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「京都市はぐくみプラン(京都市子ども・若者総合計画)(案)」 

に関する市民意見募集の結果について 

 

 

 「京都市はぐくみプラン(京都市子ども・若者総合計画)」（以下「計画」という。）

の策定に当たり，計画(案)に対する市民意見募集を行いました。 

この度，その実施結果を取りまとめましたので，御報告いたします。 

 

 

１ 市民意見募集の概要 

⑴ 募集期間 

令和元年１０月３１日(木)から令和元年１２月４日(水)まで 

 

⑵ 御意見数 

意見者数：  ５３８人 

意見総数：１，８３７件 

 

⑶ 御意見を頂いた方の属性 

ア 居住地 

 

 

 

イ 年齢 

 

 

 

 

 

ウ 職業等 

   

 

 

 

  

京都市内 京都市外 記載なし 

３２９人 ８８人 １２１人 

～１９歳 ２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 

２３人 １９２人 ７５人 ５４人 ２２人 

６０歳代 ７０歳代 ８０歳～ 記載なし  

１３人 ５人 ２人 １５２人  

会社員 公務員 自営業 フリーター 主婦・主夫 

８０人 １９人 １９人 ５人 ３６人 

学生 無職 その他 記載なし  

２０７人 ５人 ３９人 １２８人  
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２ 御意見に対する本市の考え方（各御意見の内容は別紙のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【内訳】                           （単位：件） 

