
第２期富田林市子ども・子育て支援事業計画に関するパブリックコメントのご意見に対する市の考え方（案）

①実施期間：令和２年１月６日（月）～令和２年１月３１日（金）
②提出数：４３通７７件（うち有効数４２通）
③方法別：窓口持参３０通、Ｅメール８通、ＦＡＸ３通、郵送２通　
④有効として取り扱わなかった理由：パブリックコメントの記載要件を満たしていない（意見の記載がない）　１通

N0 ご意見 関連頁・章番号 ご意見に対する考え方

1 ・人口減になっている原因の1つとして若い世代の転出が
多くみられるが、子育て世代になって戻ってくる傾向もな
いことから、子育てしやすい町づくりを市として抜本的に
変える必要がある。

第2章4
第4章4

　頂いたご意見につきましては、子ども・子育て支
援を推進するうえで、ご意見として参考にさせて
いただきます。

2 ・公立幼稚園の3年保育を早く進めてほしいです。もっと
自由に差がなく選択（預かり保育・通園バス・給食など）で
きるようにしてほしい。

第4章4 　頂いたご意見につきましては、多様な保育ニー
ズへの対応と充実を進めるうえで、参考にさせて
いただきます。

3 ・3年保育を進めてもらうとありがたい。早急に制度を定め
て、しっかりと準備をしてから、３歳児と４歳児が同時に入
園することになっても、3歳児がかりに手をとられることの
ないようにしてほしい。

第4章4 　頂いたご意見につきましては、多様な保育ニー
ズへの対応と充実を進めるうえで、参考にさせて
いただきます。

4 ・子どもたちが安心して保育を受けることができる環境を
これからも続けるようにして下さい。

第6章１（2）ア・イ・
ウ

　頂いたご意見につきましては、教育・保育の量と
質の確保に基づき、計画を推進してまいります。

5 ・教育無償化は有難いのですが、そもそも園の数が足り
ていない。こども園を増やしてほしい。

第6章1(4)ア 　頂いたご意見につきましては、多様な教育・保
育ニーズへの対応と充実を進めるうえで、参考に
させていただきます。

6 ・共働きが多くなっている中、子供を安心して預けられる
施設の充実、人員の確保、教育に予算を費やしていただ
きたい。また、質の高い教育を子どもたちに受けさせるた
めにも、教育に携わる者たちの処遇の見直しをお願いし
たい。

第6章１（2)
第6章１（4）ウ

　保育士の処遇改善等については、第６章（４）の
ウに盛り込まれておりますが、多様な教育・保育
ニーズへの対応と充実を進めるうえで、ご意見の
趣旨も踏まえながら計画を推進してまいります。

7 ・待機児童解消をするためには、保育士不足の解消も不
可欠です。保育士の処遇の見直しをして抜本的な計画
を立てて下さい。

第6章１（4）ウ 　保育士の処遇改善等については、第６章（４）の
ウに盛り込まれておりますが、ご意見の趣旨も踏
まえながら計画を推進してまいります。

8 ・質の向上は、交流と先生方の心と時間の余裕からだと
思いますので、先生方がもっと研修に出やすく、先生方
同士の時間がもてるよう、保育士の人数をふやしてもらい
たい。

第6章１（4）ウ 　保育士の処遇改善等については、第６章（４）の
ウに盛り込まれておりますが、ご意見の趣旨も踏
まえながら計画を推進してまいります。

9 待機児童があるのはそもそもおかしいと思うが、保育の質
を落として事故が増えるのも恐い。保育士がもっと働きや
すい市にすれば、保育士も増えて良い保育が出来ると思
う。そのために、例えば、富田林市内の保育士には家賃
補助（保育所に勤めてる方）などしてあげれば良いと思
う。私達の母親代わりを務めてくれる先生方にはもっと働
きやすい市であっても良いと思う。

