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姫路市子ども・子育て支援事業計画（中間取りまとめ案）に関する市民意見（パ
ブリック・コメント）に対する市の考え方について

（１） 計画全般について
番
号
1

提出された市民意見（要旨）

件

市の考え方

数

計画の策定にあたっては現場の声を

姫路市子ども・子育て会議には私立保育

聞いてほしい。

所、幼稚園等の事業者や保護者の代表とし
2

て、委員に就任していただいており、それ
ぞれの立場からのご意見を伺いながら計
画の策定を進めています。

（２） 施策の展開について
だれもが安心して子どもを産み育てることができる環境づくり
◯相談支援体制・情報提供の充実
2

子育て世代包括支援センターの活用

現在、母子健康手帳交付時、赤ちゃん訪問

方法が認知されていない。利用方法も

時、乳幼児健診等案内時、保健センターだ

わからない。

よりなどで子育て世代包括支援センター
業務の周知を図っていますが、まだ十分で
はない状況であると考えています。
1

今後は、ＳＮＳを活用して広報収集する親
が増えていることを踏まえ、ホームページ
への掲載や各種母子保健事業案内にＱＲ
コードを掲載するなど、広く市民が認知
し、利用してもらえるよう広報に努めてい
きます。

3

地域子育て支援拠点以外の民間施設

いただいたご意見の趣旨も踏まえながら、

でも子どもが遊べる場所を提供して

子育て総合情報ホームページ「わくわくチ

いる。そのような施設の情報発信も行

ャイルド」の『学ぶ・出かける』や情報誌

ってほしい。

1

「子育てガイドブック」の『お出かけする
なら』において、地域子育て支援拠点以外
にも子どもが遊べる施設の情報を掲載し
ていきます。

4

子育て支援情報の発信にあたっては

子育て総合情報ホームページ「わくわくチ

SNS などを利用し、県施設のイベント

ャイルド」において、兵庫県立こどもの館

情報等についても広報すべきである。

1

やゆめさきの森公園のイベント情報等を
確認できるよう外部サイトのリンク先を
掲載しています。また、情報誌「子育てガ
イドブック」において、リンク先アドレス

やＱＲコードを掲載する等、情報の充実に
努めていきます。
◯多様な保育サービスの提供
5

保育に欠けない子どもを週に数日預

一時的に家庭での保育が困難となった場

けられる施設が必要であり、その保育

合の支援として一時預かり事業が実施さ

料も無償化すべきである。

れており、リフレッシュを理由とした利用
も可能です。今般の幼児教育・保育の無償
1

化においては、保育所等の利用者との公平
性を考慮し、保育の必要性の認定を受けた
場合についてのみ無償化の対象となって
いることから、今後も国の制度を基本に実
施していきたいと考えています。

6

病児・病後児保育や共同保育の実施に

病児・病後児保育事業については、事業者

あたっては子どもが不安を抱かない

に対して兵庫県主催の研修会や本市の事

よう十分配慮して取り組んでほしい。

業者連絡会への積極的な参加を促し、利用
する子どもとその保護者が安心して利用
1

できる環境作りに引き続き努めていきま
す。
土曜日共同保育については、安全・安心な
保育が提供できる体制の確保を前提とし
て、対応を進めていきます。

7

企業には子どもが発熱や体調が悪い

育児・介護休業法施行規則等の改正によ

ときは、育児に対応できるよう休暇を

り、令和３年１月１日から全ての労働者が

取らせてあげてほしい。

2

子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得
できるようになります。市として働きやす
い環境が整備されるよう制度の周知に努
めていきます。

8

時代にあった賃金となるよう国は補

最低賃金の全国加重平均は年々上昇して

助金や奨励手当等を支給すべきであ

おり、それに合わせて兵庫県の最低賃金も

る。

1

毎年上昇しています。今後の動向を見守る
とともに、市としては最低賃金の順守につ
いて事業主、労働者への周知に努めていき
ます。

9

時短勤務を導入する会社への補助制

職業生活と家庭生活が両立できる職場環

度を検討してほしい。

境づくりのため、国において両立支援等助
1

成金制度等を設けており、本市としても制
度の周知に努めているところです。時短勤
務を導入する会社への補助制度について

も、国の動向を見守りつつ、周知を図って
いきたいと考えています。
次代を担う子どもたちの人間性豊かな成長を育む環境づくり
◯就学前の教育・保育の充実
10 提供体制の確保方策については、市立

