
第２期佐賀市子ども・子育て支援事業計画（案）に対するご意見と本市の考え方
No 項目 ご意見 本市の考え方

1
放課後児童クラブ
について

公立の放課後児童クラブの待機児童について、民
間の放課後児童として受け入れているが、支援員
の確保・待遇改善、場所の確保、施設の設備・借
り上げ、児童のお迎えに係る経費に対し、資金が
不足しているので、補助をしてほしい。

本市では、市が主体的に放課後児童クラブの運営
を行うために、直営と委託により運営を実施して
おります。今後も、直営と委託の拡充を考えてい
るため、現時点では、民間の放課後児童クラブへ
の補助は考えておりません。
なお、現状として待機児童が急増しており、ま
た、一部の校区を除き６年生までの受入ができて
いないため、これまでのやり方を継続しながら
も、待機児童の解消に向けてどのような手法が有
効か、関係機関や関係団体に意見を聞きながら検
討してまいります。

2
放課後児童クラブ
について

①児童の居場所として、リラックスして、遊びこ
める場所にしてほしい。
②保護者が安心して働ける、放課後児童クラブに
してほしい。
③子どもたちに寄り添い、子ども達に今一番必要
なものをみんなで考え、子ども達と遊びこめる支
援員が必要だと思う。
④民間の放課後児童クラブにも、国や自治体から
助成して、放課後児童クラブの待機児童がなくな
るよう、努力してほしい。

①②③
本市では、平成２６年に「佐賀市放課後児童健全
育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条
例」を定め、その規定の中で、遊びと生活の場、
静養スペースなどの専用区画を設けるとともに、
その区画面積については児童１人につきおおむね
１．６５㎡以上の面積を確保することとしていま
す。また、放課後児童クラブは、おおむね４０人
以下の児童数で一つの支援単位を構成し、県の放
課後児童支援員研修を修了した放課後児童支援員
を支援の単位ごとに１人以上配置することとして
おり、本市ではこれらの基準に沿った運営を行っ
ております。
また、放課後児童クラブでは、毎日のように
ミィーティングを実施し児童への支援を指導員同
士で確認しあうとともに、放課後児童クラブ巡回
指導員による巡回指導のほかに、児童の支援に関
する研修を実施するなど、適切な遊びと児童が安
心して生活できる場を提供できるよう、指導員全
体のスキルアップを図っております。
④
№１の本市の考え方と同じです。

3
放課後児童クラブ
について

①２０１５年に児童福祉法第６条の３第２項によ
り放課後児童クラブの設置根拠が示され、国が財
政措置の義務を負っている。佐賀市のパブリック
コメントの取組みは遅すぎるのではないか。
②少子化が進む中、各自治体がこぞって独自の取
組みを進めており、佐賀市も早急に佐賀市独自の
条例を定めて、民間放課後児童クラブの公的財政
支援を願いたい。
③放課後児童クラブを担う支援員の質の確保に
は、従来の「従うべき基準が絶対条件であり、参
酌すべき基準」では、成立しない。
④２０２０年においても４２５人の待機児童が予
想されていることから、施設と人材が確保できる
民間の放課後児童クラブについても、積極的に盛
り込んだ計画づくりを切望する。

①
本市では、平成２７年度（２０１５年度）から平
成３１年度までを計画期間とした第１期佐賀市子
ども・子育て支援事業計画を策定しており、策定
にあたっては平成２６年度にパブリックコメント
を実施し、市民の皆さんのご意見を伺っておりま
す。今回のパブリックコメントは、令和２年度か
ら令和６年度までを計画期間とした第２期佐賀市
子ども・子育て支援事業計画のパブリックコメン
トを行っているところです。
②④
№１の本市の考え方と同じです。
③
本市では、放課後児童健全育成事業に従事する者
及びその員数について、国の従うべき基準に沿っ
た条例を定めており、放課後児童クラブの運営を
行っております。今後につきましても、放課後児
童支援員の認定資格研修の修了予定者を有資格者
とする特例期間を延長することを除き、今後も国
の基準に基づく運営を行ってまいります。
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第２期佐賀市子ども・子育て支援事業計画（案）に対するご意見と本市の考え方
No 項目 ご意見 本市の考え方

