
問12

就学前

　子育て（教育を含む）をする上で、周囲（身近な人、行政担当者など）からどの

ようなサポートがあればよいとお考えでしょうか。ご自由にお書きください。

　美山にも児童館がほしい

　同じ子育てをしている母親との交流の場（現在、児童館等の行事）で同じ感情の

共有、または知識を共有または、知識を深める環境があることで安心感や少しの気

分転換につながっていると思う。自母、義母、配偶者以外の同じ立場の方々との交

流は、浅いかかわりだとしても、細かな心配事や母親ならではのちょっとした孤独

感を開放してもらえる場だと感じる。

　健診以外でも気軽に育児に相談できる場所がもっとあるとよい。（離乳食の進め

方、歯磨きのことなど）

　託児サービスを気軽にお願いできるような施設があると助かります。

　げんきはうすや、高富児童館があり、とても助かっています。先生やスタッフの

方があたたかく接してくださり、感謝しています。特に一人目の子育てで何もわか

らないときに、げんきはうすの先生に話をきいていただいたりしてとても助かりま

した。わくわくタイムでの工作や、げんきタイムの体操などがあって、子供も楽し

そうだったし、乳幼児期の楽しい思い出になりました。ありがとうございます。ま

た、げんきはうすのサークルマミーズでは、心のこもった手作りのおもちゃなどを

作っていただいてありがとうございます。これからもよろしくお願いします。

　６か月未満の乳児でも預かってもらえると嬉しい。

　こどもを短時間でも預けられるところがあるといいです。

　引っ越してきた人向けの集まりなどをしてほしい。近所で子供を見てほしい人が

交流できる場づくり。なるべく安価でのサポートがあると助かります。

　買い物店に子供が座れるカートを用意してほしい。

　せっかく子育てのために空気の良いところに来たのに、ビニールなども含むよう

なごみを野焼きする人がいるのは困る。子供が小さいので健康に対して心配。

　乳児健診で子供のアスペルガーとADHDを見つけられなかった。落ち着きがない、

同じことにこだわるなどいろいろな症状を相談したが環境や親のせいにされた。４

年生の時に協調性がないことを担任の先生に教えていただき、病院を受診して初め

て発覚した。もっと早い段階で気づいてあげられたらと何度も思った。「こういう

障害もありますよ」と教えてもらうだけでも範囲が広がって、子供のことを確認で

きたのではないかと思う。疑問が見つかれば早めの受診ができる。

　ちょっとした変化があった時の声かけ

　保育園の一時保育の料金をもう少し下げてほしいです
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　私は妊娠中長期入院、自宅安静が必要です。下の子の妊娠中は全く動けないの

で、行政サポートはないか、本当に悩みました。でも相談せず、実母に頼り、本当

に大変な負担をかけました。３人目も考えたのですが、そのことがあるので、躊躇

しています。だから妊娠した時点で、情報が欲しいのと、預かりの支援体制を充実

させてほしいです。特に上の子が小学校に上がると預かりの時点でもうあきらめよ

うかと思います。妊娠中ずっと預けるのにお金も結構かかるし、働けないのでその

点悩みです。山県市は小さいので、市の保健士さん、児童館のスタッフさんなど顔

見知りが増え、安心して雑談ができ、相談しやすいですでも、知っている人には知

られたくないことで相談したいことがある人もいるだろうし、私もありました。そ

のようなときに匿名で相談できる期間もあると嬉しいです。山県市のサービスから

は離れてもいいです。県のサービスでいいので、紹介してもらえると、いいと思い

ます。特に知られたくない悩みほど、深刻だと思うので。

　育児本などでも参考になるが、同じくらいの年齢を育てている保護者や先輩方の

実体験などでアドバイスを聞きたい。困っていることに対しての相談などができる

場があるといい。今の年齢に合った遊び（戸外、室内、手遊び、工作など）が知り

たい。身近にどんな遊びの施設があるか知りたい。子供を安心して預けられる場所

があると、気分転換したいときに助かる。保護者同士で交流できる場があると、い

ろいろな話が聞けるのでそうした場があるといい。

　もっと気軽に助けを求めることができる人がいると嬉しい。お金を払えばベビー

シッターのようなことをしてくれる人を派遣してくれる会社（個人）はあるが、

（ex、「産後ドゥーラ」）金銭的な余裕がないと頼めない。それならせめて山県市

の振興券で支払いできるようにしてほしい。また、出産後すぐは体力的にも精神的

にも母親はとてもまいっている。子供を連れて産後に入院でき、保健士、助産師、

医師などに産褥期をサポートしてもらえる環境を山県市も早く整えてほしい。（岐

阜市は始まっている）他県では一泊３０００円くらいととても安い。

　経験相談ではなく、心理カウンセリングの方に聞いてほしい。精神科ではなく、

時間と回数をかけて心と向き合う手助けをしてくれる人がもっと身近に欲しいで

す。子供を守ることはとても大切ですが、その母親のケアも目を向けてほしいで

す。母親の安定はこどもの安定に大きくつながると思います。

　何かしらサポートがあると嬉しい。ただ、サポートが欲しい時だけでいい。

　児童館を含むイベントをもっと積極的に宣伝してほしい。

　こどもを持つ人と、持たない人とが日常的に交流しやすいと、いざ育児がスター

トした時の戸惑いが少なくできると思う。親が不安に思う育児の悩み事も。いろん

な人に話しやすくなると思う。

　何かわからないこと、不安なことなどをすぐに気軽に聞けるところがあれば。定

期的に様子を聞きに訪ねてきてくださるとありがたいです。
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　子育てで使えるツール（施設や行事、サークルなど）同年代の親との繋がれる場

所の紹介。児童館で案内されているサークルの紹介をネットで、例えば市役所のHP

から児童館、児童館からサークルなどの情報を多く拾えると助かります。（すでに

行っていたら失礼します。）

　年に2～3回でもよいので、保育園での様子など親が見ていない部分、対応などを

含めた内容のクラス懇談などを聞いてほしい。

　放課後児童クラブの利用によって、長期休暇など、働いている時間帯も過ごすこ

とができるので、このようなサポートは、必要だと感じています。

　職場で子育て支援の風土があるとよい。

　登園、降園に無料でもよいのでバスがあると助かります。少子化がとても気にな

ります。統合をするほうがこどもたちのためになると思います。

　行政にお願いするとお金も発生するし、いろいろと条件を付けてくるから面倒。

こちらの教育方針…してほしいことよりも、自分たちの考えだからあてにならな

い。子供によって性格が違うから、対応も違う。相談？悩みを話したところでうち

の子は違う。後は大概”そのうち大丈夫になるよ”とか言われているけど親的には”大

丈夫になるための対応を聞いてるのですけど…？”ってなる。

　これからは両親ともに共働きであることが増えてくるため、病児保育をもっと充

実させてほしい。

　保育園の送迎バス

　気軽に子供を預けられると嬉しい

　近所の声かけでも安心感が得られると思う。産後、体調がすぐれず、一人で辛い

時期に相談してよい窓口や、電話番号がもっとすぐわかるとよいと思う。今でもあ

れば知っていきたいと思う。

　保育園の無償化はとてもありがたい。が、それは保育園までの話で、、、保育園

に入れている母親としては働くうえで預けているわけではないので、小学校に上が

るとなると学童に入れなくてはいけなくなります。保育園の入園児（在園児）に対

して学童の人数が少なすぎます。ましてや、保育園は延長も含め、長時間預けるこ

とができるが、学童がどうなのかいまいちわからない。学童（小学校になっても）

保育園並みのサポートはあるのか。子育ては未就学児ではないので、小学生のサ

ポートも充実させてもらいたい。美山地区はこどもを遊ばせてあげられる場所がな

い。公園や遊具があるような環境を作ってもらいたい。げんきハウスや高富児童館

は高富地区であって、地域に１つずつでもあると子育てしやすいと思う。

　公園などもう少し遊べる場所を作ってほしい



問12

就学前

　子育て（教育を含む）をする上で、周囲（身近な人、行政担当者など）からどの

ようなサポートがあればよいとお考えでしょうか。ご自由にお書きください。

　保育園（保育士）の対応（これってどうなの？）と思うことなど不満を気楽に相

談できるところがあるとよい。民生、児童委員や市の相談窓口など、相談しようと

思っても民生委員さんなどももとは保育士とかだと繋がってるんでしょと思って気

楽に相談できない、周りのママもけっこうそういう方が多い。

　月一でもいいので、子育てをされている人に自分の時間を作ってあげられる場

所。冠婚葬祭、子供が病気というからではなく、自分の時間ができる場所。親子イ

ベントや児童館でのサポートしてくれる人が欲しいです。

　気軽に相談できる場所づくり。親を一人にさせないサポート。子育てサークルに

行けない親でも、人付き合いが苦手な親でももれなく声かけができるようなサポー

トがあればよいと思います。

　病気ではないが、身体的に心配なことがあった時（急ではない）などにちょっと

聞いてみたいが、相談というほど深刻ではないために、誰に話してよいかわからな

いときがある。例えば発語がしっかりしていない。これは誰に話してどうしていく

のか。例えば身長、体重の伸びが悪いように思うが、病気なのか？就学前の相談み

たいなことはもっと違うときで、子供のことを相談というか話すだけでもいいの

で、機会があれば、と思う。

　金銭的な援助。先進的な教育（英語含む）

　情報がケータイなどを使って得やすくしてほしい。新し情報がある場合、そのつ

ど配信してほしい。保育園でも幼稚園のように、習い事ができるとありがたい。

　やはり、家庭の中で助け合えるのが一番良いとは思いますが、核家族などで母親

の子育ての負担が大きいと、毎日会う保育園の先生との会話は精神的に助けられる

と思います。

　仕事をしているので、土日に開催される公民館講座（子供むけ、親子向け）が充

実しているとありがたい。（習い事になかなかいけないので）

　支援施設を美山地区（西武芸あたり）に置くこと。子供の集まる場所がない。

（休日）

　健診以外で同じ年齢の子供を持ち、母親が集まる機会、平日は仕事をしているの

で健診のようにいかなくてはいけないような強制感があると仕事を休みやすいので

助かります。

　これからも保育園無料でお願いします。保育園が古くて汚い感じがするので、き

れいに建て替えしてもらえるともっと良くなるんじゃないかと思います。

　わからないことや不安に思っていることなど、話を聞いてもらえるだけでも良

い。話を聞いてもらった方から、自分の経験談などを聞けたらホッとできたり、こ

うすればよいのかなど安心できると思う。

　仕事や病気の時に、子供を預けられる人がいる、または施設がある。（無料）
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　保護者がこどもを見られないとき、気軽に安心してみていただける放課後児童ク

ラブの向上。（書面提示不要など）周囲の家族に協力が得られない場合、子供が不

安にならない環境づくりをしていただけると、保護者ともども精神面でもサポート

していただけると思います。また、教育面でも保護者が気付かない面をフォローし

てくださる人が、見守る場所があると、子供の勉学の格差への不安も、少し和らぐ

のではないかと思います。

　山県市の小中学校は、夏休みを少なくし、親と一緒に過ごす「キッズウィーク」

を設けているが、職場の理解がなければあっても意味がない。行政の働きかけは必

要と思う。

　保育園バス

　保育園でもバスを導入してほしい。

　心配事を吐き出せる場所があるといいと思う。（気軽に）

　大人の仕事姿や、趣味で子供たちが興味を持つといいと思うので、いろいろな人

や物に出会うことは大切だと感じます。周囲からのサポートは話をよくしたり、仕

事をする姿を見せたり、一緒に何かを体験、経験できることです。またそれは保育

園や学校ではなかなか教わらない教育だと思います。

　困った時に見ていてほしい。児童クラブ料金が高い。対応も悪い。

　小学校にあがると、人数が少なくなるので、友達付き合いが狭まるのではないか

と心配しています。できれば、北と南（小学校）が一緒になってほしいと思いま

す。

　一時期、子育てでどうしてもイライラしてしまい 子供をきつくしかることがあっ

た時、親や主人に話を聞いてもらいましたが、結局は子供は母親が１番だからと相

談にならなかったことがありました。友達に話してもやはり子供のタイプが違うの

で なかなかわかってもらえず 本当に逃げ出したいと思ったことがありました。その

時に 行政の子育て支援に相談しようかと思いましたが、小さい頃の健診で相談した

時に、結局は マニュアル通りのことしか言ってもらえず なんのも問題解決にもなら

なかったことを思い出して 相談するのをやめました。サポートしていただけるのな

ら マニュアル通りのことではなく同じような体験をした方と話がしたいと思いまし

た。

　産後ケアを市で取り組んでほしい。産後トータルケアクラスなど…　出産後は落

ち込みやすかったり、孤立しがちな時期。産後の事について正しい知識が得られ前

向きになることができました。（実際関市の方で受講しました）

　送迎を気軽に頼める人やタクシーなどがあれば、嬉しい。

　共働きのため、時間外でも安心してあずけられる環境。

　一時保育が、もっと気軽にできると良い。上の子が通っている園でもしているの

は知っているが、手続きやお金のこともよくわからないし、どんな用事があるなら

預けてよいか、わからない。
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　役員に当たると、とても忙しい。緩和して頂けるとありがたい。下の子か小さい

時に役員に当たり、子どもそっちのけで、活動することもあったりで、大変だっ

た。祖父母にお願いしてみてもらう事もあったが、祖父母もバリバリ仕事をしてい

て忙しい。昔とちがって、祖父母も忙しいと思う。ゆとりがない。子どもが少なく

なり、保護者も少なくなり、役員で、疲れる。

　育児は、どうしても母親の判断（病気やその他のケア）で行われることが多く、

母親自身も、その判断が正しいのか苦慮している人が多い。山県市、児童館では各

種育児講座が行われているが、幼児期向けのものが多く、一番思い悩む乳児期向け

の講座が少ないように思う。（乳児の病気の対処、離乳食、夜泣き、etc…）

　金銭面

　現状で満足している。

　経済的な支援　子育て家庭ならではの助成等　市の行事での子供への配慮　場所

の確保など

　宿題や、勉強ができる、気軽に行ける場所があるといい。子どもの体育教室など

を作ってほしい。

　子育てしながらの仕事の両立がむずかしいと感じる。職場での理解がなかなかえ

られないのが現状だと感じる。

　気軽に相談、雑談できる場所

　共働きで、夫も、私も仕事がいそがしく、私が残業したくても、できないのが現

状。保育園に預けるにも、一人になってしまうので、かわいそう、義母に預けるの

も少し頼みにくくて… 。夜ご飯の時間まで19時半～20時まで気にすることなく預け

れる所があるとたすかるかなーと思うけど…。まだ子供も小さいので、かわいそう

かと思うところもある。仕事を分散するように考え中…。

　未満児の保育料も無償化してほしい。

　近所で遊具を使ってあそべるところがあるといいと思う。

　病児保育の通常あずかり以外の時間帯の金額が高くつき、仕事を休まざるを得な

い…。

　高富児童館のスタッフの方が増え（外部依託？されてから）遊びに行けば気軽に

色々雑談できたり、子どもの遊び相手もしてくれる雰囲気になったのはとてもいい

と思います。（他の児童館は基本在中の方が２，３人ですので、遊びに行っても結

局は親子で遊ぶ…という感じなので）私自身子供といると煮詰ったり、ママ友は

ちょっと苦手…という性分なので、とてもありがたいです。このような施設が増え

るといいなと思います。

　公園の数を増やしてほしい。小さな公園でも良いので、保育園以外の遊具がある

ところがほしい。
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　うちでは、夫が土日仕事のため、ワンオペ育児をしていますが、それが苦しく