待機児童解消に向けた提供体制の確保に

幼稚園の充実や認可外保育施設の移

ついては、就学前教育・保育施設全体で検

行よりも実績のある施設による拡充
を優先する方が、質の確保、子どもた

1

ちの利益に繋がるのではないか。
11

けず、必要な施策に取り組むべきものと考
えています。

駅周辺での認可保育施設を建設して
ほしい。

討する必要があることから、優先順位をつ

姫路市子ども・子育て支援事業計画に基づ
1

き、保育ニーズを踏まえ、提供体制の不足
する区域に計画的に整備を進めていきま

12 駅付近、駅南の保育施設が少ない。
1

す。

13 もっと保育施設を作ってほしい。
2
14 ０・１歳児を対象とした施設の増設を
希望する。

1

15 公立幼稚園の預かり保育と３歳児保

３歳児保育については、幼児教育・保育の

育の早期実施を希望する。

無償化対策として、令和２年度から８園に
おいて実施する予定です。
1

今後も、姫路市子ども・子育て支援事業計
画に基づき就学前教育・保育施設全体で提
供体制を確保していく中で、保護者ニーズ
等を踏まえつつ、３歳児保育や預かり保育
などの方策を検討したいと考えています。

16 公立幼稚園でも預かり保育を利用で

姫路市子ども・子育て支援事業計画に基づ

きるようにしてほしい。

き就学前教育・保育施設全体で提供体制を
1

確保していく中で、保護者ニーズ等を踏ま
えつつ、方策を検討したいと考えていま
す。

17 保育士の確保、処遇改善、施設の設備
環境の充実に取り組んでもらいたい。

待機児童の解消に向け、保育の受け皿拡大
2

に伴い必要となる保育士等を確保するた
め、平成 31 年以降採用された保育士・保
育教諭に対して、引き続き定着支援一時金

18 保育士等の処遇改善を図ってほしい。

や住居借り上げ支援事業を実施し、国の制
度に基づく処遇改善のほか、本市の独自事
業として、私立施設の通算経験年数７年未
満の保育士等を対象とした処遇改善事業
8

を実施しています。
今後も、保育士等の人材確保を図り、保育
ニーズへの対応と質の高い教育・保育を安
定的に供給できるよう各種施策を推進し
ていきます。

19 保育に関わる職員の事務負担の軽減

保育士の事務負担が増大する中、保育士の

の観点を盛り込んでほしい。

働き方改革、保育の質の向上の視点から
も、その負担軽減は大変重要な課題である
と考えています。
国においても、保育関連事務の ICT 化や保
育支援者の配置について国庫補助等が講
1

じられており、本市においても、それらの
補助等のメニューを活用して、随時、必要
な支援策を講じているところです。
今後も、国の動向を踏まえながら事務負担
の軽減に取り組んでいきます。
※ご意見を踏まえ、計画（案）を一部修正
します。

20 保育人材の確保にあたってはシルバ

保育士資格等の有無、現場経験の有無等に

ー人材センターや障害者雇用を含め

より異なりますが、個々の持っている知識

て検討すればどうか。

1

とスキルを活用できる場合には、人材確保
の一つの方策として検討する必要がある
と考えています。

◯放課後等の居場所づくり
21 放課後児童健全育成事業に係る職員
の処遇改善に取り組んでほしい。
22 放課後児童支援員、補助員の時間給は
勤務年数に応じて昇給させてほしい。

