
 

第２期東村山市子ども・子育て支援事業計画（案）に関する意見募集（パブリックコメント）の結果 

１ 案件名 第２期東村山市子ども・子育て支援事業計画（案） 

２ 担当所

管 

（１）名称 東村山市子ども家庭部子ども政策課 

 （２）所在地 〒１８９－８５０１ 東村山市本町１－２－３ いきいきプラザ２階 

 （３）電話番号 ０４２－３９３－５１１１（代表） 内線３２０１ 

３ 概要 （１）意見募集期

間 

令和２年１月８日（水曜）～令和２年１月２７日（月曜） 

 （２）周知方法 市ホームページ、市報ひがしむらやま令和２年１月１日号、資料の設置場所へ

のポスター掲示 

 （３）資料の設置

場所 

本庁舎１階情報コーナー・いきいきプラザ１階総合相談窓口、子ども育成課窓

口、子育て支援課窓口、東村山駅西口地域サービス窓口、公民館、図書館、ふ

るさと歴史館、市民スポーツセンター、ふれあいセンター、青葉地域センタ

ー、美住リサイクルショップ、社会福祉センター、子育て総合支援センターこ

ろころの森、公立保育所、児童館、児童クラブ 

４ ご意見をお寄せいただいた

人数 

計７名（内訳：各施設での提出１名、郵送での提出０名、ファクシミリでの提

出０名、市ホームページでの提出６名） 

５ お寄せいただいたご意見の

数 

１４件 

６ お寄せいただいたご意見の

内容と市の考え方 

別紙のとおり 

お寄せいただいたご意見のうち１つのご意見の中に複数にわたる内容が記載されている場合は、分割・移動させる

など整理して掲載しています。 

また、明らかな誤字・脱字等の修正等を除き、可能な限り原文のまま掲載しています。 
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東村山市子ども・子育て支援事業計画（案）について 

通番 ご意見 市の考え方 

１ 

 

第１章 ４ 計画策定の方法について 

調査は配布数や有効回答数が低いような印象を受けま

す。補足調査も実施していますが、特に小学生の保護者

の配布、回答が少ないと感じます。詳細な実態を把握す

るためには、調査の規模を拡大してもよいのではないか

と思います。 

利用希望の把握は、就学前の子どもを主たる対象と

する旨の案が国より示されていることから、当市に

おいても就学前のこどもを中心として調査を実施し

ており、対象数については、国が実施する調査等を参

考に、統計学上の見地から信頼性を十分に担保でき

る数を設定しています。 

また回収率は６割以上と概ね高い数値であり、信頼

性の高い調査結果であると認識しています。 

 

２ 

 

 

第３章 ３計画の基本目標 

現状では、東村山市で産める産院はなく、安心して子ど

もを産み育てられる環境はまったくありません。特に、

私が住む八坂駅周辺はタクシーもなかなか来ない上、西

武タクシー以外は配車も断られます。子供が病気になっ

た時など、車がないため病院に行くことも困難な状態で

す。 

八坂駅周辺や富士見町の方は、市役所へ行くことも車が

ないと大変です。バスも電車も１本で行けず、子供を２

人、３人抱えて、大荷物で行かなくてはならず、負担が大

きいです。 

 

 

市では妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない相

談支援体制の充実を図るとともに、子育て世代包括

支援センターを中心とした子育て支援施策と母子保

健施策との一体的な提供を通じて、安心して子育て

のできる支援、環境の充実に努めています。 

なお、市内の産科施設につきましては、多摩北部医療

センターに対して産科開設の要望を続けており、今

後も市内の周産期医療、産科医療等の体制充実を目

指してまいります。 

当市の交通についてのご意見は、市政に対するご意

見として承ります。 
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３ 

 

第４章 １（３）３号認定について 

0 歳 1 歳の受け入れ枠を増設したため、２歳児保育園の

受け入れ枠が少なく、保育園入園も現状できるかわから

ないのは困る。せめて、２歳児までは枠を広げて、３歳以

降幼稚園等の預かり保育もあるので、枠を広げてほしい。

２歳で子供を預けられなければ、仕事に復帰できず、仕

事をやめるしかなくなる。そうなると、点数が低くなり、

３歳以降の保育園入園の点数が足りず預けられないとい

う悪循環になる。 

 

保育所の年齢別の利用定員の設定については、年齢

が上がるにつれて利用定員数を増又は維持とする対

応を原則とし、クラスが上がっても利用し続けられ

るよう配慮しています。 

また、近年の当市の待機児童の動向を総合的に分析

して、小規模保育施設等の整備を中心に、特に０歳児

から２歳児までの受け皿の拡充に取り組んでおり、

第２期計画においても新たな確保の方策を見込んで

います。 

４ 

 