なってしまう時があります。母親のワンオペ育児解消のために、日本では難しいか

もしれませんがフレックスタイム制の保育園があればいいのになーと思う事はあり

ます。

　子育てに関して声かけをしてもらえるとうれしい

　内職または子連れOKの短期契約の仕事があると金銭的にも精神的にもありがたい

です。

　自身（母親）も仕事があり、子供がカゼ等で保育園に行けない時、病児保育（す

ずらん）は本当にありがたく、助かっています。ちょっとした（日常的な）買い物

に２人連れていくのが苦痛であることが多くある。

　仕事でみれない時に、あずけられるとありがたいです。

　交通面（歩道、通学路）の安全確保　親子で楽しめるイベントの開催

　緊急時、子どもを預かってもらえるサポートがあれば良い。

　有料だけど安くサポートを提供する所。

　自分の健康状態が良くない時（熱があったり、嘔吐などでつらい時）に助けてく

れる人が身近にいて欲しいがいない。（熱（インフルエンザ）などでも世話をして

いるのが辛い）→旦那は日曜しか休みがない上、子育てに協力的じゃない。仕事を

しているのでほんとうに休みがとりづらい為に、熱がある際などに診断書などなし

でみてくれる所が欲しい。（朝が早い勤務の為病院へ行ってからが無理な為）

　行政担当者は、とても親切で、親身に話を聞いてもらったことがあり、本当に

困った時にとても頼りになる。身近な人（祖父母や配偶者）の方が子育てに関して

理解が低く、「親なんだから」「育児は母親の仕事だ」と、全て丸投げされて協力

してもらえない。行政担当者よりも、配偶者や祖父母にもっと知識をつけてほし

い。身内から、共感をしてもらえたり、悩みをきいてもらえることで子育ての不安

はだいぶ解消されると思う。母親が育児をする、しつけをする、教育をする、とい

うことを今もおしつけられているような気がして、子供が思うように学力や、知識

などがのびないと、自分がダメなのではないかと悩むことがある。日本人は身内に

厳しい傾向があって、母親はストレスをためやすい環境になっている。

　早朝保育（７：00～）があるとありがたい。（幼稚園では７：00～あずかりのと

ころがあるが、働いているため保育園にお世話になっているので。）

　病児保育をもっと身近に…　日曜保育

　祝日の保育（祝日も労働状況にあるため）

　先輩方（親世代、同年代の先輩ママ等共に）からのアドバイス等がもらえる機会

がいろいろあるとよいなと思います。



問12

就学前

　子育て（教育を含む）をする上で、周囲（身近な人、行政担当者など）からどの

ようなサポートがあればよいとお考えでしょうか。ご自由にお書きください。

　保育園に入るまでは配偶者や親族、友人でも同じように子育てをしている人、ま

たしてきた人には相談できるが、やはり家にいるだけではなく子育てサークルや子

育て支援施設を通して知り合った方と関わることで同じ境遇の方と知り合えたり、

その後保育園や幼稚園、小学校などでもつながっていけるので、気軽に行けるよう

な施設や活動があるといい。またそういったことを毎日何らかの方法で知ることが

できたらいいと思います。

　子供は発育に不安を持っていますが、早々に気が付いて下さったために（子育て

支援課の担当者さん）、いろいろな対応が出来ておりありがたく思っています。発

育に不安がある子供は初めてで、親としていろいろわからないことばかりなのです

が、病院へ行ったり、療育へ行ったりでそれぞれ診断やアドバイスなど頂ます。ど

うまとめて考えたらよいのか総合的にアドバイスしてくれる人がいたら、すごく助

かるとかんじています。

　ベビーシッターを気軽に頼めるシステムがほしいです。（０～３才の子を）３才

を過ぎれば、人見知りもなくなり、親族の方や祖父母に見てもらえますが、０、１

才は難しいです。家政婦さんかシッターさんを頼めたらと思います。

　様々な障害に対する理解を増やしてほしいです。小、中学校の先生を増やして障

害を持つ生徒のサポートを万全にしてほしいです。

　気軽に預けられる場所　安心して預けられる環境

　行事、地区の資源回収等、また、私用などで一時あずかりのサポート　保育園、

幼稚園の先生から変わりはないか等声かけ　親とのコンタクト

　行政の方（特に子育て支援に携る方）には、もう少し寄り添った考え方をして頂

きたい。対応が冷たく、同じ事を言われたとしても後味が悪すぎる。

　子どもの同世代、同じ学年の子を持つ親と子育てについて話す場があるといい

な、とは思います。

　同年代の子供たちと比べての発達・発育の遅れを指摘しすぎないよう、逆に安心

させてもらえるような言葉がけをしてもらえるとありがたいです。一番不安なのは

親自身であり、発達のはやさは人それぞれ違う事を理解してもらいたいです。

　保育園で、小学校に入学する前に、ひらがな、カタカナの読み書きが出来るよう

に、教育していただけると助かります。現在月１回ぐらい英語教室がありますが、

外国語よりもまず、母国語の教育では？と思います。

　気軽に話しができる場所、環境を作ってほしいです。

　サポートは特に必要と感じません。しかし、教育の上で地域の人とのあいさつ、

園への来客とのあいさつを園の先生だけではなく、色々な人から教えてほしいで

す。（先生同士話していると、こちらからのあいさつが聞こえていない。市職員が

園に来ていても職員から見かけた園児へあいさつがないなど気になることがありま

す。



問12

就学前

　子育て（教育を含む）をする上で、周囲（身近な人、行政担当者など）からどの

ようなサポートがあればよいとお考えでしょうか。ご自由にお書きください。

　学童を充実させてほしいです

　就労の関係で朝早くから遅くまで子どもを預けているので、日々の生活は常に時

間に追われる生活です。職場での子育て世代への理解に加え、家事のサポート（夫

の協力）が本当に不可欠。

　出産から小学校卒業くらいまでは、子育てのかかわる情報や相談窓口が１本化さ

れていると良いと思います。働いていると、保育園、病児保育、ファミサポ、学童

保育など自分でサービスを調べて、それぞれ手続きすることが多く、同じような内

容を何度も書類にかかなくてはいけない。手続きするにも平日、昼間のみとか時間

も限られているので、貴重な休みはすべて手続きで終わる場合も多い。「～歳健

診」「予防接種」「歯科健診」など休日（土、日）に一度ですませられるとありが

たいです。健診に父親（男性）が気軽に参加できる雰囲気も必要だと思います。

（母親が行くのがあたりまえではない！）

　家事代行（子供と接する時間の確保食事、掃除、先輩ママからのアドバイス）

夫の両親と同居していいるのですが、30分程遊んでいただくことのみで、みていた

だくということができないので、安心してお願い出来る場所があれば、子どもも慣

れてくれるのかなぁと思います。

　保育園でももう少し教育的なことを行ってほしい。幼稚園のように時間割があっ

てもよいのでは？

　3歳以上無料なのは助かるが、だからと言って、仕事が終わったら、途中で、夕飯

の買い物したりしず、まっすぐ子供を迎えに来てください。というのはどうかと思

う。一時保育も、育児疲れの解消という項目があると思いますが、仕事して家に帰

れば、ご飯作って、子供のことして、一日が過ぎてく中で10分～15分の買い物を一

人でする時間がちょっとした一人の時間だったりするし子供を連れて、仕事で疲れ

たところに行くと5分でおわるものも30分～1時間かかりもっと疲れてしまう。一時

保育の人は育児疲れの解消のために利用できるのに、働く人はダメなのでしょう

か？上の子の習い事で（土）に連れていけないときも、本当はあずけたいが前に夕

飯の買い出しせずに、むかえにくるよう張り紙をされてからは、何かと気になりあ

ずけられない状態です。仕事以外であずけてはダメなのですか。



問12

就学前

　子育て（教育を含む）をする上で、周囲（身近な人、行政担当者など）からどの

ようなサポートがあればよいとお考えでしょうか。ご自由にお書きください。

　今は保育園なので、警報があった際でも、そのままみてもらえますが、小学校に

上がると、少しの警報でも、帰宅や休校になるのは困ります。親族・友人などで協

力し合い保護者が送迎の条件など付けて登校可能などしてほしいです。休みばかり

で、勉強の進み具合にも遅れが出るのではないかと心配です。かといって、宿題を

たくさん出されても、親に負担がかかります。

　保育園の先生も、いかなる時も、暴言や脅しなどで指導しない先生に預けたいで

す。年配の先生は、そのような考えの方が多いのか、上記のような指導をする方の

話をよく聞きます。

　キッズウィークについても、このようなアンケートなど取った上で、実施するの

か検討したほうがいいです。保護者の仕事の理解をすべて受けれるわけではありま

せん。学童などの対処法も十分とは言えず、周り助けてもらえる環境でもないので

将来にとても不安を感じます。

　保育園と療育センターが一緒になった施設が山県にもできるとよい。

　5歳も健診があると嬉しい。

　すこやか健診の予約があるとうれしい。

　子が病気の時に見てもらえる機関があると助かる。（１つだけではなく…。）

　ファミサポの金額が高いので、ちょっとの用、ちょっと助けてほしいというので

少し安い金額で利用できるとありがたい。

　警報等で学校が休みの時、キッズウィークの時などあずかってもらえるところが

あるとたすかる。

　共働きなので朝と夜に子供を預かってくれる

　子供会や地域の行事など、少子化で役がすぐ来るのでやめてほしい。

　いろいろな人の目で子供を見てもらえるような環境は大切なのではないかと感じ

ています。親の感じ方や考え方だけでは偏りができた状態で子供を見てしまう可能

性があり様々な角度から子供と接する機会を作ってもらえたらありがたいと思って

います。

　こちらから相談に出向くことには、かなりの覚悟がいるため、家庭訪問などがあ

るとよい。

　祖父母が近くに住んでいなくて助けてもらえない場合、子育ては母親の負担が大

きいので気軽に預けられる場所が欲しい。ファミサポは値段が高い。核家族で祖父

母にも頼れない場合、無理をしがちなので精神的、体力的に負担が大きい。民間の

児童館があったりするとよい。（低料金で）誰でも料金を払って、預けれたらいい

なと思う。土日祝も。

　子育てについて経験といったエビデンスが弱いものを根拠にしてアドバイスをさ

れたり判断してしまうことが多いように思う。一般の人が正しい教育へ簡単にアク

セスできるようなものがあるとよい。



問12

就学前

　子育て（教育を含む）をする上で、周囲（身近な人、行政担当者など）からどの

ようなサポートがあればよいとお考えでしょうか。ご自由にお書きください。

　フルタイムで働いているので、小学校になったら放課後児童クラブを利用したい

のですが、利用時間が保育園のあずかり時間と同じだと助かります。また、民間の

放課後預かり施設みたいなのがあってもいいのかなと思います。これと、看護師が

いて急な病気にも対応できる体制があると理想です。（学習塾併設みたいなのが

あってもよいのかも）学童にいながら習い事もできるみたいな。

　市の検診以外に家庭訪問が定期的にあると相談ができたり、うつなどなりにくく

なるのかなと思います。

　未就学児であっても定期的に集団生活を体験させるような場を作ってほしい。利

用前の申請なし、保護者は送迎のみで。子供が遊べる場やイベントがあっても、結

局親も付き合わなくてはならず、親へリフレッシュにはならない。子供の支援ばか

りに注目しがちだが、子供を育てる親への支援も行い、負担を減らしてほしい。

　経済的・時間的サポートがあると精神的に助かります。

　山県市内に公園を増やしてほしいです。（歩いて行けるところなど）

　子どもが生まれて赤ちゃん訪問に来てくれるのはありがたいです。３カ月、６カ

月、１０カ月と健診がありますが、その後は間が空くので子育ての疑問など、いろ

いろと考えることがあります。１才を過ぎた後に半年に一度でもいいので、市のほ

うから連絡やお手紙などがもらえるとうれしいです。例えば健康状態のことや食事

の食べ方はいいか悪いかなど。１才を過ぎると食べれるものが増えてくる分好き嫌

いも見えてきます。そんなときどうしたら食べてくれるのか、悩むママもいると思

います。何か栄養面食事面などで頼れるところがあればいいなと思います。身近に

栄養士さんはいないので。その他発育にいいという絵本の紹介など。育児の知識な

ど。保育園に入る前の豆知識など。ケータイでなんでも調べられる世の中ですが市

のほうから何かあるとうれしいです。



就学前児童の保護者対象のアンケート　その他回答

問７

就学前
就学前のお子さんの子育て（教育を含む）を主に行っている人

祖母と母

父、母、祖父母

父、母、祖母

問８

就学前
就学前のお子さんの子育て（教育を含む）に日常的に関わっている人や施設

きょうだい

姉、兄

曽祖父母

その他　いとこ

父方のおば

問11

就学前
就学前のお子さんの子育て（教育を含む）について、気軽に相談できる人や場所

ピッコロ療育センターの先生

習い事の先生

気軽ではない

ＳＮＳ

問15

就学前
幼稚園や保育園などの「定期的な教育・保育事業」の現在の利用状況（その他）

時々延長保育をおねがいする

ピッコロ療育センター

