
就学前児童保護者の自由回答

1 朝7時前にあずけられる所があるとたすかる。

2 認可保育園を増やして、入園できるようにしてほしい。

3 求職中です。ハローワークのパソコン講習などを受講したいと思いますが3ヶ月（朝から夕方まで）受講しな

ければなりません。一時的保育では保育期間が決まっていますし、金銭的にも余裕がありません。もう少し

就職する前の段階の部分で子どもを預けやすい環境があれば…と思います。

あと、保育所なのですが滝川保育所（緑町）がなくなってしまいましたよね。いざ就職して預けようと思っても

「空き」がないと預けられません。

また、車を持っていないので遠くの保育所が空いていても預けられません。できれば緑町or東町あたりに

もう1つ保育所があるといいなと思う。

子どもを連れて近くの公園に遊びに行きます。この公園の砂場が比較的にきれいだと言って遠くからわざわ

ざ遊びにくる親子連れもいます。市内の公園の環境整備をしてほしいです。

4 市内の保育所を利用していますが、保育料が高くて生活が大変です。子どもの教育の為に利用しています

が、アルバイト程度の収入では逆に赤字に成ってしまいます。せめて一般の幼稚園と同額又は一万円プラ

ス位に成ってほしいと希望します。

5 保育所の一時預かりを時々利用してます。（幼稚園がおやすみの日に限り）

預かり時間が8：30～17：00までと時間が決められていますが、通勤に30分かかり、就労時間が9：00～

17：00までと、お迎えには16：30に職場を早退しなければなりません。一時保育の時間を検討していただき

たいと常に思っています。

6 保育園の保育料が高い。（と、周りからよく聞く）子どもとの時間をできるだけたくさんもちつつ、家計のため

働きに（短時間で）でたくても母親の収入のほとんどが保育料でなくなるなら意味がなく、そう考えるとなか

なか働きにでられない。また短時間で働ける職場を探すとほとんどが土・日・祝日勤務となるため子どもを

見てもらえる人がいない（父親、祖父母とも土・日・祝も働く仕事のため）

7 保育料が高い。

少子化対策で色々行っていると思うが、あまり役に立っていない。

母親が働きやすい環境でない。

子ども達が室内で遊べる施設が少ない。

8 一般企業は、年々、給料が下がる一方で、物価が上昇し、母親も外に働きに出ざる得ない情勢なのに、

保育施設を利用すると、母親の給料の約半分が保育料で消え、子どもの人数が増えると、保育料が更に

ハネ上がる制度を見直して頂きたい。少子化を防ぐのに、父親・母親世代の金銭的、保育的心のゆとりを

作るのも一つの方法ではないでしょうか？だと私は感じます。

少しでも住み心地の良い滝川市になる様、沢山の市民の声を聴き、取り入れていって頂きたいです。

頑張ってください。宜しくお願い致します。子育て”忚援課”の看板を掲げているなら、市民の声を聴く耳を

持つ職員を配置して下さい。

1.保育所について
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就学前児童保護者の自由回答

先日、市民の税金を支払うのに適さない年配女性が居ました。

9 希望の保育所に入所できないのが、不満でした。

働いていても保育所満ぱいで子どもを預ける事ができないというのはおかしいと思います。

それだけ子どもの人数がいるのに保育所が少ないという事ではないでしょうか。

保育料も収入が少ないのに高所得者と大差ないのはおかしいと思います。

同じ保育料を払っているのに土曜日勤務でなければ預けられないというのもいかがなものでしょうか。

10 24時間対忚の保育施設の充实、または早朝（6～7）から、21時頃まで預かってくれるような施設があると

ありがたい。

11 ひとり親家庭の支援には所得制限があるが、それをもう少し緩和してほしい。

保育料が高いと思う。

市民税も高い。

12 子育て支援になっていない。

实際、仕事中に子どもの体調が悪くなって早退を何度もさせられている。

保育所で、体調の悪い子を預かり、それが他の子にうつってしまって他の子も休まざるをえない状況です。

色んな病気を貰い入院ばかりしていても保育料を取るのはおかしいと思う。

滝川の公園は整備されている所が少ない。

13 保育所を利用しているが、保育料が高すぎる。他の市町村の方がもっと安いので、何とかしてほしい！！

14 ・年収を基準にした保育料は、共働きにとっては高すぎます。

家計を助けるために母親も働くのに、保育料が高すぎるのでは、少子化は防げないと思います。

・小学校に入学してからは児童館の利用も考えていますが、すべての仕事を持つ母親が、月～金の日中

だけの仕事とは限らないと思います。土・日・祝も開放した方が良いかと思います。

15 保育料が高い！児童手当が減ってきている。（やっていることと逆行していると思う）。子育て支援という

わりには幼稚園もなくなるし（公立）、どちらかが働いていなくても保育所に入れるようにするとかしてほし

い。

学童保育も18：00でなく19：00にしてほしい。江部乙にできてもいつなくなるかの不安の方が大きい。

いつでも親（祖父母）に頼れる訳ではないので小学校に入ると、仕事やめざるをえない状況になったり

でてきそう…。

子育て忚援課の職員の対忚が冷たく感じる。子育ての悩みも土、日保健婦にも相談できないので、一人

でかかえこんでしまうことが多い。月1、2回でも平日以外で相談できる日があったらいい。

16 まず、とても保育料が高すぎです。これでは、あずけたくてもあずけれなくて、仕事をしない人がいて当然

だと思います。なぜこんなに高すぎるのでしょうか？

子育ての事で、色々考えてくれてるようですが、あまり効果もなく、但やみくもにアンケートとかとっている

様に思います。

母子家庭の保育料が安いのか、別れていないのに、別れた様にしてお金をもらってる人が沢山いる事も

私達は見てきて、あきれてしまってまじめに働いて、6～8万も保育料を払ってる私達が、ばかみたいで
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就学前児童保護者の自由回答

もう少し、ちがう意味で、前に進む事を、市は考えてほしいです。

17 延長保育を増やしてほしい。

18 周りに夫以外にあずける人がいなく、土、日や祝日の仕事の時に子どもが急に熱を出すなどあっても休め

なく、坐薬などを使って一時的に下げて保育につれていく事があります。そういう時にあずかってくれる

保育所があれば、とてもたすかります。

母子家庭であずけ先がない人はこういう施設がないとフルタイムの仕事につくのは難しいのではない

でしょうか？

19 私は、仕事をしているのですが、日・祝子どもをあずけられなくてとてもこまっています。

仕事を変えたいと思っていても、日・祝の休みの所を探すしかなく、仕事がかぎられてしまいます。

主人のしゅうにゅうが少なく、とてもじゃないけど家族4人くらしていけません。なんとか日、祝保育園の

利用をさせてもらえないでしょうか？

20 一時保育の料金が高いと思います。一時保育の受け入れ時間が8時30分からですがもっと早い時間か

ら受け入れてほしいです。

21 ・現在、利用している保育サービスが休みの時だけ、保育所の一時預かり制度を利用したいが、利用

時間が8：30～17：00では、仕事の勤務時間上、無理である。市の保育所利用も～19：00までであれば、

残業・研修会等があると間に合わず、利用するには、とても不便である。

何度か問い合わせをしましたが、すべて「無理ですね」と断られました。

22 求職中なのですが、できれば求職中でも保育園に入ることができると職探しがしやすくなるとともに、

職業支援のパソコン教室などに通えるようになるんですが…。一時保育では、教室にもかよえず（日数、

時間があわない！！）。無許可のところでは、家計が苦しくて働くのに、高くて預ける事ができません！！

（まして求職中は収入がありませんので）

23 保育所の入所がすぐできず1ヵ月以上待機していた時の市役所の説明が「現在すでに入所している児童

の保護者が別の保育所を希望している為、調整しているので待ってほしい」と言う事でしたが、すでに

入所している人の調整で入所できないのは、おかしいと思います。入所待ちをしている人がいない時に、

保育所の空きがでたのであれば、調整しても良いと思いますが、順番がおかしいと思いました。親が、

就労していて、預ける所がない子どもをまず入所させるべきだと思います。又、待機中の一時保育の料金

を割引するとか、預ける日数も、月で制限しないとか、もう少し民間で働いている家庭の实情を考えて

欲しいです。

24 保育園の制度など全く融通がきかない所があり、どうにかならないものかと感じます。

1.きちんとお金を払っているにもかかわらず、土曜日はやめてほしいと言われるようです。（私は今まで

は言われたことはないのですが、仕事だけでなく、用事も含めて預かってもらえる所であるべきです）

2.延長保育は月額ではなく1日当たりにしてほしいです。

その日によって、どうしても18：00のお迎えが厳しい時に、たった1回で2500円はつらいです。

非常に利用しづらいです。

25 市内には数ヵ所一時保育の施設があるけど、江部乙にはない。
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江部乙在住なので、利用したくてもなかなか利用できないし、保育所も考えたがものすごく高いので、

