島市に住む特別な配慮を必要とするこども達が、もっと

支援施設を利用できるように考えてほしい。障害を持つ子ど

もの親が何を必要としているか、もう一度考えてほしい。 

 

 障害のある子どもやその保護者のニーズ

をしっかりと把握し、適切な支援・療育が行

えるよう、ご意見を参考にしながら今後も

引き続き取り組んでまいります。 

８ 46 

第４章 施策展開 

基本的視点２ 社会的支援の必要性が高い 

子ども・家庭へのきめ細かな 

支援の充実 

重点施策⑶ 障害のある子どもに対する支援 

 

上限２０日撤廃。（原文ママ） 

 

（注）障害児通所支援の利用日数の取扱のこととして整理。 

障害児通所支援の利用日数については、

国の通知により、原則として、各月の日数か

ら８日を控除した日数が上限となってお

り、障害児の家族の就労支援又は障害児を

日常的に介護している家族の一時的な休息

を目的とする場合には、地域生活支援事業

の日中一時支援等をご利用いただくことと

しています。 

９ 46 

第４章 施策展開 

基本的視点２ 社会的支援の必要性が高い 

子ども・家庭へのきめ細かな 

支援の充実 

重点施策⑶ 障害のある子どもに対する支援 

 

現在、小学生の障害児の移動支援の行き先としては、学区

内の公園と公民館、昼食やおやつなどの購入のためのスーパ

ーなど（学区内）、雨天などの際には、廿日市市のあいプラザ

のみ（隣接の公園は禁止）と理解しているが、この点につい

て、より柔軟な対応をとって欲しい。 

 ご意見については、移動支援に関する個

別具体のご要望と受け止め、今後の事業推

進にあたっての参考とさせていただきま

す。 
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番
号 

計画 
(素案)
ページ 

該当箇所 意見要旨 本市の考え方 

10 60 

第４章 施策展開 

基本的視点３ 地域のあらゆる構成員による 

子育て支援の充実 

重点施策⑴ 地域共生社会の実現に向けた 

取組の推進 

 

地域子育て支援拠点事業について、数を増やすことよりも、

現在実施している拠点の事業内容を充実させることと併せ

て、運営に必要な補助金額を設定してほしい。数を増やすこ

とだけではなく、内容を充実させること、質を高めることを

盛り込んで欲しい。 

 ご意見については、公募型常設オープン

スペースに関する個別具体のご要望と受け

止め、今後の事業推進にあたっての参考と

させていただきます。 

11 61 

第４章 施策展開 

基本的視点３ 地域のあらゆる構成員による 

子育て支援の充実 

重点施策⑴ 地域共生社会の実現に向けた 

取組の推進 

 

多胎児や多子（双子以上）または年子への支援を具体的に

計画に入れるべきである。主な施策展開③の「子どもを生み

育てやすい環境整備の推進」に、多子または年子で自立歩行

が困難な年齢においては、介助ボランティアを派遣すること

やタクシー利用券を配布することなどを盛り込んでいただき

たい。 

 ご意見については、子育てしやすい環境

整備等に関する個別具体のご要望と受け止

め、今後の事業推進にあたっての参考とさ

せていただきます。 

12 61 

第４章 施策展開 

基本的視点３ 地域のあらゆる構成員による 

子育て支援の充実 

重点施策⑴ 地域共生社会の実現に向けた 

取組の推進 

転勤で広島市へ来られた方へのサポートも盛り込んでほし

い。子どもを連れて出かけるにも、交通機関や行き方がわか

らないため、なかなか目的地に行くことができなかったとい

う方が多い。 

 ご意見については、子育てしやすい環境

整備等に関する個別具体のご要望と受け止

め、今後の事業推進にあたっての参考とさ

せていただきます。 

13 69 

第４章 施策展開 

基本的視点３ 地域のあらゆる構成員による 

子育て支援の充実 

重点施策⑷ 安全・安心なまちづくりの推進 

地域子育て支援拠点においても防災教育の実施ができるよ

う盛り込んでほしい。幼稚園や保育園などの集団の場に属さ

ない子育て家庭こそ、防災意識の向上と環境整備及び実践的

な訓練が必要と思う。 

 ご意見については、公募型常設オープン

スペースに関する個別具体のご要望と受け

止め、今後の事業推進にあたっての参考と

させていただきます。 

14 100 

第５章 施策展開 

３ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込

み（需要）及び確保方策（供給） 

６ 放課後児童健全育成事業 

 【本市事業】放課後児童クラブ事業 

     （※）放課後子供教室 

放課後児童クラブの提供体制の確保の考え方の一つとし

て、「放課後子供教室との一体的な実施」が示されていますが、

以下の理由により、その削除を求めます。 

・ 子供教室との一体的な実施で提供体制を確保するために

は、５時までは全児童対策で、５時からは児童クラブとい

う方法になってしまいます。 

・ 子供教室の開設は今後５年間で新たに１施設の開設とい

う具体化にとどまっています。子供教室の開設はボランテ

ィアを中心に行われるだけに放課後児童クラブ開設より

も困難な面もあります。広島市自身が「一体的な実施」に

何の見通しも持っていないことを示しています。 

ご意見については、放課後児童クラブと

放課後子供教室の両事業に関する個別のご

意見と受け止め、今後の参考にさせていた

だきます。 

なお、放課後児童クラブを放課後子供教

室に変えていこうという考えはありませ

ん。放課後子供教室については、平成３１年

度に開始した事業であり、事業の担い手で

ある地域の方も必要になることから、基町

小学校区での事業の実施状況や効果を検証

しつつ、徐々に実施箇所を増やす計画とし

ています。 

 