問15-3

就学前
平日の教育・保育事業を利用している理由（その他）

地域になじむため

自営業の手伝いのため

子育てをしているものが妊娠しており、体調不良などの時もあるため、入院すれば対応すると

のことだが、入院するようにならない体調管理のため

子育てをしている者が現在下の子の育児休業中である

下の子のお世話をする為

妊娠・出産

問15－４

就学前
平日の教育・保育事業を利用していない理由（その他）

子どもがまだ10カ月未満で入所できないことと、育休中で利用する必要がない



就学前児童の保護者対象のアンケート　その他回答

問16

就学前

現在、利用している、していないにかかわらず、就学前のお子さんの平日の教育・保育事業と

して「定期的」に利用したいと考える事業（その他）

形態にかかわらず野外活動主体の保育

問20-1

就学前
土曜日・休日に、教育・保育事業を毎週ではなく、たまに利用したい理由（その他）

今後仕事が入るようになった時のため

兄弟の試合などに連れ回すのがかわいそうなため

祝日も仕事のため

子どもの遊び相手がほしいから

子供に負担がかかるため

兄弟の少年団活動へ父兄の参加が必要なことがあるため

土日も仕事がしたいため

祖父母、父親の仕事があり、一人での子育てが大変なため

祖父母に見てもらっているため、体力的に限界がある

毎週仕事があるため、そのたびに親に預ける回数を減らした

問21-1

就学前
長期休暇中に、教育・保育事業を毎日ではなく、たまに利用したい理由（その他）

下の子の用事

仕事があり、子供の面倒を見てもらう人の負担を少しでも減らすため

たまに幼稚園へ行かないと、生活リズムを忘れて新学期が大変だから

下の子の子育てのため

子供が楽しいから行きたいという

子供の息抜き

家族は仕事のため

父母は仕事のため、祖母に見てもらうことになるが、祖母に用事のある時に利用したい

問22-1

就学前

就学前のお子さんが病気やけがでいつも利用している教育・保育事業が利用できなかった場合

に、この１年間に行った対処方（その他）

育休中だった為、母がみた

母親が下の子の産休・育休の間に子どもをみた

職場に連れて行く

問22-４

就学前
病児・病後児保育を利用したくない理由（その他）

すぐに預かってもらえない　結局、仕事に遅れていかなければならない

親がみていた方が安心すると思う

病児に預ける状況じゃないので　高熱、重症児

祖母がみてくれるから

他の病気がうつりそう



就学前児童の保護者対象のアンケート　その他回答

祖父母にみてもらうことが可能

祖父母にみてもらう

他の病気をひろいそう

子どもへの負担が気になる

子どもがグズグズだから親や親族がみた方が安心する

病気のときくらい付き添いたい

仕事が休めるなら自分でみてあげたい　なかなか休めない

自分でみたい

子ども病気の時は親が一緒のほうがいいと思う

子どもが嫌がる（親以外）

親と同居している

子どもの精神的負担が心配

今のところ私が家にいるので

病気の時くらい一緒にいてあげたい　子どもがかわいそう

子どもが病気やけがの時はできるだけ一緒にいたあげたい

利用の仕方、仕組みがわからない

ほかの子との接触で感染の心配があるから

子どもがさみしいと思うので自分でみたいから

職場の理解があるから　子どもの病気での休みを理解してもらえる

子どもが嫌がる　他人は×

子どもが不安がるため

えらいときは一緒にいてあげたい

預ける場所が遠い

ほかの病児から別の病気に感染する心配がある

ほかの病気をもらって長引く

親族がみてくれるから

問22-6

就学前

子どもが病気の時、父母いずれかが仕事を休んで看ることは非常に難しいと思う理由（その

他）

職場で続けてお休みをお願いしにくい

職員が不足する、職場内に病児保育があるため

仕事が忙しくて休めない

仕事の内容によって休むのが難しい日もある

自分の体調不良時

有給休暇がないので休めない

仕事が夜の為

収入が減ってしまうため

ある程度の日数以上連続して休みをとるのが難しい

会議や行事の予定が入っていると休むことは難しい

急なシフト調整が難しい

休むと代わりの人員が必要になるため休むのが申し訳ない



就学前児童の保護者対象のアンケート　その他回答

会社の状態が休める状態ではないので

人手不足であまり好まれない

研修など休めない業務がある

問23-1

就学前
不定期の教育・保育事業や宿泊を伴う一時預かり等を利用していない理由（その他）

親族にみてもらう方が子どもも安心すると思う

なんとかなるので

土曜保育利用

急きょ利用したいと思っても、手続きなどで時間がかかるために利用までいたらない

現在は不要だが夜勤などがあれば利用したい

子どもが嫌がる

そもそもそのような事業があると知らなかった　夜間養護等事業と名称がかわいそう

子どもがまだ小さいため

祖母に預けることができる

家族でみてもらえる人がいる

親族が近所にいるため頼める

親と同居しているため

自宅でみてくれる人がいる

利用したいが、私用で利用することに周りの目が気になる

問24

就学前

私用、親の通院、不定期の就労等の目的で、不定期の教育・保育事業や宿泊を伴う一時預かり

等を利用する理由（その他）

祖父母に預けられないとき

本人の病気

問25

就学前

この1年間に保護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族の病気など）により、就学前のお子さん

を泊まりがけで家族以外にみてもらわなければならなかった理由（その他）

入院した兄弟を親族にみてもらった

問30

就学前

就学前のお子さんが生まれた時、父母のいずれかもしくは双方が育児休業を取得していない理

由（その他）

自営業の手伝いで家庭内でするので、休業しなかった

事業主なので休めない

自営業のため

職場が遠方であったため、子育てしながらの仕事は無理と判断し退職した

父親が育休を取得した実績が職場にない

前例がない

休めない

必要がない

出産のため退職



就学前児童の保護者対象のアンケート　その他回答

下の子を職場に連れて行くことが可能だった

必要性を感じなかった

問30-6

就学前
希望の時期に職場復帰しなかった理由（その他）

会社が1年の休業規定だった

上の子が同じ保育園に通い続けるため（育休中は通えない保育園だった）

自営なので子連れで出勤、都合がつけやすかった

職場の人員の都合で

希望を出したが、だめだった

職場からお願いされたため

早期復帰を望まれたため

２人目が生まれたから

問30-8

就学前
短時間勤務制度を利用しなかった（利用できなかった）理由（その他）

会社にそのような制度はない（正社員のため）

制度を申請していたが、与えられた業務量が時間内に終わるものではなかった

仕事量を減らしてもらえるなどの配慮がなく、希望していても誰もカバーしてくれない

問34

就学前
子育てをするうえで、負担に感じていること（その他）

子育てで、夫婦仲が悪くなる

毎日バタバタ終わってしまう

子どもにかかわる役員や行事が多く大変

しつけ、何がよくて何がダメか、できる様にならなければいけない事等色々ありすぎて難しい

子育てと仕事の両立

親と関わること

成長

食事

家事が進まない時、子供3人を一人でお風呂に入れる時

仕事をよく休まなければいけない

学童を利用したい

家に帰ってきても子どもをねかしつけて夜中に仕事をすることが多い

会社の勤務時間がかかると大変

子供と一緒に入れないことが多いのが負担

金銭面

気持ちに余裕が持てない

ほかの家族（夫、義両親など）と子育ての考え方が違いすぎる

二人目を産後、母自身の体調がすぐれない



就学前児童の保護者対象のアンケート　その他回答

母親（記入者）が持病があるから

一人親に対して、子供が感じるサインを見逃してないか不安

会社の勤務時間がかわると大変

問35

就学前
子育てに関して、日常悩んでいること、また、気になること（その他）

金銭面、将来が不安

孫に対して、過干渉になる時がある

近所の人が友人を通して家庭内を探ってくる

学童で子どもの数が増えて利用を減らしたいと言われていたこと

義父、義母の子守の仕方の不安

メディアにはまりすぎ

なかなか自転車に乗れない

問36

就学前
市の子育て支援サービスに関する情報の入手先（その他）

ＬＩＮＥ

山県市のＬＩＮＥ

インターネット

療育センター

ＳＮＳ

高富児童館のスタッフ、山県市子育て支援げんきのＬＩＮＥ

メール

問38

就学前
親同士の交流ができる場所（その他）

元々の友人

自分の友達

習い事

イベントごとの時

中・高の同級生のママ友

友人

ランチ会

職場の子持ちのママ

父、母、祖父母

上の子の習い事

上の子の子ども会

野外保育、友人や仲間との集まり

産院のベビー教室



問42

就学前
子育て支援についての希望ご意見、困っていること

　子供が小さくて睡眠不足なので、こういう記入に時間がとられるのは大変

です。質問もわかりにくい。もっと簡単なものにするか、なくしてほしいで

す。

　言葉の遅れ、発音などの悩みや困りがある場合、相談できるところ、訓練

できるところが山県市に作ってほしいです。「気になっているけど、どこに

相談していいかわからない」などの声をちらほら聴きます。

　困ってはいないが、3歳になれば、下の子が0歳で就労にまだつけず幼稚園

へ入園も家計の負担から自宅、家庭教育をせざるを得ない子供に対して、希

望すれば、保育園へ入所できる環境になればありがたい。1歳児からでも保育

料無償化を希望

　岐阜市に住んでいる方よりも、山県市に住んでいる方が無料なので、子育

てはしやすい環境だと思います。乳幼児教室にも参加するといろいろな方と

交流ができて楽しいです。

　男の子は、女の子はこうあるべきというのがまだ根強く残っているので、

そういう性別による役割分担を子供のころに教えるのは時代に合っていない

と思う。母親の仕事、父親の仕事も同じで、妊娠中から母親にかかる負担は

大きいと思う。夫婦の話し合いだけでは難しいことがたくさんあるので、地

域や周囲からも意識を変えていってほしいと思います。

　子どもが遊べる場「イベント」を多くしてほしいです。市役所前広場の遊

具を、もう少し大きい子用のものも作ってほしいです。利用しやすいのでい

い場所ですが物足りなく、他へ行くことも多いのが残念。

　手軽に利用しやすい民間の託児があるといい。既設の制度は利用しにく

い。

　子育て支援とは関係ないかもしれませんが、今月の広報で、山県市の特産

品や観光スポットなどが紹介されていました。子供と一緒に楽しめるし、黒

ニンニクやソバ、桑野生豆や、てんこもり、伊自良湖）「山県市すごろく」

があったら素敵だなあと思います。すごろくの駒は、柿や栗やなっちょるく

んとかで、木でできていたらうれしいなと思います。もしあったら家で子供

と遊びたいです。市役所や平和堂などで販売してください。杉の木のキッチ

ンみたいに、希望者が作るような企画があったらうれしいです。

　どこでどのような行事を行っているかわからない。参加の仕方がわからな

い。

　途中から入ったものに対しての児童館や幼稚園などの中に入っていけるよ

うな配慮があるとありがたい。高児童館のかばさんファミリー、母親サロン

には助けられました。



問42

就学前
子育て支援についての希望ご意見、困っていること

　今後、子供の年齢が上がった際、一人で市外に出るための交通機関を増や

してほしい。（公共交通機関以外にライドシェアなどのシステムを導入する

など）

　町内ごとの子供の人数の差が激しい。就学前はこの町内に住んでいても小

学校に入学前には引っ越してしまう。負担が大きいので「北」「南」などの

区分を大きくしてほしい。今ある分け方を全部なくして新しく分ける。児童

館の遊ぶところを悩んでいる。二階はすごく小さな子が多く、一階は小学生

が利用している。年中、年長の子は居心地が悪い。

　山県市は恵まれているほうだと思うが、未満児の子を毎日ではなく時々預

けたいと思うが、一時保育などの金額がもう少し下がるとありがたいです。

　子育て日本一を目指しているそうなので乳幼児への支援だけではなく、小

中学校も子供たちの成長を考えて支援を充実させてほしい。話を聞くと、

「働き方改革」とのことで、子供の活動が縮小しているように感じる。また

放課後児童クラブと民営化することも考えてみてはどうか。小学校が終わ

り、ほっとすべき場所であるはずが、約束事が多く子供同士がピリピリして

いるそうだ。幼稚園のように夏休みなど長期休暇中や通常授業時でも一日単

位から申し込めるとありがたい。小学校での話を聞き、山県市でいろんな意

味で子育てをしていくことに不安を覚えた。岐阜市では通学路の安全確認を

しているが山県市はどうか？たくさん書いてすみません。よろしくお願いし

ます。

　施設などはきれいで職員の方も丁寧に対応してくださってよいが、街で遊

ぶ場所が少ないと思う。公園もあるが、古かったり、遠かったりするので

もっと増やしてほしいと思う。乳幼児教室に参加しているが、もう少し回数

を増やしてほしい。

　山県市は信号のない横断歩道が多すぎる。子供が危ないので（妊婦も）信