経済的にもきびしいです。中心部だけ充实してて同じ市内なのに何だか不公平に感じます。

江部乙の子どもが少ないのもわかるが、中心部だけではなく、もっと公平にしてほしいと思う。

仕事をしたいと思っている人も多いだろうし、保育所の料金も高すぎて預けられない人も多いです。

市立の幼稚園も閉園してしまうのはもったいないと思います。送迎（別料金）があれあばもっともっと利用

者も増えるのに残念です。

滝川は他の市町村に比べて子育てしずらい所だと思いますよ。

今の状態だと市の人口だって減る一方だと思います。

子どもは沢山ほしいけど、経済的に無理であきらめる人も多いのが現状です。

26 今、現在産休中ですが、仕事の復帰の日程は決まっています。日にちが決まっていても手続きすらでき

ない状況では困ります。半年～1年先の復帰ではないし、2ヶ月後には復帰するのになぜいけないので

しょうか？復帰の1ヶ月前には会社に書類を提出しなければなりません。その時に保育所が決まってい

なければ、時短の制度も時間を何時間短縮するか悩んでいます。お給料にも関わってきます。保育施設

が決まらないことには、就労も（復帰も）なかなか難しいです。もう少し手続きの緩和をしてもらいたいで

す。

あと一時保育ももう少し早い年令から預けられると助かります。

27 保育所を利用していますが、保育料が高すぎます。スタッフの皆さんは良くしてくださいますが…。

自治体によって医療費の差があったり、不公平です。

色々と大変でしょうが、病後児保育を開始して頂けると、とても助かります。

28 今、通っている保育所では子どもとの時間を大切にするように言われているので週2回は家で一緒に

過ごしています。でも高いお金を払っている分、本当はもっと働いて収入を増やしたいと思っています。

もちろん、子どもとの時間は大切です！！認可の保育所は月額が高すぎます…。

29 収入のわりに保育料が高すぎて困る。

児童手当が安い。子どもを産みたくても産めない。

30 ・保育料が高くて、パートに出て働きたいが、働いた分、保育料にもっていかれて、働いても何もならな

い。ある程度の収入がないと、保育園に、預けるのは無理。

なんとかしてほしい…。

31 私は看護師をしていますが、看護師は勤務が不規則な上、日勤でも定時に帰れません。本当は、保育所

を利用したいのに現在利用できず困っています。延長保育をもう1h延長する事と日曜祝日の一時預り

保育を希望します。そうしないと働けません。もしくは、市立病院に保育施設を作って下さい。

32 ・勤務日数や時間を変えたいので、保育所にあずけたいのですが、なかなか、「保育所に空きがない」と

言われ、入れずにいます。いつ聞いても、そのような返答で、困っています。

实際、共働きではない方が、入所できているのに…と不公平に感じています。

・全国的に待機児童がたくさんいるとのことなので、あきらめていますが、滝川市でも、何かしらの行動を

おこしてほしいと思います。
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33 今後の事も考えて、共働きじゃないと厳しいが、母親がパートで働いても、そのパート代が保育料で消えてしま

うのでは働く意味がないので、保育施設のある職場が増えると助かります。

　また、保育施設利用について相談したりする場所や实際どのような施設が滝川市内にどのくらいあるの

かがよくわからないです。

34 ・保育料が、他市町より高く負担が大きい。

・保育士さんの数がもう少し多いとよいです。（大変そうなので）

35 働きたいので、母親が就職する前に保育園に預けたい。

保育園に預けたらすぐ就職活動をする。

36 育児休業中です。復帰後、保育園に預けたときに熱を出したときのことを考えると、病児保育、病後児保

育をぜひやってほしい。一時保育は0才児から利用できるようにしてほしい。延長保育する保育所を全保

育所にしてほしい。託児する美容室、託児するデパート、スーパー増やしてほしい。

どさんこ子育て特典は子どもがいる家族には店側の方からお実に特典をアピールしてほしい。実側が

言わなくても…。

子育て世代には、もっと世の中が、やさしい愛の手をさしのべる必要がある。

少子化でなんとかしたいなら、

図書館が市役所に移転する計画があるとのこと、ぜひワンフロアでお願いしたい。今の図書館では段差

がありすぎてベビーカーでは行けない。職員に声をかけてまで上にあげてもらうのは苦痛だ。

保健センターは子育て世代の家には月に1度、困っていることがないか電話訪問や保健だよりを出すなど

してほしい。

子育て世代には、ネットスーパーをしてほしい。FAX注文して、食材を届けてほしい。もちろん配送料は

サービスで！また、そのような便利なことをやっているスーパーがあったらおしえてほしい。

そういった情報を流してほしい！

37 保育料が高い。

日・祝日の保育サービスやカゼの時などのサービスがなく、近くにたよれる人がいない私にとってとても

つらい。仕事場では、肩身がせまい思いをしている。

38 一時預かりを利用してみたいが、保育所の利用料金が高くて、預けられない。3才未満3,000円は高すぎる。

食事代も含めて1,000円以内なら利用してもいいかと思う。

39 仕事を探している期間、子どもがあずけられず不便です。

40 ・一時保育の料金が高くて、なかなか利用する気にならない。

・サークルで利用できる施設の時間が短い。

とくに「とんとん」は600円も払って1時間半だけなのは損な感じ。

・昔の手遊びができるお年寄りや手芸の上手な方と交流できる場をどんどん作ってほしい。

・おむつ交換台や授乳室が少ないから増やしてほしい。

どこで利用できるのかマップを作ってほしい。

41 保育園の金額がもう少し安ければ、働くことも考えていますが、今の状態では働いても保育園にかかる
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金額のほうが高くついてあまり働いても金銭的には意味がありません。

保育園の金額をもう少し下げてくれると働くことも考えられます。

42 とにかく保育所に熱が出てあずけられない時、仕事が休めない時に困ります。

43 近くに保育所がないので、出来たら増やして欲しいです。

44 子どもを産んで働ける場所がない。預ける場所もない。

一時保育ももう少し安く利用できるよう市が負担すべき。

産む場所の確保と医者を確保。

45 東町近辺には保育園や一時保育の場がなく車がないと冬などは子どもを預けることなんてできないです。

歩いていける所にできたらとても助かるのですが…。

あと、子ども広場や何かはちょっと入りにくくて行きづらいです。（気持ちの問題ですが…）

46 広報に定期的に、保育園の空き情報を載せてほしいです。

どこの保育園の何歳児のクラスに、何人の空きがあるなど具体的に知りたい。

保育園の一時保育の料金が高い。預けたくても高くて預けられない。

47 ・保育料が高すぎる。

48 市の保育所の保育料が高すぎる！！本当に高すぎる！！これじゃ市の保育所に預けるのはムリ。

おもちゃライブラリーの日程（何日に何才の子のライブラリーがあるのか）をネットで見れるとうれしい。

子どもの健診（保健センター）が、歯科と一般（？）が別の日になっているが1日で終わる様にしてほしい。

仕事をする親としては特にそう思う。

49 ☆保育料が高すぎる。

近くに祖父母等がいて預けられる環境でなければ、パート・アルバイトでは、とても働くことができない。

フルタイムじゃないと保育料は、はらえない。（砂川、新十津川、札幌よりも高い）

・子育てに力を入れると言うわりには、あまりお金を出してないのでは…。

保育料等にしても、国がしめす、最低基準ばかり。

市として、もう少しうわのせしてお金だしても良いのでは。

一時は妊婦検診の助成もなくすし…。

・旭川などでは、子育て世帯におむつ用にゴミ袋を無料で配布してるのに滝川はない。

・公園の整備（遊具の良い公園少ないです→新十津川の昨年できた公園や子どもの国などに行ってます。）

・乳幼児医療助成580円なのが3歳未満ですが、他市町村には小学校6年まで無料とかあります。滝川は、

しないのですか？健康な人に介護タクシー代2億円も払えるまちなのに…。

・公立幼稚園がなくなり、私立幼稚園しかない滝川。

私立幼稚園に通うため、助成のお金を増やしてほしい。私立は高くて通わせるのが非常に大変です。

（公立幼稚園は必要です）

・プールが高い。社会教育施設の料金はもう少し安くしてほしい。

50 働きたいが、仕事がなかなかみつからない。

みつかっても、パートで子どもを保育所などに預けている人の話をきくと、子どもがカゼをひいて仕事を休んだ
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りして、月の給与が、マイナスになったり（保育費で）、1万円しか残らなかったという話をきいて、