会計年度任用職員制度の枠組みの中で他
37

改善に取り組んでいきたいと考えていま
1

23 放課後児童支援員が安定し、安心して
働くことのできる職場づくりを進め
てほしい。

都市の状況も参考にしながら職員の処遇

2

す。

24 放課後児童健全育成事業に係る職員

各クラブの運営は、国の放課後児童クラブ

の質の向上に取り組んでほしい。

運営指針に沿って策定した市の業務マニ
ュアル（放課後児童支援員業務概要）に基
7

づき実施しています。今後も、支援を要す
る児童への対応、感染症対策、児童虐待防
止等の支援員研修を充実させ質の向上を
図ります。

25 放課後児童クラブに６年生まで預け

放課後児童クラブの利用対象者は小学生

られるようにして欲しい。

全学年となっておりますが、提供体制が不
3

十分なクラブのあることから、今後も提供
体制の確保に努めていきたいと考えてい
ます。

26 放課後児童クラブの待機児童を解消
してほしい。

余裕教室の活用や専用施設の整備を行い、
3

小学校内での整備が困難な地域では民間
事業者により提供体制の確保を進めたい
と考えています。

27 放課後児童クラブに正規職員を配置

放課後児童クラブの開所時間は、長期休暇

してほしい。

中等の期間を除いて放課後に限られるこ
16

とから、正規職員の配置は考えていませ
ん。また、市条例に基づき、各施設に専任
の支援員を配置しています。

28 放課後児童支援員が日々変わること
は、子どもが不安定になるのでやめて

クラブでの中心的役割を担う職員が必要
4

ほしい。

い支援員の人数を増やし、施設数に対応す
る人数の状況を確認しながら、厚生労働省

29 放課後児童支援員の常勤化、専任化を
図ってほしい。

と考えており、まずは、より勤務時間の長

5

が定義する常勤職員の配置を検討してい
きたいと考えています。

30 放課後児童支援員の確保を図ってほ
しい。

2

※ご意見を踏まえ、計画（案）を一部修正
します。

31 放課後児童支援員への賞与の支給に
あわせて、時間給が減額となることは

会計年度任用職員への移行に伴い、年収ベ
1

納得できない。

ースで支給額が改善できるよう努めてい
ます。

32 学校の長期休業日に放課後児童クラ

昨年度実施したアンケート調査において、

ブに子どもを午後８時まで預けられ

希望する開所時間が「現状のままでよい」

るようにしてほしい。

1

が 77.8％、
「午後 7 時 30 分まで」が 9.6％、
「未回答」が 11.4％、
「その他」が 1.2％と
なっていることから、現時点では、ニーズ

が低いと考えています。

33 放課後児童健全育成事業に係る予算
を増やしてほしい。

7

34 １号契約者は週 35 時間勤務、２号契
約者は週 30 時間勤務にするなど勤務

クラブの開所時間が限られていることか
1

時間を長くしてほしい。

ら、現段階では、ご意見の勤務時間数の確
保は難しいと考えています。

35 放課後児童健全育成事業の質の向上

国が示す「クラブ運営費に占める利用者の

は、保育料の値上げによる保護者負担
ではなく、市の財政措置により図られ

引き続き必要な予算の確保に努めます。

1

るべきである。

負担割合は 50％」という基準に基づき、
質の向上は利用者と市の双方の負担によ
り図られるべきものと考えています。

36 子どもを第一に考え、子どもにストレ

各クラブの運営は、国の放課後児童クラブ

スや不安を与えないようなクラブ運

運営指針に沿って策定した市の業務マニ

営を実施してほしい。

ュアル（放課後児童支援員業務概要）に基
づき実施しています。
また、児童の意見を取り入れることを盛り
1

込んだ「放課後児童クラブの生活指針」を
策定し、児童に寄り添ったクラブ運営を目
指します。
※ご意見を踏まえ、計画（案）を一部修正
します。

37 児童数に応じた放課後児童支援員の
配置を行ってほしい。

国の「放課後児童健全育成事業の設備及び
1

「放課後児童健全育成事業の設備及び運

38 施設は一人あたり 3.3 ㎡を確保し、お
やつ、宿題、遊ぶスペースを分けるべ

営に関する基準を定める条例」に基づき運
2

きである。
39 放課後児童支援員が働きやすい施設
になるよう改善してほしい。

ての役割が果たせているのか疑問で
ある。

営しています。
ご意見を参考に、放課後児童クラブの施設

1

40 体育館や余裕教室での放課後児童ク
ラブは、生活指針にある生活の場とし

運営に関する基準」に準じて定めた市の

1

の環境整備に努めます。

41 民間放課後児童クラブの児童の生活
に必要な備品の充実に取り組んでほ

民間事業者への運営費補助は、国が示す補
1