第6章１（4）ウ 　保育士の処遇改善等については、第６章（４）の
ウに盛り込まれておりますが、多様な保育ニーズ
への対応と充実を進めるうえで、ご意見の趣旨も
踏まえながら計画を推進してまいります。

10 ・待機児童も現状では解消されておらず、そのためにも
保育士さんの処遇の見直しをし、保育士不足を解消して
ほしい。同じ働くでも給料は比較してしまうと思う。

第6章１（4）ウ 　保育士の処遇改善等については、第６章（４）の
ウに盛り込まれておりますが、ご意見の趣旨も踏
まえながら計画を推進してまいります。

11 ・保育士の給料UP
・保育士の人数確保

第6章１（4）ウ 　保育士の処遇改善等については、第６章（４）の
ウに盛り込まれておりますが、ご意見の趣旨も踏
まえながら計画を推進してまいります。

12 ・保育士さん不足解消に対する対策として待遇を見直し
てほしい。

第6章１（4）ウ 　保育士の処遇改善等については、第６章（４）の
ウに盛り込まれておりますが、ご意見の趣旨も踏
まえながら計画を推進してまいります。

13 ・「子育てしやすいまち富田林」として、子どもたちが安心
して保育を受けることができるよう、親たちがよりよい環境
で子育てできるよう、保育士の処遇の改善、0～2歳児の
保育料や給食費の無償化、保育環境の整備など進めて
ください。

第6章１（4）ウ 　保育士の処遇改善等については、第６章（４）の
ウに盛り込まれておりますが、多様な保育ニーズ
への対応と充実を進めるうえで、ご意見の趣旨も
踏まえながら計画を推進してまいります。

14 ・安心して保育を受けることができるよう環境を整え、保育
士不足の解消、保育士の処遇見直しをして、保育の質を
高める計画を立ててほしい。

第6章１（4）ウ・オ 　保育士の処遇改善等については、第６章（４）の
ウ・オに盛り込まれておりますが、多様な保育ニー
ズへの対応と充実を進めるうえで、ご意見の趣旨
も踏まえながら計画を推進してまいります。

資料１
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N0 ご意見 関連頁・章番号 ご意見に対する考え方

15 ・保育士確保、保育の質の確保のために保育士の処遇
改善をしていく、ということは書かれていますが、学童保
育指導員については書かれていません。学童保育指導
員の専門性のある人材の確保=保育の質の向上のため
に処遇改善、研修の充実は欠かせないと思いますので、
保育士の処遇改善と合わせて、学童クラブ指導員の処
遇改善も計画案に明記していただきたい。

第6章１（４）ウ・オ ご意見の趣旨については、第６章（４）のウ「教育・
保育サービスの質を向上するために、幼稚園教
諭・保育士などの様々な処遇改善と労働環境の
整備・改善に努めることにより、人材の確保に努
めます」に含まれており、ご意見の趣旨も踏まえな
がら計画を推進してまいります。

16 ・確保方策はとられているようだが、箱ものだけでなく質を
上げていく計画をもっと詳しくしてほしい。

第6章１（4）イ・オ 　ご意見の趣旨については、第６章（４）のイ・オに
盛り込まれておりますが、ご意見の趣旨も踏まえ
ながら計画を推進してまいります。

17 ・幼小はありますが、保小は小１での差が大きい。
・幼保の交流もあればと思う。

第6章１（4）エ 　ご意見の趣旨については、第６章（４）のエに盛
り込まれておりますが、ご意見の趣旨も踏まえな
がら計画を推進してまいります。

18 ・福祉と教育の連携について、保育所等訪問事業に対
し、学校によっては拒絶されたり受け入れてもらっても担
任のみが対応し、管理職が応じない、難色を示すなどの
対応があるようです。発達障がいの子どもの対応につい
ては、担任だけでなく管理職やコーディネーターも関わ
り、お互いに歩み寄る話し合いをお願いしたい。そして一
貫した対応をしていただきたい。

