
第２期米沢市子ども・子育て支援事業計画（案）に対する意見の内容及びその意見に対する回答

パブリックコメント

№ 意見 市の考え方 担当課
修正の
有　無

分類

1

＜父親向け講座の週末開催に関する要望＞
講座が平日の日中に開催されており、夫の職場では仕事を休める環境が整っておらず、参加がかな

いませんでした。週末にあるとありがたいです。

　社会教育課では、父親の子育て参加を促進するため、子どもと
一緒に参加できる料理やスポーツ、工作などの講座（親子deチャ
レンジ☆）を開催しています。土日や祝日に開催しており、今後
とも多くの方が参加しやすい日程で開催してまいります。
　また、健康課では、赤ちゃんを迎える親講座は、過去に休日に
開催したことがありましたが、参加者が少なく平日の開催として
きました。ご意見を踏まえ週休日の開催についても検討していき
たいと考えております。

社会教育課
健康課

無 2

2

＜屋内遊戯施設への指導員の配置＞
子育て支援センターにはスタッフの方がいるので、例えば万が一、下の子を授乳しなきゃいけない

場面でも、上の子を少しの間見ていてもらえる安心感があります。屋内遊戯施設も同様に、指導員の
配置をお願いしたいところです。（他市の屋内遊戯施設にはいらっしゃいます）

　指導員の配置など具体的な屋内遊戯施設の運営に関しては、今
後、施設整備が進む中で、いただいたご意見も参考にしながら、

検討していきます。 こども課 無 2

3

＜催し物に関する宣伝・周知促進＞
もくいくひろばで行われているイベント（絵本の読み聞かせ）が、いつ行われているのかわかりま

せん。先日、受付の方に次回日程を聞いたのですが、わからないということでした。「決まり次第、
もくいくひろばに掲示されると思う」という回答だったのですが、もくいくひろばに定期的に遊びに
行くわけではないので、3か月くらい先の予定までを貼りだしたり、チラシを置いておいたりして頂
けるとありがたいです。

　現在「もくいくひろば」で開催しているイベントのうち、絵本
の読み聞かせについては、ボランティア団体と日程を調整しなが
ら行っているため、数か月先までの日程調整が難しく、翌月の日
程のみを「もくいくひろば」内の受付や掲示板に掲示させていた
だいております。また健康課職員による健康相談については、広
報よねざわ、市ホームページやＳＮＳを通じてお知らせしており
ますのでご利用ください。

健康課 無 4

4

＜子育て援助活動支援事業（ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業）自宅での見守り保育制度の追加＞
ファミリーサポート事業は大変ありがたいですが、協力会員さんの時給を上げたり、移動時間も仕

事時間として換算したりしてもいいので、自宅での見守り保育についてもサポートを行ってもらえる
ような制度があると嬉しいです。家で仕事をしたいと思っても、送迎の時間や手間（往復30分）を考
えると、結局サービスを利用せずに無理をして頑張ってしまおう、と考えがちです。

　米沢市ファミリー・サポート・センターでは、利用会員と協力
会員との間で承諾があれば、利用会員の家庭でのサポートも可能
としております。事前打ち合わせの際に協力会員とご相談くださ
い。

こども課
無 2

5

＜子育て援助活動支援事業（ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業）家事ヘルパー派遣計画の追加＞
　産後ケアの一環として、家事ヘルパーの派遣も事業に入れられないか検討していただきたいです。

　この事業の会員は、子どもを預かる有償ボランティアであるた
め家事援助は実施しておりませんが、保護者のリフレッシュや家
事のために子どもを預けることはできますのでご活用ください。

こども課
無 2

6

＜「ようこそ赤ちゃん事業」の内容について＞
出産のお祝いでくださる米沢織のマザーズバッグは、いまいち使いづらく、ママの声が反映されて

いないような印象です。荷物が多くなるので、チャックをつけて欲しいし、外側にチャックのついた
ポッケが欲しいです。デザインも古めかしいものが多く、せっかくのプレゼントなのに使われないよ
うではもったいない気がします。

　マザーズバッグは、地元の特産品である米織を使った製品とし
て作成しております。制作の段階でご要望すべてにお応えできな
いところはありますが、ママたちにアンケート調査を行い、バッ
グ以外にポーチなどを作成して、どちらかを選択できるようにし
たところです。今後もお使いになるママたちのご意見をお伺いし
ながら、出産のお祝い品として、より喜んでいただけるような内
容にしていきたいと考えております。

