
別記様式第４号（第６条関係）

内線

352

14件 10人

1　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　大泉町役場

〒３７０－０５９５　

電話：０２７６－６３－３１１１ ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： kodomo@town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 第２期大泉町子ども・子育て支援事業計画（素案）について

意見等の募集期間 令和元年１２月５日から令和２年１月８日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参 10人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

教育部 こども課 子育て支援係

住所：大泉町日の出５５番１号 ３階　 　２１番　窓口

（内線３５２） ０２７６－６３－３９２１

実施担当部署 教育 部 こども 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

1

素案47
ページ
計画の基
本的な視
点

　子どもを町民のひとりとして尊重し子ども
の視点に立って子どもの幸せを第一に考
え、子どもの利益を最大限に考えることは
大切である。
　子育て世代が経済的に心にゆとりを持ち
生活できるような援助（手当・相談窓口）を
成人するまで切れ目なく行う。
　乳幼児期は補助も多くまた祖父母も現役
でゆとりがあるが、高校・大学と成長する
につれ出費も多くなり生活が苦しくなる家
庭が多く見られる。

　第３章計画の基本的な考え方「３計画の
基本的な視点」の１つとして、子どもの視
点に立って、子どもの幸せを第一に考え、
子どもの利益を最大限に尊重した計画とし
ており、各施策を推進してまいります。
　本計画の対象は、町内のすべての子ど
もとその家族、地域住民としており、「子ど
も」とは、おおむね18歳未満を対象にして
いますが、必要に応じて対象年齢に幅をも
たせることとしています。基本目標３安心し
て子どもを育てることができる環境づくりの
推進「３－２子育て家庭への経済的支援
の充実」のなかで調査・研究してまいりま
す。

1

mailto:kodomo@town.oizumi.gunma.jp


別記様式第４号（第６条関係）

内線

352

14件 10人

1　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　大泉町役場

〒３７０－０５９５　

電話：０２７６－６３－３１１１ ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： kodomo@town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 第２期大泉町子ども・子育て支援事業計画（素案）について

意見等の募集期間 令和元年１２月５日から令和２年１月８日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参 10人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

教育部 こども課 子育て支援係

住所：大泉町日の出５５番１号 ３階　 　２１番　窓口

（内線３５２） ０２７６－６３－３９２１

実施担当部署 教育 部 こども 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

2
素案24
ページ～

アンケートから子育てでのサポートを必
要とする方が沢山いることが分かった。
　もう少し具体的にどのような場面で必要
かその場合はどんな施設が利用可になる
のかが分かるようになっていると良いと
思った。

　本計画は、大泉町が進めていく教育・保
育、子育て支援施策を計画的に実施する
ために定めるものです。今後も子育てに関
する相談体制や情報発信・PRの一層の充
実に取り組んでまいります。

2
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

352

14件 10人

1　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　大泉町役場

〒３７０－０５９５　

電話：０２７６－６３－３１１１ ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： kodomo@town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 第２期大泉町子ども・子育て支援事業計画（素案）について

意見等の募集期間 令和元年１２月５日から令和２年１月８日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参 10人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

教育部 こども課 子育て支援係

住所：大泉町日の出５５番１号 ３階　 　２１番　窓口

（内線３５２） ０２７６－６３－３９２１

実施担当部署 教育 部 こども 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

3

素案60
ページ
給食費に
ついて

　子どもの人数に関係なく、給食費を無料
にしてほしい。学校の集金以外にかかる
費用が少しでも減ったらあと1人産んでも
良いかなと思う人もいると思う。

　小中学校の給食費につきましては、現
在、保護者負担額の約２７％を町が補助し
ております。また、経済的に厳しいご家庭
などに対しては、就学援助費として町が給
食費を全額負担するなど、子育て世帯へ
の経済的支援に取り組んでおります。
　引き続き、学校給食費の補助について
は、基本目標３安心して子どもを育てるこ
とができる環境づくりの推進「３－２子育て
家庭への経済的支援の充実」のなかで調
査・研究してまいります。