第6章１（４）エ 　ご意見の趣旨については、第６章（４）のエに盛
り込まれておりますが、ご意見の趣旨も踏まえな
がら計画を推進してまいります。

19 ・病後児保育について、富田林病院にできたことで利用
しやすくなったが、もう少し広い時間帯や、当日行って見
てもらえる制度でないと、あきらめる方が周りにも何人もお
り、結局利用しにくい。

第6章2（10） 　頂いたご意見につきましては、病児・病後児保
育事業を推進する上で、参考にさせていただきま
す。

20 ふらっとスペースの広場（すばる・レインボーホール・かが
りの郷）の利用時間を増やしてほしい。具体的には、3つ
の広場を平日すべて開けてほしい。理由としては、１人で
も多くママの手助けができるようにしたいから。

第6章2(2) 　頂いたご意見につきましては、地域における子
育て支援の充実を進めるうえで、今後の参考にさ
せていただきます。

21 ・学童指導員の増員及び雇用環境の改善。
・学童の教室及び周辺（校庭など）の整備。

第6章2(11) 　頂いたご意見につきましては、放課後児童健全
育成事業の充実を進めるうえで、参考にさせてい
ただきます。

22 ・学童保育の費用も補助を出すなど、検討してほしい。 第6章2(11) 　頂いたご意見につきましては、放課後児童健全
育成事業の充実を進めるうえで、参考にさせてい
ただきます。

23 ・小学校学童クラブの長期休み時の開始時間を午前8時
にしてほしい。8時30分では仕事に間に合いません。校
舎開錠を8時にし、校舎内でトイレ、本を読んだり、授業の
準備が出来るようにして下さい。
・公立学童の開始時間や内容の変更ができないなら、
もっと民間学童を誘致して、働く親とその子どもたちに選
択肢を増やしてください。

第6章2(11) 　頂いたご意見につきましては、放課後児童健全
育成事業の充実を進めるうえで、参考にさせてい
ただきます。

24 ・土曜日と長期休業期間の開設時間を午前8時からにし
てほしい。8時には家を出て仕事に行くように勤務時間を
設定（普段は子どもが8時登校なので・・）している保護者
が多くいる中、8時30分からというのは、就労にむけての
足かせとなり、子どもを１人にする時間帯が１年生から生
じ、心配している。また、学童の環境についてスタッフを
増やしたり、部屋を増やすなど、今後の需要は必ず高
まってくるので、早急に検討して頂きたい。

第6章2(11) 　学童クラブ施設整備につきましては、計画的に
取り組んでいるところですが、頂いたご意見につ
きましては、放課後児童健全育成事業の充実を
進めるうえで、参考にさせていただきます。

25 ・小学校の学童保育開始時間を夏休みは8時～にしてほ
しいです。仕事に間に合わなくて、約１か月半ぐらい遅刻
して行くことになります。仕事がやりにくくなります。

第6章2(11) 　頂いたご意見につきましては、放課後児童健全
育成事業の充実を進めるうえで、参考にさせてい
ただきます。

26 保育料は無償化になったが、給食費も無償化してもっと
保護者の負担を軽減してください。

第6章2(12) 　頂いたご意見につきましては、多様な保育ニー
ズへの対応と充実を進めるうえで、今後の参考に
させていただきます。

27 ・保育料を無償化にするのであれば、給食費も合わせて
無償にして、子どもの育ちを大切にしてください。

第6章2(12) 　頂いたご意見につきましては、多様な保育ニー
ズへの対応と充実を進めるうえで、今後の参考に
させていただきます。

28 ・0～2歳児の保育園無償化。 第6章2(12) 　頂いたご意見につきましては、多様な教育・保
育ニーズへの対応と充実を進めるうえで、今後の
参考にさせていただきます。

29 ・保育料の無償化に合わせて、給食費も無償化にしてほ
しい。

第6章2(12) 　頂いたご意見につきましては、多様な保育ニー
ズへの対応と充実を進めるうえで、今後の参考に
させていただきます。
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N0 ご意見 関連頁・章番号 ご意見に対する考え方

