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第２期子ども・子育て支援事業計画（案）に関する意見募集結果について 

 

第２期子ども・子育て支援事業計画(案)に関する意見等の概要と村の考え方がまとまりま

したので結果をお知らせします。 

皆様からいただいたご意見は集約し、各担当課で情報を共有し、内容を検討して今後実施

可能なものは施策や事業に反映していく予定です。 

貴重なご意見やご提言をいただきありがとうございました。 

 

 

パブリックコメントの実施状況 

(1) 意見の募集期間     

   令和２年１月１０日(金)～令和２年２月３日(月) 

(2) 意見の提出者数と件数 

   ５人、１０件 

(3) 提出方法          

   文書２通、FAX１通、メール２通 

No. 頁、行 項目等 意見の概要 意見に対する村の考え方 

1 ６１,表 子ども子育

て支援セン

ター 

子ども・子育て支援と言い

ながら、事業概要が「子育て

支援」にかたよっている。 

中高生のための子ども支援に

ついて、村として支援の充実

を求めます。 

「子ども・子育て支援セン

ター事業」は子育て支援サー

ビスの充実及び保護者と子ど

もの居場所づくり推進事業で

す。これからの検討の中で中

高生が利用可能なスペースは

検討いたしますが、中高生専

用スペース設置は考えており

ません。 

中高生への具体的支援につ

いて現状での不都合をお伝え

いただき、その必要性を検討

させていただきます。 

子ども・子育て支援センタ

ーに児童館機能をとのご提案

ですが、今後の状況やニーズ

に応じて検討したいと考えま

す。 

  

