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第２期京田辺市子ども・子育て支援事業計画の 

策定に係るパブリックコメント結果 
 

 

 

（１）案件名    第２期京田辺市子ども・子育て支援事業計画（案） 

（２）募集期間   令和元年１２月２４日（火）から令和２年１月２３日（木）まで 

（３）意見提出者  ７名 

（４）意見の数   １９件 

（５）意見への対応内訳 

 

 

 

 

 

対応区分 件数 

計画に追加又は修正するもの（追加・修正） ２ 件 

計画に趣旨を記載済みのもの（趣旨記載） ７ 件 

計画の実施段階で参考とするもの（参考） ９ 件 

その他 １ 件 

合計 １９ 件 
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整理番号 ご意見の概要 対応 
該当 

ページ 
ご意見に対する考え方 

１ 

病児保育をもっと充実させてほし

い。 

受診後、別施設へつれて行って、短

い時間預かってもらってすぐ戻ると

なると、現実的に仕事を休むしかな

い。 

追加・修正 
８４ 

１０６ 

本市での病児保育事業は２つの医療機関で

実施をしています。そのうちの１か所は診

療所と保育施設が離れており、感染症等の

流行期には診療所が混雑することなどによ

り、ご指摘のようなことが生じるものと考

えますので、事業の参考とさせていただき

ます。 

なお、病児保育については市民ニーズも高

いことから事業の充実が必要と認識してお

りますので、今後、整備を進める北部市立

幼保連携型認定こども園に看護師を配置

し、新たに体調不良児対応型の病児保育事

業を実施することとし、重点事業として追

加します。 

重点事業の「市立幼保連携型認定こども園

の整備事業」の事業概要に、「○体調不良

児対応型の病児保育事業の実施」を追記し

ます。 

２ 

父母用だけでなく、祖父母世代への

冊子を作ってほしいです。 

無理解、心ない“助言”に傷つくこ

とが多いという若いお母さんたちが

とても多いです。（本人には目上のた

趣旨記載 ８１ 

「地域みんなで子育て推進事業」におい

て、祖父母世代への子育て講座の開催と祖

父母手帳の活用を行うこととしています。 
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め、言い辛い） 

３ 

分娩取扱い施設が少ないため、二人

目、三人目の妊娠、出産に前向きに

なれない。 

又、上の子を見てもらえる、頼れる

所がもっと充実すれば良いと思いま

す。 

参考  

市内の産科医院は近隣市町と比べ充実して

いると考えていますが、より充実した環境

とするため、一時預かり事業も含め、関係

機関との協議を行うにあたっての参考とさ

せていただきます。 

４ 

ファミリーサポートセンターについ

て 

利用したいと思ったが、口コミも入

ってこず一度も利用したことがなか

った。何か利用例やサポートする

人、される人の体験談などを知りた

かった。 

参考  
ファミリーサポートセンター事業の運営に

あたっての参考とさせていただきます。 

５ 

以前は松井ケ丘に「ちびっこラン

ド」という一時預かりもしてくれる

所があったが、歩いて行けることも

あり、利用予約もしやすく利用しや

すかった。 

市内の保育園へ一時利用を申し込も

うとしたが、急な場合は利用しにく

く、年度末などは利用不可な所もあ

り、気軽に利用できる状況ではなか

った。 

追加・修正 
８４ 

１０６ 

保育所等で運営している一時保育事業は予

約制で運営していることもあり、急な利用

や特定な時期の利用には予約が重なってし

まうことがありますが、事業の充実が必要

と認識しておりますので、今後、整備を進

める北部市立幼保連携型認定こども園で一

時保育事業を新設することとし、重点事業

として追加します。 

重点事業の「市立幼保連携型認定こども園

の整備事業」の事業概要に、「○一時保育

事業の実施」を追記します。 

なお、平成３１年度からは新たに松井ケ丘
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保育園とこもれびで、一時保育事業を始め

ました。 

６ 

放課後児童クラブについて 

将来、入れたいと思っているが、保

護者会の組織が作られ、役員に当た

り、おかしの準備やイベントの企画

などの仕事があると聞いた。仕事な

どで利用しているのに、＋α で時間

がとられるのが負担である。 

中学年になるとだんだん行きたがら

ないと聞くが、外部業者の教室（書

道・体操・英語教室・そろばんな

ど）を入れるか、学校の近くに誘致

して、学校帰りに行けるなどして欲

しい。 

参考  

今後の放課後児童クラブの運営にあたって

の参考とさせていただきます。 

なお、書道などの習い事に関して各家庭で

対応いただくべきものと考えています。 

７ 
市内幼稚園の施設・職員の充実を図

って欲しい。 

現在、諸費徴収は現金わたしでおつ

りや徴収日に気をつかっている。市

の教育委員会やその他市の職員が一

ヶ月内数日で作業できるのではない

か？職員の方々は忙しすぎて、連絡

するにも、気をつかいます。 

事務員の方が園に一人いてくれたら

助かります。 

趣旨記載 １０６ 

市立幼稚園の施設については、インフラ長

寿命化計画の策定事業や市立大住幼稚園の

建て替え等を行うこととしています。 

８ 参考  

職員の充実へのご提案につきましては、幼

稚園運営にあたっての参考とさせていただ

きます。 

９ 京田辺市は、資料のグラフからみる その他  京田辺市の就学前教育・保育全般に対する
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と他府県から小さい子どもを持つフ