仕事をさがすのをやめた。

51 　子どもを他市町村の保育所から花月保育所に移動する際に知人に「保育の質が悪い」と言われた。入所

してみると先生方は、熱心で好感が持てる。

しかし、忙しそうでパートや臨時職員が多く大変そうな感じが伝わってくる。

滝川市は、保育料が高いが現場に生かされていない感じがする。滝川に移り住んで家を建てて、子育て

をしながら仕事をしていくことに失敗したなと思っている。

子育て支援に力を入れると言っているが、お金をかけるところを他の所にしてほしい。たとえば、保育所に

正職員をふやすとか。人数が足りないからか、土曜日は保育所にあずけるなと言われ、がっかりすること

がある。

　産後、仕事復帰後の保育所の空きがないと言われた。他の市はわくがあるのに。

1 ・滝川市の子育て環境は良いと思います。が、たまたまTV等で取り上げられた事例があり、世間の目が

向いている事もあり神経質にならざるえない部分も確かにあると思います。

“病気児童の預かり”を保育所でもアンケートがあり回答しましたがこの事は安易に始めるのはどうか？と

思います。元気な子どもの中にでの預かりは元気な方、病気の方両方に良い環境とはいえないのでは？

特に今、市で計画中の保育所の一室を利用するという案に対しては“反対”です。病院を受診し、医師、

看護師の方に言われる事は“水分をとり安静に”です。

保育所は元気に遊びすごす所であり“安静に”というのはそぐわない場所と思います。むしろ、ベビー

シッター的な方のお宅等で見ていていただいた方が病気保育を利用するのであれば利用し易いと思いま

す。私自身も自分の子どもを預けるのであれば同じ人で長く相談もできる方をずっと利用できるのならと思

います。マンツーマンはむずかしくてもマンツーマン的なつながりのもてる方が良いと思います。

2 アンケートですが、少し理解できない部分がありました。

（例　ファミリーサポートセンターは、どんな施設か分からないのに利用したいか、と問われても答えようが

ありません。また、ベビーシッターの利用もしていないのに、何て書けば良いのか？）

子育てしていると一時的でもあずかってほしいという時があります。

例えば、親の病院に行く時など子どもに他の病気をうつらせたくないので、そういう時、託児所にあずけた

のですが、2人子どもが居ると、午前中だけでも2人で4千円と高く、病院代と託児代で万金になってしまう

ので、少しでも気軽にあずけられる施設があればうれしいです。

＜子育てについて大変な時こうだと良いなと思う時＞

①短時間でも心配せずに気軽にあずかってもらえる所があれば良いです。

なおかつ安い料金、兄弟割引などあってほしい。

2.保育サービスについて
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就学前児童保護者の自由回答

②入院など、子どもが入院すると兄弟のどちらかが元気であれば入院中母親が付きそいをしており

なかなか家に帰れなかったり、小さな子3歳未満なども完全看護など、少しでも病院側で見てもらえるなど

仕事していたらなおさら大変です。

仕事、看病、家事

③おもちゃライブラリーなど、もう少し簡単なシステムで遊びに行きやすく、回数制限必要なし。

広報とかにも分かりやすく書いてもらえるとなお良いです。

④子どもを産む時、子どもをあずける人が居ない時、夫もなかなか仕事も休めないので、祖父母は遠方など

であずけれない時、兄弟をめんどうみる人が居ないゆっくり入院も出来ない。

⑤保育料（幼稚園も含む）もっと安くなれば良い。

⑥延長保育も高い。働いても（パートなど）子どもの保育料で消えてしまいます…

大変だと思いますが、良い滝川市になってもらえるように！！頑張って下さい。

地域子育て支援拠点事業を2回利用したが、あまり分からず、行ける日が決まっているみたいだったの

で、そのまま行かなくなりました。

「とんとん」にも行ったが体を動かして遊べれなかったので行かなくなった。部屋がせまかったので他の

子どもたちとぶつかったりする。

3 現在働いているため、病気の回復期に病児保育を利用したいなと思うことがあります。ただ大きな保育所

でしか实施されないと思いますし、慣れない環境に病気の子どもを預けるのは気がすすまないので、決まっ

た方にベビーシッターのように家に来て、みてもらえればいいなと思っています。ファミリーサポートセンタ

ーの設立に期待しています。

まだ保育所に通所していないころ下の子が病気で入退院をくりかえし、上の子の世話がままならずとても

困りました。

こんなときも助けてもらえるシステムだといいな～と思います。

4 ・地域子育て支援には、大変お世話になっています。

ベビーシッターや、ファミリーサポートの制度は知っていますが、子どもの顔なじみでない人（たとえプロでも）

に小さい子どもを預けた際の子どもの気持ちを思うと、なかなか利用にはふみきれません。

1日1時間でも自由になる時間があれば、母親の気持ちも、上手く自分自身や、社会に対して向き合えると

思うのですが。

・同じように子育て中のお母さん達の話をきくと、皆「子どもと一緒にいたい」と言います。保育サービスの

充实が、かならずしも女性の就労を増す、とは思いませんが。

5 ・保育サービスをそれぞれのニーズで対忚できるよう、時間や休日の見直しをして、利用しやすい環境を

整えてほしい。市内に、親子で楽しく遊べる施設を充实すべきです。

・今の滝川には、子育ての環境として魅力的なものが少ないです。くだらないムダ使いをせずこの街を

活性化できることを考えてほしいと思います。この数年の滝川のイメージは「頭、悪すぎ」！！

8/26



就学前児童保護者の自由回答

6 安心して子どもを育てていけるように、働きたい母親にも仕事場所がもっと豊富だと保育サービスなども

利用できるので。ただ利用料金ばかりが家庭から支出されるのが、利用したい気持ちがあってもなかなか

できない。

7 子育ち環境については、既に十分に整備されていると思う。しかし、子育て環境については、遅れている

というか足りない部分が多くあると思う。

仕事を持っている親が安心して働くことができる環境を整備してほしい。市では「病後児保育」の開設を

検討しているようだが早急に始めて欲しい。そして後に「病児保育」が開設できるようつなげて欲しい。

近くに親や親せきなど、頼れる人がいない親は上2つの開設を心から望んでいます。お願いします。

8 父親の仕事の都合で道外から引越しして来たため、母親は現在子育てと家事に従事していますが求職

中です。引越す前はフルタイマーで、必要な時にはベビーシッターにあずけて仕事をしていました。仕事

が決まれば保育施設を探しますが、病気になった時の病児保育について滝川で聞いたことがないので

とても心配しています。パートタイマーの大学教員になる予定なので、急に休むことができず、病児保育

サービスがあれば安心して働けると思っています。離職前は様々な子育て支援の充实した自治体＆

たくさんの子育て支援民間団体のある所に住んでいたので、今は不安ですがこれからの滝川市の施策

には期待したいです。9月始動のファミリーサポートセンターには非常に注目しています。少子高齢化の

今、このようなサービスのギヴ＆テイクで子育てしやすい社会になっていき、子どもが増えていくのだと

思います。新天地の滝川市で永く生活できるよう、どうぞよろしくお願いいたします。

9 ・子どもが病気になった時、仕事を休まなければならず、とてもつらい。

病時保育のようなものがあると助かる。

・育休後、延長保育の可能な保育園に入ることができず、あずかり先をさがすのにとても苦労した。

保育所の定員をもっと増やし、安心して働ける環境を作ってほしい。

10 ファミサポで病児、病後児保育は難しそうとのことをききました。

大変残念に思っています。再度検討をお願いします。

11 子育て支援というのであれば、もう少し親の立場にたった支援をしてほしい。たすけてほしいとSOSを出

したが、助けてもらえないことがあってがっかりした。病児、病後児保育を实現させてほしい。働く親が

困るのは、子どもが病気の時、何日も仕事を休まなくてはならず、仕事先の人に大変迷惑がかかる。

子どもをみてあげたい気持ちと仕事先に申し訳ない気持ちの板ばさみになる。できれば、病児病後児

保育をつくってほしいです！祖父母は高齢で、みてもらうのは大変。

ファミリーサポート制度も、ぜひ病気（病後）の時でもあずかってもらえないかと思っている。

12 子どもが病弱で、働ける場所が限られる。病気の時、預かってくれるサービスがあれば働きやすい。

そのサービスが職場の時給より高い料金設定なら意味ないと思う。

13 ファミリーサポートセンターについては、实際動いてから利用者の反忚、事例が蓄積されてからでないと、

利用できる自信がないです。日々時間との戦いでギリギリの状態で育児しているので、子どもをよく

わかってくれて安心できる人にまかせたいというのが本音です。

ファミリーサポートセンターの登録者の方々が健康で子ども好きで、保育（育児）の経験者で、お菓子や
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就学前児童保護者の自由回答