健康課 無 2

7

＜「市の子育てについて考えるワークショップ」開催への要望＞
子育て事業のことを子育て中のママが一緒に考える場を定期的に開催していただきたいです。ボラ

ンティアで協力してくれるママは多いと思います。一度、赤ちゃんサロンにいたとき、子ども課の方
が「市への要望はありますか？」とヒヤリングにいらしたことがあったのですが、いきなり要望を聞
くのではなく、ワークショップ形式にして頂いた方がママの声は聞き出しやすいと思います。アン
ケートおよび自由記述だけでは得られない当事者の声を拾うことが可能になり、現実に即した市の政
策を作っていけると思います。

　本市としては、できるだけ広い範囲の方々から、より多くのご
意見を聞くことが大切であると考えていることから、ワーク
ショップの開催予定はないものの、アンケート調査のほか機会を
とらえてご意見をお聞きしたいと考えております。 こども課

無 5
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8

＜子育て支援関連機関における連携の強化について＞
複数の子育て支援イベントの日程がかぶってしまうときもあり、できるだけ連携をとって日程がか

ぶらないようにして頂けると行きやすいです。子ども課、子育て支援センター、社会福祉協議会な
ど、関連機関において年間計画などの情報を共有していくことに努めて頂きたいです。

　子育て支援のイベントについては、各団体の意図により実施し
ている事業のため、日程調整については難しいと思われますが、
情報共有を図っていきます。 こども課

無 2

9

＜産後ケアへの要望＞
厚生労働省は母子保健関連施策で産後ケア事業について提唱している。各市町村でも産後ケアは開

始され、切れ目ない母子支援を目指し各職種が連携して母子にかかわっている。
【山形市】・ショートステイ、デイケア・乳房ケア・ママサポート【南陽市】・乳房ケア
【長井市】・乳房ケア【川西町】・乳房ケア
　

私は、母親たちの声からも産後ケアの必要性を感じている。実際、他市町で産後ケアに携わらせて
もらっているが、利用する方からは「こういう場所があってよかった」「母乳の相談をどこに何処に
聞いていいかわからなかった。」「補助があると利用しやすい。」「支援センターでは育児のことは
聞けるけど、母乳のことは聞けなくて」などの声が聞かれた。母乳の相談に関して、ちょっとした疑
問や、迷いがあっても、なかなか聞けるところがなく、乳腺炎になったりしなければ受診できない
と、とらえている母親が多い。だからこそ、もっと手軽に、もっと身近にケアを受けられるような政
策が必要なのだと考えられる。

児童虐待や産後鬱が増えている昨今、米沢市も早急に産後ケアを導入し、気軽に利用でき相談をし
やすい場所やシステムを作り、産後の母子に対して心身のケアや育児のサポートを進めていき、安心
して子育てしやすい町として市民が感じることのできる事業を進めていってほしい。

資金に関しては厚生労働省が母子保健衛生費の国庫補助として、妊娠・出産包括支援事業の産後ケ
ア事業に補助金交付を行っているため補助金の利用も考慮いただきたい。

　現在、本市では「おやこ広場」において助産師が授乳に関する
相談に応じておりますが、ご意見をいただいたような産後ケアの
導入までには至っていない状況です。切れ目ない子育て支援をさ
らに進めていくために、ご意見をいただいたような産後ケアの導
入に向けて検討を始めているところです。産後の母子の心身のケ
アや育児サポートを充実させ、安心して子育てしやすい環境整備
に努めていきたいと考えております。
　以上を踏まえて「基本目標Ⅲ　切れ目のない子育て支援を実施
します」の「（２）母と子の健康促進（健やか親子２１）」に追
加します。 健康課 有 2

10

＜放課後児童クラブについて＞
子どもを正和子どもの家に預けていますが、今年度は年度途中で負担増による予算話合いのやり直

し等、大変な1年となりました。他学童では学校やコミセンの一室を使っている等、家計負担もほぼ
なく、利用者の家計への影響は少なかったようですが、学区内にある学童から選ぶしかない親にとっ
ては施設によって負担額に大差があることにも納得しかねます。

