
1 ・保育料が高額

・保育所は24時間、土日、祝日も子どもを預かって欲しい

・病児保育を充实させて欲しい

・保育所での発熱やケガ等で、軽い場合は保護者に確認し、仕事終了までみて欲しい

・パートの保育関係者の指導不足

・子ども用品のレンタルあれば良いと思う（自転車、ベビーカー等々）

・育児に関する講演会や情報提供の場が増えると良い

1 今は4年生になり一人で留守番が出来るので、他に預ける事はないが、低学年の内は仕事をしていると

休まなければならなくフルタイムで働くのは家族の協力がなければむずかしいのが現状。

地域での親が仕事を休まなくて良い程度の病気等の時は、預けられる施設があれば、大変助かると

思う。尐子化とは言うが、子どもを安心して子育て出来ないのも理由の一つではないでしょうか。

2 全ての事業について周知不足に思う。特にファミリーサポートセンターについてはよくわからない。

せめて各施設についての利用方法等、子どものいる家庭に冊子など作成して配布して間たらどうかと思う。

良い制度があっても周知がされていないと活用でいないので経費の“むだ”になっていると考える。

広報すら配布されていない家庭もあるので市としても対策を講じるべきと考える。

3 ・美容院に行きたくても、価格（預かり代金）の心配があり、利用できなかった。

割引制度があるとうれしい。

・以前、宛名の子がインフルエンザの疑いで病院にかかった時、流行中のため診察に時間が

かかると思い、下の子を保育所の一時預かりにお願いした。とても助かりました。

4 家は母子家庭で、私のパートだけで暮らしています。今年、二回溶連菌にかかり仕事を休みました。

近くには、見てくれる親がいません。仕事を休むと、生活が苦しいです。

病気になった時、保育所も熱が出ると、みてもらえません。緊急時に預かってくれる所があると、特に

母子家庭でパートで働らき、近くにみてもらえる人がいない人方にとっては、大変助かるので、作って

ほしいです。

5 サポートの方向がおかしい。21：00迄の預かりをするというのなら、児童館をそのまま使用できるように

すれば良いと思う。個人宅での預かり・・・となると人間関係もおきてくる。

あのサポート紙には”一緒にごはんどう？”作り方教えて下さい”というイラストがあったが、そんなのもの

求めてはいない。求めているのは子どもの安全。

保育料も高すぎる。所得に忚じて・・・と言われながらも月に5万も6万も取られることに納得している親

なんていない。預け先がないから・・・という親の弱味に付け込んでいるだけだ。

高額とるなら土日祝日夜間も開けてほしい。この子育て支援サービスの考え方の方向はいかにも

お役所的な考えにしか思えない。どうして、母親達の本当の意見をきかないのか？

保育所

保育サービス
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学童クラブ料、保育料アップは簡単にするくせに下げることを議題にしないのか？21：00迄のサポートの

仕方に疑問に思わないのか？公園の整備にお金を使わないのか？

6 一時預りについて、以前利用したいと思ったことがありましたが金額が高く断念しました。

子どもが3才になったので料金が安くなると思ったところ、4月での年齢だったので、どうしてもではなかった

ためやました。

その後は、幼稚園に入ったので機会がなく利用していません。今後も利用する予定はないのですが、満

3才の時点で安くなるシステムだったらよかったのにと思ったのを思い出しました。

7 ファミリーサポート事業において

預ける側と預かる側の人で相手がわからないと中々むずかしいのではないか。

預かる側の人の登録等する中で、どのような基準での審査があるのかないのかが気になります。

しばらくは様子を伺いたいです。

1 問22の質問ですが、今の段階ではのかんじで答えました。しかしどれもとてもいい子育て支援サービス 

なのでぜひこれからも続けていただきたいと思っています。心のよりどことですから。

2 子育て支援サービス（問22）についてわからないこと（何の事業をしているかなど）があるので一覧表

にして広報か、学校などに配布してほしい。

こども未来づくり条例は単なるイメージアップの為にやるとしか思えません。

それより、今の子育て支援サービスを充实または周知させることが先ではないでしょうか。

あれこれやって中途半パにおわるのは目に見えている。→今の状態がそうなのでは？

又、同じ税金を使うなら、医療費の無料化や、幼稚園の補助、学校の教材費の無料化や、学校の補習

などを進めていただきたい。どの学校も老朽化して冬はとても寒い。

担当する部署がちがうと言われればそれまでですがそれがお役所仕事です。

滝川は子育てするにはとても住みずらいマチです。最悪。最低。

3 ・どさんこ、子育て特典制度の認証カードの使いみちなど、あまり知らないので、くわしく内容を教えて

ほしいです。

・親子のサークルなど現在活動しているものを、市から大きく推進していただき、親子で利用できる所を

紹介していくのはどうでしょうか？新しく市民となる方々のみならず、現市民の方々でも、知られていない

為利用できないのが現状だと思います。市のサービス利用にもつながっていくと思います。

4 ファミリーサポートセンターなど、今後も、安心して子育てできる環境づくりをよろしくお願いします。

5 子育て支援サービス　①いじめ相談専用電話　②学校ふれあいサロン　③児童館　放課後健全育成事業

④児童館　母親クラブの活動　⑤青尐年健全育成事業の推進　⑥家庭児童相談室　⑦こども発達支援

センター　⑧どさんこ子育て特典制度　の内容を広報たきかわ等で、今以上に載せてほしいと考えます。

子育て支援サービス

地域子育て支援拠点事業
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1 ・子育て支援センターは、1番上の子から利用していて、先生方にも良くしていただいています。