30 ・公助、共助だけではなく、自助の力を育て、保護者一人
一人のエンパワメントを引き出すことができるペアレント・ト
レーニングの開催への支援をお願いしたい。

第6章3(2) 　頂いたご意見につきましては、障がいのある子
どもに対する支援の充実を推進する上で、今後の
参考にさせていただきます。

31 ・ペアレント・トレーニングについて、必要性やどんなもの
かがわかるように、広報活動を行なってもらいたい。

第6章3(2) 　頂いたご意見につきましては、障がい理解の促
進を進める上で、今後の参考にさせていただきま
す。

32 ・障がいなどの啓発活動について、「市民マラソンでの障
がい者も一緒に参加できる枠を設ける」、「小・中・高の学
校の授業や課外活動等に実情を知ってもらえるような取
り組みを行う」、「認知症啓発のＲＵＮ伴の障害者版の実
施」など、多くの方に障がいについての関心・理解が広が
り、当事者や家族の生きやすさに繋がっていくような富田
林オリジナルの啓発活動を企画・実行してほしい。

第6章3(2) 　頂いたご意見につきましては、障がい理解の促
進を進める上で、今後の参考にさせていただきま
す。

33 ・障がいのある子どもをもつ家庭への支援と同時に、地域
への継続的な啓発活動を、Ｓｕｎなどの専門療育機関が
継続的に行う仕組みを作ってほしい。

第6章3(2) 　頂いたご意見につきましては、障がい理解の促
進を進める上で、今後の参考にさせていただきま
す。

34 ・障害の度合いや年齢に応じて課題が違うと思うが、福祉
の制度の中で主体的にソーシャルスキル（会話のルー
ル、挨拶・場を読むこと・TPO にあわせた態度や言葉遣
いや服装・自分も相手も大事にして、主張はしっかり行う
ものの、相手は傷つけない絶妙なコミュニケーション）を
学べる場を提供していただきたい。

第6章3(2)No22・
23・35・42

　頂いたご意見につきましては、学齢期に対する
支援の充実を進める上で、今後の参考にさせて
いただきます。

35 ・放課後等デイサービスについて、隣接する大阪狭山市
や河内長野市では、公共施設で年に一度ほど、合同説
明会が開催されており、富田林でも同様の取りみがあれ
ばと切望します。市の後援で、事業所合同の説明会があ
れば、ありがたいです。

第6章3(2)No23 　頂いたご意見につきましては、障がいのある子
どもやその家族への支援を推進する上で、今後
の参考にさせていただきます。

36 発達に遅れがある2歳の息子の今後の進路に悩んでい
る。就学前に息子が安心して通える場所を探している。
発達支援センターの入園の申し込みに落選した。富田林
市にも発達に不安がある子どもを支援していただける場
所が欲しい。

第6章3(2)No29・
35・42

　頂いたご意見につきましては、障がいのある子
どもへの支援の充実を進めるうえで、今後の参考
にさせていただきます。

37 ・つながるファイルについて、実際に使ってみてどうだっ
たか、先生方の対応は変わったのか、そもそもちゃんとつ
ながっているのか、利用者に対してアンケートを行い、結
果を公表してほしい。

