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Ⅰ 就学前児童保護者 

１ 子育て・子育て支援全般 

○不妊治療に関して力を入れてもらいたい。近くに病院が無いので、託児など気軽にできる場所が

あると良い。駅に託児所が隣接していると、とても助かる。（４歳） 

○現在、子育ても含めて、私たち家族が生活を送るにあたり絶好の環境にあると思っています。今

後もここで長く生活していきたいと考えています。（２歳） 

○きょうだいを産み育てたいと思える環境ではないなと思いました。春日井市や小牧市は、３人以

上産むと保育料の無償化や、子育てを支援する施設の多さ、フルタイムでも働ける環境が整って

います。（５歳） 

○待機児童を無くしてほしい。（１歳） 

○両親だけでなく、祖父母にも子育ての教育をしてほしい。虫歯予防など嫁が頑張っても台無し。

（２歳） 

○いきなり愚図る子どもに店員が「出ていけ。」と言う。（２歳） 

○幼児教育の義務化。（５歳） 

○待機児童への対策を早急にお願いします。（０歳） 

○保育園や幼稚園の利用時間の延長や曜日の増加。女性が働き続けることができるよう、行政に協

力していただけると助かります。（３歳） 

○扶桑は大口町に比べると、子育てへのサービスがとても低いと思う。金銭の面でも施設の面でも

感じる。共働きで頑張っている人が多いので、問41の９は愚問だと思う。なぜ、更に負担を増や

そうとするのか。これから子どもが減るのに、学校に冷房ではなく、なぜクラブ棟を作ったのか。

町と住民の意思がまったく通っていない気がする。保育園、子育て支援センターでも、母親に寄

り添った言葉をくれる先生ばかりではないので、支援する側も定期的に勉強をしていただけると

ありがたい。（４歳） 

○扶桑町は名古屋市などに比べ遅れすぎている。時代の変化にスピーディーに対応することで、扶

桑町で子育てをしたい、ずっと暮らしたいと思う人を増やす努力をすべき。上の子のときもアン

ケートに答えたが、どう反映されているのか。公開ももっと丁寧にやるべきではないかと思う。

やっていたとしても、目に入らない、実感がない。（４歳） 

○仕事ばかりしていて子育ては両親か保育園に任せているので、交流が少なめです。平日が休みな

ので、子育てイベントもたまには平日にあってもいいかと思います。地域は小さいけど、扶桑は

充実しているほうかなと思っています。（２歳） 

○子どもといる時間、家族の時間を大切にという耳あたりのよい言葉を聞くが、実際はＰＴＡ、子
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ども会、地域のボランティアなど、子どもを置いてやらなければならないことが多すぎると思う。

子どもが後回しになっていると気がかりになる。せめてｗｅｂの利用や行政の情報提供などで

細々した手間を省けるシステムを作ってほしい。（５歳） 

○子育てに関することで、扶桑町が他に自慢できる何かを作って力を入れていただきたいと思いま

す。小学校もこれといって魅了がありません。扶桑町は３人以上子どもがいる世帯が多いと思い

ます。住みやすいだけでなく、他に魅力がほしいです。（３歳） 

○まず、日本の子どもに対する支援や環境がいけない。外国を参考にすべき。高い料金を払って子

どもを預けることについて、家計が厳しいから働いているのに、２、３万円も払っていたら何の

ために働いているのか分からない。変な施設を作って交流をというのならば、保育園を作ってほ

しい。入れない人はまだいる。保育園の先生の時給を上げてほしい。色々、引っ越したが、ここ

扶桑町が子育てに対して一番できていない。こんな紙を使って、また税金使って。まだ、子ども

たちの方が頭がいい。腹が立つ。（３歳） 

○友人が可児市にいて、子育て施設やイベントの多さに、いつもうらやましくなります。（アーラや

マーノなど）。扶桑町も施設の充実やイベントで活性化してほしいと思います。（１歳） 

○散歩に出ると地域の方が声をかけてくださるので、とてもありがたい。図書館も充実しており、

様々な本が読めるので、今後もぜひ活用したいと思う。子育ての場所もあり、子どもとゆっくり

過ごすことができるので、扶桑町に住んでよかったと思う。福祉センターのおもちゃ図書館はよ

く使わせてもらっており、とても助かっている。（１歳） 

○現在、待機児童の状態です。来年度の入園も希望していますが、『今年、第２、第３希望の保育園

に入園した子は、来年度、第１希望の保育園に入園できる。今、待機の子は、それは、考慮され

ず、あくまでも就労状況で判断される。』と聞きました（役場の関係者及び保育園関係者からの情

報）。確かに、第２、第３希望の保育園に通われている子を優遇するのは分かりますが、なぜ、現

在も待機されていることは、配慮してもらえないのでしょうか。待機の身からすれば、第２、第

３希望でも入園できた方がうらやましいし、何より入園できないことで月初めの朝一番で、一時

保育の申請に行く努力をしなければなりません。それでも、人数制限で予約が取れないときがあ

ります。就労時間が長い人ほど優遇されるのは分かりますが、どれだけ待っても短時間労働者は

後回しというのは、パート、アルバイトのこと、待機児童のことを軽視しているように感じます。

長時間労働者でも親族の方にみてもらえる方はいます。逆に短時間労働者でも、親族にみてもら

えない人もいます。『待機期間』も考慮していただけるなら納得できます。少なくとも待機児童と

して申請している人は、一時保育を使いやすい環境をつくっていただきたいです。（１歳） 

○いろいろ、大変なこと、思うことはあるが、地域の人が声をかけてくれる環境や支援センターの

利用により、非常に充実した子育て生活を送れている。子育てをする地域として扶桑以上のとこ

ろはないと思っている。公園や遊び場も多く、恵まれていると思う。一番の心配ごとは経済面で

あり、現在、３人目の育休中だが、休みが続きすぎて、育児休業給付金が出ていないので、その
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辺りは国に頑張ってもらいたいと思う。（０歳） 