2 ６１, 

５～８ 

子ども・子

育て支援セ

ンター事業

計画 

事業概要には育児・幼児に

対する支援ばかりで、中高生

への計画というのは見られな

い。 

３頁にあるように０～１８

歳のことを子どもとするなら

ば、ぜひ子ども・子育て支援

センターに中高生の居場所の

常設を検討してもらいたい。 

3 ６９,１  子どもの居場所についてで

す。上記の支援員さんとの活

動の場に重なるのですが、子

どもが天気の悪い日、冬の日

に遊びに行ける場を作って欲

しいです。 

東京や横浜には児童館があ
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り、子どもは自由に遊びにい

けます。工夫のある児童館は、

屋内にネットがはってあった

り、上り棒や滑り台などアス

レチックのような体を動かす

工夫が、建築当初からなされ

ています。屋内でも体を動か

して遊べる配慮がなされてい

ます。 

子育て支援センターを、そ

のように建築していただきた

いです。 

周囲の家庭で、親に余裕の

ない子どもは、外に遊びに連

れて行ってもらえず、友達と

も遊べず、自宅で YouTubeを

見て過ごしています。 

原村の子どもの健全発達と

未来の保証として、友達と遊

べる環境を用意することに意

義があると思います。 

同時に、その場所は幼児、

小学生、中高生、誰であって

も利用できる、安心できる居

場所を提供すべきと考えま

す。親や教師の評価を気にせ

ず、友達と過ごせる場所が原

村にはありません。ご検討を

お願いします。 

4 ６８, 

９-１０ 

 …日常的な遊び場や体験活

動は不可欠です…とありま

す。日常的な外遊びのための

居場所づくりのために、冒険

遊び場常設にむけて、村の支

援を求めます。 

子どもの脳の発達には身体

的な経験としての“遊び”は

大切です。定期的に遊びの場

を提供いただいているボラン

ティア団体の皆様には感謝し

ております。可能な範囲での

支援を検討いたします。 

5 その他  村では子どもを０～１８才

と定めていますが、全体的に

１３才以上の子どもに向けた

支援が必要なお子さんを取

りこぼすことなく支援したい

と考えています。１３歳以上
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内容が薄すぎるように思えま

す。 

のお子さんは自ら主体的に活

動できる年齢です。ただ、困

った時に助けを求めることの

できる様、常に受け止められ

る支援体制を整えてまいりま

す。 

中高生専用の居場所につい

ては考えておりませんが、中

高生も利用できる施設も検討

していきます。また、中央公

民館や社会体育館、各地区の

公民館等を一般の方と同じよ

うにご利用いただければと考

えます。 

6 その他  幼児や小学生への支援は多

くていいと思うが、中高生に

関する計画が少なく残念で

す。中高生は特に村外に通う

人も多く、離ればなれになっ

てしまい、村にいる時間も短

く、村への興味が薄れていっ

てしまう現状があります。「こ

こに行けばみんなと会え

る！」というような居場所の

設置など、中高生への計画を

ぜひ入れてもらいたいと思い

ます。 

7 ５７ 「生きる

力」 

「主体的」 

題名にもあるように「生き

る力」を磨くためにはやはり

たくさんの体験や経験、そし

て自分で考えるということが

必要だと思った。そこで子ど

も達が主体となって創り上

げ、自由に過ごせる場所をつ

くったらどうでしょうか。実

際に下諏訪町では、廃車とな

ったバスを利用して、「フリ

ーダム」な活動が行われてい

る。また原村には、空き家が

あるのではないでしょうか。

そこでその空き家を活用しつ

つも社会で生きるための力

「主体性」を養うための自分

で考えつくりあげていく大人

がかんよしすぎない自由な場

所をつくるのはどうでしょう

か。今の世の中、そして原村

にこのような場を造るのは経

済的にも、周りの大人からの

意見などから難しいと思いま

す。ですがぜひそんな子ども

 下諏訪町の例をあげ、空き

家の活用による大人が関与し

すぎない場についての提案あ

りがとうございます。 

 57ページ冒頭の２文目「ま

た、主体的に活動できる環境

を提供し、自由な発想力や

自主性を育み、生きる力を

育みます。」については今後

も皆様からの具体的提案をい

ただきながら検討してまいり

ます。 
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の生きる力、主体性を高める

場を考えてもらいたいと思い

ます。 

8 ５５ 不登校児

童・生徒対

策事業 

不登校になっている児童生

徒には、それぞれ様々な理由

があります。社会通念として

「子どもは学校に行くべき」

という考えはあると思いま

す。しかし、実際に多くの不

登校の児童生徒が存在し、増

加傾向にある状況の中で、一

概に「不登校児童・生徒の解

消」（計画（案）より）を目

指すことは、現実的ではあり

ません。また、学校に行けな

い子ども・行けない子どもの

状況や考えを否定することに

つながり、当事者の不安感や

孤立感をさらに強めないか心

配です。理想は、「全ての子

どもが教育を受ける」ことで

あって、「学校へ行くこと」

はその手段です。残念ながら

今は手段がほぼ「学校」とい

う一つのものしかありませ

ん。適応指導教室はまた別の

手段になり得るので、より充

実することを望みます。フリ

ースクールとの連携も必要で

す。国や県は「解消」をうた

っていますが、そのような子

ども達のそばにある村として

は、「学校に行かせる」こと

ではなく、それぞれのニーズ

に沿いいろいろな手段を模索

しながら、教育を受ける権利

を保障することがわかるよう

な文章を、事業概要に明記し

てほしいと思います。 

平成２８年１２月に公布さ

れた「教育機会確保法（不登

校対策法）」の目標には、社

会的自立や学校復帰も掲げら

れていますが、主な目的は不

登校児童生徒等に学校以外の

場における学習の機会を保障

することにあります。 

本教育員会で目指す方向は

ご提言の趣旨と同じであり、

不登校児童生徒の居場所作り

や学びの場の保障を最重点に

据えています。 

子どもが安心して生活・学

習する中から社会的に自立す

る力を育む環境を整備するた

めに、原村中間教室の開設、

専門指導員・相談員による家

庭訪問や相談活動の充実を進

めています。 

「解消」の背後に学校復帰

優先の意図が感じられるとす

れば本意ではありませんの

で、正しく理解していただき、

ご協力いただけるよう表記の

工夫を検討していきたいと考

えています。 
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9 ６６, 

３ 

 猫の手の子育て支援サービス

を継続して利用しています。

娘は小一になりましたが、月

に数回、2時間ほど預かって

いただき、娘も原村のじいじ

ばあばと慕っています。 

今課題に感じているのは、遊

び場の少なさです。陽気のい

い時期で晴れていれば、公園

で遊べます。しかし冬は厳し

く、そうなるとおもちゃのな

い支援員さんのお宅で工夫し

て過ごすしかないので、長時

間お願いすることができませ

ん。1時間でも遊具がある場

所で遊べると、もう少し過ご

しやすいかと思います。 

ぜひ、子育て支援センターで

の、遊び場の提供をご検討い

ただきたいです。 

ねこの手サービスから独立

したファミリーサポート事業

を実施できるよう、お子さん

を預かる協力会員の養成・確

保に努めていきます。 

遊び場については社会体育

館も活用できますので広報等

により周知してまいります。 

 

10 ６３  昨年度まで保育園を利用し

ていました。発熱した時に、

お迎えまで病児保育で受けて

くださるのはありがたかった

です。ただ、その後は病後児

保育まで仕事を休まなくては

いけません。茅野のおやすみ

館に預けましたが、有料でし

た。村内での病児保育体制は

難しくとも、茅野のおやすみ

館利用料金を補助していただ

けると助かる家庭が多いかと

思います。 

現在村内の児童のおやすみ

館利用について把握していま

せん。まずは利用状況を確認

していきます。 

 