4
放課後児童クラブ
について

待機児童解消に向けて、市として「待機児童を絶
対に出さない。」という高い志をもって、次の取
組みが必要である。
①場所の確保（空き教室、校庭内プレハブ、小学
校近郊の空き家等）
②支援員の確保（待遇改善。最低時給１，２００
円。中心になる支援員はフルタイムの正職員。）
③民間の放課後児童クラブ、保育園、幼稚園へ委
託（国が示す基準を参考にした委託料。児童の送
迎費用も委託費に含める。）

①②
放課後児童クラブは、場所の確保と支援員の確保
が両方整った場合に開所することができます。
場所の確保については、まずは学校施設内の余裕
教室等、次に学校周辺の公共施設等、次に学校施
設内への専用館の設置の順で検討を行っておりま
す。
支援員の確保については、平成２７年度から放課
後児童クラブの質を確保するために、時間給の指
導員に加え月給制の嘱託職員を採用し、また、日
日雇用職員や有償ボランティアの指導員の時給額
のアップや県の放課後児童支援員研修を受講修了
した指導員には支援員手当の支給を行うなど処遇
改善を行ってきております。令和２年度からは、
一定の条件を満たせば、期末手当や通勤手当が支
給されることにより処遇改善が図られ、支援員の
確保につながるものと考えております。
③
№１の本市の考え方と同じです。

放課後児童クラブ
について

5

①待機児童解消のため、保育園などに補助金を出
して、放課後児童クラブを行う場所を増やしてほ
しい。
②支援員の待遇を改善し、支援員の数を増やして
ほしい。
③小学４年生からも受入れをお願いしたい。
④４７歳の保育士で、小学３年生の子どもがお
り、その子が小学１年生のとき、待機児童となり
困った経験がある。
⑤子どもの居場所があれば、保護者は安心して働
ける。待機は、保護者の働き方（短時間勤務にす
るか、退職するか）や、家計にも影響を与える。
⑥全部で３人の子どもがいるが、いずれも保育園
や放課後児童クラブで待機となってきた。
⑦小学３年生の子どもは来年小学４年生になり、
放課後の子どもの居場所を悩んでいる。他の小学
３年生の子どもの保護者にも、悩んでいる人は多
くいる。

①
№１の本市の考え方と同じです。
②
№４①②の本市の考え方と同じです。
③⑦
放課後児童クラブの入所にあたっては、低学年の
児童を優先的に受け入れており、４年生以上につ
きましても順次受け入れを行っております。現在
は場所と指導員の確保が追いつかず、一部の校区
を除き４年生以上の受け入れが出来ていない状況
ですが、今後も引き続き、場所と指導員の確保を
行い、４年生以上の受け入れを拡大してまいりま
す。
④
放課後児童クラブへの入会は、市報、市ホーム
ページ、案内チラシなどの広報によりご案内し、
毎年１月に次年度への入会を各校区ごとに一斉に
受け付けております。１月の入会申込において、
各校区ごとの定員を超える申し込みがある場合、
保護者の勤務の状況や家庭の状況などを総合的に
判断し入会を決定しております。また、２月以降
の受付においては、１月に受け付けした方の入会
を決定した後に、先着順で入会を決定しておりま
すが、すでに定員に達している場合は入会をお待
ちいただいております。
⑤⑥
本市では、放課後児童クラブへのニーズが高まる
中、施設整備や適正な指導員の配置を行い、児童
の受入数を拡大するなど対応を行ってきておりま
すが、申込者数の急激な増加により、待機が生じ
ている状況です。今後も引き続き、場所の確保と
指導員の確保を行い、待機解消を図ってまいりま
す。
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第２期佐賀市子ども・子育て支援事業計画（案）に対するご意見と本市の考え方
No 項目 ご意見 本市の考え方

6
放課後児童クラブ
について

①放課後児童クラブの場所が少ないと思う。
②場所を確保するため、小学校との連携強化、設
置時の補助が必要になる。
③支援員が確保できていない。
④資格保持者・専門識者として、待遇を改善しな
ければ、支援員は増加しないと思う。

①③
№５⑤⑥の本市の考え方と同じです。
②
場所の確保にあたっては、まずは学校施設内の余
裕教室等、次に学校周辺の公共施設等、次に学校
施設内への専用館の設置の順で取り組んでおりま
す。その際、学校と十分協議を行い、国県の補助
を活用し整備を行っております。
③④
№４①②の本市の考え方と同じです。