ジュースをたくさん与えない信頼できる方なら、お世話になりたいです。今はまだ札幌に住んでいる子ども

の祖父母にお願いするしかありません。ただ母は働いているので、急にお願いしてもだめなので、近くに

安心してあずけられる人がいてほしいとはいつも思います。

私自身ももっと地域に胸をかりて、育児できるようになりたいです。どうぞよろしくお願いします。

14 滝川市では、病児保育は行っているのですか？

仕事に復帰した際に、近くに預けられる人がいないので、子どもが病気になった時、仕事を休めるか心配

です。

15 アンケートの問18の事ですが、ベビーシッターを利用していないのでどう返答したらいいのかわからず

無回答としました。

子育てにはお金がかかるのに、どうして3才からの医療費が増えたり児童手当が5000円になったりする

んでしょうか？3才になれば幼稚園、保育所に通ったりするのに、ケガ、病気はつきものです。小学校

入学前まで医療費を無料にしたり、児童手当を1万円のままにする、というようにすれば、もっと滝川市も

イメージアップになると思います。あと、妊婦、産後1ヵ月検診は無料にすべきです。出産前の医療費は、と

ても出費が多く、苦しいです。

夜間も預かってくれるサービスがもっともっと増えると、夜勤をしている人にとってはありがたいです。

16 病後児保育の事で保育所でもアンケート書きましたが、その時に書くのを忘れたので、ここで書かせてい

ただきます。

病後児保育は今子ども達が通っている保育所で行ってほしいです。アンケートの中では他の保育所に…

とゆうアンケートがありましたが、他の保育所に行くのは反対します。理由はちがう保育所では子ども達は

なれていないし、先生も知らない先生なら子どもは不安になると思います。小さい子なら泣いてしまうと思い

ます。

私にも1才の娘がいますが交流保育でちがう保育所に行った時に泣いたと聞きました。

具合が悪い時にちがう保育所に行くのは余計具合が悪くなる（泣いてしまうから）と思います。なので

ぜったい今通っている保育所で行ってほしいです。お願いします。

市の方で検討をお願いします。

17 ・祖父母、親せきがいなくて、子どもが病気になったり、自分が病気になったりした時に助けてくれる人が

いなく、困っています。緊急時でも対忚してくれるサポートがあるとうれしいです。

・保育所は、なかなか入所できないと聞いているので、家の近くで希望する場所に入所できるようになると

いいです。

現实的に、子どもを預ける場所を見つけなければ、働きたくても働けません。今は、コンビニの店員さんで

も、子どもがいるという理由で就職できません。地域でサポートしてくれると母親も安心して働けると思い

ます。母親が安心して働ける環境にして欲しいです。

・滝川市は、子どもに対するサービス、援助が少ないと思います。

公園も整備されていなかったり、税金が高かったり（水道、ゴミ袋など）住みにくいです。
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就学前児童保護者の自由回答

1 いつも、子ども広場を利用させていただいています。宮崎先生は、いつも前向きに相談に忚えてくれて、

实家が道外の私は、とても助かっています。ありがとうございます。

だいたい、午前中は、子ども広場、午後は、お友達の家という感じで、今の環境には満足しています。

一つ、言えるのは、保育園の利用の料金がほかの市町村より高いと思うのですが、安くなる事はない

のですか？

2 平日はいつでもやっている子ども広場は下の子も重宝させてもらっています。ありがとうございます。

幼稚園に、行く前は、子ども広場やとんとんを毎日の様に利用していました。出来たら、学童とは別の

幼児の遊び場があれば、午前中だけとか、学校の休みを気にせず利用できるなぁと思っています。

公園なども最近、整備され始め、利用者も増え、子ども楽しんでいます。

3 どさんこ子育て特典制度

名は聞いたことある気がするがどんなことか分からない。

また他にも知らないサービスとかあると思うので、どのようなのがあるのか知りたい。

滝川市で子育てしやすい環境になることを願ってます。

今回のようにアンケート实施するの良いことだと思います。

4 アンケート、わかりずらく、書きずらいと思います。

子育て支援サービスの内容も知らないものがたくさんありました。情報がわかりずらい、広報たきかわも

見ずらい。（子育てに関して、見すごしてしまう情報がたくさんある）

子育てに関する情報の冊子は別にあるなど、別のくくりでわけてみやすくしてほしい。（広報たきかわでも、

子育ての情報のコーナーはまとまったページにみやすくするとか、わかりやすくするとか）

どさんこ子育て特典制度とは何ですか？

5 今年4月に転入してきた際に、市役所の子育て忚援課に立ち寄りましたが、どさんこ子育て特典制度の

ことなどは全く説明がなく、どの程度制度が有効利用されているのか疑問です。

一時保育のことなどは聞けば、入所可能かどうかは教えてくれましたが、遊び場や子育て支援センターで

の实際の利用法などはどこに聞けば良いのかもよくわからず、自分で一から調べました。

せっかく良い制度やサービスがあっても、利用の仕方がわかりにくいともったいないと思います。

6 去年、私（子の母）が長期入院した時に、子どもを預ける所がそんなになく、あわてました。幼稚園に通って

いますが、朝は9：00からなので、夫の仕事の時間より遅く、毎朝、夫の母にきてもらっていました。帰りは、

預かりの時間を延長すればいいのですが、朝早く行く事ができなかったので、こまりました。

7 子ども広場などの遊べる場所を多くして欲しい。（特に冬場）

日中は自由に使える自家用車がないので（転勤族のため、車1台で頑張ってます）

施設までの巡回バスがあると便利。

8 　平日はほぼ毎日「おもちゃライブラリー」「子ども広場」を利用させてもらっています。

0才児もいるので、雤・雪の日はもちろん、屋内で遊ばせられる施設は、とてもありがたいです。

3.子育て支援サービスについて
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就学前児童保護者の自由回答

　就労予定があるので、幼稚園、保育所、学童保育等の情報がわかりやすくまとまっていると更にありがた

いです。

　土・日や朝・夕の延長保育も充实することを願っています。

1 支援センターには、何度か参加した事があるのですが、家から遠いため、实施日に行く事が難しく、

月に1回位しか行けません。

もう少し实施日を増やすか、近くにそういった子どもが遊べる場を設けるか…交通手段を利用しても少し

距離があるので、改善できないかと思っています。

2 現在は入園しましたが、産後より支援センター、（たまに）とんとんには大変お世話になりました。スタッフ

の方に大変感謝しています。

子育て支援の検討の際には、「預り＝仕事」だけでなく、専業ママのフォローもぜひ視野に入れて下さい。

家庭の状況にもよりますが、私の場合、産後3年以上経ちますが、父親の仕事も忙しく、子を預けて夜の

外食や集まりに行った事が、ただ1度もありません。年に1度でも行けたらいいなぁと思います。

3 支援センターが東町にもできたらいいなと思います。

おむつ交換台のところにおむつの販売があるとうれしいです。

4 ・利用したいと思う日が休みなどで利用できない事が多かった。

・金額のせつめいをきちんとして「とんとん」

・お金を取るのならたのしい事をたくさんしてほしかった｛場所代（家賃）もあると思うが｝

たのしく遊べる公園（夏は水で遊ぶ事ができる）があったら良いのにと思う。

5 ・車がなく、免許もないので、行動範囲が、せばまってしまうので、出来れば、地区ごとの子育てサロンの

ようなものも、してもらえると、うれしいです。（冬などは、特に大変なので…）

6 ・地域子育て支援拠点が土曜日にも使用できると良い。

・市立幼稚園が無くなるが、これに変わる認定子ども園があるとよい。

私立幼稚園は、入園する前に用意するものが高額だったり、施設都合で休みになったりと、預ける我々

からすると、条件が市立～に比べ厳しい。

・保育園料について、一覧できる明確な表が欲しい。

7 幼稚園に入るまで、近所の同年代の子や親と知り合う機会がありませんでした。市のサービス（とんとん

や絵本のよみきかせ等）は利用していましたが、みなさん地域が異なっていました。

働いている方も多い為、年に数回でも、土、日に地域限定の親子で集まるイベントがあれば良いかなと

思います。

広報などはチェックするので、そういうイベントがあれば参加したいと思います。

幼稚園に入ってからは、親子で仲良くしている近所さんが沢山でき、お互いに仕事をしているので、何か

あったらお互い助け合って、とても良い環境になりました。

4.地域子育て支援拠点事業について
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就学前児童保護者の自由回答

