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自由記述回答 

ニーズ調査票末尾の自由記述回答欄には、就学前児童保護者 217 件、小学生児童

保護者 128 件の回答がありました。回答の多かった項目について、主な意見をまと

めました。なお、１人の回答者が複数の意見を記入している場合があるため、回答件

数と各項目の回答数の合計は一致しません。 

 

（１）子育て環境について（就学前 105件） 

主な意見 

○父親も子育てに参加してほしいので、啓発してほしい。「子どもが悪い＝母親の育て方が悪い」み

たいな所があり、困る。子どもが発達障害のうたがいがある時、父親も一緒に相談を受けることが

できると良い。 

○公園が少ない（運動公園ではなく地域の中の小さな公園…ないから子どもが集まらない）。小学校

だけでなく保育園・幼稚園の先生たちの職場環境や処遇改善をお願いしたい（時間や給料面など） 

○冬でも室内で遊ばせられる施設をもっと増やしてほしい。加賀にこにこパークのような市民無料と

かだと嬉しいしみんな利用すると思う。 

 

（２）経済的支援について（就学前 39件、小学生 31件） 

主な意見（就学前） 

○ママ友達との会話でこれから 2人目 3人目を考えている人が多い中、産婦人科でお産ができる所が

減っていきそうで心配していました。助産師さん不足等大変だとは思いますが、トラブルがあった

時に受診がしやすい様、坂井市内での病院でお産までできる病院が無くならないようお願いしたい

です。 

○子どもが小さい時の支援は十分だと思います。今は、子どもが小さいのでそんなにお金がかからな

いのですが大学に入ることを考えるととても不安で心配です。幼児教育無償化よりも大学費用の補

助の方が嬉しいと思います。教育の負担がないならもう 1人産みたいぐらいです。 

○毎年頂ける商品券にとても助けて頂いています。ありがとうございます。少子化の中 3 人を産み育

てていくのは経済的にも不安が多々あります。これからも支援を期待したいです。 

 

主な意見（小学生） 

○１人１人の家庭環境を把握して欲しいです。家庭内の事情や収入をごまかして手当をもらっている

人をたくさん知っています。それは１人親の方に対して失礼ではないでしょうか。 

○“すくすく子育て支援金”はすごく助かりました。ありがとうございました。坂井市で子育てして

何年か経ちますが、とても育てやすいと思っています。 

○１人親でも同居しているため所得税で児童手当が減るのは厳しい。子どもの支払いは親がしている

のであって祖父母ではない。パートのフルタイムで働いていても学校が休校になったら自分も休ま

なくてはいけないから職場にも迷惑が掛かる。 
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（３）保育所について（就学前 38件） 

主な意見 

○保育料の負担は、どの家庭も結構多いと思うのでそこの負担を減らすためにも、金額の見直しは必

要だと思います。保育園 3 人目から無料というよりも金額自体見直す方がいいと思います。そっち

の方が少子化対策になると私は思います。 

○希望する保育園に入園できないとよく聞きます。自宅から離れた施設へお願いするのは、日々の家

事、育児、仕事に加え小さいですが、負担ではあります。春江はこれからまだまだ子どもは増えて

いくと思います。さらに、子育てしやすいまちになっていければいいなと思います。 

○幼稚園、保育園内の安全対策の説明がほしい。国内で、職員がどのように子どもたちに接している

のかわからない。例えば歯磨きタイムのときは、近くに見守る職員がいるのか？常に大人の目が子

どもたちにそそがれているのか？など不安に思うことがある。 

 

（４）幼稚園について（就学前５件） 

主な意見 

○雨天時の遊び場が少ないので増やしてほしい。幼稚園によって、看護師が常在している所もあれば

投薬管理までしてくれる所もあり、保育園によって行っているサービス内容が違うのは同じ金額を

支払っているのに納得できません。保育内容を一律にしてほしいです。 

○夏休みになると、幼稚園部がいなくなり、子どもの数も減ってしまい可哀想なので、他の幼保園の

保育園部との交流をしたり、合同にしてその時にしか楽しめないようなことをしてほしい。 

○幼稚園の充実。私立幼稚園がひとつしかなく、他は幼稚園部で 3 歳児は預かり保育がないため、私

たちのように祖父母が県外などの場合、短期の仕事等をしたくてもできない。毎日でなくても 1 日

単位で預かり保育を利用できるようになるといいと思う。 

 
 