ァミリー層の京田辺への転入がある

のかと思いますが、人口の推移のグ

ラフを見ていると０歳児が増えてい

ないのが残念に思います。 

京都・奈良・大阪へのアクセスがし

やすく、ゆくゆくは新幹線も通り、

ますます発展していくであろう京田

辺。教育・保育環境の充実は必須条

件だと思います。 

女性の社会進出もあり、仕事と子育

ての両立支援は必要ですが、行政が

利用者のニーズに偏りすぎると子ど

もの育つ環境として課題が出てくる

ことが懸念されます。 

施策の方向（２）にもありますよう

に、子育てに係る意識の啓発は、こ

れまでも公立幼稚園、保育所が大切

にしてきた“親が育てば子どもが育

つ”環境を提供してきました。 

これから公立こども園の設立に向け

て大きく動いていきますが、そうい

った保育の素地を失うことなく、京

田辺の教育、保育が進んでいくこと

を切に願います。 

ご意見として承ります。 

１０ 
小学校から英語やダンス、プログラ

ミングなど、私たちが子どもの頃に

ほとんど関わりのなかった授業が始

参考  
幼稚園運営にあたっての参考とさせていた

だきます。 
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まるので、幼稚園のうちにもう少し

身近に感じられる体験等を増やして

ほしい。 

１１ 

幼稚園に子どもどうしのトラブルや

お母さんたちとの付き合い方、先生

方への思いなどを相談できるカウン

セラーのような方がいればありがた

い。又はそのような事を気軽に話せ

る機会が欲しい。 

趣旨記載 

８３ 

９２ 

９９ 

保育所（園）・幼稚園・こども園などにお

ける相談事業を実施することとしていま

す。 

１２ 

諸費徴収やあずかり保育の書類な

ど、わざわざ先生に手間を取らすの

も申し訳ない。事務的なことをして

くださる事務員のような方がいれば

助かる。 

参考  
幼稚園運営にあたっての参考とさせていた

だきます。 

１３ 

子供より大人が増え騒音と捉えられ

る場面が増えている。社会の子育て

理解をすすめる活動・提言をしてほ

しい。 

趣旨記載 ７３ 

「２ 基本的な視点」の「（３）地域社会

全体で子育て支援」に記載のあるように、

本計画では「社会のあらゆる分野における

すべての構成員が、子ども・子育て支援の

重要性に対する関心や理解を深め、各々が

協働し、それぞれの役割を果たすことが必

要であるとの認識のもと、各種施策を進め

ていくこと」としています。 

１４ 

子供は本来自由でわがままに甘えた

り、必要な教育や関わりの中で育て

られる必要があるもの。病気になっ

たら体を治すだけでなく心のケアも

いるもの。仕事を両立する際に必要

なのは病児保育ではなく、保護者の

ゆったりとしたかかわり。社会全体

の理解と、それが必要と見える心を

保護者に伝えていく行政的な力が必

趣旨記載 ７３ 
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要（幼、保、小、中の施設側からの

ＰＲだけでは弱い）。 

１５ 
安心して子供が遊べる公園やボール

活動、音楽活動ができる広場の確保

と住民への理解を求めるＰＲ。 

趣旨記載 １０６ 

子どもが自由に安全に過ごすことができる

遊び場を確保するため、公園の整備などを

進めることとしています。 

１６ 
幼児時代の無償化ではなく、義務教

育終了後の教育費の必要性を早めに

訴える。 

参考  

第２期京田辺市子ども・子育て支援事業計

画を進めるにあたっての参考とさせていた

だきます。 

１７ 
小学校格差があわられているため、

小学校の学区をかえて人数調整。ス

クールバス運行。 

参考  
今後の小学校運営を進めるにあたっての参

考とさせていただきます。 

１８ 
幼・小・中学校の施設の耐震、危険

な所の確認、改善 
趣旨記載 １０６ 

「インフラ長寿命化計画策定事業」により

進めることとしています。 

１９ インフルエンザ予防接種の費用助成 参考  

インフルエンザの予防接種は、国が任意接

種としていることから費用助成を行ってい

ませんが、今後の「感染症予防対策の充

実」を進めるにあたっての参考とさせてい

ただきます。 

 

 

問い合わせ先  輝くこども未来室 

        電  話 ０７７４－６４－１３５０  

        Ｅメール mirai@city.kyotanabe.lg.jp 


