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平成２９年３月１６日
子育て支援課

番
号

頁 章 節 該当箇所 意見概要 対応方針 市の考え方

1 6 1 4 １.子どものいる世帯の状況調査 　回収率が54.8％という数字ですが、逆に45.2%の人が回答をしなかったという
ことです。この45.2%の中には、この貧困対策が本当に必要な当事者が含ま
れていると思いますが、日々の暮らしで精いっぱいの人たちに、郵送による
調査に協力する余裕はないと思います。そして、このパブリックコメント用の資
料に目を通して、当事者だから言える意見を伝える時間も精神的な余裕もな
いと思います。使える社会資源がたくさんあることを伝えようにも、調査で明ら
かになったとおり、当事者は相談できる相手も少なく、情報源も少ないので
す。貧困は経済的な貧困のみならず「つながり」や「関係性」の貧困も問題に
なっているのだと思います。
　どのように、当事者の生の声を聞いてプロジェクトに反映させていくのか、そ
して作り出した支援事業が当事者にしっかり届くよう、伝える手段も考えてい
ただきたいと思います。

　当整備計画に基づく施策を
推進する中で配慮していきま
す。

　毎日の生活に精一杯で、調査に応える余裕がなかったり、相談相手もなく
孤立している状況も十分考えられます。また、貧困の状況を敢えて隠すという
状況もあることから、計画の中でも「気づき、支援へつなぐ仕組みづくり」とい
う目標を掲げています。行政の窓口・学校・地域等で生活困難な家庭の状況
に気づき、必要な支援へつなげていくことが重要だと認識しています。
　関係各機関と連携し、当事者に必要な支援が届くよう進めていきたいと考え
ています。
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　指標の目標「減少」とはなんでしょうか。明確な目標数値も出せない施策が
目標を達成できるはずがありません。数字ぐらい決めてください。

　当整備計画に基づく施策を
推進する中で、今回掲げた数
値が減少するよう支援をして
いきます。

　指標に具体的数値を設定すべきという考え方は、その通りでございますが、
この課題には、様々な要因があり、また、生活していく中で突然の会社倒産、
病気による死等突然生活環境を悪化させる事態に陥る現実もあります。特に
偶発的なことを含め、この状況を具体的数字目標に表すことが困難なため、
できる限りこのような状況を減少させることとしたものです。

3 45 3 1 １.気づき、支援へつなぐ仕組み
づくり
・（仮称）気づきマニュアルの作
成と研修の実施

　生活困難に気づくことが期待される部署として保育所等が例示されていま
す。同じように、徴収部門も例示に入れるか、独立して項目を立てるべきかと
思います。健康保険・介護保険・後期高齢者医療の各保険料（税）、住民税・
軽自動車税、上下水道料金、市営住宅家賃などの部署です。
　他市の事例では、情報共有と第三者提供についてより踏み込んだ同意書を
取った上で、それら徴収部門の気づきと情報を支援に役立てているものもあ
ります（野洲市多重債務者包括的支援プロジェクト）。また、金融庁・消費者庁
は、自治体向けに『多重債務者相談の手引き』を公表し、税などの徴収部門
の気づく体制の整備を促しています。

　ご指摘のとおり加筆修正し
ます。

　ご指摘のとおりと考えておりますので、『気づきのチャンス(機会)を逃さない』
という視点で、計画書にも「各種行政手続き・相談時」も追加していくこととしま
す。
　また、情報共有の件については、「リンクシート」に本人同意の署名をいただ
く予定となっております。

4 45 3 1 １.気づき、支援へつなぐ仕組み
づくり
・情報発信の強化

　いろいろなモバイルサイトやページを作っても市民は見ません。お金の無駄
です。トランプ大統領はtwitterを使いすぎていますが、いまではメディアは
SNSです。FaceBookやtwitterやインスタグラムの方が普通の人たちは見ま
す。公式サイトにいちいち毎日アクセスすると思いますか？SNSは病気と言わ
れるぐらい、寝起きで見るぐらいのニュースソースです。富士見市もFacebook
をしていますが、3日に1回です。広報担当はなにをしているんですか？