3
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

352

14件 10人

1　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　大泉町役場

〒３７０－０５９５　

電話：０２７６－６３－３１１１ ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： kodomo@town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 第２期大泉町子ども・子育て支援事業計画（素案）について

意見等の募集期間 令和元年１２月５日から令和２年１月８日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参 10人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

教育部 こども課 子育て支援係

住所：大泉町日の出５５番１号 ３階　 　２１番　窓口

（内線３５２） ０２７６－６３－３９２１

実施担当部署 教育 部 こども 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

4

素案61
ページ
放課後の
居場所づ
くり

　普段は学童を利用していなくても、臨時
で預かってもらえる制度があるととてもあり
がたい。役員会議等で下校時間に家にい
られない事情がある時、低学年のうちは1
人で帰宅させるのは心配。多少の保育料
がかかっても児童館等に直接行って預
かってもらえたら助かる。

　放課後の子どもの預かりは「大泉町ファ
ミリー・サポート・センター」で行っておりま
すので、是非ご利用ください。なお、会員
登録が必要となります。また、児童館の運
用については、基本目標２心身の健やか
な成長に資する教育環境づくりの推進「２
－２放課後の居場所づくり」のなかで調
査・研究してまいります。

4
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

352

14件 10人

1　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　大泉町役場

〒３７０－０５９５　

電話：０２７６－６３－３１１１ ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： kodomo@town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 第２期大泉町子ども・子育て支援事業計画（素案）について

意見等の募集期間 令和元年１２月５日から令和２年１月８日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参 10人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

教育部 こども課 子育て支援係

住所：大泉町日の出５５番１号 ３階　 　２１番　窓口

（内線３５２） ０２７６－６３－３９２１

実施担当部署 教育 部 こども 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

5

素案61
ページ
放課後の
居場所づ
くり

　小学校の下校時に学校からそのまま児
童館へ行って、そのまま保護者の迎えま
で預けられたら良いな思う。下の子の行事
や役員などで下校時刻に間に合わない時
もあり大変な日があるというお母さんが多
く、役員などの協力をしたくてもそういう面
でなかなか難しいという意見を耳にする。

　放課後の子どもの預かりは「大泉町ファ
ミリー・サポート・センター」で行っておりま
すので、是非ご利用ください。なお、会員
登録が必要となります。また、児童館の運
用については、基本目標２心身の健やか
な成長に資する教育環境づくりの推進「２
－２放課後の居場所づくり」のなかで調
査・研究してまいります。

5
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

352

14件 10人

1　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　大泉町役場

〒３７０－０５９５　

電話：０２７６－６３－３１１１ ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： kodomo@town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 第２期大泉町子ども・子育て支援事業計画（素案）について

意見等の募集期間 令和元年１２月５日から令和２年１月８日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参 10人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

教育部 こども課 子育て支援係

住所：大泉町日の出５５番１号 ３階　 　２１番　窓口

（内線３５２） ０２７６－６３－３９２１

実施担当部署 教育 部 こども 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

6

素案61
ページ
放課後の
居場所づ
くり

　普段、学童に通っていない子供も臨時で
各児童館で預かれるようになったら良いと
思う。

　放課後の子どもの預かりは「大泉町ファ
ミリー・サポート・センター」で行っておりま
すので、是非ご利用ください。なお、会員
登録が必要となります。また、児童館の運
用については、基本目標２心身の健やか
な成長に資する教育環境づくりの推進「２
－２放課後の居場所づくり」のなかで調
査・研究してまいります。

6
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

352

14件 10人

1　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　大泉町役場

〒３７０－０５９５　

電話：０２７６－６３－３１１１ ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： kodomo@town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 第２期大泉町子ども・子育て支援事業計画（素案）について

意見等の募集期間 令和元年１２月５日から令和２年１月８日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参 10人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