・今1年生の子をランドセル登録していて、大変助かっています。来年以降も続けてほしいサービスです。

・ファミリーサポートセンターの件も、以前から聞いた事があります。以前にも、滝川市で無料券をいただ

いたので、子どもを預けた事が1度だけありましたが、やはり、知らない人を家にあげたりするのは、

抵抗があり、一緒に美容室にきていただきましたが、子どももなつかず、大泣きで美容室にもご迷惑

をかけてしまいました。なので、今も、そういうサービスには尐し抵抗があります。

1 他市町村に比べ、滝川の子育てに対する環境は最悪と言っても良いと思います。医療費だけでも

現在の入院、訪問介護のみだけでなく、せめて6年生までは普通検診も乳幼児同様助成して欲しいと

思います。

2 子どもの病院代が学生になると高いと思う。中学生までとは言わないけど、せめて、小学生までは、

幼児の様にカードがあって、1割負担でいいと思う。

3 正直、滝川市には何も期待していない。他の市町村では、子どもが生まれたら祝い金をくれたり色々

な補助や免除をしてくれる所もあるけど、滝川は無駄が多い。

こんなアンケートをとっても、滝川市自体の基盤がしっかりならないかぎり、子育てを含め何も良くなら

ないしこれからも何もかわらないと思ってます。

安心して暮せ、仕事が出来て、そこではじめて子育てもしやすくなっていくのでは？と思います。

本当の子育て支援とは何か、滝川はわかってないです。

4 ・小学生になると医療費が3割になったので病院にかかりずらい。

・幼稚園が高い。

・現在3人目を妊娠中だが、3人目の子が幼稚園へ行った時、減免の額が上の子が4年生以上だと尐な

いので不安です。その頃は、上の子2人も小学校高学年と中学生になってるのでお金もかかるはず・・・

兄弟がいる人は小学3年生以下でなくても額を増やしてもらいたい！！

1 子育てにおいて、母親も子どもも、集まって一緒に遊んだり話をしたりする事が大切だと思う。

子どもの様子を見ながら、親同志の情報交換など。

滝川には、キレイな公園が尐ない。

人の集まりやすい場所が本当に尐ない。江部乙は特に。もっと、子ども達が楽しく遊べる場所、親も安心し

て見守れる場所が必要だと思う。小学生の、クラブチームももっとたくさんあればいい。サッカーなど。

今回のアンケート、とても分かりづらい。誤字も多いし、一問目からまちがってる。意味が分からない。

最終チェックとか、しないんですか。

公園・道路・施設

「情報・相談」に関すること

手当て・助成
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1 滝川市、もしくは学校の近く、公園のある所等で、17時だけ、もしくは17時と18時に音楽を流してほしい