第４章 ２ ⑥子育て短期支援事業について 

児童養護施設について、昨年末、「高学年の児童の受け入

れは難しい。こどもが、廊下に雑魚寝しているような状

況」というような話を耳にしました。実際には申請のあ

った児童は、全て受け入れられている状況なのでしょう

か？  

子育て短期支援事業（ショートステイ事業）について

は、利用の条件を満たす子どもを適切に受け入れで

きている状況です。 

なお、児童養護施設は都道府県知事が入所措置をす

る施設ですが、より適切な養育環境を子どもに提供

できるよう、「東京都社会的養護施策推進計画」にお

いて取り組みが進められています。 

５ 

 

第４章 ２ ⑨地域子育て支援拠点事業について 

恩多町に子育てひろばを作ってほしい 

子育てひろばに専用の駐車場を作ってほしい 

恩多町にバスが通れるように道を整備してバスを運行し

てほしい 

子育てひろば事業については、市内５か所の設置及

び出張ひろばを行っており、第２期計画においても

既存の供給体制を継続していきます。また、利用者の

利便性に配慮したよりよい事業のあり方について検

討してまいります。 

当市の交通についてのご意見は、市政に対するご意

見として承ります。 
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６ 

 

第４章 ２ ⑫子育て援助活動支援事業(ファミリー・サ

ポート・センター事業)について 

過不足 0 は間違い。サポーターをあてがわれたが、都合

がつかないなどの理由で利用できていない。サポートで

きる人を紹介されずに利用できていない。過不足は不足。

正しい情報を入れなければ意味がない。 

ファミリー・サポート・センター事業は、子育ての援

助を受けたい市民（依頼会員）と子育ての援助を行い

たい市民（提供会員）の相互協力により行われている

事業です。依頼会員と提供会員の日程・場所・内容等

の調整が必要な事業であることを踏まえ、引き続き

双方にとってよりよい事業となるよう質の確保・向

上に努めてまいります。 

７ 

 

第４章 ３（４）認定こども園、幼稚園、保育所と小学生

との連携の推進について 

交流活動があると、双方にとってよいと思います。また、

内容は異なりますが、市内には特別支援学校はありませ

んが通っている児童はいるので、今後、特別支援学校と

の交流などがあるとよいと思います。（既にあるかもしれ

ませんが） 

いただいたご意見を参考に、就学前の園児と小学生

との交流活動について、相互が連携できる取り組み

を引き続き続けてまいります。 

なお、特別支援学校と小学校等との交流については、

都立特別支援学校の小・中学部に在籍する児童・生徒

が地域指定校を通じて交流を図る「副籍制度」などが

あり、これらは「東村山市特別支援教育推進計画第四

次実施計画」において推進されています。 

８ 

 

子育て支援の対応について興味深く見ています。二点の

追加及び表現の変更をコメントします。 

第４章 ５（５）「ワーク・ライフ・バランス」の推進 

「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)」を実現

するため、働き方を見直し、仕事と子育ての両立が可能

となるよう、また家族が多くの時間を一緒に過ごすこと

ができるよう、男女が協力しつつ地域における子育て意

識の普及を促します。 

○意識の普及・広報の推進 

子ども・子育て支援法その他の関係法律に関する労働者、

ワーク・ライフ・バランスの実現については、事業主

の意識改革や労働者一人ひとりが自らのライフスタ

イルに応じて積極的に取り組めるよう、国や地方公

共団体が支援することにより社会全体の運動として

広げていく必要があると認識しています。法令等の

普及や広報により、労働者、事業主、地域住民の理解

や合意形成の促進のための啓発活動などを進めるこ

とが市の役割であると考えています。 
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事業主、地域住民への普及・広報を行います 

※追加箇所 

市の役割が不明確。職員の対応も不適切な点が多々ある。

文字で残す必要がある。 

→ ワークライフバランスの実現をするために、市民の

声を全職員が聞くための意識改革を行い、要望の実現へ

向けて取り組みます。 

９ 

 

第４章 ６（２）⑦地域の実情に応じた児童クラブの開

所時間延長に関する取り組みについて 

児童クラブの開所時間は午後 5 時 45 分までですが、令

和 2年 1月時点で、25か所の児童クラブのうち指定管理

者制度を導入した 1 か所において午後 6 時 45 分まで延

長保育を実施しています。 

開所時間延長については一定のニーズがあることも踏ま

えつつ、開所時間延長の効果や安全面に配慮した受け入

れ体制の確保などを総合的に勘案して、当市の実情に応

じた開所時間延長に関する取り組みについて検討してい

きます。 

※表現が不適切 

→ 時間延長の話は、この計画が出る前から何年も続け

て出ている要望です。今期の計画に『検討』の文字は不適

切。『実現に向けて取り組みます。』が適切な表現。 

 