　必要な情報が届くよう情報
の提供・発信に努めていきま
す。

　計画の「情報発信の強化」については、妊娠時期から産後までの育児情報
等や幼児の定期健診・予防接種の情報を必要な時期に該当する人へ必ず手
元に届く配信システムの導入を予定しています。妊娠届や乳児健診の際にサ
イトへの登録を確実にすることによって、必要な情報が届くよう配慮していき
たいと考えています。

5 48 3 1 ２.貧困対策を進める組織の設
置・運営
・（仮称）子ども未来コーディネー
ターの配置
「市民への支援周知活動」

　食料品の万引き、深夜徘徊、空腹・自傷による救急搬送、電気料金の滞
納、途絶えがちな歯科通院など、事業者（警察・消防含む）が子どもや保護者
の生活困難に気づく場合も多いようです。事業者から市の窓口への誘導をし
てもらう協定や、ロールプレイング演習などもあるとよいと思います。

　今後の計画推進の中で検
討していきます。

　様々な事業者からの情報提供は有効な気づきにつながるものと考えていま
す。事業を実施していく中で、理解を得られるよう努め、具体的連携システム
の構築に向けて検討して参りたいと考えています。

「夢つなぐ富士見プロジェクト＋(プラス)～富士見市子どもの貧困対策整備計画（案）」に対する意見募集の結果について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パブリックコメントの実施方法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■募集期間　　　　　平成２９年１月１０日～平成２９年２月９日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■告知方法　　　　　広報ふじみ　市役所ホームページ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■意見提出方法　　郵送、持参、ファックス、電子メール

富士見市は「夢つなぐ富士見プロジェクト＋(プラス)～富士見市子どもの貧困対策整備計画（案）」に対する意見の募集を、平成２９年１月１０日から平成２９年

２月９日まで行いました。その結果、１７件のご意見をいただきました。お寄せいただいたご意見と当該意見に対する富士見市の考え方は下記のとおりです。
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6 50 3 1 ３.持続可能な貧困対策とするた
めの資金づくり
・（仮称）子ども未来応援基金の
創設

　国の「子供の未来応援基金」は思うように寄付が集まっていないという報道
がありました。資金づくりは他の手段も組み合わせていくことが必要ではない
でしょうか。　例えば、NPO法5条1項「その他の事業」、社会福祉法26条1項
「収益事業」の利益をその団体の貧困対策の原資にする方法です。市から補
助や土地建物の貸与を受けた「子ども食堂」であっても、子どもの利用が少な
い曜日・時間帯には、収益のとれる飲食店として営業したり、農産品・惣菜・
菓子の販売を行うものです。この販売品を市内企業から寄付してもらうことも
できるでしょう。
　副次的効果としては、「生活困難対策と自分は無縁」という市民とも接点が
生まれます。住宅街から小さなお店がどんどん消滅していますが、福祉的機
能との兼業・シェアであればなんとか成立し、買物難民の解消、地場産品ＰＲ
の拠点となる可能性もあります。大きな公園、資料館、旧青年の家、サイクリ
ングコースに併設したものであれば、それらの利便性を高め、観光スポットと
しての機能を強化します。

　今後の計画推進の中で研
究していきます。

　「（仮称）子ども未来応援基金の創設」に関して、提案をいただきましたが、
計画の事業展開が拡大していけるよう財源の確保を含めた様々な取り組み
を研究していきたいと考えております。