です。一年生は尚更の事、時計を持たずに遊びに行ったり、時計がいまいち読めなかったりで、「5時に

帰っておいで」と言っても、日が長いと尚更の事「まだ大丈夫だろう」と思ってしまい、遅くまで帰らない

子も尐なくないと思います。

新十津川では、18時に音楽を流していて、とてもいいと聞きました。

暖かくなると、不審者も増えるので是非宜しくお願いします。

2 滝川市は子育てに対して非常にきびしいと思います　たとえば遊び場が減っていく　スキー場　プール

公園　どうぶつランド　土よう日の無料もなくなったし・・・医療費も周囲の市町村に比べ高い

就園助成金の削減　≪新十津川のスキー場の小中学生無料はすごいと思います≫

子育ての環境を含め全般を見直してほしい

3 ・子どもの利用できる施設なのに利用料金を払わなければならないものが増えました。

温水プール、科学館等

・小学校の授業や休日で利用できるどうぶつランドの閉鎖予定等、逆行しているものが多く残念です。

・子どもが安心して施設利用できるところがありません。

・アンケートの設問が連動していません。何のために調査するのでしょうか。内部での設問の検討を

きちんと行い調査すべきではないでしょうか？税金を大切に使って下さい。

4 公園がきれいな所と、汚い所の差があり、管理できないのであれば、撤去してほしい　

ペンキがはがれていたりで、ケガをします。けがをした場合に、責任がとれないのであれば、公園がある

意味がありません。花月町の保育所の公園は、大きい子もいたり、ルールを守れない子が沢山いて

遊びずらいです。

5 公園に時計があると帰宅時間を確認できる。（時計を持たせなくてもよくなる）

6 周りには子どもたちが沢山いるので遊び相手に不足はしていませんが近所に公園がなく、

土、日（朝から来る）でも、家の中や家の周りで遊ぶので親が休めない。

周りに住宅が増えて子どもも増えたので公園が町内に欲しいです。（子ども達はダンプが通る道を横ぎって

団地に有る公園に行っていて危険です。）

7 プールの利用をしやすく、時間を増やしたり、値引きしてほしい

8 親子で休日にお弁当を持って遊びに行けるような遊具と広場のある公園があるといいな、と思います。

子どもとよく図書館に行くのですが、まちなかに移転した場合、駐車場が尐ないようで心配。

9 ・滝川市内の公園は整備されているが、江部乙の公園遊具はかなり古く、整備もあまり、されてない様

なので、もう尐し安全で、綺麗に、遊べる様に、してもらいたいです。

・子どもは医療費もかかるので小学生までは医療費の助成を考えてほしいと思います。

10 ・公園ですが、時計があるとうっかり時計を忘れてしまっても時間を守って帰宅することができる思う

のですが・・・。それぞれの家庭で帰宅時間が違うので、自分は何時なので、と、お友達にも示すことが

できると思います。

・小学生、中学生、高校生と、もっと何かの行事で触れ合う機会があるといいですね。

小学校では清掃時に1年から6年生までが一緒に清掃し上下関係をある程度学ぶので他の学生とも
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仲良くできるよう交流があると、小学から中学に進学する際に良い関係が保てるのでは。

11 ・公園が尐なすぎる。危ないからといって、何もかもなくすのは、おかしいと思う。

そうゆう経験から学ぶ事もたくさんあるはず！！

・花や木をふやして、虫などや花のきれいさなどたくさんのものにふれさせてあげたい。

12 市内であぶない交差点が多いために信号がついていない所が多すぎる。

子ども達が安心して遊べる公園が、かたよっている・・・夏はいいが、冬の通学路は、除雪がきちんと

できていなく、毎年とてもあぶない。栄町など歩道の広い所はよいが、幸町、西町のように夏でもとても

せまい道路は、冬になると大人でも、歩くのがこわいです。

13 小さい子どもが安心して楽しくあそべる施設がどんどん縮小されていっている気がします。

「どうぶつらんど」も子どもたちが小さい頃から今でもよく行っていますので、なくなるのはさみしいです。

公園も遊具が尐なくあまり整備されていません。水が流れる公園にも水が流れていません。

こういう場所を整備する事によって、子どもも楽しくあそべ、親たちも集まって、交流が広がっていくのでは

ないでしょうか・・・

14 ①滝川には遊具が揃っていて遊びやすいきれいな公園がぜんぜんない。古くなった遊具を撤去するだけ

…

砂川には子どもの国、美唄にはアルテピアッツァ、新十津川、妹背牛、聞けば深川にもいい公園があり、

時々友達同志親子たくさんで遊びに行くが、滝川の住民なのに他の市にばかり遊びに行かせてもらって

いる状態です。お母さん友達ともよくそんな話になります。

例えば航空公園なんかとても雰囲気の良い公園だと思うので古くなった遊具を撤去するだけじゃなくもう

すこし新しい遊具を増やしてもっと魅力ある公園にして欲しいです。魅力ある公園にできるところだと思い

ます。とにかくどこか1つでも代表する公園ができる事を願っております。

②あと2年もしたら温水プールが無くなるかも…と聞きました。

滝川は市で、子どももたくさんいるのにちゃんと25mあるプールが1つも無くなり、また他の市に行かなけれ

ばならなくなるのでしょうか？？？

15 小学生の場合、放課後、草野球など自由にボールで遊べる場がない。

公園はあるが、野球ができなく、かわいそうだなぁと思う。

幼稚園は、高い（料金）、保育所に入れたい。が働いていないのでムリ。

働きたくとも、保育料など問題ありだと思う。

滝川全体では、子育ての環境は、そんなに良いとはいえない。

3番目の子は、今0才だが、将来、どこに幼稚園に入れようかまよう。

滝川はやめて保育所に入れたい。

児童館は、あまり利用しなくなった。（小学生）

16 滝川で子どもを休日、連れて遊ぶ場所がない。

砂川の子どもの国のような場所がほしい。

妹背牛の室内の遊び場の様な所があれば、利用する人が多いと思います。

・市内の小学生をもっとグライダーに乗せるなど、夏休みのイベントも、もっと増やしてほしい。

・東小学校では、放課後、國㈻院の学生に勉強を教えてもらっているみたいですが、なぜ、よその学校で
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は行わないのか？