開所時間延長の実施に関する要望については、市と

しても認識しており、児童クラブに関する様々な保

育ニーズに対応したサービスの提供を進めていくこ

とが重要であると考えています。 

現在、延長保育が実施されている児童クラブに加え、

令和２年４月から新設する４か所の児童クラブにお

いても延長保育の実施が予定されていますが、今後

も開所時間延長の効果や安全面に配慮した受け入れ

体制の確保などを総合的に勘案して、開所時間延長

に関する取り組みを引き続き進めてまいります。 
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１０ 

 

土日の預かりがなく、サービス業の場合保育が困難にな

る。 

ファミリーサポートも充実しておらず、預けて仕事へ行

くことができない。 

現在、保育所等で実施している土曜保育を継続実施

するとともに、様々なご家庭の状況など多様な保育

ニーズにお応えできるよう、よりよい事業のあり方

を研究してまいります。 

 

１１ 

 

計画の内容を市役所窓口の職員が理解していない。理解

しているのであれば、市民に対して納得できる説明をす

ることができて、市民に対して安心感を与えることが出

来るはず。安心できる対応をする市役所窓口業務担当の

職員に出会ったことがないのは、職員体制に問題がある。 

ご意見をお寄せいただき、ありがとうございます。広

く市政に対するご意見として承ります。 

 

 

１２ 

 

東村山市では無認可の保育園は少なく、隣の市を調べて

くださいというが、そこまでのフォローをしてほしい。 

保育園の申し込み期間は受付する場所を他に設置して、

子供連れでも心配なく行けるようにしてほしい。未就学

児に、何もない状態で１時間２時間待たせるは困難に近

い。 

１３ 

 

☆くら寿司の復活！ 

☆空き地と空き家の解放！ 

☆東村山音頭を駅で流す！もしくは夕方のメロディをコ

レに変更！ 

☆山の中の倒れた木を遊べるものへと開発し市内の園や

学校に再利用！ 

☆キッズ職業体験！ 

☆川をキレイにして、どこからでも川に降りられる階段

設置！ 
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☆蛍を呼び込もうプロジェクト！ 

☆使わなくなった電車やバスや消防車などそのまま置い

とく！場所スペース！出入り自由！キッズ制服あり。 

☆みんなの食堂！腹減ってる子供や老人や誰でもが２０

０円でいつでも食べれる場所！ 

☆聴覚障害や視覚障害が生活してる事を学ぶ教材、手話

など、おもに小学生の授業に盛り込む！ 

☆東村山テレビ、テレビ局の設置！もしくはラジオ局！ 

☆小学生、中学生、高校生、大学生、東村山に住む学生 1

人づつ市長の下の立ち位置として代表選挙、意見が通る

役所作りにする！ 

☆駅前にひがっしーとトトロと志村けんの顔ハメのパネ

ル！ 

☆駅近くにひがっしーとトトロと志村けんのグッズ売り

場の設置！ 

☆市内を走るバスの停留所に長椅子の設置！ 

☆西武園花火を村山から楽しもうスポットの配信！ 

☆東村山名物お土産売り場の設置！ 

☆ひがっしー商品増やす！ 

☆駅下に図書館の設置！ 

☆外に鏡の全身写る場所、ダンス練習！ 

☆ストライダーの練習場、試合会場！ 

☆スケボーの練習場、試合会場！ 

☆倒れた木を武蔵美の生徒さんと一緒にひがっしーのオ

ブチェ！ 
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☆全部の図書館の中のトイレにキッズ用とオムツがえの

台の設置！ 

☆漏れちゃうキッズや赤ちゃんのオムツかえたい人にト

イレ貸すよのシールステッカーを貸せる家なり店は玄関

に貼る！ 

☆怖い人から逃げ込みオッケーの家や店に同じくステッ

カー！ 

☆自治会館を赤ちゃん連れがよっても良いようにしてほ

しい！入れないのが残念でした。 

☆悩み相談のメール受付にメールをしたママ友が返信き

たのが５日後だったらしく、苦しくて辛くて一瞬殺して

しまいそうだったからメールを送ったのに。これでは、

何の機能もしてない、無駄なこと、と感じました。 

１４ 今、いろいろな所（役所）などでやっているガバメント 

ファウンディングでころころの森を外（庭つき）あそび

のできる子育てひろばにしてほしい。 

 