しい。
42 民間放課後児童クラブに備品配給な
どの支援を検討してほしい。
43 民間放課後児童クラブの補助を増額
してほしい。

助基準額に基づき交付しており、備品につ
いては運営費の中で対応していただくも
のであると考えています。

1

18

民間事業者への運営費補助は、国が示す補
助基準額に基づき交付しています。

44 放課後児童クラブの民間事業者が健
全な運営ができる補助金制度を検討

1

してほしい。
45 民間のクラブ事業者が資金繰りに困
ることのないようにしてもらいたい。
46 放課後児童クラブの民間事業者の設
備の改修にも補助を行ってほしい。

1

1

47 警報発令時に放課後児童クラブを開

警報発令時は児童の安全確保のため学校

所してほしい。

の対応に準じていますが、今年度より、平
1

日においてゲリラ豪雨などの一時的な警
報発令であると市が判断した場合は、２時
間開所して経過を確認することとしまし
た。

48 放課後児童クラブの備品や設備の充
実などにより安全な生活の場となる

ご意見を参考に、放課後児童クラブの施設
7

の環境整備に努めます。

ようにしてほしい。
49 放課後児童支援員のサポート体制を
強化してほしい。

支援員に対する研修の充実を図るほか、自
1

己申告書による個別面談を実施していま
す。

50 放課後児童クラブの公募で選定され
た民間事業者の安全面等は公立施設
と同様となるよう進めてほしい。

市の「放課後児童健全育成事業の設備及び
1

運営に関する基準を定める条例」に準じた
運営を民間事業者にも求めており、年に１
回現場への実地指導も実施しています。

51 保護者が子どもの様子を聞くことが
できる場を設けてほしい。またこのこ
とを支援員の職務として位置づけて
ほしい。

支援員との話し合いの場を設ける場合に
1

は、参加できない保護者への配慮も必要で
あることから、現段階では、お迎え時の個
別報告やアンケート調査等により対応し

52 保護者と放課後児童支援員が放課後
児童クラブでの過ごし方について話

たいと考えています。
4

し合える場を設けてほしい。
53 放課後児童クラブにおいて支援を要

放課後デイサービスの事業もあることか

する児童が増えてきているので、作業

ら、慎重に検討しなければならないと考え

療法士などの専門職の関わりを検討

1

ています。

してほしい。
54 放課後児童クラブの優秀施設、優秀な
支援員の認定、表彰制度を創設してほ

会計年度任用職員へ移行しますが、職員へ
1

の表彰制度の創設は検討しておりません。

しい。
55 国の「放課後児童支援員等処遇改善事
業」等の制度を活用し、補助金支給額

現行の補助金要綱に基づき支給しますが、
3

を増額してほしい。
56 民間放課後児童クラブへの補助金支
給を年４回にしてほしい。
57 早朝や遅い時間帯の時間給を見直し
てほしい。

他都市等の現状も確認したいと考えてい
ます。

17
2

ご意見を参考に、検討します。

58 早朝開所について、早朝時間の時間給
を見直すか早朝のみの勤務者を配置

1

してほしい。
59 子どもたちが楽しく通える支援の内
容になるよう研修内容を見直してほ

1

しい。
60 姫路市広報で放課後児童クラブの記
事を詳しく掲載し、情報発信してほし

1

い。
すべての子どもと子育て家庭が身近な地域で支援を受けられる環境づくり
◯地域ぐるみの子育て支援の充実
61 地域子育て支援拠点事業は職員の対
応により利用しにくい雰囲気がある。

姫路市地域子育て支援拠点事業に携わる
1

職員を集めた研修及び連絡会を開催し、職
員の資質向上と地域連携を図り利用しや
すい環境を整備していきます。

◯特別な支援が必要な子どもや家庭への支援
62 ひとり親は孤立しやすいので、民生委

こども支援課ひとり親支援担当窓口にお

員ではなく同じ境遇（ひとり親）の人

いて、母子・父子自立支援員がひとり親の

をサポート役につけるのが良いので

日常生活上の悩みや子どもの養育などに

はないか。

1

関する相談に継続的にきめ細かに応じて
います。適切な助言ができるよう、研修機
会の充実などにより支援員の資質向上に
努めていきます。

63 ひ と り 親 家 庭 へ の 医 療 費 助 成 の 検

母子家庭等医療費助成制度は、県市共同事

討・改善をしてほしい。

業として実施しているもので、制度の検
討・改善にあたっては、まずは県に要望・
協議していくべきであると考えています。
1

市単独事業で平成 26 年７月から高校生の
子に対する助成を行っていますが、さらな
る拡充については、他の福祉医療費助成制
度とのバランスや持続可能性を考慮して
検討していく必要があると考えています。