17 ☆市民のプールの存続を希望します。（アンケートとは関係ないかも知れませんが）

共働きでなくては生活していくのが大変な家庭も多く、学童クラブのようなものは継続していって欲しい。

利用者が尐ない為、やめる口实になるようなアンケートと感じる。

児童館利用の子どもと学童クラブを分けなくてはいけないものなのでしょうか？（制度が複雑）

利用料を運営資金と考えず、子育て支援の拠点からパートでの収入が利用料で消えてしまわないように

して欲しい。（市税は子育ての為に使うべき）

18 病院にかかるのが、1番大変です。

旭川の療育センターの様な所が、あればといつも思っています。

19 無駄な施設が多すぎ。

そのわりに子どもが伸びのびと遊べる施設がないため休日は他町へでかけている。

もう尐し尐子化について真剣にとりくんでほしい。

滝川は本当に子どもに優しくない市だと思う。

余計なところへお金をかけすぎ！

20 スポーツをする場所が尐なく部活動の体育館を確保できない。

又、開西中学校に各部活動を熱心に指導してもらえる先生がいない。

子どもたちの思い出作りを市や学校の都合で壊すのはおかしいと思う。

指導力のある先生や地域のスタッフを採用してほしい。

21 　雪が多いのに、冬に外であそべる所、又は、室内で親子であそべる所が滝川には無い。

　つくるものが、全て中途半端では…

　スキー場・プールなど！（今どき、温水でないって、変じゃないですか？）

近隣の市町は滝川より小さいのにもかかわらず、なにかしら、家族又は、中学生、高校生にも喜ばれる

ものがあるのでは…税金ばかり高くていい所が1つも無い市です。

22 公園であそべる遊具を増やしてほしい。けがをしてあぶないのはわかるが、あそぶものがなさすぎて、

あまり公園に行きたがらない。公園以外にあそぶ場所がないから結局、家の中であそぶ事になってしまう

こともある。

1 ・公立（市立）の幼稚園が廃止されると聞くが、私立のみではなく、公立の“園風〟も必要なことであると

感じています。

・第一小学校は耐震性に不安を感じています。

・（（あて名の子が保育所の頃感じたこと））

①収入による保育料の格差が大き過ぎる

・収入差は所得税等で調整されているので、保育所を直接利用する人の固定割部分の比重を大きく

するべき

・利用者の収入と实際の生活状況が不一致（自営業・子の祖父母等の生活力影響）

幼稚園
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②病気時における保育施設の充实

・設問にはベビーシッターとありましたが、市内でのその存在を承知していない

2 市立の幼稚園がない事は、家計にかなり負担です。子どもが小さいとどうしても、母親が働きたくても

企業側が嫌がり、子どもの具合が悪くても休みにくい状況ですよね。市役所におつとめのようなお金の

ある女の方々はわからないかもしれませんが、私立幼稚園は、市立幼稚園の2倍以上お金がかかり

ます。そして預けてもそう簡単に働けません・・・どこかの市のように、役所で取りしきって、内職を斡旋

したりできないのでしょうか？（病院の費用も新十津川とは大ちがいですよね）それなら　小さな子どもが

いても家なり、役所なりであいた時間にできて、尐しでも生活のたしになると思います。

あんな大きな市役所、使ってない部屋を活用して、もっと役場に人を集めたら、不信感も尐しは解消

されるのではないでしょう？2億円あったら、おおそら幼稚園も続けられましたよね？

新しい箱物を作るよりも、使っていない使える施設を利用してほしいです。このアンケートも確認不足

ですが・・・まちがいがありましたけど、市政はまちがわぬようお願いします！！市民は怒ってます！！

1 「校外生活のきまり」の外出時間で平常時の九月～四月　明るいうちに帰宅する

曖昧じゃないでしょうか？！

2 学校が古いので耐久性が心配です。冬の通学路ですが歩道がないので危ないです。

3 尐子化でどの学校も総廃合をよぎなくされつつありますが地域に学校がなくなると活性化を望む事が

できません。江部乙には色々な特色をもった活動をしています。そういう所をもっと大切にして、子どもを

育てやすい環境を作るのが地域の皆さんの協力だと思います。

江部乙はそれが充分できていると思います。産んで育てるにはとてもすてきな環境だと思います。

4 ・学校や施設が古いので、きれいで、明るい建物に替えて欲しい。

・急な病気、ケガの際も一時的に預かってもらえる様、病院内に併設した託児所があればよいと思う。

・無料で使用できるスポーツの施設を充实させてほしい。

・知識、経験豊富な教諭を増やしてほしい。

・1クラスの人数を20人程度に減らし、1人1人に目が行き届くようにしてほしい。

5 放課後の学校利用は出来ないでしょうか？

例えば、図書館や部活動で使用していない校庭や中庭、プレイルーム、などを授業が終わった後

利用できる様になると家が遠いい友達同士でも遊べる様になると思います。

安く感じる学童クラブをはじめ各サービスセンターでもお金が必要である事は事实です。

生活の為に働かなくてはならない人が多い事を考え、お金のかからない方法で放課後の時間を過ごす

事を考えられないでしょうか？

6 学校のトイレが臭い！！とくに男子トイレが、子どもたちがつかわない理由は臭いからとのことでした。

1回大きくそうじをしても、いじができないのでぶりかえしているようです。水が出ていなかったり、

換気がしてなかったりと、悪くなっています。何か、改善を考えるべきではないですか？

7 第3小の件です。

小学校
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・学校のイスなど（衣類にひっかかります）備品を整備してほしい（ほうきがボロボロです）