（５）幼保園について（就学前 3件） 

主な意見 

○幼保園の先生方は、少ない人数でたくさんの子どもを見て大変な中、トイレトレーニングなど家庭

ではつい後回しにしてしまうことも先に取り組んでくださり、今これくらいできるんだなと気付か

されます。 

○１歳くらいになると保育園に通う子が増え、逆に自宅でみている人が少なくなり、同世代の子と交

流させたいと思っても平日の朝～昼は近所に遊べる子がいない。親子一緒でもいいので毎日開所し

ている幼保園のような施設があるといいと思います。子育てセンターだと朝は 10～12時とか、予

約必要なイベントがあると気軽に立ち寄るには不便だと感じます。 

○いまだに昔のなごりで年長さんになるのか幼保園に移動するのかでママ達の話し合いがあったりす

る。（保育園在籍中）。年長にそのまま残る子が少なくなり残った子がかわいそうだったりする。

幼保園への移動、できるなら無くしてほしい。 
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（６）就学前教育・保育について（小学生 12件） 

主な意見 

○私が不自由を感じた事が幼稚園（教育主体の園）が少ない事です。結果、我が子を福井市の子ども

園に通わせる事にしました。坂井市には多様な保育園（福祉施設）があり素晴らしいです。 

○保育園の時は最長１９時半までが児童クラブは１８時半まで。もう少し長いといいなとは思います

があまり延長の利用者は少ないようで申し訳なく思っています。 

○保育環境については保育士の確保が大変だというが流出も多く、子どもが可哀想ではないかと思う。

管理体制のアンケートなど保育士に実施してはどうか。 

 

（７）その他就学前施設について（就学前 20件） 

主な意見 

○土、日に解放してくれる公共施設があるとよい（室内）飲食 OK が良い。支援センターなど。持ち

こみランチができる場所がほしい。 

○坂井市内の保育施設は、町中にはある程度集中しているとは思いますが、その他の町外では、保育

施設は点々としている気がします。もう少し施設を増やしてほしい。 

○良い施設、相談窓口があっても認知度が少なく利用することが少ないのが残念。休日でも開放して

くれるような子育て施設があると良い。正社員にも働きやすい急な時の支援制度を作ってほしい。 

 

（８）遊び場について（小学生 27件） 

主な意見 

○子どもが放課後安全に遊べる場所が充実してくれると良い。 

○夕方や休日外で遊べる場所が少ない、遠い。友達と遊ぶにも送迎が必要になる。自分の子ども時代、

放課後校庭で遊んだりランドセルのまま公園などで遊んだが今はそれが出来ない。 

○自宅や近隣は集落になっており近所にはすぐ遊びに行けるような場所や友人がおらず今の児童館は

その点においてとても重要な拠点になっています。老朽化していますが、今後建て直しを図って欲

しいです。 
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（９）安全な環境について（小学生 20件） 

主な意見 

○横断歩道で止まってくれない車が多く、中学生などの暗い道での下校は危なくて見ていられない。

ＣＭなどで交通安全マナーを強化して欲しい。 

○整備された充分なスペースの歩道があると安心です。学校へ行く道も細い道ですが車の交通量もわ

りとありスピードも出ています。一段高く歩道を設けるなどすれば段差から降りない事だけに注意

するだけで車道に踏み込まずにいられるかなと思います。 

○１人で児童が帰れるような環境にして欲しい。子どもが減っているしお年寄りが増えているので見

守り隊の増員やお年寄りが昔の遊びや作り物などが出来るように伝えていって欲しい。そしたらき

っと、その子も年寄りの面倒や介護をしていく仕組みが出来ると思う。 

 
 

（10）学校教育について（小学生 19件） 

主な意見 

○小学校の間だけでも勉強の量・質を軽くして、ゆったりと大らかに過ごせるような学校生活が小さ

い間（小学校の間）は大事だと思う。勉強を詰め込むより、将来を見据えた人間形成の方が大切だ

と思う。勉強量が多くて伸び伸び過ごせていない。 

○昔と違い学校の先生方や近所の人が注意するというのがなくなって来ています。何かすればパワハ

ラ・セクハラと子どもにすごく（親にも）気を使っているのが私には理解出来ない所があります。 

○小学校の規模に地域格差がある。小学校を選ぶ事は出来ないので学校によって経験の差が生じない

ようにして欲しい。大規模の小学校に通っていると損しているような気持になってしまい他校を羨

ましく思ってしまう。 

 
 

（11）親支援について（就学前 13件） 

主な意見 

○冬期のインフルエンザ助成は中学卒業までは必要だと感じる。小学就学前までは早すぎだと思う。

現在支給されている子育て支援の商品券も 3 人以上子どもがいる世帯はもう少し延長して発行する

などして欲しい。多子世帯の援助があまりなくなってきているように感じる。 

○障がい者施設が少なすぎます。相談員の空きもなく（相談員 1 人に対して何人も障がい児を受けも

っている。）、小学校～高校生までみてくれる児童クラブは新規となると入れないところが多い。 

○祖父母が近くにいない世帯へのサポートの充実（父母の病気の際、地域ぐるみでの支援やつながり

があるとよい） 
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（12）放課後児童クラブについて（就学前 13件、小学生 13件） 