8 私は、内気な方なので、自分から、ママ友など、つくったりできません。

駅前の「とんとん」など、行ってみたいのですが…。

できたら、保健センターなどから、案内が送られてきて、申し込みなど、できたら利用しやすいと思います。

例えば、1歳の子どもを持つ親に送られてくるとか…。

9 地域子育て支援拠点事業に、参加したいが、交通手段がなく、バス等では子ども2人連れての移動は大変

なのでなかなか出られない。

　バス又は車等も出してもらえると、参加しやすいのだが…

1 良いと思った点

・現在、妊娠中だが、1人目と比べて、補助が大幅に増えて助かる。

・「あそびにおいでよ保育所」の利用をして、行事等参加したりできてよかった。

・そらぷちキッズキャンプの推進。

・とんとんや、支援センター、絵本のたまてばこ等熱心でよい。

改善してほしい点

・市のわりには、託児所等の数が少ないように思うし、情報も少ない。

・保育所の一時保育の3歳以下の金額がもう少し安ければ利用しやすい。

・特に冬など、とんとんや支援センター以外に室内で遊べる場所が少ない。

・温水プールも継続されるのか？あと動物ランドも時々行っていたのでなくなるのが残念。

・いじめ問題やすべり台のすり事件など、子を持つ親にとって、不安が多い市である。

・市営住宅になかなか入れない。子育て支援の市営住宅があればいいのにと思う。

2 ・育児のサービスも、大切だと思うけれど、妊娠中の健診代の補助などを考えてほしいです。

近隣の市町村に比べると、かなり不親切だと思います。

・子ども広場の時間の延長と、国道38号線よりも、北側に、もう1ヶ所あると、利用しやすいです。

3 ・乳幼児医療の助成で初診料がかかるのが残念（他市の時はかからなかったと思った）

・保育料が高いと聞き不安（公立の幼稚園がない？とか…）

・支援センターやとんとんなど遊びに行ける設備（場所）が充实している点はよいと思う。

4 児童手当の金額を上げてほしい。

5 子どもが小さいうちはもちろんのこと、大きくなるにつれてもお金がかかるので、補助的な制度をもっと

充实させて欲しい。

6 東京都は小学校を卒業するまで医療費がかからないと聞きました。また、どこかの市では子ども一人出産

したら補助金が出るとも言います。

滝川の財政では難しいかも知れませんが、是非取り入れてもらえればと思います。

7 小学校入学までの医療費無料

5.手当て・助成について
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就学前児童保護者の自由回答

8 出産までの定期検診で助成金が少しでもあればいいと思います。

就学前の子どもが室内で遊ぶことができる施設が少ないのと、子ども広場などが、午後も利用できるとうれ

しいです。

公園の固定遊具が古かったり、らく書きだらけだったりがたくさんあります。

9 幼稚園の授業料減免制度の税金率をもっと引き上げて欲しい。

たく児所料金も給料と一緒に入る為、自分の収入ではないのに市民税も高くなるし、減免されなかったか

ら。

10 今の時代子どもを育てるのにお金がかかりすぎる。

児童手当の増額や保育園・幼稚園等の料金も高すぎるので市での補助を行ってほしい。少子化対策を

強化していくのであれば子どもを育てていく上での金銭的な援助を強化してほしい。自分も3人の子どものこ

れからの養育費のことを考えると父親の収入だけでは安心できない。

私も働かないとと思っている。共働きの家庭がなぜ増えているのか市でもそこの所を考え対忚してもらい

たい。

11 医療費を無料にしてください。

せめて、小学校のうちは無料にしてもらえれば助かります。3才以降、幼稚園などに行けば風邪などひき

やすくなるのに、その頃からお金がかかるのはおかしい。以前の地治体は中学生まで無料でした。

小児科のサービスが悪いのにもおどろいています。病院の質が低いのではないかと思います。

12 就学前の子どもの医療費を無料にしてほしい。

1 子どもを育ててゆくのにはあまり適さない所だと感じる。

図書館がひどい。公園が少ない。ニュース等で見る市、教育者の態度がひどすぎる。町がきたない。暗い。

このアンケートも、何がやりたいのか、よくわからない。回答もフリースペースが無く、統計を出しやすくす

る為に作られたように感じる。

長く住む予定はないのですが、これから少しでも良くなる事を願います。

2 週末は、子どもと2人で過ごすことも多い。2人で家に居てもつまらないので、土、日、無料で遊べる施設を

作って下さい。

3 ・雤の日などに室内で遊べる施設がない。

・子ども広場のような場所がもっとあるといい。

・午後に使える子ども広場がほしい。幼稚園の降園後、遊ぶ場所がない。

・プール、子ども科学館、図書館など施設が古すぎる。いっそのこと、上記の施設＋子ども広場+公園が

一緒になったものを作ってほしい。駅前にでも作れば、活性化にもつながるのでは？

4 道路（歩道）の整備　　ベビーカーで歩きづらい。

5 子どもが安心して遊べる場所が少ない。

6.公園・道路・施設について
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就学前児童保護者の自由回答

公園などの遊具が古く、手入れされていない。

陰質ないじめが多い。

6 江部乙には公園がいくつしかないので街中まで遊びに行くのですが、整備されていない公園も多くもった

いないと思います。

しかし、子ども向けのイベントが多く、たくさん参加させて頂き楽しんでいます。

これからもイベント等が増えてくれたらいいなぁと思います。又、子育て支援の助成がもっとあれば少子化

対策にもなると思います。

7 ・黄金町に子どもが遊べる水遊び場がありましたが、市街の中心地（たとえば、市役所付近）にも同じような

水遊び場があれば、混雑することもなく、買物や用事の時に、遊ばせることもできるので、そのような場所

を増やして欲しい。

・タクシーを利用することが多いので、小学校前の子どもが同乗したら、料金は2割引きなどのサービスがあ

ればうれしい。子ども医療費の580円よりタクシー代の方が高くなるので、緊急の時など、タクシーで病院に

行けない。

8 ・おもちゃ屋さんがない

・イオンなど大きなショピングセンターが欲しい

・公園の芝生面を多くして欲しい

9 滝川に来て、市であるのに子ども達が伸び伸び遊べるしっかりした公園がないと思う。古くてもいい。

メンテナンスがされていなかったり遊具、砂場、木等バランスのとれた公園がないのが残念です。

プールもおむつがとれていないと入れない。それならば夏場水あそびの出来る場所があってもいいのでと

思います。

せせらぎ公園は手入れもされていないし、危ないと思います。

10 知らない事が多いのでもう少し情報公開の工夫をしてほしい。

公園の遊具は大丈夫？かなり古いので…

11 子育てと、関係ないのかも、しれないが、道が悪い。ベビーカーや、子どもが、自転車で転んだりして、危な

い！児童館は、たまに利用するが、幼児が来ないし、もう少し幼児が行ける、環境（おもちゃとか）を

作ってほしい。

12 子どもが安心安全して遊べる所がもっとあればいい。そういう所があればわかりやすくおしえてほしい。

13 変な人が多いので安心して遊ばせられない。

公園など整備、管理が行き届いていないようなので利用させづらい。

14 学校の施設の老きゅう化が気になります。（校舎やグラウンドなど）

子育てのサービスが少ない！！育てにくい環境、手当てが少ない！！（他の市はもらってる額も多い！）

余計なことにお金使うな！！

15 ・子どもの数が少ないから、仕方ないかもしれませんが、誰も遊んでいない。小さな公園が多いですね。

公園・遊び場・アープ（小冊子）を作ってみては。

どんな遊具があるだとか、トイレ・水飲み場・水遊びもできるだとか…
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就学前児童保護者の自由回答