・学校のそうじ用具がボロボロ。ほうきでなく何か良い方法はないのでしょうか？

・尐子化対策に子ども達のいる家庭へ給食費の一部補助などしてはいかが？

・尐子化対策に病院やまち中建設ばかり建てかえたりせず、学校の子ども達の耐震などの事を考えてほし

い。

8 江部乙小学校には、放課後の部活動がなく、子ども達が学校から帰ってからの過ごし方について心配があ

る。

部活動を通して、チームワークや、下級生・上級生との上下関係の大切さを身に付けることも大切だと

思うし、勉強以外に一生懸命努力する力も大切だと思う。

9 学校が遠く、40分歩いてかよってます。

下の子どもは女の子で、不審者の情報みると心配です。

プールの利用料が上ったり、最近子どもの活動の場にお金が必要な事が多くなりました。

社会の宝、次世代を担ってく子ども達・尐子化の時代にますます子育てをとりまく環境がきびしくなってます。

国や道や市で、環境を良くして下さい。

1 上の子の時は学童クラブがなかったので、放課後の様子が分からず心配でした。

でも今は、学童クラブがあるので安心して仕事ができます。とても感謝しています。

要望を言えば、休みにあずける時は、給食があると助かります。夏休み・冬休み毎日、お弁当作る

のが大変です。

2 これまで、いろいろなアンケートに協力してきましたが、どのような利用のされ方をされているので

しょうか。良き利用になっていないような気がします。

放課後の学童も利用したい時に、納得の行く状況ではありませんでした。子育ての環境安全には

お金がかかります。しかし、それを後に後にしていては、子どもたちは育ちません。それに改善にあまり

時間をかけてしまうと、その時利用したかった子どもたちは成長し、利用できない結果になります。

それに市の仕事、特に子どもの事を考える課には、ぜひ、子育て中、子育て悩んだ親の意見を

反映してださい。悩んだことがない人には苦しみはわかりません。

もっと子育てしやすい滝川市を望みます。

3 学童保育有料はやめてほしい。保育所の料金が高く民間の保育所に預けざるおえない。

市64,000→民間36,000　パートの場合保育所に預けたら何のために働いているのがわからない。

所得で金額が変わるのはおかしい。収入が高い分、休みも尐なく遅くまで働いているのだから・・・。

4 児童館での預かりについて、高学年、中学生と、低学年が一緒になって、いじめられたり、文句をいわれ

たり等で、児童館が嫌いになってしまいました。職員の方の目くばりをお願いしたいです。

児童手当の件ですが、所得で算出していますが、できれば統一していただきたい。

自分は持病があって、仕事を探すにあたり、なかなか見つからないので、市の方で、持病があっても

働けるような職場を作ってほしい。子育てサービスを受けたくても職場がなければ受けられない。

児童館

8/14



子ども110番の家をもっと増やすべき（尐ないと思うから）

5 日、祝日に児童館が休みになってしまってとても困っています。

6 児童館の日曜利用ができなくなったのは不便。変な支援サービスを立ち上げるなら、今まで通りに

していてくれた方がよっぽど私たちにとって良かったです。

ただでさえ市街地で遊ぶ場所が尐ないのに不便です。休日でも児童館を開放するとかして欲しいです。

7 友人の話だと、とある児童館に学童クラブじゃない子どもが行くと、いやなかおをされて、→先生の

方に、それからは、行きづらくて遊びに行っていないと言ってました。

親が家にいる子どもは、遊びに行っては、ダメなんですかね？

8 日曜日児童館が休みになってから、子どもが遊び場を失って困っています。

休館にするほど利用が尐ないのでしょうか？親がついていけば、先生はいらないので施設（体育館）

だけでも開けてもらいたいです。児童館もどんどん閉鎖されていくのでしょうね。

せっかくの施設なのにもったいないです。

9 子育てについて、正直これまでは滝川市はあまり協力的とはおもえなかった。

实際自分の子がまだ小さい時は、学童保育のシステムも、わかりずらく、今は市でおこなっているそう

ですが・・・利用しずらかった。

現在は問22のような支援サービスが色々とあるようですが、内容がよくわかりません。（どういった

サービスが受けられるか）

10 ・行政では児童館の充实など働く親のバックアップをして下さっていると思います。がしかし企業側で

学校行事の日に休日をとるなど、または子どもが病気になったときに休むなどの理解がなかなか浸透

していないように思われます。特に中小企業の経営者の意識改革をしてほしいと思います。

・長女が中学生ですが、小学校の時よりかなり教育費がかかります。しかし下の子はまだ乳児でまとま