号の数を増やしてほしい。ロタの注射など、もっと補助金を出してほしい。

（ロタは一回１３０００円×2回で高い。いくら任意とはいえ、ほぼ全員打っ

てるし。）山県市に小児科、産婦人科が少ないので困る。陣痛タクシーの整

備をしてほしい。（高富タクシーさんと話をしっかりしてほしい）別の市ま

で生みにくいので、一人の時に陣痛がきたらとひやひやする。現在、妊娠中

のため。

　子育て支援課に、保育園（未満児）の相談をしに行ったことがあります

が、（子もつれて）忙しかったのか冷たくあしらわれ、聞きたいこと、教え

てほしいことも話さず、教えてもらえずとても悲しい思いをしました。必要

ない限り二度と行きたくないです。公園のトイレにおむつ替えの台があると

助かります。



問42

就学前
子育て支援についての希望ご意見、困っていること

　子どもが小学生になって、生活リズムが整ってから、仕事をしようと思っ

ているけど、学童への申し込みが早すぎて困ります。今から夏休みの分は、

わからない親が多いはずです。

　子どもげんきはうすの利用者がもっと増えるといいなと思う。とてもいい

施設だけど、いつ行っても人がいないので。

　山県市に公園がないので、ぜひ作っていただきたいです。ファミリーパー

クや畜産センターまでいかないと大きなところがないので、よろしくお願い

します。

　子育て支援、何をやっているのか？広く伝わるようにしてほしいです。

後、わかりやすく（わかりやすい言葉）でお願いします。

　公園が少ない

　今年度から始まった体験的学習等休業日は、両親ともまとまった休みが取

得できないので、子供だけで留守番させてしまうこともありました。例年ど

うりの長期休みの日程を希望します。

　少し言葉がない。落ち着きがないだけで電話がかかってくる。そしてすぐ

「ピッコロ」へ行ったらもう何も言われない。ピッコロへ入れればいいと

思っているような気がします。保健士さんが嫌でした。

　1学年が一組しかないような現状は早急に解決すべきと思います。

　困っていることを聞いて実践してもらえるのでしょうか。アンケートをし

ても何も対応が変わらない又は今より条件が悪くなるなら時間の無駄。子育

てにかかわることで、親の金銭的負担をどんどん軽減してほしい。今の政治

は年寄りにお金を使いすぎ。子育て世代の親が検診など病院にかかりやすい

環境も欲しい。

　乳幼児健診は午前中から行えないのか。午後からのため、子供の昼寝と重

なり、健診中にぐずったり、帰宅後も遅い時間からの昼寝となってしまい、

リズムが狂うため、子供の生活に合わせてやってほしい。

　美山ですが、少しでも遊具があり、子供が危なくない広場、公園を少し、

設けてほしいです。

　赤ちゃんに対するサポートはとても充実していて安心できる。園舎の老朽

化が本当に気になる。特に美山地区、、、安心して預けることができる場所

にしてもらいたい。保育料無償化はとてもありがたい。0～3歳までお金を取

るのなら、以上児の給食費ぐらいは貰ってもいいと思う。食べる量が少ない

子たちからはお金をもらって、食べる量が多いのにタダって、、、なんだか

おかしいです。



問42

就学前
子育て支援についての希望ご意見、困っていること

　こどもが遊べる公園、遊具が少ないです。高富以外にも、つくってほしい

です。美山地区の子供が激減しています。今、保育料無料などされています

が、子供の人数は増えているのでしょうか？無料だけでは人口は増えませ

ん。ほかにどうすればよいのか考えてほしいです。関係ないですが、問1で地

域が分けてありますが、子供の減少で周りに子供はいません。あまり特定し

て地域を分けてほしくなかったです。

　ホームページや広報（子育て支援のところ）だけでも見やすくしてほし

い。健診、とても長い時がある。大体の方はにこにこ明るく優しく話を聞い

て、相談に乗ってくれるが、中には、無表情、怖い感じで、上からきつく言

う方も見える。もうちょっと寄り添って聞いてほしい。

　現在同居中ですが私はまずは両親が子を見たいと思っています。一緒に住

んではいますが、人数には入れないでほしいです。

　小さい子と上の子が一緒に遊べるような場所がない

　美山地区は公園が少ないと思います。今、子供と自転車の練習をしていま

すが、車が通る道路でやっていてもとても危険を感じています。学校のグラ

ウンド（廃校）も草が生えてあったりと気軽に使用できず、車で遠くの公園

（四国山など）まで行って練習したりして、手間も感じています。大きい公

園や遊具はいりません。空地のような子供が歩いて行ける場所にバールや自

転車を安全に遊べる場所が欲しいです。

　身近に子供が伸び伸びと遊べる場所がないので子供たちが気軽に行けて安

全な場所がほしいです。保育料無料化はとてもありがたいと思っている。

　近くに公園がない。児童館もない。高富のほうでないと子供が遊ぶところ

がない。

　室内で遊べるところがあればいい場と思う。岐阜市の「ドリームシア

ター」みたいなこども～小学生まで遊べるところが近くに欲しいと思う。

　二人目の出産に当たり、二人目を育児休業取得して育児をしている間、一

人目（上の子、保育園へ行っている。未満児）を継続して保育園で預かって

ほしい。二人目の育児休業を取得する予定の場合、一人目が未満児だと退園

となる場合もあると聞いたため。

　美山に公園が欲しい（遊具のある）

　公園を増やしてほしいです。

　高富にはたくさん公園があるが、美山にはない。一つだけ広場があるが、

みんなが集まると、そう広くもなく遊べない。公園が欲しい。



問42

就学前
子育て支援についての希望ご意見、困っていること

　都会ではないのに、道路が危ないところが多い。歩道と車道の境目が白線

のみだったり、白線さえない。商店街をバスが通るのはこどもには危なすぎ

る線。あの狭い道を車とバスがすれちがている横を子供が自転車ですり抜け

る、、、怖いです。

　公園を充実させてほしいです。身近なところで。

　若い人が結婚されて子供をたくさん産んで育ててくれる地域にしてほしい

です。

　西武芸地区には、未満児の遊べる公園や施設がなさすぎる。保育園も、早

く帰宅することを言われますが、体力づくりができる公園などがなく、行き

場がありません。唯一の公園は、（西武芸公園）、中学生、小学生がボール

遊びをしていて、一緒にいられる安全性はないです。保育園でお迎え後に遊

ぶことを拒まれるのでしたら、支援施設を作ってくださってからにしてもら

いたい。

　こどもの保育園の送り迎えを夫と義母にお願いしています。私の就労時間

では間に合いません。親同士、交流できる場があるとよいなあと思います。

　公園を作ってほしい。保育園帰ってきて遊べる場所があまりないから。

　公園がないので、友達と遊ぶ場所があればと思います。

　仕事をしていて利用をお願いしているので、放課後児童クラブは小学校が

警報が出て休校になっても利用したい。近くに祖父母がいても、長期期間

中、日程制限（例えば週３日、月１０日）を設けて利用したい。60代70代が

６歳～の面倒は体力的につらいといわれたが、日中仕事をしているので、一

人にもできず、悩んでいます。

　小学校5～6年生までも利用できるようにしてほしい。（長期の休みだけで

も）平日、朝から夕まで毎日一人で過ごさせるのはとても心配です。

　アレルギーがひどく給食が食べられず自宅から持ってい行っているのに保

育料が変化なしがすごく不平等だと思う。代替えを用意してくれるか料金を

少し減らすかしてほしい。

　発達障害とまではいきませんが、ある一定条件の時に子供が困る時があ

り、その相談を専門の小児科医以外にいろいろな支援者と同時（時間を作っ

てもらい全員）に情報交換できれば良いと思いました。引っ越しするかもし

れませんが、（確定）市を変わったとき、情報が共有できれば、子供により

良い環境になるのではないかと思っています。

　高富地域との差があるのではないかと不安に思う。伊自良の子にもいろん

なことができる場が欲しい。



問42

就学前
子育て支援についての希望ご意見、困っていること

　小さい子供を遊ばせる公園が少ない。あったとしても、草がしげり、遊ば

せられなかったことがある。家の周辺を子供と散歩するが、休耕田が多く、

草が多く生い茂っており、花粉症の私としてはなかなか連れていけない。

　いつも祝日の仕事を休めず、困っている。

　山県市の子育ての特殊の一つに保育料無償がありますが、来年の１０月よ

り全国で保育料無償化されるようです。それでは山県市の特色が一つ減りま

すが、何か特色を増やすことは検討していますか？

　伊自良地区の子供が放課後過ごせるげんきハウスのような場所があったら

と思います。

　児童クラブの利用料が学費より高くなるのが困る。パートで収入が、限ら

れているのに。

　いずれ、子供に習い事をさせてあげたいが、近くに通わせる教室が少ない

ので、保育園と連携して、”体操教室”や”英語教室”など開催してもらえると

いいなと思います。

　いろいろなサークルや集まりのイベントの日時を広報で見たことがある

が、平日の昼間ばかりで、働いている人は全くいけない。近所には同じ歳く

らいの子どもがいない。北小が残っていても同級生が5人程度では、集団生活

とは言えない。学べることが学べないような気がする。（協調性など）南と

北と合併して人数を増やした小学校生活を希望する。近所で子ども同士あそ

べないのは辛い。保育園に、働いていない方が多く感じる。

　今後、小、中学校の給食無償化にして頂けると、とても助かります。

　児童手当の振り込み先を母親にしたい。

　私は県外から山県市にきましたがすごく子育てしやすい地域だと思いま

す。このまま支援に力を入れてもらえるとうれしいです。

　遊具で遊べる公園が少ない。

　子どもを産みたいけれど、産むとお金が掛かる。仕事をすると、子どもの

病気等で休まなくてはならない。自分の思う通りにならない。。。何とかな

るし、何とかやっているけれど、子どもを産み育てやすい社会にならないか

なーと。保育園、子どもを仕事をしてなくても預けられる様にはならないの

でしょうか？つきっきりで見ていると、疲れる事もありますし、家事も立派

な仕事ではないでしょうか。

　公園があまりない（というかほとんどない）

　身近な場所で気軽に本にふれあえる図書館があれば良いと思います。（関

市のような）



問42

就学前
子育て支援についての希望ご意見、困っていること

　学童を希望しても、近くに親族が住んでいる場合は入れないことが多いと

聞きました。親が近くに住んでいても、預けられる環境でない家庭もあると

思います。人数の規定もあるのも、先生の確保もいるのも分かるし、大変だ

と思いますが、近くに住んでいるから入れないというのはどうにかならない

のかなと思っています。

　保育園は無料化しているが、学校へ入ると学費だけでなく学童保育などお

金がかかるので困る。学童保育料が高すぎる。２人目半額などにしてもらい

たい。

　平日の保育参観が多い。他の市と比較することではないかもしれませんが

岐阜市は平日はほぼなく、土曜に設けられているようです。子が病気がち

で、仕事を休み、さらに参観も休まなくてはならずという状境です。保育園

は就労している方たちが子を預ける場ですので、平日の参観の見直しをして

いただきたいです。

　特になし

　児童手当を上げてほしい　医療費無料化（高校卒業するまでにしてほし

い）

　土曜保育を１つの所ではなく、もう少し増やしてもらえたら。→他の保育

園に行くのに子供が嫌がるので。　不定期の仕事なので、もう少し保育園の

自由保育を増やしてもらえたら助かります。（年末など…）仕事で、あずけ

先など困ることがあるので。

　子どもげんきはうすが寒いです。高富児童館が祝日もやっていると、行く

所に困らなくて良いなと思います。

　食物アレルギーに対応して、もっと今以上に理解していただきたい。なる

べく和食を中心に、“みんな一緒”の給食が食べられるようにしてもらえた

ら、ありがたいです。

　公園の整備（少なすぎる）　児童館の日曜、祝日の運営

　公園がなく遊ばせる場所が限られている。

　３歳以下の保育料も無料化して欲しいと強く思います。または、兄弟が在

園中じゃなくても半額にして欲しい。（保育料）これから先教育費がたくさ

んかかる為（家のローンなどで家系が苦しい）　学童利用料をもっと安くし

て欲しいです。

　保育参観の時間が長いのではないかと思う。子供の様子を見ることができ

て楽しみでもあるが、長時間、保育園にいないといけないことにストレスを

感じる。家庭教室学級の時間は、自由参加にするなど、もう少し配慮があっ

てもいいと思う。仕事を休んで参加するので、拘束時間が長いと、自分の自

由な時間を確保できず、つらいと思うことがある。



問42

就学前
子育て支援についての希望ご意見、困っていること

　子供の遊ぶ場所が少ないと思います。児童館やげんきはうすも利用してい

ましたが、年中の息子にはあきたみたいで、近所の公園やちょっとした遊具

があればいいと思います。3才児や赤ちゃんにとっては児童館は大切な場所で

す。これからも利用したいと思います。

　もう少し公園を増やしてほしいです!!今、住んでいる所の近くに遊具があ

る公園がありません。天気の良い日は歩いて行けるような公園がほしいで

す!!