7
放課後児童クラブ
について

①待機児童が増加することは分かっているので、
佐賀市は資金を出していくべきだと思う。
②特に民間で行っているところに補助金を出して
ほしい。
③支援員の待遇改善と、シルバー世代（その中で
も、若い世代）のボランティアを広く募集してい
けばいいと思う。
④放課後児童クラブを利用する児童には、午後か
ら良い環境で過ごしてほしいと願う。

①②
№１の本市の考え方と同じです。
③
№４①②の本市の考え方と同じです。
④
№２①②③の本市の考え方と同じです。

8
放課後児童クラブ
について

①卒園した幼稚園・保育園で、預かれるようにす
ることが理想的である。
②小さいときのことや、家庭のことを知っている
支援員がいれば、子どもも安心するし、発熱やト
ラブルのときにうまく対応できるのではないかと
思う。
③そのためにも、幼稚園や保育園に放課後児童ク
ラブ用の補助ができれば、保護者も安心して、仕
事ができ、生活ができると思う。

①②③
№１の本市の考え方と同じです。

9
放課後児童クラブ
について

①待機児童が４２５名と、ますます増加するとの
ことだが、待機している子どもたちが家にいるの
か心配である。
②非行に巻き込まれたり、事故にあわないよう
に、学校から帰ってくることを願うしかない。
③地域と行政が一体となって、真剣に考える必要
があると思う。

①②③
№５⑤⑥の本市の考え方と同じです。

10
放課後児童クラブ
について

放課後児童クラブを保育園で行ってもらうため、
補助金を出し、支援員を増やし、受入れ人数の増
員をすれば、待機児童は解消すると思う。

№１の本市の考え方と同じです。

11
放課後児童クラブ
について

①放課後児童クラブの充実のためには、受け皿と
なる施設が必要である。
②私的に放課後児童クラブを行っているところへ
の助成を行えば、保護者側も安い料金で、子ども
を安心して預けることができるのではないかと思
う。

①②
№１の本市の考え方と同じです。

12
放課後児童クラブ
について

放課後児童クラブを行おうとしているところへの
補助金を出したり、支援員の待遇を改善するとよ
いのではないか。

№１の本市の考え方、№４①②の本市の考え方と
同じです。
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第２期佐賀市子ども・子育て支援事業計画（案）に対するご意見と本市の考え方
No 項目 ご意見 本市の考え方

13
放課後児童クラブ
について

①安心できる、安全である「家庭的な生活場」が
増えるとうれしい。
②学校よりも長く過ごすかもしれない放課後児童
クラブは、子ども達にとって第２のおうちであっ
てほしい。
③「ただいま」、「おかえり」が言い合える雰囲
気作りも大切かなと思う。

①②③
№２①②③の本市の考え方と同じです。

14
放課後児童クラブ
について

①放課後児童クラブの場所（部屋）があり、安心
して過ごすことができることが必要だと思う。
②支援員の増員や、待遇の改善も必要になってく
ると思う。

①
№２①②③の本市の考え方と同じです。
②
№４①②の本市の考え方と同じです。

16
子どもの貧困対策
について

現代の子どもや子育て世代が置かれている状況か
らみて、ミクロの視点からの施策、事業が急務で
ある。
特に、基本事業「３　支援を要する子どもや家庭
を支える取組の推進」については、「子どもの貧
困」の問題がある。
国の「子どもの貧困対策大綱」が５年ぶりに見直
された。
大綱の基本的方針に掲げられた「親の妊娠・出産
から子どもの社会的自立までの切れ目のない支
援」、ライフステージに応じた早期の課題把握や
支援の多様化は、今、一番必要なことである。
佐賀市が、これらにいち早く取り組むことを明記
してほしい。

本市としても子どもの貧困対策は、重要な課題で
あると認識しております。そこで、本市におきま
しても負の連鎖を断ち切り、『 現在から将来にわ
たり、全ての子ども達が夢や希望を持てる社会』
を目指すため、子どものライフステージに応じた
支援に努めるとともに、遊び場や食事の提供及び
学習支援等の多面的な支援を行う地域における子
どもの居場所づくりを推進し、地域で見守り支え
あう子育てを推進していきたいと考えておりま
す。