・現在、建設中の市立病院に院内保育所を病児・病後児保育所も併設してみては…。

院内保育所不要とのことでアンケート集計したそうですが、（独身ばかりの）職員対象だったようで、实際

に保育を必要としているパートなどはアンケート対象ではなかったようです。

スタッフも集まり一石二鳥・三鳥では…

16 市内の公園の遊具が古くなっているので新しくしてほしい。

また、土日や祝日でも家族で遊べる公共施設を作ってほしい。

17 雤の日など気軽に遊べる体育館などがあったらいいですね。

経済的に支援を手厚くして欲しいです。

18 ・舗道がなく、街灯も暗い

・治安が悪く外で遊ばせるのが不安

・公園の老朽化と整備が悪く利用出来ない

・人形劇等の催しものをして欲しい

・就園前の情報が少ない（もっと何をしているか知らせてほしい）

・子育て支援のサービス、保育の内容に工夫して欲しい

19 公園が少ないし、あまりきれいじゃないので遊ばせにくい

20 滝川では、古い建物がまだ多く、子どもに対してまだまだ利用できるサービスが少ないと思います。

トイレも、子ども用のトイレがついている女子トイレなど今後増やしてほしいです。

21 午後からも無料で利用できる屋内施設があれば良いとみんな言っている。

冬は特に行く所がない。

22 転勤で、いろいろな地域を転々としますが、滝川市内の公園の設備・管理が悪いと思う。

遊具が古い、くもの巣だらけ、草刈りがされていない、砂場が汚い。etc…

子どもを連れて安心して遊べる、公園が欲しい。子連れで食事、お茶ができるスペース（札幌でいう、豊平区

のママ’ｓ　ｃａｆｅのような…）があればとてもいい。

23 歩道の草や木など、管理しないならなくしてほしい。幅がせまく、ベビーカーでは通れずに車道に出なけれ

ばならない。

24 公園の数が少ない印象があります。

駅前広場「とんとん」は、使用できる曜日が決められており、子育て支援センターは午前中だけしか利用で

きない。好きな時に、好きなように遊べる所が少なく、家の中でしか遊べない時の方が多いです。

（特に、夏休み、冬休みに学校が入った時なんかは、全く遊ぶ所がありません。）

25 もっと若い世代家族が滝川に移住したくなるようなまちにしてほしい。

道路（住宅街の）整備をしてほしい。→道がガタガタ。

歩道もなく、散歩しづらい。東町です！古すぎ。

他の市町村と比べ、教育費の割合が低いと聞いている。

充实してほしい。

学校環境を整えてほしい。古い・給食費問題・教育の質。
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就学前児童保護者の自由回答

26 冬や天気の悪い日でも遊べる室内施設があるとうれしいですね。低料金で…。

でも財政的にムリですよね。

それなら道内（近隣市町村）でそういう施設があるので料金や施設の内容が分かるパンフレットなどを

配布してほしいです。

27 ・子どもが遊べる場所が少ない。

・保育所が少ない。

28 公園の遊具の老朽化が気になります。新しい遊具のある公園まで車で行ってますが、普段は、主人が車

を使っており、我が家には、1台しか車がないので、前もって、計画しなければなりません。でも天候にもよ

るので、近くの公園の遊具が新しい物になると、歩いてでも行けるのですが…。公園に行っても草刈りが

されておらず、草の丈が、子どもの背よりも伸びていたりする場所もあります。

砂場も、猫や犬等の動物のおしっこが混じっている可能性も有り、不安で遊ばせれません。保育所等の

砂場には、シートがかけられているので、一般の幼児にも時間を決めて、開放してほしいです。（難しいと

思いますが…）

29 ・花月町の子どものあそばせられる施設は平日のＡＭしかやっていないので、利用できる時間をふやして

ほしい。仕事をしているので土・日が休みでもあそばせてやれない。

・保育所は現在利用していないが金額は高すぎるし（うちなら7-8万といわれた）、延長保育も19：00まで

なので、利用したくてもできない人がいっぱいいるとおもう。（市内のちびっこくらぶのほうが安いのでそこ

にあずけていますが。）（ちびっこくらぶだと5万以内ですみます）

・どうぶつらんどを廃止するそうですが、あそこは子どもをあそばせるのにとてもよい環境なのでなくさないで

ほしいです。貴重なあそび場がへってしまうのはとても困ります！！ちびっこくらぶでも毎日のように散歩

へいっているのでとても困ります！！あそこは車の往来が少ないところなので、市内や町内の公園より

とてもあそばせやすいので、とてもよいところだとおもいます。

・また、滝川市立病院に勤務していましたが、格安な院内保育所があったら、退職していなかったかもしれ

ません。今は1日400円であずけられるところに勤務しているのでとてもたすかっています。

格安な院内保育所があれば、退職する人もへるのではないでしょうか。

30 ・公園の数は多いのに、汚かったり遊具が少なかったりで实際遊びに行く所は少ない。

・スマイルビルにせっかく「とんとん」があるから、子ども服やおむつなどの生活雑貨を扱う店があればい

いのに…。

・「どうぶつらんど」は有料だから行かない。無料なら行く。

・これから働きたいけど、保育料が高い。何の為に働くのかわからなくなる。

31 ・図書館の本が少なすぎ。

・健診のあんないがハガキで来ないのはおかしい。（歯科はくるのに）

・公園が整備されていない。

・“就労しながらあずける所はない”と活用を考えていない。

32 1.市役所はとても新しく建物環境がいいと思いますが保育所、学校、公園など子どもの集まる場はとても
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就学前児童保護者の自由回答

古く、環境がいいと思いません。まずは、そういう所から整えて欲しいです。

2.子どもが参加する事業はできる限り無料参加にして欲しいです。

3.学童保育の充实につとめてほしいです。

4.保育所の先生方はとてもよくしてくれます。先生方が働きやすい職場にしてほしいです。（収入など）

5.市の子育てって何ですか？何の協力も感じていません。

6.働く親が多い中、職場での理解がとぼしいです。

子どもが急病、入院しても休めない、休んでもかわりに働く人がいないという状況です。（とくに病院）

そういうところも支援してほしいです。

1 ・おむつ専用のゴミ袋を無料で配布してはどうでしょう。

・妊婦検診の費用の補助を出せる環境を整えてほしい。

2 ・おむつ交換台はあっても良いですが、トイレトレーニング中の子どもさんは、小さいトイレを必要としている

人がいると思うので（男の子用のは見たことあります）女子トイレなどに設置してほしい。

・紙おむつをなげるゴミ箱とかあったら助かると思います。

・どさんこ子育て特典制度とはどのような制度なのでしょうか？

3 ・おむつ交換台や授乳室は各施設全部に設置して欲しい。

・キレイで1～3歳位でも遊べる公園をもっと増やして欲しい。（子どもの国みたいな）

4 おむつ交換台があっても不衛生で使いづらい。授乳室が少ない。

5 ・市立病院に行って初めてベビーカーがあるのを知りましたが台数が少ないと思います。

・あと市役所などにもあるとすごくいいと思います。

・子どもの一時預かりの金額をもっと安くした方が気軽に預けられると思います。

・先日、どうぶつランド？に行ったら受付の人がベビーカーを貸してくれて本当に助かりました。

6 ・マックスバリュー施設内に授乳室が無いのが残念です。

・ベビーカーを使っている時に、歩道の縁石の段差が、はげしく乗りあがれない事が多く不便に思います。

・車中に子どもを乗せたまま買物をしている人を見た事があります。

いたましい事故がおこる前に、お店などへの呼びかけが必要ではないでしょうか？ぜひお願いします。

・「おむつ交換台、授乳室」のある施設について、いつも同じ所を利用していますが、他の場所も知りたい

です。行動範囲が広がるので…。HPなどで情報公開（共有？）していただければ助かります。

7 滝川市役所のトイレにオムツ交換の台がない。自分がトイレしている時に座らせておくイスもない。困る。

8 おむつ交換台、授乳室の情報をもっと広めてほしいです。特に授乳室はダイエーしか知りません。

一時保育をもっと充实させて欲しい。（時間、料金等）

子育て講座の定員をもっと増やしてほしい。

子ども広場で、0才児のスペースを作ってほしいです。かなりみんなで元気いっぱい遊ぶ所なので、柵もなく

7.おむつ・授乳室・ベビーカーについて
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就学前児童保護者の自由回答