　山県市内で、子育て中の方がやるフリマみたいなものをやってほしい。

　保育料が無料なのはとてもありがたいと思うが、無料にまでする必要はな

いと思う。それよりも、保育士の増員、保育士への報酬引き上げ、保育施

設、設備の改善などにあてたほうがいいと思う。

　子供が病気にかかった時が一番悩みます。病児保育に預けようとも思いま

すが、手続きや、病院の先生に書類をかいてもらわないといけないのが大変

です。もっと気軽に病児保育に預けれたらありがたいです。

　美山地区の施設が保育園以外知らない。

　旧富波小学校が子供たちの遊び場でしたが、遊具も撤去され、美山の森も

危険だという事で近寄れず、ほかに公園もないので、ますます外で遊ぶこと

が減ってしまったと思います。西武芸公園の様な小さい公園でいいので、

作ってもらいたいです。

　仕事をしている場合、夏休み等、学童に入れたいと思うのですが、入れる

条件として、75歳以下の祖父母が在宅の場合は入れない。実際は、70歳すぎ

た祖父母では小学生の子供を1カ月、ずっと面倒を見るのは無理です。体力的

にも、精神的にも。もう少し、入れる基準を考慮してほしいです。

　いわ桜小学校と美山小学校を合併した方がいい。保育園で英語教室があり

ますが、他にも体操教室、ダンス教室など市の方で支援して頂けるとうれし

いです。

　土曜日保育の合同は、初めて利用しようとする親からすると、あずけにく

さがあります。感染症の事や自分の子供の事を知らない方におねがいしにく

い。→インフルエンザ、ノロウイルス流行の拡大が考えられてあずけにく

く、仕事に出られない。

　山県市の病児保育の利用時間をもう少し早く看て頂けるように改善してほ

しいです。

　ありません。



問42

就学前
子育て支援についての希望ご意見、困っていること

　子供に将棋や、手芸、生け花など教えたいが、親に十分な時間がなく教え

られません。お年寄の多い地域なので、身近な場所でおじいさんおばあさん

から、教えてもらえたらいいなと思います。肩苦しい学校行事としてではな

く、自由なひらからた雰囲気の所で、子供に色々と経験して欲しいです。

　保育園に関して、外で（園庭）で何かに挑戦することが少なく感じます。

園内では折り紙や粘土、色々取り組んでいることがよく分かります。しかし

外で体を動かすことに関して物足りなく感じます。大桜保育園にはのぼり

棒、うんていなどもありません。体をつかうことでのばせる能力を引き出す

ような取り組みがなく、日々残念に思っています。運動だけではありません

が、子どもには保育園でも色々な事をやる、できるチャンスをあたえてほし

いです。

　学童の人数が増えたので、利用者を減らしたいと言われてしまいました。

学校から家まで30分以上かかり、１人で歩いて帰るキョリも長いため、学童

で預かってもらえないなら、引っ越しを考えようと思います。

　一時預かりの料金が高すぎて利用できない　１時間500円なら預けて、少

しでも１人の時間を楽しみたい。

　大桑小学校と桜尾小学校を合併希望。→大桑保育園をなくし合併させたの

になぜ小学校は合併させないのか理解ができない。ただでさえ保育園も人数

が少ないのに仲良くなってもすぐ離ればなれ。かわいそうで仕方ない。なの

にまた中学で一緒。よくわからない　早めの大桑、桜尾小の合併実現させて

ほしい。合併しない理由を詳しく教えてほしい。正直、年寄りの意見より若

者、子供たちの意見を尊重させて。小学校の学童、祖父母が同じ校区、同居

の場合祖父母が働いていないとダメというのはおかしい。家の立場として預

けにくい、精神的なこともある。子育てしにくい山県である。→子供はいい

子で育てやすいのに

　自然をいかした保育をもっと増やしてほしい。川や山での遊び、戸外での

体をつかった遊び、散歩、英語教育などがんばっても都市部の環境には、勝

てないので、山県市ならではの環境を生かした、ここでしかできない保育を

めざしてほしい。子どもたちが自分の経験に自信をもち、生まれ育った地を

ほこりにできるような。

　信号がもっと欲しい。歩道が少ない。子供と散歩のときに歩きずらい。公

園が少ない。小さい。小さい子供が遊びずらい。

　保育園の時間外でスポーツ教室等やってもらえると助かる。働く親が多い

ので習い事の送迎をするのが困難なので。



問42

就学前
子育て支援についての希望ご意見、困っていること

　今までも上の兄弟を学童へ預けてきたが、年々指導員の質が落ちている。

これからもお世話にならない身としてはもう少し気持ちの良い指導をお願い

したい。指導員のシフト問題も早急に解決してほしい。

　乳児の時以外でも、保健士さんが、母親のメンタルケア等で、定期的に家

を回ってもらえると、ありがたい。電話相談をする勇気すらない人も多いと

思う。

　アパートが少なく、選択肢がなく困っている。

　山県市は手厚いからいいね、とよく友人に言われるのでうれしいです。こ

れからも、市のサポートお願いします。

　幼い子を連れて市役所に行ったり、何か手続きをするのはなかなか大変な

のでベビーベットがあると便利だと思います。

　今はまだ子育て支援と連携されている所との関係がありますが、小中にな

るにつれ薄れていくのではと心配には思っています。

　親族が近くにいても、保育園、学校終了後の世話を毎日してもらうのは心

ぐるしい。学童利用の条件緩和をお願いします。

　子の発達や発育の相談をすると、少しでもほかの子と違うと保健士から、

障害やいろいろな行政を進められたりする。相談してよかったと思えること

がない。逆に不安になり、子育て大丈夫なのだろうかと考えてしまう。ほか

の市の方に相談するとおおらかな回答が返ってくる。少し山県市はこの発

育、発達に厳しい気がする。母親、父親の負担部分を考えてほしい。子育て

を楽しいと思える街にしてほしい。核家族、ワンオペ育児がどれだけ大変か

理解してほしい。保健士に相談しにくい。放置子対策もお願いします。

　保育園への入園前はこどもげんきハウスや支援センターによくお世話にな

りました。スタッフや先生方には話を聞いてもらった悩みが軽くなったこと

が何度もあります。今後も利用中に話ができる環境を作ってほしいです。業

務だけでなく、保護者との会話も重要であると役所の方々に認識いただけた

ら幸いです。保育園の先生方にも同様にお世話になっています、いつも子供

を見てくださって声をかけていただき助かっています

　学童を小学校卒業まで利用できるとありがたいです。

　地域振興券によるお祝い金の支給がありがたいです。使えるお店がもっと

増えるともっと良いです。公園とその周りの歩道の設備をしてほしいです。

　公園の遊具を小さな子供でも使えるようにしてほしい、ブランコを背もた

れ付きとか。

　高富方面では芝生の公園がないのでほしい。ブランコのある公園が少ない

のでほしい。



問42

就学前
子育て支援についての希望ご意見、困っていること

　近所に年の近い子供がいない。

　集団健診時は個人情報がたくさんあるので配慮してほしい。

　こんにちは赤ちゃん訪問(２カ月）でうちだけ保育士さんではないおばさん

が来て、身長体重を測らず、永遠と話をしていった。なんでうちだけ、そう

いう人が来たのか？しっかり管理してほしい。すごく嫌でした。



小学生の保護者対象のアンケート　その他回答

問5

小学生
調査にご回答いただく人（その他）

施設職員

主に母親と祖父

問7

小学生
小学生のお子さんの子育て（教育を含む）を主に行っている人（その他）

施設職員

主に母親と祖父

問14‐1

小学生

小学生の子どもが病気やけがにより、平日、学校へ行けなかった場合に、この1年間に

行った対処方法（その他）

職場に連れて行った。

仕事が自宅なので仕事をしながら子供の面倒を見た。

父親の出勤前に母親が仕事を終わらせて交代してみた

仕事が休みだった。

問14-3

小学生
病児・病後児保育事業で子どもを預ける場合、望ましい事業形態（その他）

病院に併設した施設で子どもを保育する事業

現在の山県市の病児保育は働く親には利用がむずかしい。一度病院で書類をもらってから

しかあずけれず、朝急に熱が出てあずけたいのにそれでは結局仕事に支障がでてしまう。

そのため岐阜市の病児に預けている。近いので助かると思いましたが現実的ではない。

症状が重たい場合は小児科等併設してくれていると安心

問14-4

小学生
病児・病後児保育事業を利用したくない理由（その他）

親族に見てもらえる

なるべくは仕事を休んでみてあげたい。

祖母が近くにいるから。

祖母にお願いする。

近くに祖父母がいるから。

祖母に見てもらえる。

親との同居なので、見てもらえる人がいます。

病気の時くらいは一緒にいてあげたい

祖父母が家にいるから

祖父母にみてもらう



小学生の保護者対象のアンケート　その他回答

看てくれる人が親以外にいるから。

祖父母に頼める。

病気の時くらいは一緒にいてあげたい。

仕事前に送るには、時間的余裕もなく早すぎる。

子供が不安がる。

小児科との連携が分からない。

祖父母で対応する。

もうある程度、大きいので。

特に必要としていない

病気で心細い子どもを慣れない所に置いておくのは気が引ける。

突然の病気なのに、持ち物など準備が必要になるから。

かわいそうな気がします。

弱っている時なので、他の病気をもらいそう。

子供が病気でしんどくて不安な時は必ずそばにいてあげたいので。

子供の状況を見るため。

近所の祖母に見てもらえる。難しい場合は母が仕事を休む。

自営なので休める。

わざわざ連れていくのが面倒である

違う病気にかかってくると困るため

いろんな病気の子供がいるので、違う病気にかかってしまったことがあったから。

必要ないから

たぶん子供が嫌がると思う

祖父がいるのでどうしても休めないときは頼める。

発達障害があるので預けるのが不安

子どもが家にいたいという。

問14-６

小学生

子どもが病気の時、父母いずれかが仕事を休んで看ることは非常に難しいと思う理由（そ

の他）

急に代わってもらうことがなかなかできない。

忙しく管理職なので

母子家庭なので、働かないといけません。

仕事のため（どうしても処理しなければならない仕事）

職種上、急には休めない。

有休をとりにくい

就労

仕事の都合上

収入が減るのが困るから。

他の職員に迷惑をかけるので休みづらい。

仕事の内容を考えると、急には休めない。



小学生の保護者対象のアンケート　その他回答

親や祖父母で対応できる。

仕事が忙しい

自分が休める時は休むが、仕事上難しいため。

職場の人で不足で長期は休めない。

免許持ちなので、代わりが見つからない。代わってもらえない。

祖父母に頼める。

専門職のため、休めない。

職場での人員不足で代われる人がいない。

急に代わってもらえることがなかなかできない。

インフルエンザなどの場合連続して休むのは難しい。

祖母がみてくれるから

私以外全員インフルエンザになってしまったので私が仕事をし、病人の面倒をみるしかな

かった。

問18

小学生
子育てをするうえで、負担に感じていること（その他）

家庭のことが大変で子育てでの負担は家庭のことに比べたらあまり感じないです。

子どものための時間が十分に取れない

部活やクラブ活動の試合が重なると、対応できない。

学校役員の回数が多すぎて職場に迷惑をかける

親が高齢なので、子育てだけでなく、親にも気を配らなければならない。親に子育ての援

助を求めることができない

習い事の送迎

子供の心に傷を作っていないか。

育てにくい子であるための疲れ

仕事が大変で子どもに我慢させている気がする。

学校との付き合い

宿題を毎日ガミガミ言って自分につかれる。

家事が思うようにできない

同居だが協力が少ない

高齢者からのしつけへのプレッシャーやママ友関係等

子供の学力

母親が持病をかかえているため、医療費がかかっているため、将来を含め不安を持ってい

ること。又、持病が影響して子育てができない体調になることがあること

仕事をセーブしたいのに金銭面で難しい。

夏休み等、児童クラブに高学年でもお願いしたい。

PTAや子供会の役員

２人とも発達障害なので不安に思うこと。１日１日も感情が違うので時々戸惑うことがあ

る。



小学生の保護者対象のアンケート　その他回答

宿題を見ること

経済的な問題

教育

勉強を見てあげたり遊んであげたりしたいが仕事との両立でなかなか時間が確保できな

い。

母親の負担ばかりが大きい。女が損をする。

子供の育て方がわからない

自宅が山間部にあるため送迎が不可欠であるため。

問19

小学生
子育てに関して、日常悩んでいること、また、気になること（その他）

兄弟が多いと一人一人に時間をかけることができない。他の兄弟が運動系の習い事や部活

をしているとどうしてもそちらに時間を取られてしまい、5年生の子どもに対してなかな

か相手をしてあげられない。子どもも親の状況を見て気をつかい、自分の思いを外に出せ

ていない。ストレスをためて時々爆発する。

発達障害の為、これから先、普通学級に通えるか。

日中仕事をしたいと思っている。

自分が病気のため、子供の将来、数年後への不安がある。

宿題が多すぎて外へ遊びに行けない。

子供の言動にイライラしており、かっとなり、子供がかわいいと思えないことが多々あり

ます。

仕事の時間を減らし、子育てに充てたいが厳しいこと。

子供の心の中が見えてないんじゃないかと思う。

山県市に自習室はないので、中高生になってから心配。

今後必要になるお金のこと。

金銭面

昔と今の教育方法の違い、ずれがあり、今の状態で中高ときちんと成長していけるのか不

安がある。

学校のシステム

子供にかかわる役員が行事が多い

生徒の人数が少ないため競争心がないように思える。

ゲームやタブレットに夢中になること

祖父母同居だが子供にとっていいことなのか。

お金

反抗期の時期だから

子どもと一緒に外遊びがしたいが場所がない

カッとなって怒ってしまうこと。

中学校までの距離が遠いので雨の日に登校するときの心配

子育ての出費がかさむ



小学生の保護者対象のアンケート　その他回答

運動が苦手なこと

子供の性格上よく私と話をしようとする言葉が乱暴になってきたので、その会話のやり取

りに時々ですが疲れます。

子育ての仕方のせいで子供の心の成長が心配

問20

小学生
身近な地域で、子育てに関する悩みや不安を相談する相手（その他）

子育て支援センターの職員

お客様

職場の年長者

療育のスタッフ

民間の放課後等デイサービスの支援員

相談したいと思える人がいない

問21

小学生
市の子育て支援サービスに関する情報の入手方法（その他）

LINE

問23

小学生
親同士の交流ができる場所（その他）

店などで出会った際

クラブ活動、学校外活動

ママ友　2

少年団　5

食事会　2

野球

地域の乳児検診の際に知り合ったママ友

習い事　12

職場、地域の少年団

少年団のような育成団体

クラブ活動

スポーツ少年団　6

友人

プライベート

仲のいい親同士での食事会

個人的にあって

地域の行事

ランチ　4

少年団、サッカークラブ活動



小学生の保護者対象のアンケート　その他回答

少年団等のスポーツ（子供もがやる）

少年団の保護者つながり

実際会ってお茶しながらおしゃべり

SNS

ライン

仲のいい親はラインで連絡をとりあい時間を合わせて交流している。

習い事の送迎時

子どものお迎え

下の子の保育園の送迎

保育園のお迎え時

遊びのお迎えに行ったり来たりするとき

保育園

家

少年野球

友達とモーニングに行く

スポーツ　3

仲のいい仲間どうしでお茶



問25

小学生

教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がございまし

たら、ご自由にご記入ください。

　現在、共働き・ひとり親世帯がどんどんと増加している中、地域や学校の

役員の必要数、業務内容は昔と同じままです。自治会の各役員、班長、体育

委員、婦人消防、子供会、育成会、PTAなどなど。ありすぎ。昔は専業主婦

が多く子どもの数が多かったのでみんなで交代できていたからそれほど負担

ではなかったかもしれません。今は、どんどん役員をやれる方(歳だからでき

ないという理由でひきうけてくれない)や子供の数が減少しても役員の必要数

や行事はそのまま。必然的に一番忙しい世代の母親が、毎年のように役員を

引き受けなければなりません。大変負担です。(現に毎年何かの役員が回って

きます)役員の仕事がなければ、その分の時間を子どもたちと一緒に過ごす時

間、自分の体を休める時間、仕事をして生活費を稼ぐ時間に使えます。役員

が必要なそれぞれの委員会等の長(自治会長や連合会長、山県市体育部長等)

は、失礼ですが家庭と子供のことは専業主婦にすべて任せ、自分は仕事のみ

という形が当たり前の高度経済成長期時代の男性が務めていらっしゃいま

す。朝５：３０から起きフルで仕事して家事して育児して、そして役員の仕

事。毎日毎日、仕事に育児に追われ、余裕なんてありません。長を努められ

ている方は、このような毎日を体験したことも想像したこともないでしょ

う。何度か声を上げたこともありますが、山県市の自治会の体制、行事の必

要性を考え、改変する気は全くないようです。この大変さが分からないか

ら、市民の母親の子育てに一番大変な世代の気持ちなんて分かってもらえな

いのでしょう。自治会や学校の役は、ボランティアであり役員のために仕事

を休んだら給料が引かれます。生活が懸かっている中での減給は大きな痛手

ですが、それを自治会や学校が補填してくれるわけでもありません。結果、

大事な子供たちに我慢させ、子どもたちだけで留守番させ、休日出勤して補

填しなければなりません。子供たちにいろいろな我慢をさせなければならな

くなる元を作っているのが、山県市の市民のための自治会や行事なんて本末

転倒、おかしな話です。ほかの地域と比べ、役員や行事が多すぎます。少年

団を強制参加させて人を集める歩け歩け大会など、直ちにやめてください。

強制参加しないと人が集まらないようなイベントはまず、イベントの内容を

考え直すべきです。強制参加はおかしいです。すべての山県市行事を自治会

や少年団の枠を取っ払った本当の意味での自由参加にしてください。自治会

の枠があるから、すべての行事が役員が必要になるのです。役員の必要を減

らすなり、本当の自由参加にするなり、行事や団体(市民運動会やバレーボー

ル大会、婦人消防など)をやめるなり、本当に何とかしてください。各委員会

の長が開催を望んでいるのであれば、当の本人が仕事、家事、子育ての合間

にすべてを準備、進行、片付けを一人で一度やってみてください。大変さを

分かってもらえるのではないでしょうか。

親が子供と向き合い、一緒に過ごせる時間を増やすこと、子どものためのお

金を稼ぐ時間を増やすこと、子どもと穏やかに接することができるよう、自

身の体を休める時間を増やすこと、これが真の子育て支援に繋がります。子

育ての母親世代が一番求めていることです。



問25

小学生

教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がございまし

たら、ご自由にご記入ください。

　いつもは祖父母が帰宅後見てくれているのですが、無理な時に学校等で過

ごせると親としては仕事を早退しなくてよいので助かるのですが…。

　見守り隊やボランティアでやっていただいている方々に強く意見しにくい

とは思いますが、ふさわしくないと思われる方がそういった活動をしてくだ

さっている場合、やめていただくことも大切だと思います。

　災害の時、学校が休校になりすぎて困ってます。せめて、地区別にしてほ

しい。親が送ってでもいいので、休校にはしないでほしいです。

　山県市では、出産祝金や保育料等に関して優遇されていたので、こういっ

た支援は、継続していただきたいです。

　朝夕の通勤時に自転車通学の学生を見ますが、幹線道路に自転車道や歩道

がないところが多く、いつ事故が起きても不思議ではない状況です。子供達

の命を守ることが最優先に思います。

　私は、母子家庭ですので、収入の面ではとても厳しく、子供に習い事をさ

せたいが、仕事もあるので、送迎もできず、かなり子供に我慢してもらって

いると思います。本人は塾に行きたいのに行かせてあげられないなど…中学

校も、梅原は遠いので、雨の日は送迎バスが出てくれるといいんじゃないか

と思います。送迎できない親もいるので…上の子が女の子なので、とても心

配です。

　現在、共働き・ひとり親世帯がどんどんと増加している中、地域や学校の

役員の必要数、業務内容は昔と同じままです。自治会の各役員、班長、体育

委員、婦人消防、子供会、育成会、PTAなどなど。ありすぎ。昔は専業主婦

が多く子どもの数が多かったのでみんなで交代できていたからそれほど負担

ではなかったかもしれません。今は、どんどん役員をやれる方(歳だからでき

ないという理由でひきうけてくれない)や子供の数が減少しても役員の必要数

や行事はそのまま。必然的に一番忙しい世代の母親が、毎年のように役員を

引き受けなければなりません。大変負担です。(現に毎年何かの役員が回って

きます)役員の仕事がなければ、その分の時間を子どもたちと一緒に過ごす時

間、自分の体を休める時間、仕事をして生活費を稼ぐ時間に使えます。役員

が必要なそれぞれの委員会等の長(自治会長や連合会長、山県市体育部長等)