15

①場所の確保について
働く人の増加等のためか、爆発的に放課後児童ク
ラブの利用を希望する人が増えている。
学校近くの空き地や、公民館等を活用するなど、
早急に場所を増やしてほしい。
来年の見込み数をみると、今年以上の待機児童が
見込まれる。
親も子も不安な新学期を迎えることがないよう、
可能な限りの方策をとってほしい。
②支援員・指導員の処遇改善について
今年度時給をアップさせているようだが、県内に
は１，１００円の自治体もある。
時間給のさらなるアップのほか、正職員を配置し
て、放課後児童クラブの仕事を評価してほしい。
③民間の放課後児童クラブへの助成について
公立だけで受け入れが難しい状況であることか
ら、民間への助成を行ってほしい。
過去、放課後児童クラブを実施していた保育園も
あったが、経営が成り立たず、中止したところが
ある。
助成を前提に、働きかけを行ってほしい。
④受け入れ確保について
毎年８０名の増を計画しているが、待機児童が多
い校区を優先するのか、複数の学校を対象にわず
かずつ増加させるのか、その内容が不明である。
令和２年度までに数百人の確保増だが、方策はど
のような内容なのか。
⑤保護者懇談会の開催について
通知だけで、待機を余儀なくされている状況にあ
る。
地元で懇談会を開き、あらゆる方策を一緒に考え
ていく場を持てないか。
⑥児童クラブの受入児童について
放課後の時間は、子どもたちにとって、様々な体
験ができるかけがえのない時間である。
親が働いていても、働いていなくても利用でき
る、子どもにとって理想的な放課後児童クラブに
なることを願う。

①
№５⑤⑥の本市の考え方と同じです。
②
№４①②の本市の考え方と同じです。
③
№１の本市の考え方と同じです。
④
場所の確保については、まずは学校施設内の余裕
教室等、次に学校周辺の公共施設等、次に学校施
設内への専用館の設置の順で検討を行っておりま
す。また、確保にあたっては、待機児童が生じて
いる校区を優先的に行っております。令和２年度
の確保については、すでに場所を確保している校
区や令和２年度に追加して場所を確保する校区な
どを見込んでおります。
⑤
本市では、平成２７年度の国の放課後健全育成事
業の制度見直しに伴い、一部の校区を除き直営で
の放課後児童クラブの運営方針で行ってきており
ます。しかしながら、現状として待機児童が急増
しており、また、一部の校区を除き６年生までの
受入ができていないため、これまでのやり方を継
続しながらも、待機児童の解消に向けてどのよう
な手法が有効か、関係機関や関係団体に意見を聞
きながら検討してまいります。
⑥
本市が運営する放課後児童クラブは、児童福祉法
に基づく放課後児童健全育成事業であり、対象児
童は「保護者が労働等により昼間家庭にいないも
の」と規定されており、入会はこの規定に基づき
決定しております。

放課後児童クラブ
について
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第２期佐賀市子ども・子育て支援事業計画（案）に対するご意見と本市の考え方
No 項目 ご意見 本市の考え方

17
副食費の助成につ
いて

給食は、大切な教育、保育の指導内容である。
幼児教育の無償化の一環として、副食費について
も、無償化してほしい。

副食費を含む給食費については、幼児教育・保育
の無償化が実施される以前から、家庭で保育する
保護者の場合と同様に、保護者負担が原則である
とされておりました。そのため、本年１０月から
の幼児教育・保育の無償化においても、給食費は
無償化の対象から除外されているところです。
本市といたしましても、副食費についてはこの原
則のもと、保護者負担とさせていただきたいと考
えております。
ただし、経済的な負担等を考慮して、世帯年収が
３６０万円未満に相当する世帯の子どもや、第３
子以降の子どもに係る副食費については、免除す
ることとしております。

18
子どものための条
例の制定について

佐賀市にはまだない「子どものための条例」の制
定を切に望む。平成２０年から取り組まれている
「子どもへのまなざし運動」を推進するために、
「佐賀市未来を託す子どもを育むための大人の役
割に関する条例」はある。４つの場と４つの視点
から行動指針を提案しているが、これは大人の役
割である。
国連総会において採択され、日本で批准された
「児童の権利に関する条約」にあるように、「子
どもの幸せを第一に考え、子どもの利益が最大限
に尊重されるよう…」取り組んでいくのであれ
ば、佐賀市でも、子どもの育成・支援・保護を目
的に掲げた「子どものための条例」を制定し、子
どもの基本的人権に十分配慮し、一人一人を大切
にした教育が行われることを望む。