7 53 3 2 ２.生活のための物質的支援
・（仮称）生活支援物資供給セン
ターの設置

　物品の寄付について書かれていますが、企業が役務を「寄付」しやすい窓
口ともしてほしいです。各企業の本業を活かすことになり、従業員が地域の一
員としてのプライドを持つきっかけにもなると思います。
（例：空き家活用居場所の補修工事を工務店が無償で。クリーニング店が貸
出用リクルートスーツの洗濯。洋服店が寄付された学校制服のリフォーム。
農業者が体験農地貸出や栽培支援。バス会社が遠足の輸送）

　今後の計画推進の中で研
究していきます。

　物品の提供のみでなく、地域・企業の持つノウハウを活用することができれ
ば、さらに支援活動が強化されるものと考えます。市民が協働しての支援体
制づくりに向け、今後の検討の中で参考にさせていただきます。

8 55 3 3 １.子どもの居場所づくり
「子どもの居場所の図」

　「放課後の居場所」と「ボランティアとして参加」の区切りが、「高校生」と「大
学生等」の間に明確にあります。ここは明確に分けるのではなく、だんだんと
「放課後の居場所」が減って行き、「ボランティアとして参加」が増えていくよう
な図とした方が良いと思います。２つのブロックに分けるのではなく結合して
斜め線で区切る、ドットのグラデーションで表現するなど。
　「安心して過ごしたい」から、「年少者が安心して過ごせるようにしてあげた
い」という移行は、年齢で区切れない個人差があるかと思います。

　ご指摘のとおり修正します。 　ご指摘のとおり、年齢で区分されているように誤解される可能性もあります
ので、図を結合して、斜線をいれる形に変更することとします。

9 56 3 3 １.子どもの居場所づくり
・子どもの居場所となる場所の確
保・支援

　やや大人側のペースだけで進行する面も感じる表記ですので、今、居場所
として機能している場所にいる子どもの意見・アイディアや意欲を活用するよ
うな表記があると良いと思います。
　児童館のほか、図書館・公共施設の自習スペース、ふじみの公園3on3バス
ケットボールコートなども居場所として機能しています。また、施設側が想定し
た利用ではありませんが、図書館閲覧席が自習席として、交流センター等ロ
ビーがゲームやおしゃべりの場として利用されています。
　フォーマル（匿名によるアンケート、公募）や、インフォーマル（利用の際の職
員とのやりとり）なアプローチにより、彼らから協力を得られれば、より身近な
居場所づくりとすることができるのではないでしょうか。三芳町に新しくできた
中央公民館は、そのような手法により、自習スペースの書籍を充実させたり、
「子育てスタジオ」のイベントにおいて中学生スタッフとして活動してもらったり
しているようです。

　今後の計画推進の中で、子
ども自身の意見を尊重した居
場所づくりに配慮していきま
す。

　この計画での居場所は、家庭が留守となる子どもが安心して過ごせる第三
の居場所(学校・家庭に次ぐ場所)として、親も安心でき、子どもの成長にも必
要な場所、地域の大人等が何らかの関与をする場所と想定しておりますが、
ご指摘のとおり子どもの意見も取り入れていけるよう検討していきます。

10 56 3 3 １.子どもの居場所づくり
・子どもの居場所となる場所の確
保・支援
・若者の居場所・就労支援

　元々学習意欲のあるお子さんなら問題ないのですが、そうでない場合、生
活困難家庭かどうかに限らず、なぜ学習が必要かについて、一緒に考えるた
めの事業を充実させるとよいと思います。なぜならば、中学卒業時の進路指
導が進学指導中心だと思うからです。せっかく子どもの未来を応援するなら
ば、ライフプランとまで大袈裟ではなくても、どういう大人（社会人）を目指すの
か、そのためにはどこで何をどういう形で学ぶのがよいのか、いろいろな大人
に出会って考えられる場所として、子ども・若者の居場所には特に期待してい
ます。

　今後の計画推進の中で、さ
まざまな年代と交流できる居
場所づくりを目指していきま
す。

　子ども達や若者が夢や希望をもち、明るい未来を描くためには、子どもたち
や若者のモデリングとなる、自分の目標に向かって努力し、自らを輝かせて
いる先輩達と出会える居場所づくりが大切だと考えております。