64 要保護児童についての対応方法を施

施設におきましては、子どもや保護者の身

設側に明確に示してほしい。

近な相談窓口としての役割のほか、日頃の
子どもたちの様子を見守り、不自然な怪我
や態度、行動の異変に注視していただきた
1

いと考えています。
なお、対応困難な事例が発生した場合は、
要保護児童対策地域協議会個別ケース検
討会議を開催し、関係機関それぞれの役割
分担、支援方針の共有を行い、対象世帯の
支援にあたります。

65 子どもの貧困対策として経済的支援

子どもの貧困対策のうち「経済的支援」に

を具体的に考えてほしい。

ついては、ひとり親家庭への支援の一つと
1

して、養育費に関する公正証書等の作成費
用の助成や養育費が不払いの場合の養育
費を確保する事業の実施を予定していま
す。

（３） 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びに提供体制の確保の内容及びその実
施時期について
66 公立幼稚園では預かり保育が実施さ

預かり保育事業の量の見込みは、平成３０

れていないにもかかわらず、量の見込

年度に実施した市民意向調査結果に基づ

みを上回る受け入れ枠を確保してい
るとはどういうことか。

3

き算出しています。その確保方策について
は、私立・市立の認定こども園の預かり保
育事業によって確保できているものと考
えます。

（４） 児童関連施設の配置に係る基本的な方向性
67 公立幼稚園、保育所の認定こども園へ
の移行だけではなく、民営化も視野に

市立施設の認定こども園への移行につい
1

入れるべきではないか。
68 公立施設の民間移管について事業計
画に盛り込むべきである。

制を確保していく中で検討することとし
ており、今後姫路市子ども・子育て支援事
1

業計画に基づき、あり方を検討していきま
す。

69 公立幼稚園、保育所の幼保連携型認定
こども園化を早急に実現すべきであ

ては、就学前教育・保育施設全体で提供体

1

る。
70 幼稚園のお迎え時刻が午後２時であ
ると女性の社会進出は難しいことか
ら公立幼稚園は全てこども園化を図

1

るべきである。
71 市立幼稚園を継続するのか、民間移管

就学前教育・保育の提供体制については、

するのか、廃止するのか明示してほし

子ども・子育て支援新制度において、公私

い。

1

を問わず、施設全体で対応していくものと
考えており、令和２年度に、市立幼稚園の
在り方について協議する場を持ち、検討し
たいと考えています。

72 児童センターは地域の子どもや親子

教育・保育の提供区域については、就学前

が集う場所であるので、教育・保育の

の教育・保育の提供体制の観点から見直し

提供区域の再編に合わせた児童セン

を行うものであり、児童センター・児童館

ターの統廃合はやめてほしい。

の統廃合を目的としたものではありませ
1

ん。
児童センター・児童館については、利用促
進に向けた取り組みを進めつつ、老朽化が
進んでいる施設については、本市の公共施
設の複合化の取り組みに合わせた整備等

についても検討していきます。
（５） その他今回の中間とりまと案とは関係はないが、意見のあったもの。
（今後の市の施策へのご意見として参考にさせていただきます。）
73 幼児教育・保育の無償化対象を乳幼児
を含めた全園児に拡大すべきである。

国の制度において、所得要件なく幼児教
1

育・保育の対象となる子どもは３歳児～５
歳児とされています。

74 副食費の無償化をお願いしたい。

副食費については、これまでも保育料の一
部として保護者の皆様にご負担いただい
てきた経緯等があることから、今回の無償
1

化の対象から除かれています。また、低所
得世帯等については国の制度により副食
費が免除となっています。これらのことか
ら、今後も国の制度を基本に実施していき
たいと考えています。