教育部 こども課 子育て支援係

住所：大泉町日の出５５番１号 ３階　 　２１番　窓口

（内線３５２） ０２７６－６３－３９２１

実施担当部署 教育 部 こども 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

7

素案61
ページ
放課後の
居場所づ
くり

　小学生の学童入学について、自営業の
家庭や祖父母がいる家庭は預かってもら
えないなど条件が厳しい。

　学童保育については、両親やこれに代
わる人が就労及びほかの事情により、常
時留守となっている家庭の児童が対象で
す。
　自営業のご家庭は地区の民生委員さん
に就労証明書を記入していただくことによ
りご利用できます。また、同居の場合でも
祖父母が75歳以上であればご利用できま
す。なお、それ以外でもご家庭の状況によ
り、該当になる場合もありますので、ご相
談ください。

7
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

352

14件 10人

1　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　大泉町役場

〒３７０－０５９５　

電話：０２７６－６３－３１１１ ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： kodomo@town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 第２期大泉町子ども・子育て支援事業計画（素案）について

意見等の募集期間 令和元年１２月５日から令和２年１月８日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参 10人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

教育部 こども課 子育て支援係

住所：大泉町日の出５５番１号 ３階　 　２１番　窓口

（内線３５２） ０２７６－６３－３９２１

実施担当部署 教育 部 こども 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

8

素案45
ページ
大泉町の
子育てに
関わる課
題

　南小学校だけ私服通学なので体操着通
学を許可してほしい。荷物が多いので荷
物の軽減につながるため。

　いただいたご意見につきましては、ご要
望として承りました。

8
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

352

14件 10人

1　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　大泉町役場

〒３７０－０５９５　

電話：０２７６－６３－３１１１ ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： kodomo@town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 第２期大泉町子ども・子育て支援事業計画（素案）について

意見等の募集期間 令和元年１２月５日から令和２年１月８日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参 10人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

教育部 こども課 子育て支援係

住所：大泉町日の出５５番１号 ３階　 　２１番　窓口

（内線３５２） ０２７６－６３－３９２１

実施担当部署 教育 部 こども 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

9

素案61
ページ
放課後の
居場所づ
くり

　現状の大泉町の子育て支援事業にはと
ても満足していますが、唯一あれば助かる
なと思うことは、太田市の方が申請すると
割引になる室内アミューズメントパークBの
くにを大泉町でも割引になればと思う。
　雨の日の利用や子どもが体をめいっぱ
い動かせる事ができるので、もっと沢山利
用したいため。

　町の取組に対し、ご理解をいただきあり
がとうございます。
　本町では現在、保育園・幼稚園・認定こ
ども園・障害児施設などが団体で「Bのく
に」を利用する場合には、無料でご利用い
ただけます。
　利用料の助成については、基本目標３
安心して子どもを育てることができる環境
づくりの推進「３－２子育て家庭への経済
的支援の充実」のなかで調査・研究してま
いります。また、町内での室内で遊べる場
所については、基本目標２心身の健やか
な成長に資する教育環境づくりの推進「２
－２放課後の居場所づくり」、や基本目標
４地域が支えあい子育てをするまちづくり
の推進「４－１地域における子どもの居場
所づくりの推進」のなかで調査・研究してま
いります。

9
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

352

14件 10人

1　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　大泉町役場

〒３７０－０５９５　

電話：０２７６－６３－３１１１ ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： kodomo@town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 第２期大泉町子ども・子育て支援事業計画（素案）について

意見等の募集期間 令和元年１２月５日から令和２年１月８日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参 10人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

教育部 こども課 子育て支援係

住所：大泉町日の出５５番１号 ３階　 　２１番　窓口

（内線３５２） ０２７６－６３－３９２１

実施担当部署 教育 部 こども 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

10

素案61
ページ
放課後の
居場所づ
くり

　太田の「Bのくに」を安く利用できるように
してほしい。

　本町では現在、保育園・幼稚園・認定こ
ども園・障害児施設などが団体で「Bのく
に」を利用する場合には、無料でご利用い
ただけます。
　利用料の助成については、基本目標３
安心して子どもを育てることができる環境
づくりの推進「３－２子育て家庭への経済
的支援の充実」のなかで調査・研究してま
いります。また、町内での室内で遊べる場
所については、基本目標２心身の健やか
な成長に資する教育環境づくりの推進「２
－２放課後の居場所づくり」、や基本目標
４地域が支えあい子育てをするまちづくり
の推進「４－１地域における子どもの居場
所づくりの推進」のなかで調査・研究してま
いります。