第6章3(2)No32 　頂いたご意見につきましては、障がいのある子
どもに対する支援を推進する上で、今後の参考に
させていただきます。

38 ・保護者研修をしっかり行っているSun に通える年齢を小
学6 年生までにして、親も学べる機会を作っていただきた
い。

第6章3(2)No42 　頂いたご意見につきましては、障がいのある子
どもやその家族への支援を推進する上で、今後
の参考にさせていただきます。

39 ・子ども発達支援センターＳｕｎの受け入れ年齢を小学校
6年生までの児童に引き上げることを希望します。

第6章3(2)No42 　頂いたご意見につきましては、障がいのある子
どもやその家族への支援を推進する上で、今後
の参考にさせていただきます。

40 ・休日・時間外診察の負担額の軽減（妊婦など）
・妊婦検診負担額の軽減（本人負担一律1000円、必須
項目検査の医療費負担等）

第7章2(1) 　頂いたご意見につきましては、健やかな妊娠・
出産への支援を進めるうえで、今後の参考にさせ
ていただきます。

41 ・妊婦健診の助成チケット（受診券）の金額と回数が決
まっているのがおかしい。病院によって手出しが発生す
る場合があり、不公平（特に個人院では差額の支払いを
求められることが多い）。回数も38週までの計14回分しか
無く、出産が38週以降になった場合、必ず実費が必要に
なる（38週以降に産まれる人の方が圧倒的に多いと思
う）。

第7章2(1) 　頂いたご意見につきましては、健やかな妊娠・
出産への支援を進めるうえで、今後の参考にさせ
ていただきます。

42 ・子育てしやすくなるよう子ども医療費も18歳まで引き上
げて下さい。

第7章2(2)No83 　頂いたご意見につきましては、子ども医療費助
成事業を実施するうえで、参考にさせていただき
ます。

43 ・河南町では、22歳まで500円となっており、富田林に比
べると助成が7年も長いです。せめて18歳、できれば成人
するまで対象にして頂きたい。

第7章2(2)No83 　頂いたご意見につきましては、子ども医療費助
成事業を実施するうえで、参考にさせていただき
ます。

44 子育てしやすくなるように、子ども医療費を18歳まで引き
上げてください。

第7章2(2)No83 　頂いたご意見につきましては、子ども医療費助
成事業を実施するうえで、参考にさせていただき
ます。

45 ・子ども医療費を18歳まで引き上げてください。 第7章2(2)No83 　頂いたご意見につきましては、子ども医療費助
成事業を実施するうえで、参考にさせていただき
ます。

46 ・子ども医療費18歳までの引き上げ。 第7章2(2)No83 　頂いたご意見につきましては、子ども医療費助
成事業を実施するうえで、参考にさせていただき
ます。
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47 ・子育てしやすいよう、子ども医療費を18歳まで引き上げ
てほしい。

第7章2(2)No83 　頂いたご意見につきましては、子ども医療費助
成事業を実施するうえで、参考にさせていただき
ます。

48 ・富田林で子育てしやすくなるように、子どもの医療費を
18歳までにしてください。

第7章2(2)No83 　頂いたご意見につきましては、子ども医療費助
成事業を実施するうえで、参考にさせていただき
ます。

49 ・富田林市における「子ども」を18歳未満または高等学校
卒業までの児童とするならば、子ども医療費助成を高等
学校卒業までに引き上げてほしい。持病のある子ども
は、長期の治療を必要とすることがあり、継続して治療を
続けられるよう助成の幅を広げてほしい。

第7章2(2)No83 　頂いたご意見につきましては、子ども医療費助
成事業を実施するうえで、参考にさせていただき
ます。

50 ・幼児が中央図書館、金剛図書館に行くには遠い。図書
バスが来るが、本を読むためスペース（公民館）のようなも
のを準備して頂けると、図書館のように自由に遊ばせれ
て助かる。

第7章3(1)No98 　頂いたご意見につきましては、図書館活動を推
進する上で、今後の参考にさせていただきます。

51 ・小学生の一時預かりをしてもらえる施設が欲しい。就学
前であれば、園での延長保育などで対応できるが、小学
校入学後は預け先がない。仕事を持たず、学童に預けら
れない親が下の兄弟の用事やその他の用事で家を空け
る必要があるとき、小学校下校時刻に間に合わない時が
困る（特に低学年は下校が早い）。定期的ではなく、必要
な時だけ気軽に預かってもらえるところがあれば助かる。