75 保育サービスは保護者の就労支援で

教育・保育施設では、子どもの健全な心身

はなく、子どもの視点で考えてほし

の発達を図ることを目的に、在籍する子ど

い。

もの最善の利益を考慮し、家庭との緊密な
連携のもと、子どもの状況や発達過程を踏
1

まえた養護と教育を一体的に行っていま
す。引き続き、在籍する子どもの最善の利
益を考慮し、その福祉を積極的に増進する
ことにふさわしい生活の場となるよう取
り組んでいきます。

76 公立幼稚園での給食実施を希望する。

市立幼稚園には調理施設が無く、食事は家
庭弁当を基本としていますが、保護者の負
担等を考慮し、地域の実情に応じて、契約
1

業者による配達弁当やパンを提供してい
ます。今後、就学前教育・保育施設全体で
提供体制を確保していく中で、保護者ニー
ズ等を踏まえて検討していきたいと考え
ています。

77 公立幼稚園の給食は各園任せであり、

幼児期は心と体の基礎が育まれる時期で

大切な幼児期の食育をどのように考

あることから、市立幼稚園においても食育

えているのか疑問である。

活動は重要であると考えており、集団での
食事を通じて、マナーを覚えたり、食べる
ことの楽しさを味わうことのほか、野菜の
栽培・収穫などの体験活動を通じて食材に
2

親しむことなどを、園のカリキュラムに基
づいて実施しています。
また、市立幼稚園には調理施設が無く、食
事は家庭弁当を基本としていますが、保護
者の負担等を考慮し、地域の実情に応じ
て、契約業者による配達弁当やパンを提供
しています。

78 実際に保育が必要なのか、保育必要量

保育必要量は、利用申込者から施設利用申

の認定を適正に行ってほしい。

込書とともにご提出いただく保育を必要
1

とする理由に応じた証明書類（就労証明書
等）に基づき確認を行っています。
今後とも保育必要量を適正に把握した上
で認定を行うよう努めます。

79 子どもたちの給食の拡充のために支

私立施設における栄養管理体制等のさら

援をお願いしたい。

なる充実を図るため、国において、令和２
年度以降、栄養士を雇用等した場合に、週
1

３日程度の費用を措置する方針が示され
ています。
本市としましても、国の動向に留意しなが
ら対応について検討してまいりたいと考
えています。
保育士・保育所支援センターでは平成 29

80 保育士・保育所支援センターの認知度

年 6 月 1 日の開設以降、広報誌をはじめ、

向上に努めてほしい。

各種情報誌への記事掲載、ホームページや
広告モニター等電子媒体による広報、ラジ
1

オ等のメディアを利用した紹介等広報に
努めてきました。求職登録者数を伸ばして
いくためには、センターの認知度を更に高
めていく必要があり、引き続き、有効な広
報活動を検討していきます。

81 保育士の配置基準の見直しを行って
ほしい。

2

国の基準を踏まえ制定している本市の基
準条例に基づいた運営を行っていきます。

82 有資格者のみを配置することにより
安全・安心な保育を実現してほしい。

1

83 キャリアアップ研修を２日程度で受

現在、講師及び受講生の負担を考えて、平

講できるような日程を作ってほしい。

日５日間（３時間×５日）コースと土曜日
３日間（５時間×３日）コースを基本に、
1

研修日程を作成しています。2 日間コース
については、会場の確保のほか、特に講師
の負担が大きくなるため、実施は難しいと
考えます。

84 保育の業務省力化にむけて、姫路市で

現在、各施設において、早朝保育や延長保

保育補助を学べる講座を開いて早朝

育に保育補助として就業している方々は

保育、延長保育に対応できる人材の育

1

成をお願いしたい。

たくさんいます。そのような方々を対象と
した研修について、他都市の状況も含め調
査していきたいと考えています。

85 乳児医療や特定不妊治療の所得制限

特定不妊治療（体外受精や顕微授精）は医

を撤廃してほしい。

療保険が適用されず高額なため、経済的な
理由で妊娠をあきらめることがないよう、
制度の拡充について検討をしています。
また、乳幼児等医療費助成制度は、県市共
1

同事業として実施しているもので、県は所
得制限を設けており、姫路市としても、福
祉制度の一つとして、経済的な支援の必要
な方に給付する事業という側面もあるた
め、一定以上の所得のある方に対しては所
得制限は必要と考えており、現時点では所
得制限の撤廃は考えておりません。