った就労ができません。児童手当の支給期間を義務教育の中学生までにして下されば助かります。

11 我が子が、低学年の頃、まだ学童クラブがなかったので児童館を利用して、おやつも食べないまま17時

になると1人で歩いて帰って来ていました。通り魔事件があったので集団下校になった日も児童館から

1人で歩いて帰ってきました。（当時は連絡網がまわりませんでした）

春、夏、冬休みの長期休みも半日は家で1人で留守番をし、昼からは毎日通っていました。

今、考えれば、危険がたくさんあったと思います。（仕事中毎日心配していました）

今は各地区に学童クラブができて尐しは良くなったと思いますが、（利用時間が長くなったり、利用状況

がわかる）子ども達（特に1～2年生）の事を考えると、学校の敷地内または、学校内に学童クラブはあって

ほしいのではないでしょうか？学校から遠すぎます。

12 学童クラブ利用の年齢を上げてほしい。

13 学童クラブを实施していない児童館も残してもらいたい。

子どもが安心して遊べる環境は残すべき。

一つの学校に一つの児童館という考えは、理解に苦しむ。働いている人の環境を整えてる印象はあり、そ

れも大切なことだが、働いていない家の子どもも安心して通える児童館も大切。

14 現在児童館母親クラブの役員をしています。何かお役に立てればと始めた事ですが、これに連って

育成会や交通安全母の会等々、次々と別の仕事も出てきて、自分の子どもにはガマンをさせることが多く
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時々何の為にやっているのだろうと思うことがあります。それぞれを分担することはできないのでしょうか。

学童クラブについては、各学校、児童がへって、あき教室があるのだから、安全面を考えても、各学校に

そのまま残れれば、もっと利用者も便利になるし、学校との連携もとりやすくなるのではないでしょうか。

汚い字ですみません。

15 学童クラブの人数が多く、生活場の確保が難しく指導にあたっている先生方の負担が大きいように

感じられます。

もう尐し、規模の小さなものにしてほしい。もしくは、もう尐しスペースの広い場所で行って欲しい。

16 日よう日に児童館の利用ができなくなったのが残念です。

親や子の希望があれば校区の決まった学校以外への通学を許す方向へかわってほしいです。

17 現在は部活をしているので放課後なども休みの日なども、児童館など利用することはありませんが、

小学校入学時など1年～2年間位は、学校帰りまっすぐ児童館に行き仕事帰りに迎えに行っていました。

お金を出して、支援してもらうのであれば民間や個人で預かってもらえる所はあるし、市として、助けてく

れるなら、何でもすれば良いと考えるのでは無く、本当に必要とされる事は何か、考えて、支援してほしい

と思います。

18 小学生低学年の学校が休みや放課後の支援はこれからもあった方がいいと思います。ただ金額が高

すぎると思います。これでは忚援になりません。

　又、中高生になると幼稚園、小学校とは違いかなりの出費になります。そう考えると子どもを育てるのは

大変です。ぜひ、中高生のいる家庭にも、手当が出る様検討してください。

19 児童館、三世代交流センターのサービス悪すぎ。

児童館、夏、冬休みも午後からしか利用できなくて不便です。

遊具の使用制限が多くて子どもが不満を言っています。

三世代交流センターの利用料金は高いし、夏場どんなに暑くても、窓を開けるなと言われて、連れて

行った子どもがバテてました。

20 今は土曜日の学童クラブは17：00までですが、平日と同じ18時までにしていただけると、利用しやすいで

す。

21 児童館が日曜日閉まってしまいましたが、午後からだけでも遊べるようにしてほしいです。

休みの日に安心して遊べる場が減ると困る家庭もあると思います。

運動会や学芸会の振り替え休日に子どもに合せて仕事を休まなくてはいけません。

振り替え休日に限っては朝から児童館を開けることはできないでしょうか。

1 とにかく生活苦です。小さな子もいる為、融通のきく職場もなかなか見つからない。

親は働く意欲があるのに、子を持つ親は非常に不利です。託児所付きの企業や、子どもが何かあった

時には、すぐ休める、早退できる職場があるといいですね。

2 働いている親ばかりサポートをして淋しい。子どもを増やすのも可哀相な感じがします。やはり家庭が

一番落ち着くと思います。それよりどうぶつランドが閉園したり色々な施設の料金が有料になったりで

その他
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滝川市は子どもの遊び場を失くしていくのが残念でなりません。どうぶつランドはスタッフのアイデアで