学童によってかける予算が違う点(おやつ代や行事代など)は利用者の負担に反映されても仕方ない
と考えられますが、施設の存続のために必要とされた経費が大きかった施設には、他と比べて負担が
過大とならないような市からの援助があるべきではないかと思います。

子育て世代にとって学童はなくてはならない施設です。子どもの放課後の安全を守るために必要な
場所の運営が滞りなくされるよう、子どもたちが安心して遊べるように市としての支援をお願いいた
します。

本市には、38の放課後児童クラブ（支援の単位）があり、その
運営については、国の「子ども・子育て支援交付金交付要綱」に
基づき、クラブの児童の数、開所日数、開所時間等に応じ、同一
の基準で委託料を支払っています。また、この要綱に示された補
助事業をクラブ独自の計画によって実施する場合も、そのすべて
の事業に対して補助金を交付しています。さらに、施設を賃借し
ている場合には、市独自の支援としてその賃借料に対する補助も
行っています。

これらの事業費として平成31年度当初予算には488,724千円を
計上し、各クラブの運営に支障が出ないよう最大限の支援を行っ
ているところです。

こども課
無 3
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11

＜子育て世代の意見反映について＞
　米沢市が実施したアンケート調査を拝見しました。米沢市の子育て世代が、現在の子育て支援に満
足していないことがよくわかります。例えば、⑭米沢市の子育て環境についての項目「①子育てしや
すい生活環境・施設の整備」については評価派３０．８％　評価しない派５８．５％（未就前児童）
と、不満派が満足派の約２倍です。地域の子育て環境や支援の満足度も、就学前児童で満足派１６．
４％　不満足派４２％、小学生で満足派１７．６％、不満派３８．９で、不満派が満足派を２倍以上
上回っているのが分かります。

　勿論色々とご努力頂いているとは思うのですが、残念ながら、米沢市は私達子育て世代の声には応
えてくれないという市民の諦めが、そのまま数字に表れていると思います。例えば屋内児童遊戯施設
も、山形、上山、東根、鶴岡、高畠、福島に立て続けにできてきた中で、一番雪深い米沢にはありま
せんでした（建物の一角に木育広場はできましたが）。これはあくまで一例ですが、一事が万事、米
沢市は子育て世代のことはあまり考えてくれないというのが、周囲のママ友全員の一致した感覚で
す。次年度の施策も拝見しましたが、残念ながら何かが大きく変わるようには思えませんでした。
　行政として、大枠ができあがってからのパブリックコメントではなく、もう少し早い段階で、また
は日常的に、私達子育て世代の意見を吸い上げていただくことはできないものでしょうか。子育て世
代との意見交流会、ヒアリングのための座談会、アンケート調査の定性的な深堀りなど、当事者の生
の意見を反映した取組をして頂きたいです。

　計画については、子ども・子育て会議の委員の方々のご意見を
お聞きしながら策定しているところです。委員については、幼稚
園・保育所・学童関係者やその保護者、一般公募の方もおり、計
画作成の初期段階からご意見をお聞きしているところです。
　計画策定前にはアンケート調査を実施し、ニーズの把握に努め
ているところですが、いただきましたご意見を参考に検討したい
と考えております。

こども課 無 5

12

＜産後ケアへの要望＞
　核家族化が進んでいる米沢においても、切れ目ない子育て支援の一環として、出産後すぐの支援が
非常に重要な意味合いを持つと思います。米沢市も、核家族の親と子が孤立しないように積極的な支
援をお願いします。親が気軽に相談できる方法（ＬＩＮＥやＳＮＳの活用）も検討してほしいです。
行政の窓口に電話で相談という方法は、普通の親にとってはハードルが高いです。産後すぐの支援が
充実していると安心感が増し、若い世代の定住、移住にもつながると思います！

　他の市町村が実施している実例・産後ケア事業→家事代行サービス、買い物同行、乳房ケア、骨盤
ケア、ママサポーター【例１】世田谷　子育て利用券＊１万円の産前産後のサービスが受けられる、
利用券【例２】名古屋市　産前産後ヘルプ事業　妊娠中又は出産後間もない時期で体調がすぐれない
方対象のサービス（調理、洗濯、家事などの育児支援）【例３】金沢市　産前産後ママヘルプ　産前
産後のお母さんの体力が回復するまでの間、育児や家事の援助を必要とする家庭にヘルパーを派遣