 計画の関連項目 ① ② ③ ④ 合計 

第Ⅰ部 計画の趣旨 39 316  0 68 423 

第Ⅱ部 具体的方策  

 第２章 施策の体系（第１章 優先的に取り組む事項に対する意見を含む。） 

  １ ライフステージに応じた子ども・若者の成長 

   ⑴母子保健 0 53  0 37 90 

   ⑵乳幼児期の子育て支援 5 35  0 17 57 

   ⑶幼児教育・保育 11 172 28 50 261 

   ⑷子どもの教育環境 1 23  0 28 52 

   ⑸放課後の子どもたちの居場所づくり  0 80  0 28 108 

   ⑹思春期保健  0 7  0 10 17 

   ⑺若者の自己成長と社会参加 10 89  0 68 167 

   
⑻子育て家庭の生活の安定や子ども・若者の 

健やかな成長に資する継続的な取組 
28 13  0 32 73 

  ２ 特に支援を要する子ども・若者やその家庭への支援 

   ⑴貧困家庭の子ども・若者への支援 3 30  0 12 45 

   ⑵児童虐待対策・少年非行対策，社会的養育の推進 5 44  0 12 61 

   ⑶困難を有する若者への支援 1 15  0 12 28 

   ⑷障害のある子どもへの支援  0 12  0 1 13 

   ⑸ひとり親家庭支援 0 30  0 10 40 

  ３ 子ども・若者とその家庭をみんなで支え・はぐくむ社会 

   ⑴次代を担う子ども・若者をはぐくむ地域共生社会の推進 8 35  0 22 65 

   ⑵親育ち促進  0 20  0 10 30 

   ⑶「真のワーク・ライフ・バランス」の促進  0 41  0 33 74 

 第３章 京都市子ども・子育て支援事業計画 5 85  0 33 123 

計画の推進・その他 15 35 0 60 110 

合 計 131 1,135 28 543 1,837 

対応分類 件数 

① 計画(最終版)に反映するもの 
 

１３１件 

② 計画(案)に記載済み又は趣旨に含まれ， 
賛同いただいているもの 

１，１３５件 

③ 御意見の内容に対応しないもの 
 

２８件 

④ 今後の取組の推進に際して参考とするもの
その他の御意見 

５４３件 



3 

３ 計画（最終版）に反映する内容 

  御意見の内容・主旨 
反映 
ページ 
（本冊） 

反映内容 

・  「京都ならでは」，「はぐくみ文化」

とは具体的にどのようなものなのか

知りたい。 （１９件） 

２ 「計画の趣旨」に「京都市の特

色」の説明を掲載 

・  「市営保育所の今後のあり方に関

する基本方針（改訂版）」を廃止する

とされているが，既に決まっている

民間移管は引き継がれるのか。 

・  民間移管がどうなるのか不安なの

で，今後の方向性をきっちりと示し

てほしい。 （３件） 

６ 「市営保育所の今後の役割」に，

「既に移管対象保育所としている

保育所は民間移管を進めていく」

旨を追記 

・  こどもみらい館における共同機構

とは，どのようなことをされている

のか。 （２件） 

６， 

４６ 

当該記載を「こどもみらい館に

おける保育者の資質向上の取組」

に修正 

・  子育て世帯の孤立防止や乳幼児期

の子育て支援の開かれた施設運営

に，「児童館」を追記してほしい。   

 （４件） 

９， 

１７ 

御意見のとおり追記 

・  現在登録している里親への支援だ

けでなく，新たな里親の開拓にも力

を入れてほしい。 （４件） 

１２， 

２８ 

社会的養育の取組に，「里親への

包括的な支援を行うフォスタリン

グ体制（里親のリクルートから委

託後の支援までの包括的な支援体

制）の構築」等を追加 

・  児童虐待について，対策推進の具

体例が想像していたよりも明確に挙

がっていて良かったと思う一方で，

具体度が異なり，あまりイメージで

きない項目もあった。 （１件） 

１２， 

２７， 

２８， 

３３ 

社会的養育及び児童虐待対策の

取組に，「子育て支援短期利用事業

（ショートステイ，トワイライト

ステイ）の充実」を追加 

・  ひきこもり支援について，現在社

会福祉審議会専門分科会で議論され

ている内容は今回のプランに反映さ

れないのか。 （１件） 

１２ 「市民にとって分かりやすい支

援の入口を示す」「多様化・複合化

した課題を抱える当事者や家族に

寄り添った支援」に取り組むこと

など，専門分科会での議論を踏ま

えた内容に修正 
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  御意見の内容・主旨 
反映 
ページ 
（本冊） 

反映内容 

・  具体的方策の中での「地域」の位

置づけが不明瞭ではないか。地域組

織である自治会・町内会，民生児童

委員，社会福祉協議会が行っている

取組など，地域組織・住民等が主体

的に行っている取組についても位置

づけと推進が明記されると良いので

はないか。 （１件） 

１３， 

３５ 

地域のネットワーク機能に関す

る説明中，地域団体の例として「自

治会・町内会や社会福祉協議会，民

生児童委員，保護司」を明記 

・  他の自治体では，新生児聴覚検査

費用を助成する券がもらえるよう

である。費用が高いと検査を受けな

い人がいると思うので，京都市も子

育て支援に力を入れるのであれば，

検査費用を助成してほしい。 

 （１件） 

１６ 乳幼児期の子育て支援の取組

に，「新生児聴覚検査費用の助成」

を追加 

 

 

・  認可外保育所も無償化の対象にな

っているが，事故等が起きないよう，

保育の質の向上をお願いしたい。

 （１件） 

１８ 

 

幼児教育・保育の取組に，「認可

外保育施設の質の向上」を追加 

・  夜に働く親が少なからずいると思

うので夜に子どもを預けることが可

能な施設が必要となるのではない

か。 

・  子育ての支援と親の働き方を改

善することで家庭の支えになるた

め，ワーク・ライフ・バランスを守

る環境づくりを行うことが望まし

い。柔軟な策があると良い。 

 （２件） 

１９ 幼児教育・保育の取組に，「保育

園，認定こども園における多様な

保育サービス（休日保育，夜間保

育）の提供」を追加 

・  外国籍市民については今後更なる

増加が予想されるため，窓口だけで

なく具体的な支援策が望まれる。 

・  外国ルーツの家庭への保育園・幼

稚園に係る情報提供，日本語以外の

言語を理解できる保育士や幼稚園の

先生の育成などが必要だと感じる。

 （３件） 

１９ 幼児教育・保育の取組に，「外国

にルーツをもつ子ども，保護者等

へのコミュニケーション確保をは

じめとした支援」を追加 
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  御意見の内容・主旨 
反映 
ページ 
（本冊） 