第7章3(2) 　頂いたご意見につきましては、放課後の子ども・
子育て支援を推進するうえで、今後の参考にさせ
ていただきます。

52 ・富田林には多くの中学や高校があり、塾もよく見かけま
す。でも自習室が少ないように思うので、作ってほしい。
図書館では勉強ができないようです。（決まりとして）

第7章3(2)No118 　本市では、きらめき創造館において、青少年の
良好な学習環境の提供に努めていますが、ご意
見の趣旨も踏まえながら計画を推進してまいりま
す。

53 ・公立幼稚園の良さをもっとこれから入る未就学の世帯に
アピールしてほしい。教育内容とかすごく良いのにもった
いない。

第7章4(1) 　頂いたご意見につきましては、子ども子育てに
関する情報発信を推進するうえで、今後の参考に
させていただきます。

54 ・甲田１丁目ファミリーマート横の踏切、子どもたちだけで
も安全に渡れるように工事してほしい。

第7章5 　頂いたご意見につきましては、子ども・子育て支
援を推進するうえで、今後の参考にさせていただ
きます。

55 ・子どもが安心して生活できるよう環境・防犯面からも安
全な町づくりをしてほしい。

第7章5 　ご意見の趣旨を踏まえながら、計画を推進して
まいります。

56 ・公園は多いけど、タバコのごみや猫のフンなどがあり、
遊ばせにくいので、キレイにしてほしい。

第7章5(1)No169 　頂いたご意見につきましては、公園管理事業を
推進するうえで、参考にさせていただきます。

57 ・地震の時など、災害対策も子育て事業としてもう少しき
ちんと見直す必要があるので、計画の中にもう少し入れ
てください。

第7章5(2)No184 　ご意見の趣旨を踏まえ、記載内容を修正してま
いります。

58 ・富田林の子育て施策が今後も充実したものとなるよう、
市民や子育て世代を入れた会議での発展をこれからも
望む。

第8章1 　頂いたご意見につきましては、本計画を継続し
て進めるうえで、重要と考えますことから、定期的
に子ども・子育て会議を開催してまいります。

59 ・富田林市立の幼稚園、保育園、小学校、中学校にス
クールバスを配備してほしい。また、中学校の場合は、部
活で他校との交流試合に行く際にも使えるようにしてほし
い。

　計画の内容に関するご意見ではありませんが、
子ども・子育て支援を推進するうえで、ご意見とし
て参考にさせていただきます。

60 ・多様な家庭環境や放課後問題、いじめ問題などに対応
するために、もう少し柔軟な学校選び（学校選択制）がで
きるようにすることも重要なのではないか。現在はかなり
児童数も減っており、選択区域としてどちらにするか選べ
る地域を指定するなり、見直しをする必要があるのではな
いか。

　計画の内容に関するご意見ではありませんが、
学校教育を推進するうえで、ご意見として参考に
させていただきます。

61 ・小学校の図書館の環境や、子どもたちへの情報教育
（プログラミング含む）、エアコン、放課後イキイキ学べる
場など、工夫や予算をかけられることはたくさんあると思
います。子どもたちの成長にもっと予算を使っていただき
たい。

　ご意見の趣旨をふまえながら、計画を推進して
まいります。

62 ・富田林市で子育てしやすい街になるよう子どものための
予算をもっと増やして下さい。

　ご意見の趣旨をふまえながら、計画を推進して
まいります。

63 ・富田林市で子育てしやすい街になるよう、子どものため
の予算をもっと増やしてほしい。

　ご意見の趣旨をふまえながら、計画を推進して
まいります。

64 ・公的な場所での子育てができる環境を整えるため、保
育園に関わるお金などを見直しするべきです。

　ご意見の趣旨をふまえながら、計画を推進して
まいります。

65 ・計画では子どもが減少する見込みで計画を立てられて
いますが、そうではなく、“子育てしやすい街”になる為に
子どものための予算をもっと増やしてほしい。

　ご意見の趣旨をふまえながら、計画を推進して
まいります。
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66 ・療育手帳B2の子供の母で、病院、デイサービス、療育、
学校での支援を受けています。こうして支援を受けられる
ようになったのは、情報を集めたり教えて貰ったりしたから
です。しかし、実際、情報収集していくとわからない事が
多くて困ったことがあるので、役所等に聞きに行くのでは
無く、気軽にラインで聞けたりすると、相談しやすくなるの
かと思います。