86 定期検診や望まない妊娠をした時の

妊婦健診については、母子健康手帳交付時

連絡先の情報発信に努めてほしい。

に説明を行い、乳幼児健診については、個
別に対象者全員に通知し周知を図ってい
1

ます。
また、「望まない妊娠をした時の連絡先」
についても市民に広く認知してもらえる
よう、ホームページ等を活用した情報発信
に努めます。

87 たばこは、子どもや妊婦に悪影響を与

母子健康手帳交付時、赤ちゃん訪問時、乳

える。禁煙やたばこの害を市民に啓発

幼児健診時に禁煙・たばこの害・受動喫煙

してほしい。

1

について啓発を行っています。令和元年度
は市民や施設管理者向けに健康増進法・兵
庫県受動喫煙防止条例の改正に伴う受動
喫煙対策について講演会を実施しました。

88 工場のばい煙等で汚れた空気を吸う

工場等からのばい煙等については、大気汚

ことによる子どもの体調被害に不安

染防止法等に基づき、排出基準等の適否を

を抱える保護者もいる。市民の健康を

確認しています。二酸化硫黄、窒素酸化物

守る責任をもって対応してほしい。

及び浮遊粒子状物質等の大気汚染物質に
ついては、一般環境大気測定局（9 局）で
1

常時監視し、大気汚染対策の推進に活用し
ています。また、市民の生活と健康を守る
ため、大気汚染の健康に及ぼす影響調査も
継続して実施しています。本調査では、モ
ニター医療機関等を対象として、地域別等
に気管支喘息発作の患者数を調査してい
ます。
平成 30 年度に「地球温暖化対策の推進に

89 子どもに与える影響が大きい温暖化
対策に取り組んでほしい。

関する法律」に基づく「姫路市地球温暖化
1

対策実行計画（区域施策編）
【改訂版】」を
策定し、再生可能エネルギーの普及や低公
害車、エコカー導入促進等、市域全体で地
球温暖化対策に取り組んでいます。

90 公定価格の地域区分の見直しをして

国に対し、地域の人件費や物価状況、都市

ほしい。

規模等を考慮した地域区分の設定となる
1

よう要望しているところであり、引き続き
国の動向を注視していきたいと考えてい
ます。

91 保護者がクレーマーであると言わざ
るをえない時、市として現場職員を守
る体制をとってほしい。

相談内容により、所管課が対応に努めてい
1

ます。

92 １歳半健診等のタイミングで保育所

地域子育て支援拠点においては保育士が

等に通園している子どもについては

１歳６か月児健診に従事し、親子遊びや園

園との連携を増やしてほしい。

の紹介などを行っています。また必要に応
1

じて保育所等と連携をとりながら個別支
援を実施しています。
さらに、子育て世代包括支援センターが保
育所等と連携し継続支援を行うなど、今後
も子育て支援に取り組んでいきます。

93 妊婦等を対象に子どもの育ち、育児の

母親学級、両親学級は各産婦人科医療機関

方法などについて両親教育、祖父母教

で実施されいるため、今後も市で実施の予

育を実施してほしい。きめ細やかな子

定はありません。

どもの心身の発達について具体的に

妊婦等を対象に子どもの育ち、育児の方法

発信してほしい。

などについては、母子健康手帳と同時交付
1

している「子育て手帳」に掲載したり、保
健センターや子育て世代包括支援センタ
ーの職員が個々の相談に応じ支援を行っ
ています。
また、祖父母向けの教室は、すこやかセン
ターや公民館など様々な機関が開催して
います。

94 子育て支援に係る予算を拡充してほ
しい。

引き続き必要な予算の確保に努めます。
3

95 手柄山遊園地、姫路市立動物園など子
どもの遊び場を守ってほしい、増やし

いただいたご意見については関係課と共
1

てほしい。
96 行政はもっと保育の仕事を理解して
高く評価してほしい。

有し、今後の施策を検討する際の参考にさ
せていただきます。

1