ござ一枚敷いてある所に寝かせておくのはちょっと心配です。

9 子どものおむつがたくさんでます。

滝川市で赤ちゃん専用おむつのゴミ袋を提供（無料）してもらいたい。

おむつ交換台、授乳室にアルコール消每を用意してもらいたい。

10 ・買い物へ行くがお店に赤ちゃんの乗せれるカートが少なかったり、汚れていて利用しにくい。

・ベビーカーを押して歩くが、歩道がせまい、舗装がガタガタで思うように、散歩できないことがある。

・子どもと一緒に楽しめるイベントが増えるとうれしい。

・働いている親も参加しやすい行事もあるとうれしい。

11 ・おむつ交換台、授乳室を増やしてほしい。

・ベビーカーで歩道をあるくので、歩道を広くきれいにしてほしい。（西町）

・公園の遊具を安全にしてほしい。

12 おむつ交換台は男性でも使用出来る場所にあるべきだと思う。

授乳室にはお湯、水を必ず置いて欲しい。

歩きタバコなどを禁止する様にして欲しい。

街灯を増やして欲しい。

保育・託児料の見直し。

保健師の質。

意見に耳をかたむける市であって欲しいです。

13 オムツ、ミルク代が非常に家計をあっぱくしています。

子どもをもう1人ほしくても夫婦2人共働きしていても現实を考えると、あと1人子どもがほしくてもあきらめて

しまう。

オムツ、ミルク代のクーポン券や半額券があるとうれしい。

それにうちは、祖父母が同居していますが、これから子育て終わって介護のことを考えると、金銭面が

きつい。おむつ、ミルク代の件、検討願います。

14 ・おむつ使用年齢の子どもがいる家庭へのゴミ袋の助成があると嬉しいです。

・子育てというか子育ての前の健診（妊娠時）の助成をもっと拡大してほしい。

・たくさん子どもを産みたいと思わせる環境ではないので、もっと子どものたくさんいる人への配慮のある環境

になってほしいです。

15 2人以上の子どもがいる場合や0才児がいる場合、出かけづらい。

子どもをのせるカートが店に少ない、またはない。親と一緒にトイレへ行くには狭かったり、おむつ交換台や

子どもを座らせておくイスが少ない、またはない。ベビーカーで移動しづらい。（歩道の整備が悪いため）

公園が少ない。遊具が少ない。塗装がはげていて手に刺さりそうだったり、曲がっている鉄棒があったり

危ない。市外（他の市町村）から来た者としては、子どもが増える所だとは感じられない。高校から市外に

出たがる子が多そうだと思う。

16 ・授乳室を個室にしてほしい。
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・マックスバリューに授乳室がほしい。（ないのが不思議なくらい…）

1 子どもの健診（保健センターで行っているもの）や注射の時間がちょうどお昼からなので、昼寝の時間に

あたったりして、とても不便に思います。午前中にはできないのでしょうか？

2 1歳児健診も行った方が良い。9～10ヶ月健診から1歳半健診までに何らかの健診があったらと思います。

花月の子ども広場を利用する時に幼児トイレや赤ちゃんをトイレ内に座らせておくもの（名称がわかりませ

ん）がないのでとても不便です。あと、子どもひろばで遊んだあと靴下が黒くなるのでもっと掃除をしっかり

してほしい。

3 市立病院で行う予防接種の手際が悪い。

成長における健診時の問診表や質問表の内容に違和感を感じます。質問の意図がわからない質問が

多く、このアンケートも非常にわかりづらく思います。

4 予防接種がほとんど個別接種なので、できれば集団接種にしてもらいたい。忘れてしまう人もいるのでは？

妊婦検診の助成もまだ足りないと思います。

5 ・子どもの検診やワクチン等のお知らせについて、広報を見て下さいと言われましたが、1日に何百人も

子どもが生まれている訳ではないので、はがきでお知らせくらいしたらどうでしょうか。ほかの市は、ちゃんと

個人にお知らせしていると聞いていたので滝川の対忚についてびっくりしたと同時に子育て支援をしてい

るとは思えませんでした。それと、保育所でいじめがあると聞きましたがその対忚もちゃんとされていない

というのを聞いて、あずけるのが不安です。

・4、5ヶ月検診に行った時、医師がいない事にびっくりしました。健康でいれば病院にかかる事もなく

検診の時に、先生に聞けばと思う事もあると思うし、保健師の診察だけでは不安です。

その点についてはどうなのでしょうか？

他市町村では、きちんと、検診の時に先生がいるところもあるのに、きちんと検診がうけられないのは

不満です。

それに、6、7ヶ月検診はなく、9、10ヶ月検診も、検診では相談という事にも、納得がいきません。

きちんと、検診をしていただけないなら、他の市町村で、検診をうけたいです。

子どもも発育、発達について、滝川市はどのように考えているのでしょうか？

1 児童館は母、子がリフレッシュできる場。それなのに、利用できなかったり、お昼からはダメなどそうゆう

ことが多すぎると思う。もっと、いつでも、たのしく、利用できるようにしてほしい。

2 学童保育の充实

小学校入学後、学校が終わってから、親が仕事から帰るまでの間、安全にかつ内容の充实した学童保育

9.児童館について

8.医療（健診、予防接種等）について
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を希望する。（ただあずかるだけの安易なものではなく…）

3 ・昨年滝川市に越してきたのですが、子育て支援サービスの内容や病児保育の有無等、全くわかりません。

サービスについてのパンフレット等毎年配布があると、利用しやすいと思います。

・学童保育は、4月中旬頃からあるのでしょうか？両親が日中仕事で家にいない場合、どちらかが休まな

ければならず、祖父母が近郊にいない家庭として、大変困ります。

・個人に一億も払う余裕があるなら、もっと別の事に有効に使うべきです。他市町村のように、小学校入学

前の子の医療費を免除する。認可保育所の保育料を安くする…等、色々あるはずです。

4 学童保育を小学校に併設してほしい。

5 幼稚園に入る前はライブラリーや花月の児童センターを利用していて、すごくよかったです。

夏休みや冬休みになると児童館（花月）が小学生のみ使用になってしまうため幼稚園に行っている子

入っていない子との遊び場所がなくなってしまう。

6 ・地域にある児童館を午前中就園前の子ども達があそべるように開放してほしい。あそぶ場所が少ない。

・車のない人でも集まれるように、場所をつくってほしい。

・水あそびができる人がたくさんあつまるような公園があるとうれしい。

・ママ達が交流できる場がない。

・幼稚園等の体験入園の回数を増やしてほしい。

7 東滝川地区の小学生の学童保育（放課後や長期休み）を充实してほしいと思います。

環境が整っていないです。

1 今年の3月に転居してきたため、友人や親せきなどもいないので、以前に比べると子育てにまだ手がかか

る年齢のため、子どもは幼稚園に行かせて毎日楽しんでいますが、いざという時に相談などが気軽に出来る

場が親にはないので不安な点があります。病院に行く回数も増え、医療費も以前は無料だったので、今は

出費もあり、主人の給料も手当てなどが減り、母親も働きに行かなくてはいけないと思っています。

ただ子どもの病気の時や、夏休みや冬休みはあまり幼稚園でも預かってはいただけないので、そのへんの

融通がきくような仕事があるのか…と心配してます。

あとは、公園や歩道の整備があまりされていないようなので残念に感じます。

2 ・働いていると、同年代の子どもの母親と接する機会があまりなく、情報交換等しにくい環境かなと思います。

休日でも利用できる所が多くあればと思います。

・子どもをあずけていると、幼稚園にすべきか、保育園にすべきか悩みます（現在は託児所なので）。

幼保一体型の施設ができると、安心して、働けるのではと思います。

3 ・図書館に通っていますが、そこで子どもを通し知り合いになれてちょっとした意見交換などできることには

とても助かっています。

まだ1歳未満だと、なかなか友人とも「約束」をして、出掛けることが、難しく、（昼寝の時間などもすごく

10.「情報・相談」に関すること
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変動する等の理由ですが）当日フラっと行けるような環境があってくれたら嬉しいとは感じます。

周りの子育て中の母親も、子どもについての悩みとかよりは少し誰かと話してリフレッシュしたいと思う人が

多いようです。

4 4月に滝川に引っ越しして来ました。サービスが色々あってまだわからないこともありますが、情報を得て

子育てに役立てたらいいなと思っています。

最近感じていることは、とても子育てしやすい街だと感じます。

これから、より子育て環境の充实を期待しています。

1 公立の幼稚園がないので、子どもが複数いる家庭にとっては経済的負担が大きい。

2 私達の子どもが生まれた頃には子育ての環境がとてもととのっていて良いと思いますが市立幼稚園の閉鎖

、就活時の保育、保育所の料金が高いなどが気になります。

ずっとずっとこの滝川で子どもを育てていく私達としてはより良い環境をお願いしたい。

そしてその子どもがこの滝川で暮らしたい子育てしたいと思える滝川にしてほしい。

できれば12才未満の医療費負担、予防接種の費用の軽減も考えてほしい。

3 おおぞら幼稚園が閉園すると聞いたのでとても残念です。

他の幼稚園だとお金がかかるので経済的にやっていけるか心配です。

4 ・市立幼稚園の廃止中止、もしくは新設！！

・公園遊具施設の増設

5 市の幼稚園（おおぞら）に子どもを入園させたかった。

私立の幼稚園は入園前も後も金額が違いすぎてたいへんです。

幼稚園に入るにあたって、支援があればたすかります。

6 ・市立幼稚園の廃園で、教育費の負担が増えた。辛い。

市立の役目を終えたと考えるのは早計。

・保育料の値上げで子育てをしやすい環境とは思えない。

・市直営でなくとも、児童館機能を維持してほしい。

7 今、求職中で幼稚園に通っていますが、預り時間の延長や朝も早くから見てほしい。

一時預りも17：00までなので仕事をしているとお迎えに間に合わないので不便です。

子どもが病気の時もみてくれるサービスがあれば助かります。

1 滝川市の子育て・子育ち環境については、あまり信用がない。

子どものために、やっている様だけど、滝川のいじめとかの問題について今後、自分の子どもについてもまか

12.その他

11.幼稚園について
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せたくない思いでいっぱいです。私は、ぜったい子どものために何かしてくれるとは思っていません。