　ＳＮＳは便利なツールではありますが、ＳＮＳでは短文による
相談や一般的な回答になる恐れがあります。このため、相談の内
容だけでなく、相談者の様子などを把握して相談内容にお答えす
ることが大事なことと考えております。
　このことから、本市では、母子健康手帳交付時に地区担当保健
師を紹介し、些細なことでも、お気軽に相談いただく体制づくり
に努めております。
　本市では、産後ケアとして、「おやこ広場」において助産師が
授乳相談を行っておりますが、産後ケア事業については、先進事
例を参考として今後検討してまいります。
　以上を踏まえて「基本目標Ⅲ　切れ目のない子育て支援を実施
します」の「（２）母と子の健康促進（健やか親子２１）」に追
加します。

健康課 有 2
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13

＜屋内遊戯施設への具体的な要望＞
　天候に左右されないある程度規模の大きい屋内遊具施設の整備を具体的に進めて頂きたいです。米
沢市の子育て環境や支援に対して満足度が低い原因はここにあると思います。知人の多くの子育て世
代が、大型の屋内遊具施設がない事に対して非常に不満に思っており、週末に他市他県の室内遊具施
設に連れていく家庭が多いように思います。外出先で食事をしたり、買い物をしたりするので、その
世代が週末に米沢から流出する事は結果として米沢市の経済的にとってもマイナスになっているので
はないでしょうか。

【屋内遊具施設への具体的な要望】
・図書館の隣接地を活用。図書館と直接連結させて、天候に左右されず自由に往来が可能。
・未就園児だけでなく、小学生位までが身体を動かせるような施設
・中学生、高校生が集える場所、学べる場所の提供（図書館と連結することで、高学年でも勉強の合
間に息抜きでたり、他校との交流の場が可能）
・子育ての相談がいつでもできる場所の併設、親同士の交流の場の併設
・親子イベントや食育などの料理教室が行える場所の併設

　計画をする前に、ぜひ米沢の子育て世代の意見を吸い上げて頂き、他の市町村からも米沢に遊びに
行きたいと思うような魅力的な屋内遊具施設を期待しております！！他市他県から誘客できれば、周
辺エリアの活性化にも効果があると思います。
　私の同世代の親（幼稚園/小学校）の意見の一つとして、今更こういう施設ができても、完成する
頃には対象年齢から外れるので利用できないので意味がないという意見も聞きます。できれば中学や
高校までの長い期間利用できるような施設にして頂けると有り難いです。
　以上のことは、全国的に少子化が進む中、各地方都市が急務として取り組んでいることで、米沢市
が遅れを取ればとる程、若い世代に「米沢は子育てしにくい街」という認識をうえ、一層の少子化に
繋がるのではないかと危惧しております。何卒将来の子供達とその親が安心して過ごす為に、早急な
るご検討と対策をして頂きたく心からお願い致します。

 天候に左右されず、子どもたちが遊ぶことのできる屋内遊戯施
設の整備は、子育て世代の方々に限らず、祖父母世代の方々から
も多くの御要望を頂くなど、本市における子育て支援の重要な課
題の一つと捉え、まちづくり総合計画第３期実施計画に掲載し、
来年度に施設整備関連の予算を計上したところです。
　子どもがのびのびと遊ぶことが出来る場の提供を第一に考え、
また市全体で推進すべき「健康長寿のまちづくり推進プラン」に
沿っていることや、米沢市公共施設総合管理計画及び米沢市都市
計画マスタープランなども念頭におきながら、進めていきたいと
考えており、今後は、子育て世代の方々からのご意見を組み入れ
ながら、基本構想・基本計画等の策定を行っていく予定としてお
ります。

こども課
無 4

その他の意見

№ 意見 市の考え方 担当課
修正の
有　無

分類

1

　医療的ケア児に対する支援について、計画に掲載してほしい。 　「基本目標Ⅲ　切れ目のない子育て支援を実施します」の
「（２）母と子の健康促進（健やか親子２１）」に追加します。 社会福祉課

こども課 有 2

分類 件数

1　教育・保育に関するご意見 0

2　子育て支援事業に関するご意見 9

3　放課後児童クラブに関するご意見 1

4　屋内遊戯施設に関するご意見 2

5　その他のご意見 2

14
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