主な意見（就学前） 

○近くに祖母がいますが（無職）小学校就学後の放課後子どもを見るのが、しんどいと言います。児

童クラブに入れたいですが、今は保育園の児童クラブに申し込んでいます。私立なので料金が高く、

本当は小学校のクラブに入れたいです。もう少し配慮できたらありがたいです。 

○児童クラブの利用に際して、利用条件が厳しいと思います。祖父母が自宅より 1 ㎞以内に住んでい

たら不可、祖父母の就労証明が必要とか、中途で申し込みしても利用不可とか。働こうと思っても

子どもを預けられなくて困ります。 

○保育園は 19時まで預ってくれるのに小学校になり児童クラブが 18：30までなのはなぜでしょう

か。核家族共働きにとって深刻な問題です。そして長期休みの時期はさらに短い。どうか児童クラ

ブを 7：00～19：00利用可にしていただきたいです。 

 

主な意見（小学生） 

○学童保育の内容があまり充実していない。私立のところと比べて学童内での習い事や勉強がなく体

を動かす遊びが少ない。ＴＶを見ている時間が長い。学童の習い事は送迎が必要な所ばかりで子ど

もだけで行く事が出来ないので利用出来ない。親の代わりに連れて行く人がいないので平日は学童

でＴＶのみ。親の代わりの送迎システムが欲しい 

○児童クラブは１８時までの３０分のみの延長では仕事で帰れない事もあり協力者のいない者はタク

シーの利用を許可して欲しい。（単独での）なぜタクシーはだめなのか。困ります 

○無条件で学童に入れるようにして欲しい。全ての祖父母が孫の面倒を看たいと見たいとおもってい

るわけではない。 

 
 

（13）子育て支援センターについて（就学前 10件） 

主な意見 

○子育て支援センターや遊び場にあまり魅力を感じられず、他の市町へ行って利用しているので、も

っと充実させてほしい。（親子で遊ぶ環境の充実が必要と感じている為）その点が他の市町にとて

も遅れていると思う。 

○昔、子育て支援センターに保育園に通っている（姉）を下の子が生まれてつれていった時に上の子

が園に通っているので利用できないと言われた。自分が仕事休みで園を休ませていこうとしたがい

けないことがわかった。 

○支援センターを、土日も活用できる様にして欲しい。子どもが増加しているので、遊び場が増えて

欲しい。 

 

  



6 

（14）相談支援について（就学前９件） 

主な意見 

○毎月、子どもの体重測定や相談ができる日が決まっていると行きやすい。保健師や看護師さんがい

るもの。現状では各子育て支援拠点事業施設で日がバラバラだったり、専門職の方がいないので、

発達のことなどつっこんだ相談はできなかったりでイマイチ。気軽に相談しやすいと助かる。 

○ひまわり相談 時間が希望の時間をもっと幅広くできるといい。予約が希望通りに、予約者や希望

者が多くて希望が通らない時もある。 

○いつも限界がきた時や困った時に相談させてもらたい時には、自宅訪問までして話を聞いてくれた

りして助かっています。親身になって聞いてくれたりするので、また子育て頑張ろうと思えます。

有難うございます。意見とかではなくてすみません。 

 

（15）情報提供について（就学前 7件） 

主な意見 

○子ども向けの講座など、もっと増やして周知してほしい。（HPや広報誌など）大きいイベントも好

きですが、人が多く好きなことができないので小さめのイベントを数多くしてほしいです。また、

放課後に安心して遊べる場所を提供してほしいです。リタイヤした有識者に色々教えてもらえる教

室みたいなのがあるとうれしいです。 

○平成 31 年 3 月中に私が職場復帰するので、その時期での入園を考えていたところ平成 29 年 11

月には申し込みをしなければならなかったのを知らなかった。しかも 11 月は妊娠中であった為に

保育園の子との関し、認識していなかった。妊娠中でも、保育園の概要を周知するようにしてほし

い。子育てに関して引き続き手厚い支援をお願いしたい。 

○結婚して坂井市に来たため利用できるものがよくわからなかった 母子手帳をもらうときや出産、

出産後何年でそのつど必要そうな資料が手元に届くと喜ばしい（封書、SNS等） 

 
 

（16）病児・病後児保育について（就学前 10件） 

主な意見 

○病児保育施設を利用しているが、利用開始が 8：30 だと、始業時間（8：30）に絶対間に合わな

いので困る。会社の有給制度が半日 or1日単位なのでインフルエンザなどで 5日間休むと有給休暇

がなくなる。保育園のようにせめて 18：00にしてその後延長してほしい。 

○病児保育の施設を福井市内も補助対象に入れて欲しい。数年前から、要望として意見として書いて

います。職場が福井市内なので、いつも病児保育は職場近くを利用しています。 

○病児、病後保育の受け入れ施設を増やして欲しい。 

 