は、失礼ですが家庭と子供のことは専業主婦にすべて任せ、自分は仕事のみ

という形が当たり前の高度経済成長期時代の男性が務めていらっしゃいま

す。朝５：３０から起きフルで仕事して家事して育児して、そして役員の仕

事。毎日毎日、仕事に育児に追われ、余裕なんてありません。長を努められ

ている方は、このような毎日を体験したことも想像したこともないでしょ

う。何度か声を上げたこともありますが、山県市の自治会の体制、行事の必

要性を考え、改変する気は全くないようです。この大変さが分からないか

ら、市民の母親の子育てに一番大変な世代の気持ちなんて分かってもらえな

いのでしょう。自治会や学校の役は、ボランティアであり役員のために仕事

を休んだら給料が引かれます。生活が懸かっている中での減給は大きな痛手

ですが、それを自治会や学校が補填してくれるわけでもありません。結果、

大事な子供たちに我慢させ、子どもたちだけで留守番させ、休日出勤して補

填しなければなりません。子供たちにいろいろな我慢をさせなければならな

くなる元を作っているのが、山県市の市民のための自治会や行事なんて本末

転倒、おかしな話です。ほかの地域と比べ、役員や行事が多すぎます。少年

団を強制参加させて人を集める歩け歩け大会など、直ちにやめてください。

強制参加しないと人が集まらないようなイベントはまず、イベントの内容を

考え直すべきです。強制参加はおかしいです。すべての山県市行事を自治会

や少年団の枠を取っ払った本当の意味での自由参加にしてください。自治会

の枠があるから、すべての行事が役員が必要になるのです。役員の必要を減

らすなり、本当の自由参加にするなり、行事や団体(市民運動会やバレーボー

ル大会、婦人消防など)をやめるなり、本当に何とかしてください。各委員会

の長が開催を望んでいるのであれば、当の本人が仕事、家事、子育ての合間

にすべてを準備、進行、片付けを一人で一度やってみてください。大変さを

分かってもらえるのではないでしょうか。

親が子供と向き合い、一緒に過ごせる時間を増やすこと、子どものためのお

金を稼ぐ時間を増やすこと、子どもと穏やかに接することができるよう、自

身の体を休める時間を増やすこと、これが真の子育て支援に繋がります。子

育ての母親世代が一番求めていることです。



問25

小学生

教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がございまし

たら、ご自由にご記入ください。

　子育て日本一？とは言うものの、実際は利用しにくく、すべてが無駄ばか

り。上から言いたいことばかり言うだけで、親の意見は全然取り上げてもら

えない。保育園も無料になってから質が落ちたと感じる。必要な費用は出す

ので、もう少し使いやすいサービスだとよい。職員が足りないから…の理由

でできないのならやらなくてよい。結局は子どもがあちこちに行くことにな

り、親の負担も多くなる。

　学童の規則が厳しすぎる。金額が高すぎる。

　小学校に遊具を置いて欲しいです。以前置いてあった時のように、また遊

べるようになると良いと思ってます。

　塾に行かなくても学校で十分学べる授業をお願いします。

　毎年、中学校へ入学してからの不登校生がいます。不安にならないような

心構えや、心の準備などの指導を行ってほしいです。(行事、交流など)

　発達障害の支援に力を入れてほしいです。

　子ども文化クラブが土日に多いですが、平日の放課後に習い事のようにで

きるものがあるといい。キッズウィークについて、2日連続だと親が2日も連

続して休むのがなかなか難しいので、1日ずつにしてもらえるとありがたい。

　インフルエンザの補助など助かっています。今後も続けていってほしいと

思います。

　保育料無料やインフル予防接種助成、児童手当が高校生になるとなくなり

ます。地域振興券など少しでも支援があると助かります。

　クラスの人数が少ないことについて、社会性を身に付ける視点から、また

中学校に進学することを踏まえると、いささか心配です。

　子供に尋ねてみたら、「トイレに行きたい」と先生に言うと、「休み時間

に行って…」といわれるそうで、時々我慢するようです。本当に行きたいと

きには気楽に行けると良いと思います。それから、給食のメニューの感想を

子供達にアンケートして聞いてもらいたいと言っておりました。

　不登校の支援を充実させてほしい。家から出られない子どものために、訪

問型の支援を作ってほしい。支援者は1人限定ではなく、複数で対応してほし

い。(人と人なので、合う合わないがあるから)

　山県市の病児保育の預ける時間をもう少し早めてほしい。

　少子化で、子ども会、学校役員、自治会役員で、いろいろな役を一年に2・

3個もっていたりして、会議などで子どもとの交流が減る。

　クラスの人数が少なく、できることも限られてくるので、近くの小規模校

との統合を早急に検討していただきたい。



問25

小学生

教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がございまし

たら、ご自由にご記入ください。

　子供にはできるだけ外でのびのびと遊んでほしいと思っています。近くに

友達も多いのですが、家の近くの交差点が危険で心配です。大桜保育園側の

信号機のある交差点は少し複雑な横断歩道に加え、見通しの悪い箇所があり

ます。車の運転者は、歩行者を優先することが少なく、事故が起きてからで

は遅いと常に感じています。小学校も何も対策をとっている様子がなく不安

です。

　子どもの人数はこの地域には少ないですが、子どもはいます。安心して遊

べる場所、旧小学校や公民館をもっと活用できたらと思います。子どもと地

域の方との交流にもつながると思います。

　少年野球はとても楽しい。これからも続けたい。

　いわ桜小学校は大変素晴らしい。これからも存続してほしい。

　バス通学はとても楽しい。

　公園(ジョイフル)の遊具を増やしてほしい。鉄棒とかうんていとか

　すみません。質問がざっくりしていて、どの答えにも〇を付けられない箇

所がありました。

　学童を使いたいのに、使わない月も利用料がかかるので使えない。

　もっと子供の数が増えてほしい。美山地区にアパートが欲しい。

　小規模校の将来が不安。友達が少ない

　学童保育で融通がきかない(途中の変更など)

　学級閉鎖や台風時の自宅待機などの時の授業時間不足について、大丈夫か

な？と思っています。

　週3日や祝日、6年生までの放課後児童クラブを希望。毎日でなくても、学

校の下校時間の早い日だけの(終業式等や午前授業)放課後児童の預かり枠を

作ってほしい。母親が子育てしながら仕事をすることが非常に困難で、退職

しなければならなくなる。(小学校4年生以降に)

　キッズウィークをなくしてほしい。仕事を休むことができなく、学童へ行

くことになり、結果、子どもが可哀想。親子でキッズウィークを過ごしてい

る人は少ないと思います。



問25

小学生

教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がございまし

たら、ご自由にご記入ください。

　学童(放課後児童クラブ)を学校でできるように(岐阜市のように)。

　感染症の治癒証明の提出はなくてもいいとなっているが、山県市としてい

つまで続けるのか。

　放課後児童クラブに入る基準をもう少し検討してもらいたい。「近所に祖

父母がいる」はそれだけで受けてもらえず。委員などは「働いている」に含

まれず…収入がなくても地域のためにやっていることが認められないのはお

かしいですよね。

　締め切りも書かれているし提出しますが、結局誰が提出した、していない

とわかってしまうので、郵送はダメなのでしょうか。強制的にやらされてい

るような気もします。「答えない」という選択肢はないのでしょうか。ま

た、テープなどで封のできる封筒にしてください。

　いつも色々と配慮して頂き、心から感謝しています。

　今の時代には難しいのかもしれませんが、学校の放課後、運動場で学校の

友達と遊ばせてあげたいです。(親の小さいころのように)また、子どもが集

まって遊びやすい公園や屋根付き施設(地域体育館の開放)がもっとほしい。

(決まった子とばかり遊ばないように。出会いの場を兼ねて）

　児童クラブを利用しているが、利用料がとても高い。2人になると本当にき

つい。保育料のように2人目半額など検討してほしい。

　放課後児童クラブの利用が6年生までと対象の拡大がされることを希望しま

す。

　小さめでいいので、所々に公園があると嬉しいです。

　来年子供が小学4年生になります。高富地区の学童は4年生までです。再来

年、5年生になったとき、学童が利用できなくなります。夫婦ともに正社員で

働いております。朝7時半から夜、家に帰宅する時間は19時近くです。それ

まで子供を1人で留守番させてもいいものか。特に長期休暇の時、山県市独自

の体験学習的学習休業日は、1人家に留守番させることになります。早く、早

く、小学6年生まで、学童を利用できるよう、施設の整備をよろしくお願いし

ます。

　放課後児童クラブが利用できる条件に満たないために、家で一人で留守番

させてしまうことが頻繁にあります。子どもも一人で待つことに不安を感じ

ており、利用できるところがあると親子とも安心した生活が送れると思って

います。

　公園など、子どもが集まって外で遊べる場所がない。

　小学校の遊具が老化及び危険との理由でどんどんなくなっていくが、新設

されない。学校側は第一にお金の問題をいわれる。うんてい、ジャングルジ

ムなど、子どもが楽しく体を動かすことのできる遊具は是非検討していただ

きたい。
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たら、ご自由にご記入ください。

　学校のインフルエンザなどによる学級閉鎖、天候不良(台風など)による休

校が多く、その際、子どもを預ける場所がなく、とても困っています。　イ

ンフルエンザなどによる学級閉鎖は2日間あることが多いので、2日間仕事を

休むことができず、子どもを1人で家に留守番させることを考えなければなり

ません。天候不良による休校も近年多く、時期的に集中するので、その都度

仕事を休むわけにもいきません。病気の場合は、病児保育がありますが、そ

の他の学校の急な休みに対応していただける支援があるととても助かりま

す。ご検討いただけるとありがたいです。

　放課後児童クラブでの利用や医療費の無料化などとても助かっていますの

で、継続してほしいです。

　小学校の大型遊具が昨年撤去されましたが、新しいものは設置されないの

でしょうか？

　公園が近くにないことが大変残念です。子どもがのびのび遊べるスペース

がほしいです。

　近くに公園がないので、外遊びは空き地か狭い道路になってしまうので、

安心して遊べる公園を作っていただきたいです。

　市民プールを作ってほしい。

　学校の校庭で自由に遊ばせたい。校庭にもっと遊具（うんてい、ジャング

ルジム、上り棒など）があるとよい。

　山県市の病児保育は当日に使えないので意味がない。岐阜市のように当日

でも使えるようにしてほしい。ショートステイと一緒になっている意味が分

からない。その日に通院したら仕事を休むでしょ。

　市で発達障害やいじめなどの専門的な機関がないので作ってほしい、将来

的に人口が増えない。子育ての専門機関を増やすべき。

　ワクチン接種の補助金等、とてもありがたいので続けていってほしいで

す。

　高富地区には大きな広場、安心して遊べる公園がないので、市役所の前の

ようなところを作ってほしいです。放課後、友達と遊べる場所があると良い

なと思います。

　山県市の行政取り組みのキッズウィークですが。やめてほしい。平日に親

が休みとれない。子どもは1日一人です。そんな家庭多いと思います。
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　今年度、高富小学校で体験的学習休業日で連休になることがありました

が、現実的に親が仕事で同じように連休を取ることはできなかったです。

取って遠方に旅行などの方が多くいたようですが、取りたくてもなかなか取

れません。天皇の即位で大型連休になるようでも、たぶんお休みは取れない

と思います。学童や一般の託児がそういった連休・祝日に対応していただけ

ればと思うのですが、スタッフの確保ができない…ですよね…充分存じ上げ

ておりますが、民間の託児が近辺に出来てくれたら…と思います。子供の為

に連休を取って、一緒に楽しむこともすごくやりたいことです。けれど現実

はきびしいです。

　高富地区は放課後児童クラブが4年生までのため、この先2人一緒に預ける

ことができません。家で留守番させると、上の子が帰ってくるまで下の子が

一人になります。料金が二人分になると、少しの時間のために働く時間を多

少伸びても、料金＝働いた収入料金＞収入になることを思うと、利用するに

至りませんでした。

　長期休暇等公民館等解放されると留守番している子たちが心細い気持ちで

いることも少なくなるかなと思うこともあります。留守番させる時も給食を

食べてからの帰宅のほうが昼食の心配(子供達だけの食事、温め後の火傷や喉

つまり)等減ると思います。

　暴風警報以外の警報発表時(その他学校等の判断)で休校となる場合が多

い。登校・下校時が危険であれば、親等の送迎で登下校させてほしい。

　体験的学習活動休業日は実施してもよいが、放課後児童クラブ等で子ども

の預かりを行ってほしい。

　公園が少ない。

　今年度から始まった、キッズウィークは子どもにさみしい思いをさせてし

まうことになった。(仕事で休みが取れない）

　子供が遊べる公園が地域にはないので作っていただきたい。

　保育園の無償化よりも小中学校の無償化をしてほしいです。

　保育料免除や医療費、インフルエンザの負担をしてもらえて、とても助

かっています。
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　校庭の遊具を新しく導入してほしい。子供達が体力づくりをしながら楽し

く遊べ、思い出作りにもなると思います。

　キッズウィークの見直し。子供達が休みでも、保護者が仕事で家にいられ

なければ、結局は子どもにさみしい思いをさせてしまい、仕事を休めたとし

ても、保護者にも負担がかかる。キッズウィークを導入するなら、子どもた

ちが安心して参加したり、過ごせる場所づくりやイベントも必要。

　公園を増やしてほしい。

　子供が安心して登下校できる環境づくり(特に冬の下校時。中学生の下校は

とても心配です）

　医療費がかからないことは本当に助かります。

　病児保育をもっと利用しやすくしてください。病気がちの子を登校させ、

集団的に感染していくことが多いから。病後児保育と分けて利用できるよう

になるとなおよい。

　以前は頼りたいと思っていたファミサポですが、あまりにも金額が高いた

め、結局利用せずでした。もっと前からアンケートで頑張って訴えているの

ですが。

　小5なので、児童クラブは利用していませんが、夏休みは近所の子もいない

ため、家で過ごすことが多くなります。(今年はプールもなかった）高学年で

も児童クラブが使えるようにして頂けると、子ども同士で勉強、遊びと交流

することが増えると思います。夏休みも私は仕事があるため、子どもたちは

ほぼ引きこもり状態になっています。

　学童保育が学校で行われ、親が自主運営しているところを参考にして保護

者も子どもも学童側もすべてが納得できる運営を目指してはどうか。(子供に

はとにかく外や室内である程度自由に過ごさせたい）特に長期休暇。

　山県市は1人親に対しての支援がかなり厳しいと思いました。確かに子供が

小さいころのほうが大変かもしれないですが、大きくなった時のほうがお金

も生活もすべて厳しくなることを実感しています。山県市は就学時前には優

しいと思うが、逆は厳しい。特に1人親になってみると、個々の基準はかなり

厳しく本当に市外へ出て手当てがもらいたいと思うほどでした。

　学校で使用しているドリルが応用編のため、基礎を学習できない。ドリル

をもとのドリルに戻してほしい。

　高富小学校はサッカー禁止なので、学校でサッカーできず、近所の公園や

グラウンドはボール禁止なので、子どもが自由に遊べる場所があると子ども

たちは家でゲームする時間も少なくなり、のびのびと成長できると思いま

す。



問25

小学生

教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がございまし
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　いつも子育て世代の御配慮を頂き、ありがとうございます。心強いです。