行く度に発見があったので本当にもったいないです。

児童館も今までと同じサービスを続けて欲しい。冬は遠くの児童館まで行けません。

3 今の社会では子どもたちにとって、とても厳しい時代だと思います。子ども達が安心して、学び成長し

大人になった時、働く場所があるような、環境づくりをしていかなければならないと思います。

4 私は結婚してから滝川に来ましたが主人の母も体が不自由でしかも車の免許もなくあずける所も、

親しい友人もいないのでいつも大変で、その為仕事も夜の勤務でウェートレスをしています。

毎日が睡眠不足で体調も悪くなり、子どももさみしがるようになり、夫婦ゲンガがたえません。

辞めることも考えましたが生活の為なのでそういう訳にもいきません。

昼間の仕事をしたいと思っていますが、なかなか、あずけるところもなく、休みが自由になる所もありま

せん。子どもが小学生以下であずけるところがないと言うと面接をしてもおとされてしまいます。

夜の仕事も主人がみてくれると言って10数件おとされ、今の所にようやく就職できました。

滝川は、本当に仕事がないと思います。もっと何か考えてもしいと思います。

5 祖父母が近くにいるわけではないので、急な用事は大変かもしれませんが、今のところ特に問題は

ありません。お母さんがフルタイムで働いているご家庭は何かと大変で、自分の時間がほしくなる

のかもしれませんが、私はパートで週3日平日勤務で子どもが帰る時間には家にいるので、子どもが学校

へ行っている間は自由な時間ですし、子どもにもさみしい気持にはさせてないと思います。

何とかうまくいってるのかなと思っています。我が家のことだけを書いてしまいました。スミマセン。子ども

が幼稚園、学校に入る前の子どもがいらっしゃるお母さんの方が自分の時間がなく大変だと思います。

6 子どもにとって、より良い環境を、ただそれだけです。そしてちゃんと現实にしてほしい

7 0歳～18歳→子どもとして福祉を充实させてほしい

児童館→小学生が安心して遊べる様になってほしい

アンケートの回答の仕方がわかりずらいです

8 ①祖父母が近くにいて、健康でなければ仕事を続けられませんでした。

②保育料が高く、経済的に苦しかったです。

③児童館があるのはとても助かります。我が家は現在利用していませんが、いざという時、ここがある

と思うと心強いです。

9 質問している内容が全然判りません。何を知りたいのか？特に問13から問14の質問が全く判りません。

10 子育てはどんな場合でも親の責任です。しかし、経済的やいろいろな問題が生じた時助けてくれる組織

があれば助かると思います。

11 滝川市の市役所の問題、今のやり方の街づくりを見ていると何の期待もできない。

ずっと滝川にいたいと思えない。　なので　何の意見する気になれません。

このアンケートも何かよくわからない。本当に参考にしてもらえるのか信用できません。

12 デスクワークも大切かもしれませんが現場の声を聞く為現地に足をはこんで下さい。

13 子育て支援等、何でも小学校入学前の子どもにしか支援してもらえず、不公平だと思います。医療費も

3割からせめて2割にしてほしい　小学生も色々大変なのです。

第1子、2子関係なく、すべての子ども達に平等に。
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14 市の財政状況が厳しいのはわかるが、市の政策は子育て世代に対しても厳しい。保育所や学校での