  



7 

（17）職場環境について（就学前５件） 

主な意見 

○昔にくらべ、病院代など充実している部分もあると思うが、家庭における経済的理由による、女性

の職（仕事）をする事に対する、社会の理解がまだまだ不十分です。男性が家事をする事、育児す

る事は共働きであれば、当然でなければ、女性の負担は増えるだけです。 

○職場に育児休業などを取りやすいように働きかけてほしい。 

○１人目出産後、職場の方に育児休業を１年間取得したいと伝えたところ、退職させられパートで働

いてくださいと言われて辞めざるをえませんでした。自治体から事業所へ育児休業取得の監督や支

援を行ってほしいと思います。１歳までは自分で子育てしたいと思う母親の方が多いのではないで

しょうか？  

 

（18）医療について（就学前 11件、小学生３件） 

主な意見（就学前） 

○1 歳 6 カ月検診をきちんと月齢の時にして欲しい。今後、引越しの可能性があるため、いつあるか

分からないと計画が立てられず困っています。 

○おたふくの予防接種も無料になるとうれしい。子どもの為に書く書類の記入する欄が多くて大変、

毎回住所、誕生日など、なにか省略できないかなと思う。 

○①小児救急センターのような緊急時に（休祝日）対応できる施設。②障害者（児）に対応できる施

設（病院）。①、②がないため早急に整備をする必要があると思う。 
 

主な意見（小学生） 

○中学校までの医療費免除を高校卒業までに延長して欲しい。 

○すくすくの商品券が未就学児しかもらえないので、就学してからもあるととても助かる。また中学

生までインフルエンザ予防接種の補助金を出して欲しい。町内の医療機関で予防接種をしたが、子

ども３人分だけで１万６千円程度かかった。大きな負担だ。 

○児童クラブの利用時間を７時まで延長してもらえると助かる（常ではないので申請して・・・など）

発達障害に関する情報をもっと広めて欲しい。病院の紹介やどんなふうに今後なっていくのか（学

習、対人面）家庭での子どもの様子をみてよりよい助けが出来るように・・・。（スクール）カウ

ンセラーも時間を放課後にもして下さると有り難い人が多いと思います。 
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（19）一時預かりについて（就学前２件） 

主な意見 

○日曜日などの休日に仕事の場合に預けられる場所や休日に子育て支援センターなどの遊び場を開所

してほしい。 

○日曜日、祝日にも預けることができる施設があると助かる。今は、職場の託児所や日曜日にも預け

られる託児所に預けていますが毎回違う場所では子どももストレスなのでは？と思いながらも利用

しているので… 

 

（20）障がい児への対応について（小学生３件） 

主な意見 

○特別支援教室の設置。コミュニティーセンターでの活動を増やして欲しい。定員がすぐにいっぱい

になってしまうのも残念。 

○ステップスクールには大変お世話になりました。自分の子が発達障害を指摘されても受け入れられ

ず検査を受けない両親がたくさんいる。子どものためにも偏見をなくすような働きかけをもっとし

ていった方が良いと思う 

○発達障害の支援は小学校に上がるとプツンと切れる感じです。 

 

（21）その他について（就学前 24件、小学生 52件） 

主な意見（就学前） 

○虐待に対する対策が必要、本当にそう思う。役場、警察、地域が 1 つになって守らなければ。子ど

もはどんな親でも、どんなにヒドイ事をされても、力のない子どもには親しかいない。そんな親か

ら虐待を受ける子どもは本当に辛くかなしいと思う。虐待する親をゆるしてはいけない。また、私

達も感情まかせになる時がある。虐待と育児は紙一重だと思う。 

○子どもが増えているので小学校の補修や新築工事（増設）、中学校も増設が必要になると思います。

また、通学路の街灯を増やしたり、防犯カメラの設置、警察官の見回り強化など子どもを守ること

に税金などを使用していただきたいです。 

○（保育士が）・子どもが見てほこれるような仕事をしてほしい。・子育て支援も大事だが、職員が

安心して働ける環境を作るべきだと思う。・子育て支援課も時代に合わせて世代交代していくべき。 
 

主な意見（小学生） 

○大人（親）に対してもいじめ防止の意識改革が必要に思います。人の痛みを知らぬまま親になり子

どもの悪口、噂話を親同士の話のネタにして笑っている人達をよく見かけます。これではいじめが

減るはずがありません。 

○図書館でバスまで時間、宿題をさせたいのですが帰宅時は寄ってはいけないのはなぜですか？学校

の図書室開放でも構いません。通学は出来る限り自分でやらせたいからです。 

○坂井市は自然が多く、子育てにはとても良い環境だと思います。それを強みに居住者を増やすと良

いと思います。 

 