　頂いたご意見につきましては、障がいのある子
どもやその家族への支援を推進する上で、今後
の参考にさせていただきます。

67 ・学校での付き添い支援の人数が少ないと聞いていま
す。勤務時間や日数が子供を持つ親にとって働きやす
い勤務になれば、支援員さんも増えて、先生方の負担も
減らせるのかなと思います。

　ご意見の趣旨をふまえながら、計画を推進して
まいります。

68 ・富田林の空き施設を利用して、あいっくのような室内で
遊べる場所は本当に必要だと思うので、ぜひ作って頂き
たい。

　頂いたご意見につきましては、子ども・子育て支
援を推進するうえで、今後の参考にさせていただ
きます。

69 ・年齢の小さな子どもでも安心して遊ばせられる公園や
室内でおもいっきり体を動かすことのできる施設が増える
といいなと思う。（河内長野のあいっくのような）。

　頂いたご意見につきましては、子ども・子育て支
援を推進するうえで、今後の参考にさせていただ
きます。

70 ・私立も公立も保育園料が同じならば、行事なども平等に
してほしいです。（すばるホールで劇をしたり、誕生日会
に保護者出席など）。

　頂いたご意見につきましては、教育・保育の実
践を進めるうえで、今後の参考にさせていただき
ます。

71 ・公立保育園、小学校、中学校、公園など子どもが利用
する施設の老朽化が進みすぎているように思う。また、生
活環境の変化（和式→洋式トイレへ）に対しての対応を
希望する。修繕ではなく、根本的な修理や改修が必要だ
と思う。

　頂いたご意見につきましては、安全・安心な公
共施設整備を推進するうえで、参考にさせていた
だきます。

72 ・すべての子ども、保護者にとって住みよい街にしてほし
い。

　ご意見の趣旨をふまえながら、計画を推進して
まいります。

73 もっと気軽に意見を伝えられる場、機会を作ってほしい
（目安箱的な）。子育て支援のひろば、幼稚園、小学校な
ど子どもの集まるところにも意見ボックスとか置いて、意見
を聞くだけではなく進めてほしい。

　頂いたご意見につきましては、子ども・子育て支
援を推進するうえで、今後の参考にさせていただ
きます。

74 ・飲食店やレジャー施設を利用するとき、子育て世帯に
対する割引やサービスなどを市から補助する制度がある
他市があったので、そういったものが富田林でもあれば、
子どもがいる家庭も外食や外出しやすくなって助かる。

　頂いたご意見につきましては、子ども・子育て支
援を推進するうえで、今後の参考にさせていただ
きます。

75 ・富田林はプラスチックゴミやかんびんゴミの日が2週に1
回しかなく大変困っている。週に1回にしてください。

　計画の内容に関するご意見ではありませんが、
ご意見として参考にさせていただきます。

76 ・公立小学校すべてで制服を導入してほしい。経済的な
格差は統一した方が生まれにくいと思う。私服は経済的
に負担が大きい。

　計画の内容に関するご意見ではありませんが、
学校教育を推進するうえで、ご意見として参考に
させていただきます。

77 ・保育園年少以降の午睡の必要性についても加味して
いただきたい。午睡の必要な子どもは午睡をし、必要の
ない子どもはその時間をもう少し有意義な活動にあてら
れるようにしてほしい。午睡をなくすことで、保育士の仕事
の負担がかかるのであれば、どうしたら負担がかからず実
施できるか検討してほしい。

　頂いたご意見につきましては、多様な保育ニー
ズへの対応と充実を進めるうえで、今後の参考に
させていただきます。
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