3

番
号

頁 章 節 該当箇所 意見概要 対応方針 市の考え方

11 56 3 3 １.子どもの居場所づくり
・若者の居場所・就労支援
　「就労支援を行うセンター機能」

　企業において人事や人材開発の業務に携わり、今は定年退職や転職によ
り時間が取りやすい方も市内にいるかと思います。それらの方の能力をキャ
リアカウンセラーやアドバイザーとして活用してはどうでしょうか。

　今後の計画推進の中で検
討していきます。

　地域の人材能力を活用するシステムは、大変有効なものと考えております
ことから、実施に向けた検討の中でご指摘のような人材確保を目指していき
ます。

12 58 3 3 ３.学習・進学支援 　三芳町にあるＮＰＯ法人は、生活困窮家庭やひとり親家庭、外国人家庭な
どを主な対象とした学習支援活動を公民館で行っています。ボランティアによ
る支援活動で、その内容は学習支援を越え、親の支援、生活の支援にまで
及びますが、活動資金の確保が難しいのが実情です。
　当事者は、子どもたちの事を相談しようにも平日は仕事で、土、日、夜間は
行政機関が休みのため、こういったＮＰＯ法人のきめ細やかな支援は欠かせ
ないと思いますが、こうした支援組織に対して行政からの単年ではなく、長い
支援は可能なのでしょうか？ボランティアが中心の組織にとって活動資金を
どうするかは、非常に大きな問題となっています。

　今後の計画推進の中で、学
習・進学・生活支援活動を
行っている団体に対し、市と
してどのような支援ができる
のか検討していきます。

　当計画策定の過程で、学習支援活動を市内で実施している団体への面接
調査を実施し、施設利用の際の利用料減免や先行予約、備品の整備、消耗
品の調達などについての課題・要望等ご意見をいただきました。今後具体的
にどのような支援ができるのかについて検討していくこととしております。

13 65 3 4 ２.保護者の就労支援
・既存事業
　「就労支援」

　既存事業として、企業や農業法人の誘致・振興が挙げられてもいいのでは
ないでしょうか。正規雇用される能力を身に着けたとしても、その場は市内に
多くないように思います。正規雇用を求め通勤時間に多くを費やすと、保育所
などとの兼ね合いが出てきます。また、本計画の視点では、「ファミリー・フレ
ンドリー」、「ワーク・ライフ・バランス」に配慮した就業場所が増えれば心強い
です。
　そのような理念を有した企業や農業法人とコミュニティ食堂を共同運用して
もよいでしょう。昼の早い時間は社員食堂、その後はお年寄りの孤食を防ぐ
食堂、夕方は子ども食堂・帰宅する従業員用の持ち帰り総菜店として、機能
を時間で区切ってシェアする方法です。

　様々な団体・企業のノウハ
ウに新しい付加価値を創造で
きるような気運づくりに努めて
いきます。

　市内に雇用場所が存在することは重要なことであると認識しています。本計
画は、子どもの貧困対策としての計画に焦点を絞った計画になっているた
め、ご指摘の内容には触れておりませんが、富士見市の総合的な計画『富士
見市第5次基本構想　後期基本計画』(平成29年度～32年度)の中で、「農業
基盤・農業環境の整備」として、集落営農の組織化・法人化支援、「産業誘致
の推進」として、新たな雇用の創出や良好な経済循環を促すことを目指し、地
域の活性化や雇用の促進が期待できる産業の創出や発掘、誘致を進めると
掲げられています。