自分が子どもだった頃の環境を考えると、（自分がいじめにあった時しか）学校も、市も何もしてくれなかった

思いがあるから何かしてくれるとは思えないのが現状です。

2 まず、父親の育休のギム化をお願いしたい。制度としてはあるが、实際とることは不可能。核家族化の中

で、母親だけで子どもをそだてるのはとても大変。

子どもが生まれたら1ヶ月は休まなくてはいけないという方がいいと思う。

24時間対忚してくれる小児科がほしい。Telだけでもいい。保健センターは、保健師・助産師がたよりなく、

適切なアドバイスがもらえれないのであまり意味がない。

3 アンケート自体、ちょっと質問がわかりづらい。

次の質問へ…がよくわからなかった

誤字もありできた時点で、色々な人の目を通っているのか疑問。

子どものための色々な施設、土地、もったいない所がある。なおしたり、子どものために企画を練れば

もっと良くなれる町だと思います！

4 小学生までの子を安心して預けられる場所を設けてほしい。

5 もっと、小さい子どもがいても、働ける職場、環境をととのえてほしいです。

子どもが、カゼや、病気で仕事を休まないとならなくなると、仕事も行けなくなるのと、雇ってもらいずらくなる

ので、少々のねつなどの時に、子どもをあずけられる所があればいいと思います。

6 利用できる制度、施設の具体的な説明がなさすぎる。滝川市はもう一人子どもを作って育てようという気に

ならない。

児童手当等の書類申請時、申請書の書き方等があまりにも説明がなさすぎて、毎回書き方に悩む。

記入方法を聞いた際の市職員の対忚も、あまりにも感じが悪く（特に男性）、本当に子どもたちの為に！と

考えているのか疑問に思う。やっつけ仕事をしている様にしか見えなくてとても残念で不愉快。

7 ・市営住宅に住んでいるが、子どもの足音で苦情がくる。

走り回ったり、飛びはねたりは注意しても小さい子どもはよくわかっていないので、住民の方の理解が少し

欲しい。

走ったり、飛びはねる音以外の歩いた音でもどなりこまれると子どもにもストレスを与えていると思う。

市営は子どもも多く住んでいるところも多いと思うので、もう少し子どもが住みやすい環境を作ってもらいたい。

・認可の保育料を安くして欲しい。

8 市の乳幼児相談等、相談窓口がありとても親身に相談に乗って預けてありがたいです。

おかげで家族の助力なくとも1人で子育てできました。

市で相談に乗って預けなければとても無理でした。

ありがとうございます。

9 各自治体で給食費未納が問題になっているが、滝川市はどのような対忚をとっているのか？

食育のため、充实した給食を提供できるよう、しっかり徴収できるシステムを整えてほしい。

（学校単位ではなく、市全体で）
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10 今年4月に転勤にて滝川に住むことになりましたが、6月に第2子が産まれ（里帰り出産）、妻は現在、体の

調整の為、滝川に戻ってくるのは8月上旬となり、このアンケートではちぐはぐな回答があると思いますが、

なにかの役に立てばと思います。

11 今、アンケートの記入に時間を要しました。

今後の子育て等の活動にいかしていただきたいと思います。

12 働く場所がない。公園が少ない・汚い。

保育料が高すぎる。

産休が取れなくて辞めさせられた。

民間の保育園でも1h／400円。

時給665円でも働いたら、半分以上も保育料にかかってしまって意味がない。

13 いじめのない地域密着の子どもしえん。

転入後に子どものサービス等の説明が無く利用できない状況があると思う。

14 アンケートわかりづらい。質問、答えなんかおかしい。

15 ばくぜんとしており、文章にしての意見が見つかりません。

親子共々住みやすい街になってくれればと思っております。

16 オランダやスウェーデン、フィンランドなどをモデルとして、小手先だけの対策ではなく社会全体が変わる

抜本的な対策が必要だと考えています。異常な残業や低賃金等の環境の中で、親が苦しみ、子どもは

荒れる悪循環が続いています。

社会全体で、家庭の子育て、教育機能を見直し、守っていかなければならないと思います。

17 ・マックスバリューでは、小さい子どもがいると買った物を無料で宅配してくれるサービスがあり、とても助か

っているので、このようなサービスが増えると助かります。

・子育て支援拠点事業は結構、0才～就学前など年齢に幅があり、利用しにくい。できれば同じくらいだと

行ってみたい。0才～就学前の期間が1番成長差がありすぎるので遊びにくいし、親同志の会話も違って

くる。

・親子で外食したいが、こあがりのある外食屋が少なく、リフレッシュできない。滝川だとなかなか子どもを

連れて長時間外出等できない。また、おむつ交換台・授乳室もまだ少ないと思う。ぐずったら終わり。

18 こういうアンケートをとって、役に立ったことがあるんですか？

紙のムダ！じゃないですか？

何か環境がかわるんですか？

これを知って統計をとったって、あなた達の自己満足にしかすぎないんじゃないですか？

意味がないと思います！

お役所のする事って、意味わかりません。ちゃんともっと、市民の声を聞いたらどうですか。

アンケートなんかとらないで。

「滝川市の子育て子育ち施策のために活用させていただきます。」（アンケート最後のページの文章）

と言って、活用してないと思います！
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19 教育が未来！

子ども達が未来！！

20 このアンケートの質問がいまいち理解できません。

もう少しわかりやすい方がありがたいです。

21 もっともっと母親を支える市であってほしいと願います。そうであるためには、この様なアンケートのように

今現在、育児をしている母親の意見が1番大切だと思います。

市内には子育てサークルがけっこうあります。働きに出ていない母親の意見にはなってしまいますが、市

のほうからそういう集まり等に直接意見を聞くというのも良いではないのかと思います。

こういう風なことをしても、リアルな母親達との温度差があってはもったいないので。

例えば「歯医者に行きたいなぁ」と思った時に、簡単に子どもを数時間預けられるようなサービスがあれば

みんな利用したいはずです。

22 滝川市は子どもが住みやすい環境にあるとは言えない。

親の金銭的負担も考えると今の滝川市のサービスは、利用価値がないと思う。

もう少し生活しやすいように色々考えてほしいと思う。

23 ・小学校、中学校の校区が広すぎる。遠いところに住むと通学に時間がかかりすぎる。また、1校当たりの

児童数が多すぎる感じがする。

その分、性格の合わない子とかが確率的に増えることになり、子どものストレスが増える。学校はあと1、2

校増やしてもよいのではないか。

・公園の整備が悪い。子どもと親が遊んでいる公園が少ない。

24 まず、滝川市立病院の産婦人科医確保を徹底してほしい。

産めなければ子どもは増えない。

保育利用料を安くしてほしい。

25 　子どもを共に一緒に参加できるサービスがもっとあるとうれしい。

　小さな子どもも安心して遊べる公園、遊具がそろっているきれいな公園を作って欲しい。（新十津川図書館

前のような公園があるとうれしい）

26 　仕事で忙しく、子どもを連れて近所の公園へなどといった機会があまりありません。そのせいか、幼稚園で

友達はいても、近所の子ども達と一緒に遊ぶというのがほとんどありません。

　地域の子、町内の子などとふれあう機会があったら…と思います。

27 母子家庭だからなのか、市の対忚が冷たい。

マニュアル通りしか、答えてくれず、かなり頭にきた。

職場復帰しやすい環境であれば、出産する人も増えると思う。

（たいてい、子どもがいる、子どもが小さいと、嫌なかおされる）

28 年子の子育てでいっぱいいっぱいで外へ出る機会が非常に少なく、色々なサービスを利用してみたくても

利用できないのが現状です。検診の際など、子ども広場などで仲良くなっているママさん達が話をしたり、

親しくしているのを見て、うらやましく思いますが、行くことさえできません。实際に、1人で小さな子ども2人を
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突然連れて行く勇気もあまりありません。そのため、精神的にも辛い状態になることが度々あります。
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