10

mailto:kodomo@town.oizumi.gunma.jp


別記様式第４号（第６条関係）

内線

352

14件 10人

1　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　大泉町役場

〒３７０－０５９５　

電話：０２７６－６３－３１１１ ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： kodomo@town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 第２期大泉町子ども・子育て支援事業計画（素案）について

意見等の募集期間 令和元年１２月５日から令和２年１月８日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参 10人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

教育部 こども課 子育て支援係

住所：大泉町日の出５５番１号 ３階　 　２１番　窓口

（内線３５２） ０２７６－６３－３９２１

実施担当部署 教育 部 こども 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

11 －
　室内で遊べる場所や夏場水遊びができ
るところがほしい。

　町内に児童館が４館ありますので、是非
ご利用ください。また、近隣のレジャープー
ル施設の利用料金の補助も行っておりま
す。
　室内で遊べる場所等については、基本
目標２心身の健やかな成長に資する教育
環境づくりの推進「２－２放課後の居場所
づくり」、基本目標３安心して子どもを育て
ることができる環境づくりの推進「３－３子
育てを支援する環境・安全の確保」や基本
目標４地域が支えあい子育てをするまち
づくりの推進「４－１地域における子どもの
居場所づくりの推進」のなかで調査・研究
してまいります。

11
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

352

14件 10人

1　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　大泉町役場

〒３７０－０５９５　

電話：０２７６－６３－３１１１ ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： kodomo@town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 第２期大泉町子ども・子育て支援事業計画（素案）について

意見等の募集期間 令和元年１２月５日から令和２年１月８日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参 10人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

教育部 こども課 子育て支援係

住所：大泉町日の出５５番１号 ３階　 　２１番　窓口

（内線３５２） ０２７６－６３－３９２１

実施担当部署 教育 部 こども 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

12 －
　邑楽郡に水遊び場や室内の子供の遊び
場を設立してほしい。

　町内に児童館が４館ありますので、是非
ご利用ください。また、近隣のレジャープー
ル施設の利用料金の補助も行っておりま
す。
　室内で遊べる場所等については、基本
目標２心身の健やかな成長に資する教育
環境づくりの推進「２－２放課後の居場所
づくり」、基本目標３安心して子どもを育て
ることができる環境づくりの推進「３－３子
育てを支援する環境・安全の確保」や基本
目標４地域が支えあい子育てをするまち
づくりの推進「４－１地域における子どもの
居場所づくりの推進」のなかで調査・研究
してまいります。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

352

14件 10人

1　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　大泉町役場

〒３７０－０５９５　

電話：０２７６－６３－３１１１ ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： kodomo@town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 第２期大泉町子ども・子育て支援事業計画（素案）について

意見等の募集期間 令和元年１２月５日から令和２年１月８日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参 10人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

教育部 こども課 子育て支援係

住所：大泉町日の出５５番１号 ３階　 　２１番　窓口

（内線３５２） ０２７６－６３－３９２１

実施担当部署 教育 部 こども 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

13

素案60
ページ
学校教育
の充実

　公立の幼稚園がないので作ってほしい。

　第2期大泉町子ども・子育て支援事業計
画書では、町内の幼稚園・認定こども園の
需要は満たされておりますので、公立幼稚
園を開設する計画はございません。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

352

14件 10人

1　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　大泉町役場

〒３７０－０５９５　

電話：０２７６－６３－３１１１ ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： kodomo@town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 第２期大泉町子ども・子育て支援事業計画（素案）について

意見等の募集期間 令和元年１２月５日から令和２年１月８日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参 10人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

教育部 こども課 子育て支援係

住所：大泉町日の出５５番１号 ３階　 　２１番　窓口

（内線３５２） ０２７６－６３－３９２１

実施担当部署 教育 部 こども 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

14

素案55
ページ
親と子の
健康の確
保

　おたふくかぜの予防接種の費用助成を
してほしい。太田市では3,000円の助成を
している。

　いただいたご意見につきましては、ご要
望として承りました。
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