14 66 3 4 ３.保護者の養育力の向上
・既存事業
　「児童虐待の予防と対策」

　18歳未満の子どもを想定した項目かと思いますが、4頁「２．本計画の対象」
の定義するもう少し年齢が上の子どもや、保護者自身が巻き込まれやすい問
題についても、児童虐待に準じた取り扱いが必要かと思います。ブラックバイ
ト、振り込め詐欺の出し子役、性的搾取、貧困ビジネスなど、だまされても被
害を訴えにくい問題です。
　家にお金を入れたい、勉強道具を買いたいという願いから、普通のアルバ
イトだと思って行ってみるとそのようなものだった、ということがあり得ます。予
防するとともに、万が一、これらの問題で警察などに保護（場合によっては検
挙）された場合には、この計画の支援メニューに移行できるような体制が必要
と思われます。

　各種相談・支援活動の中で
具体的事象がある場合に
は、その解決に向けた支援
機関につなげていきます。

　子ども未来応援センターでの各種相談・支援活動の中で明らかになった
ケースについては、その年齢に応じた機関、組織につなぎ、法律相談等も含
めた解決を目指していきたいと考えております。

15 ― ― ― 用語の表記 「はく奪」
　直近の常用漢字表（平成22年11月30日内閣告示）からは、「剥」の字が公用
文に使えるようになりました。よって、「剥奪」と表記してもよいのではないで
しょうか。

　原文の記述で対応します。 　読みが難しい漢字で、用語も一般に馴染みがない言葉なので、ひらがなで
の表記にしたいと考えます。
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16 ― ― ― ― 「世帯年収に関して」
　経済学や統計学でもよくでてくるように、子どもの幸せ度は世帯の年収に比
例します。よって、子どものために多くの施策をするならば世帯の年収を上げ
ることが先決かと思われます。給付金や手当の話ではありません。
　地域の雇用はどうなっているのでしょうか。年収が低い人は、どんな仕事を
しているのでしょうか？そもそも仕事をしているのでしょうか？仕事ができる人
ですか？なにか雇用施策はありますか？地域の人が働ける場があるので
しょうか。雇用の場、雇用の会社の誘致をしていますか？ららぽーとのスタッ
フの何割の人間が地域雇用ですか？ほとんど市外の若者ばかりのように見
えますが。
　雇用の増強、世帯年収のアップ、新しいもの新しいことを大人が感じること
により親の意識レベルを上げる、それを子どもに伝え、体験体感させる。それ
によって、子どもの幸せ度の底上げをし、大人では思いつかないような夢を想
像する。
一番シンプルな方法です。

　貴重なご意見として承りま
す。

　ご指摘のように、世帯の収入アップを図ることは生活困難な世帯を減少させ
ることに直接つながりますが、それだけでは貧困の連鎖を断ち切ることは困
難であると考えています。子ども自身が自己肯定感を育み、未来志向の考え
方を持つことが重要であると考えておりますことから、こういった視点での支
援を検討し、取り組んでいきたいと考えています。

17 ― ― ― ― 「子どもの遊ぶ場所に関して」
　多くの取り組みや人員を配置していますが、シンプルに公園が少なすぎると
思います。子どもが遊ぶところがありません。これでは子どもは家か学校か児
童館か車が走らない狭い路地しか居場所がありません。公園は子どものコ
ミュニティが成長する場所です。別にそこでゲームしててもいいんです。その
場所すらない。
　家の近くに公園はありますが、経路が危なくて子ども一人では行かせられま
せん。ほかにもあるようですが雑木林のように不衛生で未監理でとても長居
したいとは思えません。
　今予定しているお金も人もかかる施策をする前に、まずあるべき姿にすると
ころから始めたほうがいいと思います。

　貴重なご意見として承りま
す。

　市としても公園は、自然環境の保全、スポーツ・レクリェーション活動、地域
コミュニティの拠点、災害時の一時集合場所等の様々な機能を有し、快適な
市民生活を送る上で重要な役割を担っていると認識しております。今後とも既
存公園の改善、未設置地域への公園設置に向けてさらに努力して参りたいと
考えております。
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