　高富街道を挟んで東側の地区には公園がないので、作ってほしい。

中高生の学習する自習室を土日や夏休み中など、市の施設に作ってほしい。

他の市町村と比べあまりに貧弱。

　子供の習い事への送迎をおねがいしたい。(有料）

　帰りが遅れて、夕食が遅れて、子どもの生活パターンが遅くなってしまう

ため、仕事でいない間に家事をやっていただくサービスがあるととても助か

ります。

　高富地区の子どもが利用しやすい場所に設備の整った図書館(自習もできる

ような場所もある）が欲しい。伊自良は子どもだけではいけない。中央公民

館は資料が少なく、設備も狭く整っていない。

　不登校の子の居場所の確保を学校側が考えてくれている。ありがたいこと

ですが、中学以上の子育てに不安があります。

　最近、このようなアンケートにたびたび答えていますが、その結果何か変

わりましたか？何も感じません。意見を出しても活かされていない気がしま

す。紙の無駄では…それこそインターネット・スマホでアンケートしたらど

うですか？

　子供達が遊べる公園がない。

　子育てに力を入れている割には公園がない。地区ごとにあってもいい。子

供達が集まる、親も集まる公園がなさすぎる。

　キッズウィークの必要性がないと思う。実際に仕事を休める親ばかりでは

ない。社会の環境が整ってから導入すべき。

　高富小5年生の野外学習が大きく簡略化されたことは、授業時間などの理由

があったとしてもよくないと思う。英語のカリキュラム変更は前から分かっ

ていたことだし、子どもに体験させる機会を大きく奪うことだと思う。

　幼児の時より、中学・高校と出費が多いため、児童手当の期間を長くして

頂けるとありがたいです。
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　キッズウィークですが、親子で過ごせた家庭はどのくらいいるのでしょう

か?休みやすい母親だけが仕事を休み、子どもといたり、休めず子どもは留守

番という家庭が多かったです。正直、もうやめてください。両親そろって休

んで子どもと関われる平日を作るのは、今のところ、難しいです。やるので

あれば、市から山県市のキッズウィーク案内文書を各親の職場へ提出できる

ものをいただきたいです。

　子供には色々な体験をさせてあげたいです。特に山県市を知る体験をふや

してください。今年の高小5年生の野外活動体験がなくなったのは、非常に残

念で、どうして授業数確保のために貴重な体験時間が削られたのかわかりま

せん。子どものうちに山県市を好きになれば、大人になってから必ず地元に

戻って子育てをすると思います。それには、今が大切なのではないのでしょ

うか。

　道具などがなくてもいいので、広く自由に遊びまわれる広場がほしいで

す。

　町内の子どもが少なく、親の負担が大きい。何回も役が回ってくる。「子

供のペースで」と宿題や出席がゆっくりな考えがあるが、このままできちん

と次年度に変わるのか不安がある。先生は「今」を見ているが、「これか

ら」も大丈夫なのだろうか。児童館のおもちゃは面白くない。行きたくな

い。と子供は言っていた。他の児童館を知らないが、大人から見ても改善を

したほうが良いと思う。トランポリンは設置できないか?中学生までに医療費

無料で助かるが、高校生から一度支払いをしないといけないとなると、病院

へ連れていけなくなる。一度ピッコロへ相談をしに行った。環境を変えると

…の一つの意見。それができないから相談をしに行ったのです。いろいろな

知識を増やしたほうが良いのでは？

　親が仕事していて、子供が学校から帰った後にいるところがもっとあると

良いと思います。児童館も高いですし…いろいろ入れないこともあるので…

　子どもげんきはうすや高富児童館利用時、夏休みなど学童の子が我が物顔

で遊び道具なども貸してもらえず、嫌な思いをしたことがある。先生も学童

の子に注意をしない。5時になったら一緒に反省会に参加させられるのもよく

分からない。5年ほど前には、子供のみで利用した際、先生に暴言を吐かれた

こともあります。(高富児童館）子どもが低学年で電話番号が分からず、私に

ケータイを通じてかけてきていたときだったので、暴言は丸聞こえでした。

親が見えないところで何をされているのかわからないという気持ちになり以

来、２度と利用してません。当時の方はもういないとは聞いていますが、ト

ラウマです。
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　小学生がSNSを使用することに危険を感じます。親が持たせているのでし

かたないですが、親の知らない世界で親の知らないことをしているのはとて

も怖いと思います。うちでは親がなるべく監視するようにしていますが、よ

その子どもから影響を受けるので、怖いと思っています。支援などにより、

SNSモラルをしっかりしたほうがよいのでは？

　医療費を高校までにしてほしい

　児童手当の額を上げてほしい

　保育や介護に山県市は力を入れていると感じるが、逆に金銭的にも大変な

小・中・高校生を持つ家庭には優しくない。祖父母等の助けがない人は、仕

事も控えたり(子供の送迎、病気など）しなければやっていけないので、時間

とお金に余裕がないと感じます。就学援助制度も他県・他市町村より良くな

いです。

　保育園の無料化はよくないと思う。これに伴い、山県市の子どもの数や世

帯数が増えたのでしょうか？せめて、給食費や子供にかかる費用(名札やクレ

ヨンなどの必要雑費）は支払うべきだと思う。ここに力を入れるのではな

く、公園や子供向け施設の充実を考えてほしい。(無償化は人をだめにすると

思う。やってもらって当たり前になってしまうので）

　住みやすい地域＝お金のかからない地域ではないと思います。結局、山県

市の財政難になり、市民への負担が増えることになると思います。こういっ

たアンケートで若い世代への期待を大きくしてしまうことのないようにして

いただきたいです。

　高富地区に公園があるともっとよいと思います。(元気広場は校区外なの

で）道路で遊んでいたりすると危ないので、のびのびと体を動かせるスペー

スがあるとよいなと思います。

　どうしても最近は家の中で遊ぶことが多くなり、外で体を動かす時間が

減っています。学校以外で安心して遊べる場所があったらよいかと思いま

す。

　子供が小さかった頃はまともに働けなかった。母子の人が小さい子供を抱

えて働く大変さをもっと学校の先生も学童の先生もわかってほしい。学力の

面で塾などいけないことや、家庭で毎日勉強を見れないことでの遅れがある

ので不安。

　無料で学習支援がしてもらえる施設を作ってもらいたい。

　夏休みなど長期休暇中、1日○○円などで預かってほしい。パートだと毎日

預ける必要はないが、留守番させることもできず、とても高いハードル(求職

する際）になっています。
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　休日が多いと思います。台風などで休日になるので、キッズウィークは必

要ないかな。

　子供達の休みが多すぎる。子供達の遊ぶ場所がないので困る。

　学童が5年生からなくなり、仕事の時間を短くせざるをえなくなった。「ど

この家でもじいさんばあさんがいる」という想定はやめてほしい。夏休み・

冬休み・春休み、子供を1人留守番させ仕事に行くのはつらい。何かあったら

山県市は責任を取ってくれるのか。

　働いて子供を育てる中、保育料無料ということに納得がいきません。平等

であってほしと思います。子供が大きくなればなるほど教育に関する出費は

増えます。3人の保育料を必死に払ってきたのです。

　過度な行事より、信号機を付けてほしい。

　保育、幼稚園の保育料無料は意味がない。その分働く保育士さんの優遇の

強化をするべき。高校生以降の子どもへの支援が明確でないので、先が不安

になる。先を見通した支援のことを乳幼児期から知る機会があればもっと良

いのではないか。

　伊自良はとても自然豊かで、図書館や花咲きホールなど、芸術面でも充実

しているので、とても子育てしやすい地域でありがたく思っています。

　小・中学生までは現在の環境でいいのですが、高校生になると交通の便が

悪く大変です。廃線になったバスのため、親などが車に自転車を積んで送迎

しています。もし、山県市が考えてくださるのであれば、せめて高校生、大

学生向けの時間帯のバスの運行時間(朝6，7時代～）岐阜市への線、帰りはせ

めて部活動終了の時間も(19時、20時）あるとありがたいですね。現在のコ

ミュニティバスの運行時間では学生さんは乗れません。

　保育園も無料化になったので、小学校も無料化になったら助かります。

　小さな子供はいないので、子育てで困っていることはありません。交通の

環境を整えてもらえると、子供の通学が助かります。

　小学校の人数が減り、バス代等から研修先が今までと変わることもあるか

もしれないけれど、その時は親にアンケート等とって資金をどうにかする方

法を考えてもらいたい。近くてビミョーな場所に行くくらいなら高くても

しっかりしたところのほうがいいと思う。

　今年は特に臨時休校が多く、仕事へ行けず困りました。岐阜市などほかの

市町村はあっても、山県市だけ休みということが多く、もっと臨機応変に対

応してもらえるとありがたいです。放課後児童クラブのことですが、今年は

夏休みが1週間早く始まったのに8000円でいつもと同じ値段だったので、少

し下げて頂けると良いなと少し思いました。

　放課後児童クラブに入る条件をもう少し緩くしてほしい。パートで働きた

いのに思うように働けない。
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　遊具がある公園を作ってほしい。夏のお帰りチャイムを１７：３０にして