対忚などを見ていると、上からの行政的な圧力が強いと感じられる場面が度々ある。管理的な行政の

姿勢は、子育ての实態にはそぐわないと考える。

子育てや、教育の予算を、もっと増やしていくべきだ。箱物はいらない！こどもたちの未来への投資を！！

市立病院に産婦人科医がいないので、子どもを産める環境にない。小児科医もころころ変わり、安心

して病院に子どもを連れていけない。

子育て支援サービスを充实させるよりも、行政の支援を確立させる方が先なのではないでしょうか？

15 この不景気の中の子育ては大変。金銭的に。いじめへの対策が、遅く、甘いです。

いじめた子への指導は、どのようにしているのか不明です。とても反省しているように見えません。

学校の先生も、すぐ文句を言う親が増えて大変だと思いますが、もっと子ども達の事を観察し、もっと話を

して欲しい。何の話題でもいいと思います。

せっかく先生に相談しても「自分で相手に言いなさい。」は信頼関係はきずけないです。

16 滝川市の行政改革で色々な事業が廃止又は削減されている中で難病対象児のキャンプ場建設などは

意味が分からない。地域の子どもを守れない行政に難病の子どもたちが守れるとは思えない。

確かにそういった施設は大切だと考えますが、なぜ色々とさわがれた中で他の事業に手をだすのか、

補助金欲しさからと思えてならない。今、育っている子ども達を大切にして欲しい。

17 費用をかけて”大切は調査”と言うからには、結果、対策等をきちんと公表、発表するのはもちろん、

どの様にアンケートを活用したのかも公開するのでしょう。忙しいのにご苦労さん、

半年以内に何らかのリアクションがない場合は公開質問にて説明責任を求めようと考えます。

18 こんなに「サービス」をやっています。という事だけが、目立った感じがします。

こんなサービスをこんな風にご利用できますよ！などの呼びかけもないし、子ども達のためを思って

設置されているのかもわかりません。

催し物があっても現地集合　現地解散では仕事を持つ親や、車のない家は参加もできません。

家で留守番させるしかないのです。

児童館なども行きやすい、入りやすい雰囲気ではないと思います。学校などでお知らせ、呼びかけを

増やし、お楽しみ事も誰でも気軽に立ち寄れる様にならないと、利用は増えないと思います。

19 子どもを育てていくためには、物理的な環境やシステムを整えるのは最低限必要と思います。（でなけ

れば子育てできない）しかし、中味（質）が悪ければ意味がないので、今の滝川の子育てに対して維持

している質の良さをもっと高くなることが、将来の滝川のまちをつくる子どもたちの基礎になると思います。

質の高い沢山の大人に温かく見守られた子ども達はきっとすてきな滝川をつくってくれると思います。

市だけでなく、沢山の親の意見をきいてもらって共に子育てできるといいと思います。

小学校のPTAでは沢山の方が協力的ですから。

20 滝川市で子ども達に、力を入れてくださったのは、わかりますが、ただ、マニュアル形式で、子どもが

育つでしょうか。大人は、子どもの鏡だと思います。市役所の方達の意識改革が出来ない限りなにを

してもためだとおもいます。「心」がある仕事が、一番だとおもいます。

市民、一人一人大切にしていこうと思いは、おありですか。

市長さん、市によくいきますけど、親切な人は、ほんの尐人です。もっと、人を大切にするという気持
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は、子どもを育てる心に通じる事ではないでしょうか。

21 農村地区においては、自分の子どもは…自分達（家族・親族で育てるしかないでしょ…）

このアンケートにでている子育て事業の半分も認知していませんでした。

こんな、紙ベースで意見集約しても意味ないです。

現場（小・中学校へ出向いて下さい。）

　　　　　　　　　↓

PTAに直接会話をしましょう！！

22 ・滝川は子育てにやさしい市だと言っているが現实はまったくやさしくない。

・はたらく親がもっと安心して子どもを預けられるようにしてほしい。

・子どもを預ける金額も高すぎて、預けられない。（はたらく意味がなくなる）

・障がい児の保育（小学生の放課後）にもう尐し力を入れてほしい。

23 子育て環境にはかなり不満沢山です。市がくるしいのは役所自身のせいであって何でも市民へおしつけ

すぎ。役所員の給料もパッと見、減給？！したように見せつけても結局別項目で付けて差し引き0円にし

てたり。ずるすぎ！！

それなら3割減でその分「滝川っ子」の為にもっと過ごせる様に活用してくれ！！

つまらんもんに金ばっか使うな！！生活しずらくしてるのあんたらだよ

市長他市議員

自分の老後の事だけに市議になるな。

市民の為に働け

24 記入しているうちに腹立たしくなってきました。子育てを人まかせにしてどうするのですか？

今の子育て世代に必要なのは、親としての責任や自覚ではないでしょうか。責任感もなにも育っていない

親の身勝手な都合であずけられて、小銭をかせいだところで子どもにとって真の幸福が得られるのでしょう

か。『親力』をアップさせる方法を考えていただきたいです。見当違いのところにお金をかけている気がし

ます。

25 意見ではないが？

先日、子どもの事でいじめ相談の電話をしました。

相談のTEL入れたのに、相談と言う解決でなく、児童相談所の名前があがり、ガッカリしました。

いじめられてはいないが、子どもが悪さをした相談で今後どうしたらいいか、何か心にあるのか、他の子ども

はどうなのかそういう例はあるのかとか言って相談したのに、電話に出られた男性の方は、わからないの

か、ただ児童相談所にTELして聞きますかと言うだけで、とてもショックでした。

学校からよくプリントをもってきて、いつでも相談して下さいと書いてあったから、TELしたのに、何も解決に

ならなくて。

このようなプリントを各家庭に出して、アンケートとっても何も期待できません。

もうすこし、職員の考えどうにかしたほうがいいと思います。

このようなアンケートはうわべだけだと私は思います。

26 本アンケートについて。

問1から回答しましたが、質問がつながっていない、つじつまがあわないなど、大変困りました。（文章がか
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くれているなども）

最後の問9にしても、知っているサービスについては、今後の利用について答えられますが、知らないサ

―ビスについては、答えられません。

今後、またこのようなアンケートを、行う時には、内容を精査すべきだと思います。

27 滝川市の中でも江部乙地区は不便である。

地域としては高齢者が多く、スポーツ・勉強面でのクラブ活動や団体でのならい事が市内まで行かなくて

はならない事が多い。母子家庭で祖父母にたよる事も多く、もうしわけないと思うことが頻繁で、交通面で

も不便で運転免許を持っている私は良いが祖父母はない為、子どもにも今ひとつやりたい事、やらせたい

事が不足して子育て環境に悩むことがあります。又中学校まで1クラスはどうだろうと考えます。

乱雑乱文失礼します。　母

28 近所の中学生の生活態度が思わしくない。

夜中にうるさかったり自転車をバットでなぐったりしているのを子どもが見ていて良くない。

一度中学校に電話をしたがいい対忚をしてもらえず気分が悪かった。

このままその中学校にかよわせるのはあまり気がのらない…
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