反映内容 

・  外国人のお客さんが多いので，英

語の教育に力を入れることによっ

て，海外の人との交流もできるよう

になり，若者が将来に働く不安を少

しでも取り除くことができる取組が

必要。 （１件） 

２０， 

２５ 

子どもの教育環境の取組に掲げ

た「学力向上に向けた取組の推進」

の例示として，「英語教育・プログ

ラミング教育」を追加  

・ 若者の地域コミュニティへの参加

がもっと進んでほしい。このままで

は地域社会が維持できなくなってし

まう。 

・ まちの活動などの情報を入手でき

る手段が増えると嬉しい。 

 （１０件） 

２４ 若者の自己成長と社会参加の取

組に，「地域における福祉教育・ボ

ランティア学習推進事業の実施」

及び「福祉ボランティアセンター

によるボランティア活動の総合的

な支援」を追加 

・ 区役所・支所子どもはぐくみ室と

学校・地域が連携してほしい。 

・ 子育て世代包括支援センターとし

ての子どもはぐくみ室の機能を強化

し，子育て世代，家族に寄り添いなが

ら協働した支援が継続してできるこ

とを希望する。 （３件） 

２４ 施策の体系の分類として「ライ

フステージ全般」を追加のうえ，そ

の取組として「区役所・支所子ども

はぐくみ室による地域と連携した

切れ目のない寄り添い支援」を追

加 

・  子ども医療費を計画にきっちりと

盛り込むべきでは。 

・  子育てを支援してもらう人が一番

に求めているものはお金だと思う。 

 （７件） 

２４ ライフステージ全般の取組に，

「子ども医療費支給制度の推進・

拡充」を追加 

・  子どもの遊び場が少ない。 

・  子どもたちの地域の居場所・遊び

場に対する内容が考えられていな

いのではないか。 （１８件） 

２４ ライフステージ全般の取組に，

「公園の整備及び維持管理の充

実」を追加 

・  子どもの貧困対策も重要である

が，すでに取り組まれている生活困

窮者の相談窓口のようなものを，き

ちんとやった方がいいと思う。 

 （１件） 

２６ 貧困家庭の子ども・若者への支

援の取組に，「生活困窮者に対する

自立相談支援」を追加 
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  御意見の内容・主旨 
反映 
ページ 
（本冊） 

反映内容 

・  妊娠中にお金に困ったことがある

が，その時の支援が何もなかった。 

・  支援が必要な妊婦への支援の充実

をお願いしたい。 （２件） 

２６ 貧困家庭の子ども・若者への支

援の取組に掲げた「子育て世帯を

対象とした市営住宅優先入居」に

ついて，「市営住宅における妊娠期

や子育て期の世帯への優先入居の

実施」に修正 

・  京都市は税収が少なく予算の配分

が難しいと聞いているが，もっと考

える余地はあると思う。 

・  施設を増やすにはやはり資金が必

要であるため，募金の呼びかけ活動

を行ってもいいのではないかと思

う。 （４件） 

２６， 

３６ 

貧困家庭の子ども・若者への支

援の取組に掲げていた「京都市は

ぐくみ未来応援事業」について，

「寄付などを通じた民間活力によ

る子ども・若者の未来への支援」に

修正するとともに，これを次代を

担う子ども・若者をはぐくむ地域

共生社会の推進の取組にも追加 

・  まずは小さなコミュニティがあ

る地域内で子どもたちに向けた活

動を行い，「地域力」を作り上げてか

ら，市全体で「市民力」に向けた活

動を行う方が良い。 （２件） 

３５ 地域共生社会の推進の取組に，

「ジュニア消防団の取組など，地

域における子どもの活動機会の提

供」を追加 

・  ひとり親などの社会との接点が限

定される家庭に対して，地域社会全

体で支える必要がある。地域にはボ

ーイスカウトやスポーツ少年団など

の活動があるが，それらの参加費を

支援することによって，家庭が地域

とつながり子どもの成長機会を得る

ことができると考える。 （１件） 

３５ 地域共生社会の推進の取組に，

「スポーツ少年団，ボーイスカウ

ト・ガールスカウト等の育成団体

との連携」を追加 

・  ショートステイを利用しており非

常に助かっているが，預け先が満室

で利用できなかったり，家から遠い

ところしか空いていないことがあ

る。預け先が増えて近場にできれば

良いと思う。 （２件） 

４５ ショートステイの量の見込みに

ついて，育児疲れ等の保護者の不

安を軽減する子育て家庭への支援

の充実及び地域ごとの利用者数の

偏り解消の観点から，上方修正 

・  いいことが書かれていると思う

が，この計画をしっかりと進めるこ

とが重要。進捗状況を示す指標など

を設けてはどうか。 （５件） 

５１ 計画の進捗状況を示す指標を追

加 
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  御意見の内容・主旨 
反映 
ページ 
（本冊） 

反映内容 

・  地域とのつながりや連携を密にし

た子育て支援を先駆的に果たしてき

たことを今後も継続し充実させてほ

しい。 

・  はぐくみ文化の醸成が必要であ

る。 （８件） 

５２ 計画の推進に向け，京都市はぐ

くみ推進審議会から受けた「京都

ならではの「はぐくみ文化」の更な

る深化に向けた提言」を掲載 

・ 概要版などで計画全体を分かりや

すく伝えてほしい。 

・ 見にくいので絵を使ったり分かり

やすくしてほしい。 （２０件） 

― 多くの方に読んでいただけるよ

う，イラストを効果的に使用する

など，本計画の要点を簡潔かつ分

かりやすくまとめた概要版の冊子

を作成 

・  学童クラブ事業についても数字だ

けではなく，確保方策の考え方を記

載していただきたい。 

・  ショートステイとトワイライトス

テイがイメージしにくいのでその説

明を入れた方が良いと思う。 

 （３件） 

― 子ども・子育て支援事業計画の

詳細を掲載した別冊を作成 

・  前計画について，質的評価が見え

てこない。 

・  少しわかりづらかった。文字ばか

りでなく，現状がわかる写真や表，

グラフなどを入れるといいのではと

思う。 （２件） 

― 前計画の進捗状況や本冊の基礎

データ等を掲載した別冊を作成 

 