昨今の児童虐待やいじめなどは社会問題化してお
り、このような社会情勢だからこそ、子どもの権
利を守る大人の役割が重要になると考えておりま
す。
その、大人の役割として、「佐賀市未来を託す子
どもを育むための大人の役割に関する条例」、い
わゆる『まなざし条例』につきましては、基本理
念として第３条第２項に、「大人は、子どもの権
利の尊重に努めること。」と規定しており、ご意
見の、「子ども利益が最大限に尊重される」こと
を趣旨とした条例と認識しております。
この条例を基にした、まなざし運動におきまして
は、「家庭」「地域」「企業等」「学校等」の４
つの場において、「命」「自立」「他者とのかか
わり」「子どもを取り巻く環境」の４つの視点を
もとに、１６の具体的な「大人の行動指針」を定
めており、子どもの権利の尊重を基本理念に掲
げ、子どもの権利を守るのは大人の役割という認
識で、理念だけに留まらず、より実践的な条例と
考え、具体的な「大人の行動指針」に基づき、市
民総ぐるみで子どもへのまなざし運動を推進して
まいりました。
このような考えから、従来から取り組んでおりま
す、「まなざし条例」に基づく子どもへのまなざ
し運動の推進を重要視していくべきと考えてお
り、現状としまして、新たな条例制定につきまし
ては、考えていない状況でございます。

19
親のための家庭教
育について

子どもだけでなく親も共に育っていくには「家庭
教育」が大事である。「家庭教育」は「社会教
育」の全ての出発点になる。一番根底になる。
「就学前の家庭教育講座」だけでなく、子どもの
年代に応じた切れ目のない取り組みが必要だと感
じる。
さまざまな社会の変化を追いかける施策でなく、
変化に備える施策となれば、より安心した子ど
も・子育て支援を推進していけると思う。

家庭教育については、命の繋がりの大切さを伝え
たり、子どもの自立を促すことを目的として基本
的生活習慣を身に付けさせることが重要で、子ど
もにとって最も重要な教育の出発点になると考え
ております。
社会教育課が実施しております「家庭教育講座」
につきましては、子どもの成長の節目である就学
前の時期の保護者を対象に、市内の公立小中学校
で開催される新入学説明会を活用した家庭教育講
座の他、市内全域で希望される団体に対して講師
の派遣事業を実施しております。
これまでは様々な媒体を利用して、本事業の周知
を図って参りましたが、様々な年代に応じた切れ
目の無い取り組みを実現するために、今後も引き
続き市民の皆様へ本事業の周知に努めていきたい
と考えております。
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第２期佐賀市子ども・子育て支援事業計画（案）に対するご意見と本市の考え方
No 項目 ご意見 本市の考え方

20 計画全般について

意識調査の回答者が少なく、どれくらい合理性が
あるか心配である。
調査の方法についても検討してほしい。

本市は、佐賀市子ども・子育て支援事業計画の改
訂にあたり、本市の子ども・子育て施策の現状を
調査するため、佐賀市内の０歳から小学６年生ま
での子どもがいる世帯を対象とした意識調査を実
施いたしました。
調査を実施した令和元年５月末現在において、本
市の０歳から小学６年生までの子どもの人口は、
およそ２５，０００人です。この人数に対する調
査で、信頼度９５％、標本誤差５％とするために
必要な標本数は統計学上およそ３８０件です。
本調査で、ご回答いただいた標本数は１，６１０
件なので、本市といたしましては、十分な数の回
答が得られたものと考えております。
また、対象者を抽出する際にも、各小学校区の学
年ごとの人口を考慮するなどして、校区と児童年
齢に偏りが生じないような工夫もしているところ
です。

21 計画全般について

具体的な方策について知りたいので、何らかの方
法で教えてほしい。

佐賀市子ども・子育て支援事業計画におきまして
は、「子も親も心豊かに共育ち　家庭・地域・社
会で育む子どもの笑顔」という基本理念を掲げ、
その実現に向け６つの基本施策に沿って、２１の
基本事業の方向性を定めております。
この基本事業の具体的な方策として、本市の関係
各課が担当する個別事業がございます。この個別
事業については、その一覧を本計画の巻末に掲載
いたしますので、ご参照ください。
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