ほしいです。

　何をするにも親の送り迎えが必要で、共働きをしているため厳しい。他の

子がどのように放課後過ごしているのか気になるときがある。どうやって高

校に通えばよいのか不安。もっと伊自良公民館を活用してもらいたい。いろ

んなことが高富に集中しているがいけない。体操教室をやってほしい。

　高校へ行くための交通手段がないため、送迎が必要になり、仕事を持って

いる家庭にとっては負担が大きい。このため、バスの運行を通学時間にあっ

たものを増やしてほしい。

　年々、子供の数が減っていることがさみしいと思う。

　家の近くに公園がなくて、子供と遊ぶ場所がないです。

　アンケートをやったなら、何かしら変わってほしい。

　今の小学生は昔と違い、親がチェックしたり清掃活動への参加が多く、親

はとても大変である。親が管理していくことも大切だが宿題などの答え合わ

せ程度のことをすべて家庭で行うことはどうなのかなと思う。このようなア

ンケートがあり、調査票もあり、親のやることを増やし、親の時間を奪うこ

ともどうにかしていってほしい。

　高富・美山地域に比べ、教育設備が劣っていると思います。

　3人の歳が３つ、４つと離れているため、学校行事3か所。仕事の休みを取

る日が多くなる。土日祝、高校の部活の試合が入ると…小学校の子の発表

会、運動会に行けなかった。うまく時間が作れず、それぞれの子どもに我慢

させていることが多く感じる。

　お帰りチャイムが5時と6時では、冬の5時は暗すぎる。他の場所では4時

半、5時、6時と細かく時間を季節によって変えています。

　児童クラブ、利用料が高額。利用日に応じて等、いい方法はないですか?何

のためにパートしているかわからなくなる。げんきはうすの方の対応に不満

を感じる。(上から目線、当たり前でしょ？的な言い方）

　資源回収で集まるお金が減っていると思うので、小学校にペットボトル回

収機を設置し、子供達自身がリサイクル活動をできるようにしてはどうか。

　私たちの子どもの頃のように、インフルエンザなどの予防接種を学校で

やってほしいです。子ども手当てもありがたいですが、インフルエンザなど

の予防接種の費用に回していただいてもいいくらいです。各自で病院に行っ

て患者さんと隣り合わせのリスクを背負いながらの予防接種は負担に感じま

す。



問25

小学生

教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がございまし

たら、ご自由にご記入ください。

　学校では、教育だけでなく、体を動かすような取り組みや行事により、子

供の様子がよくわかり、とても助かっています。

　放課後児童クラブの申し込みの条件が厳しいので、もう少し緩くしてほし

い。例えば、同居していてもお姑さんだと気軽に子供の面倒を頼めなかった

り、75歳以下でも体力的に厳しいことがあるので。

　小学校の生徒の人数が少なすぎて不安。合併するなどして増えると子供た

ちも楽しめると思う。子供自身も「少なすぎてつまらない」とずっと言って

いる。

　共働きが多い時代なので、現状のまま放課後児童クラブを利用したい。安

心して仕事ができるのでとてもありがたいなと思っています。

　伊自良北小と南小を１つにしてもらいたい。子供が少なすぎる。

　地域との関わりがとても強い地域でとても良い環境で子育てをすることが

できると思います。これまで守られてきた地域の良さが今後も受け継いでい

かれる教育保育にしていただきたい。

　少人数のメリットを探してみても、デメリットばかりになってしまう。こ

のままであれば、南小学校に転校したほうがいいのかと考えています。南北

統合は実現されないのでしょうか。

　伊自良中央公民館はなくさないでほしい。保育園の行事で使用したり、子

供たちの市展など便利。

　伊自良北地区は全体的に人口が減少しているので北小、南小を合併してく

ださい。近所に年齢の近い子がいないので、いつもさみしそうにしていま

す。

　北小の学校全体が気が緩んでいます。配布案内書ｅｔｃ．誤字脱字が７～

８割あります。配布前に先生方で回覧していると聞きましたが、実行されて

いないと思います。少人数でのメリットはありません。とにかく早く合併し

てください。北小から転校したいです。

　学童の指導員について”そんなに子供を預かるのが嫌ですか”と言いたくな

るような言葉や態度をとる指導員がいる。それを子供は察して行きたがらな

い。預けなくてはいけない身としてはもう少し気持ちの良い指導をお願いし

たい。

　警報が出た時の対応、、、山県市といっても広くて場所によって違いま

す！！あきらかに大丈夫でも警報が出ているとすぐ休校になったりお迎えに

なっても急だと仕事の関係上困るときがあります。そういう時一時的に子供

たちを預かってくれると助かるなと思う時があります。親は急には休めませ

んから。



問25

小学生

教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がございまし

たら、ご自由にご記入ください。

　幼稚園の学費にも補助があったり、学校でも手厚く見ていただけていると

感じています。自分が学生のころから、山県の先生はいい先生が多いと思っ

ていますし、給食も大変おいしいです。

　道は危ないところが多いと思います。子供たちにいくら言い聞かせても、

車のほうも危ないので心配です（富岡小周辺特に）又せっかく自然が多く

ゆったりした環境が取りえなので高速道路ができて、それが損なわれること

のないようにしていただきたいです。

　人工芝のサッカー場を作ってほしい。

　双子や三つ子は一気に出費がかさむので家計が苦しいです。（学校教材や

制服など）特別な手当てがあると嬉しい。

　なぜ二期制にしないのでしょうか。土曜日も授業がないので他の市との差

が広がる気がします。もっと子供が一生懸命取り組めて達成感を味わえるよ

うな行事があればいいのにと思います。公園でゲームをしている子供を見る

と悲しくなります。

　近くに祖父母が住んでいると学童や長期休暇の時の利用など使えないのは

不便に思うことがある。長期休暇の時は祖父母も体力的に大変な様だ。

　子育ての環境でいうと公園が少ないこと、そして少子化により同級生が少

なくなっていること。少子化の原因は教育費がかかることが1番大きな原因だ

と思う。児童手当をかなり増額するなど、教育費がかからないように支援が

必要である。公立大学の授業料をゼロにする。

　保育代を無償にするなら、18歳まで医療費を無償にしてほしいです。後で

振興券としてもらうよりも窓口で負担がないほうが手続きをする手間が省け

ます。

　公園など、遊ぶ場所が少ない。

　中学校からお金がかかるので小さい子ばかりではなく、中学校も支援して

ほしいと思います。

　各地区にボールが使えて遊べる小さくていいので公園・広場ができるとい

いなあと思います。近くに元気広場くらいしかないので。

　今年度導入したキッズウィークについてのアンケートをとってほしいで

す。仕事をどうしても休めなかった時の親の罪悪感を感じる人が多いと思う

ので実際どうなのかを知りたい。

　近くに公園が全くなく友達と安全に遊べる環境がない！公園等、遊べる施

設をもっと増やしてほしい。



問25

小学生

教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がございまし

たら、ご自由にご記入ください。

　病児保育は仕事が急に休めず、預け先がないため利用したいのに今の山県

市は、利用するのに事前に書類を病院でもらってこなくてはいけないので、

朝急な時などに病院に行ってから預けれても仕事に支障が出るので意味がな

いと感じている。そのため結局岐阜市の病院併設のすぐ預けれる所を遠くて

も利用している。せっかく近くにあっても利用しにくくもったいないと思

う。

　毎日できたて給食をランチルームで食べられるのは幸せだと思います。

　子供の通学路が東環自動車道関連の工事の影響で危険なものになってし

まったことに心を痛めております。市は周辺住民等に将来を担う子供たちに

対して、都市計画が市の思うとおりになれば犠牲はいとわないのだろうか、

正直失望します。東環自動車道が通っても結局のところ通過地点にしかなら

い気がしますし、発展につながればいいですけどそうでなかったら我々の犠

牲はいったいなんだったのだろうか？そう思えてなりません。

　今は育休中だが、仕事に復帰するのが不安である。夏休みなど小学生の子

供だけで留守番させるのは心配である。。。

　家の近くに思いっきり子供が遊べる公園などがなく、公園に行こうと思う

と車でわざわざ送って行かないといけない、、、、今は仕事をしていないか

らまだできるけれど、仕事をしていると連れていくこともできなくてかわい

そうでった。もっと子供が思いっきり外で体を動かせるスペースを作ってほ

しい。

　富岡地区も6年生まで学童利用が可能になれば仕事の幅が広がるので助かり

ます。また、学童利用ができなくて子供だけで下校する場合、心配。(遠いの

で）スクールバスがあるといいです。

　街灯が少ない。もっと夜道が暗くならないように取りつけてもらいたい。

　登下校の道を新しい道ができたのでもう一度検討してもらいたい。（通学

路）

　保育料の無料化よりも子供の医療費を高校卒業までとし学校の給食費の無

料化を実現してほしい。

　現在学童を利用しているが、夏休み期間の利用料金が高いです。お弁当が

ないものなら、もう少し下げてほしいです。小学校の休みが多いと感じま

す。仕事は必ず休めるとは限りません。

　祖父母が近くにいてもげんきはうすでの学童を受け入れてほしい。

　病児保育がもっと近所にあればありがたいです。インフルエンザの時は期

間が長いし心配なので小児病院ならとても安心して預けていられたのですが

少し家から距離があるのでもっと近所にあると助かります。



問25

小学生

教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がございまし

たら、ご自由にご記入ください。

　子どもの通学に時間がかかる上に周りに同学年の子もおらず全く遊びに行

けない。近所にも遊ぶ公園などなく東海環状工事のため「あぶない！あぶな

い！」と言われ外で遊ばせることもできず、どうしたらいいですか？だった

ら遊べる場所を作ってください！学校まで遠い。東深瀬地区は公園もないで

す！！（東の台は車の通りが多くシルバーからも危ないといわれる！）

　行政にすべてを頼る気持ちはありませんがこの地域で長く働いて子育てを

していくためにはもっと環境を整えていただけると、将来自分の子供が出

産・子育てに直面したときに今住んでいるこの地域を進められるので長く続

いていく支援を切望します。生活支援や福祉等、行政でしかできないことも

ありますが民間が参入しやすいように手続きや新規事業特区をできるようス

ムーズな事業手続きができるようにしていってほしいです。山県市を未来の

ある街にしていってほしいです。よろしくお願いします。

　現在三人目の子供を妊娠中ですが経済面で不安が出てきました。山県市は

子育てにおいては手厚くありがたいと思っておりますが三人目を生んでも大

丈夫だと安心できるような支援（金銭面において）がもっとあれば生む決心

も付くと思います。保育園の園庭によく遊びに行きますが保育士の怒鳴るよ

うな声がよく聞こえてきて悲しく心配になります。どんなことでよく怒られ

ているか聞いていると食事中にトイレに行きたいと子供が言い出したこと・

早くたべて！というような本来３歳未満の小さな子に怒るようなことではな

いことでいちいち声を荒らげています。いつ行ってもこの泣き叫ぶ声が聞こ

えていつもハラハラしております。一度現場の声も確認願います。いくら無

料でも絶対にここには入れないと決めています。

　児童数が少ない学校のため体育などでできるスポーツが限られてしまうよ

うに思います。他校との交流などで人数の多いことに慣れていけると、中学

校に入ってからもスムーズに周りに溶け込んでいけるのではと思います。

　学校に遊具がないのはあまり見たことがないです。他市他校区との人との

話の中で驚かれます。

　気軽に遊びに行ける距離に子供の友人宅がないため、放課後遊ぶことがむ

ずかしい。

　子どもたちが安心安全に歩行できるようにしてほしい。道が狭い、なのに

車はよく通る。暗くても街灯が少なすぎる。ブロック塀は徹底してなくして

ほしい。

　放課後児童クラブのルール（夏休み）がころころ変わって困る。説明会を

(夏休み前の）している意味がない。

　放課後、分からない所の勉強を教えてほしい



問25

小学生

教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がございまし

たら、ご自由にご記入ください。

　何年も前から要望しているが大桑地区は中学までとても遠いのでバスを出

してほしい。子供たちは親が仕事していなくて送迎できる人はいいが、フル

タイムで働いている親を持つ子たちは雨の日、雪の日も自転車。雪の日にど

うやって自転車がこげるのか。何度も試してみてやっぱりダメで戻ってくる

はめに。現状大桑地区は結局親がいないと学校もいけない。雪深いのが分

かっているのに、ずっと対応してもらえない。だから大桑にはいたくない

し、山県市にもいたくないとずっと思っている。早く山県市から出ていき、

もっと便利なところに行きたい。

　子どもの教育について市で考えてほしい（たとえば学校併設の習い事があ

るとよい）地域の方々がもう少し児童の登下校の見守りに協力してほし

い。）

　登校時の時の見守りたいの方がいてくれて安心しています。下校の時にも

いてくれると安心なのですが・・・。違う所の話の内容だったらすいませ

ん。

　放課後児童クラブを利用しています。決まりごとが多いのは悪いことでは

ありませんが、違う市と比べてとても細かく融通が利きません。「親のた

め、子のため」と言いながらそうは思えないようなことがあります。利用料

も支払っています。もう少し親の立場に寄り添っていただけませんか。

　山県市は子育て支援に関しては手厚いサービスをしてくれていると思いま

す。今の未就学児がいる身としてはその子供が大きくなった時のサポートや

児童数などに不安があります。小さな世界での生活は良い面も悪い面もある

ので難しいです。

　近所に公園がほしい。

　美山地区にも子供が自由に遊びに行けるような児童館があるといいです。

遊具のある公園をもっと増やしてほしいです。(にしむげ公園に遊具を置いて

ほしい。）

　子どもが友達と外で遊びたくても公園があまりないので遊べるところがほ

しいです。

　外で遊ぶ時間が増えるように、岐阜市のように公園を近場で充実させてほ

しい。(家の中でゲームの時間がどうしても増えてしまうので）

　病児保育を開設してほしい。放課後児童保育も集まらなければ、げんきは

うすに山県の子全員となるので送り迎えの負担になる。いつも開いている学

校でお願いしたい。



問25

小学生

教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がございまし

たら、ご自由にご記入ください。

　今小学生2人が学童へ行っています。保育園児が1人います。誰かひとり病

気になったり、何かあったりして、早退したとすると、その場合、私が仕事

先から帰ってくるので、学童はその時点で預かってもらえません。病院へ

行っている間、他の子供は家で留守番です。どうか学童の対象を仕事中だけ

にしないで、もう少し広げてほしいです。

　もっと発達障害について先生が知識を付けていただき教育につなげてほし

い。実践は文字通りにはいきませんが、様々な工夫、細かな観察やちょっと

した配慮で子供が助かる事があります。日中活動の長い時間共に過ごす先生

まずは寄り添って信頼を築き、教育に導いてもらい自信に繋げていただきた

いです。

　子供が安全にのびのびと遊べる場所が身近にない為、公園など充実してい

ただけるとありがたいと思います。

　美山地区にもげんきハウスのような場所があるとありがたい。

　西武芸地区には山県市の中でもまだ子供の数が多い方だと思いますが、子

供が自由に行ける施設がないです。図書館や児童館がほしいです。西武芸地

区の子どもはみな西武芸公園しか行くところがないです。かわいそうだと思

います。

　放課後児童クラブに入れたいが金額が高いことと、きびしいことがあるの

で利用できない。主人が平日休みなので、親のこともみないといけないし、

家のこともある。土日は母親となので、土日に一人で出かけることができな

い。病院なども。

　児童クラブのルールがなかなかきびしいと感じます。確かに安全第一なの

ですが。子供は楽しんで行っているので良いとは思います。具体的にはどう

と言いにくいのですが、その時間を子どもの健やかな育ちに利用できるよう

に仕組みがあったらいいなーと思います。もちろん、見ていただけるだけで

十分なので、欲を言えば、です。

　（放課後児童クラブ）学童の手続きが一年に一回なので、長期の休み前に

になって手続きしたとしても人数がいっぱいだとあずけられないことがある

と言われてしまうと手続きをしておきたいと思うが、証明書（就労の）が祖

父母にまでお願いしなくてはならないなど大変。祖父母が山県市に住んでい

てもあずけられない場合もあるので、何とかしてもらいたい。

　小学校が統合しても歩いて登校できる範囲でしたら通学路を整備して徒歩

通学させてもらえると子どもたちも体力がついて運動能力も向上すると思い

ます。

　平日に学校が休みになると仕事を休まなくてはいけないので、会社に言い

づらい。学校行事はとてもありがたいのですが、機会が多いと行けなくてか

わいそうな思いをさせたり、仕事をぬけるにも気まずい。



問25

小学生

教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がございまし

たら、ご自由にご記入ください。

　近くに図書館、公園がないのがとても残念です。

　美山地区にも教育や保育の環境、そして中高生が学習できる学習室などの

環境をととのえてほしいです。

　西武芸地区です。公園（小さい遊具のみ）や子供たちがあつまる児童館が

ありません。同じ山県市なのに、高富地区、富岡地区と比べるとすごく差を

感じます。安心して子どもが遊べる場所と施設をつくってください。児童

館、げんきはうす、各公園、げんきひろば、充実しすぎです。ほかの地域

もっとみてください！！全然かわらないのでアンケートって意味があるんで

すか？

　学校から帰宅後の時間の過ごし方についてですが、お友達と遊ぶ時間を作

りたい、習い事もしたい、宿題もしたい、早く寝ていい生活リズムを作りた

い、となると毎日がとても慌ただしいです。特に、美山地区はどこに行くに

も移動に時間がかかります。夏休みを大幅に減らして、学校は全学年5時間授

業をすることで、帰宅時に一人になるなどの問題も解消できるのではないか

と思いますがいかがでしょうか。

　休校時の判断、連絡を早めにしていただけると助かります。

　放課後に遊べる公園がありません。

　向上を目指してこのようなアンケートをとっていただきありがたいとおも

います。地域の方にも子供に寄り添ってもらえるような温かさを感じます。

ありがとうございます。

　美山小学校地区に住んでいます。自営なので自由はききますが、夏休みな

どの長期の場合、子供の居場所がないです。祖母宅に3人お世話になるのも、

祖母の自由がなくなるし、夏休みは仕方なく職場へ連れて（自営）行くこと

になります。近くに子どもが過ごせる児童館みたいなところ(できれば大人の

目がある場所がいいです）があり、半日でも預けれると助かります。今年の

夏はプールも中止となり、子供も時間を持て余していました。私も仕事を

早々休みにすることもできず、来年はどうしようかと考えています。

　子どもが自由に行ける図書館や公園、広場等が身近にないのであるといい

です。

　この先離婚して母子家庭になったときどのような手当があるのか。実際離

婚して母親だけで生活を支え子どもを満足に育てられる方法はあるのか。ど

こに相談していいかわからない。

　なぜ美山地区には児童館がないのでしょうか？クラスを２つに分けたほう

がいいと思われる。教室の広さなのに基準人数に満たないからと１クラスに

詰め込むのはどうなのでしょうか。せっかくのエアコン設備も人数が多すぎ

てきいていないような気がします。



問25

小学生

教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がございまし

たら、ご自由にご記入ください。

　休校等の連絡は判断を早くしていただけると助かります。

　長期休暇期間中の放課後児童クラブを預けやすくしてほしい。安全のため

は理解できるが先生が厳しく数年前は外遊びができない　ワンフロア―しか

使えない。行動範囲が狭くルールも厳しすぎてのびのびと生活できないと思

い断念した。

　美山地区にも「げんきハウス」のような子供が安心して遊べる施設を作っ

てほしい。

　学校への通学時に見守りたいを充実させてもらいたい。子供が少ないので

旗持ち等の見守りが負担である。仕事をしながらのことが負担である。

　少年野球（美山クラブ）に加入しています。もっと地域や市などから援助

してもらい応援などもしていただきたいと思います。

　高校生の通学が困難です。バスの本数を増やすのは困難なのでバス代を補

助してくださるとありがたい。

　警報発令時に子供の預け先がなくて困る。

　近くに公園があるといいなと思います。

　子供が自然と集まれる公園を作ってもらいたい。美山地区の図書館は北す

ぎる。そして本がそろってない。高富と伊自良に集中しすぎたと思う。

　人数が少ないのに給食費が高い。提供農家を作って野菜などもっと安くし

て給食費を安くしてほしい。