○土・日・祝日に仕事だったり、不規則な勤務態勢の職場があることを理解してほしいです。保育

園も学童も休みのため、皆で仕事を調整して子どもの面倒をみていますが、毎月、調整するのが

大変です。働きやすく、子育てしやすい町になることを望むばかりです。（４歳） 

○扶桑町は、他の市町村に比べると、子育てがしやすい環境であり、子育てにあまり不安を感じな

いが、近くに住む、主人の親の心身の病の支援をしているので、子ども２人をなるべく、年少か

ら保育園に入れたいのだが、基準がよく分からない。私の親自身も持病があり治療が必要。（１歳） 

○子育てに関して、扶桑町に引っ越してきたことに後悔しかありません。（０歳） 

○小牧市では児童館で着なくなった子ども服を提供するそうです。また、その服を無料でほしい人

がもらえる制度があると聞き、とても良いサービスだと思いました。扶桑町でも、そのようなシ

ステムがあると、子どものたくさんいる家庭や子ども服を買う余裕のない家庭にとっても良いと

思います。（２歳） 

○妊娠、出産、入園までは、保健センターで健診があり、安心できる環境だったのですが、それ以

降は、園やそれぞれの小・中・高校ごとでの対応となり、町の支援を手薄に感じます。就園して

からも、気軽に遊べる場所、学校ごとではなく同世代同士が触れ合える場所を設けてほしいです。

保健センターにも、就園後も行ける健診や講座があると嬉しいです。（０歳） 

○もっと子どもとのお出かけができるように、全施設にベビーカーを置いてほしい。（０歳） 

○子育て支援事業をあまり積極的に利用していないのですが、扶桑町には、町立保育園が７園もあ

り、乳児健診や子育て相談も充実しており、それだけで、十分満足しています。保健センターの

スタッフもずっと同じ方々がみてくださるので、安心感があります。娘の通う保育園も人員だけ

でなく人柄にも恵まれ感謝しています。（２歳） 

○認定子ども園を町内に設置してほしい。（１歳） 

○女性がもっと働きやすい環境をつくると、ストレスなく、育児にも前向きに取り組めると思いま

す。少しでも、母親に休暇を与えてほしいです。（４歳） 

○産後の保育園の利用日数を増やしてほしい（８週以上）。産後のサポート支援の内容を充実させて

ほしい。（２歳） 

○年少になるまでの期間だけでも、他県市町村の保育園に通えるようにすることができるようにな

ると、遠方の職場に復帰した親は助かります。扶桑町では、子が１歳半になるまで保育園に入れ

ませんでした。復帰直後は、よく病気で迎えに来るように呼び出しがあり大変でした。職場近く

の園に通えたら、すぐ迎えにも行けるので助かります。ご検討をお願いします（現状、変わって

入れば、申し訳ありません。）（５歳） 

○未満児の保育料が、小牧市、犬山市、大口町に比べて高い。土曜保育の時間が短い。日曜・祝日

も対応してほしい。この２点が、ネックになって、正社員になりたいが、チャレンジできない。

未満児と幼児が一緒に遊べる場所がもっとほしい。（０歳） 
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○お金の心配のない保育や、子育て環境を望みます。母親が安心してフルタイムで働けるようにし

てほしいです。安心して相談できる環境をつくってほしいです。（３歳） 

○下の子を出産時に、上の子を保育園に預ける際も、近隣の市と比較して選択肢が少なすぎると感

じた。３歳児の健診も12時50分から行われた場合、１日仕事を休む必要がある。全体的に、共働

き世代に対する理解が少なすぎると感じるので早急な変革を期待する。（２歳） 

○このアンケートでは、子どもが産まれてからのことしか設問がありませんが、私は妊娠のために、

仕事も辞めました。風疹の抗体検査など、行政は、子育て支援というものをもっと広域な視野で

みてもらいたいと思います。行政の都合で、縦割りに考えるのはやめていただきたいです。（０歳） 

○他市町村から扶桑町に引っ越して来て感じたのは、『専業主婦に優しく働く母に厳しい町だな』と

いうことでした。上の子が就園した際に、土・日曜日に子どもと一緒に遊べる公共の屋内の施設

がなく、健診などの日程も平日の昼間の設定だったり、講座なども平日開催がほとんどです。（２

歳） 

○仕事は基本、土・日・祝日が、休みなので、子育て支援事業を利用できません。休みでも子ども

の面倒を見ながら、家事をしたり、小学校の行事に参加したり、自分の時間がほぼありません。

病児保育を頼もうと、看病しながら準備（お弁当、おやつなど）し、依頼の電話をすると、定員

一杯で預かれないと言われました。私の立場から言わせてもらえば、子育て支援が充実している

とは言えません。少しでもよくなることを望んでいます。（１歳） 

 

２ 保育園 

＜全般＞ 

○現在２人目の育児休暇中です。そのためあて名の子どもは11月27日より退園となります。２人の

育児は大変過ぎて不安です。保育園が充実している地域は育休中でも入れていて、うらやましい

です。一時保育も利用するつもりですが、少ない定員で入れず、希望日に入れないことも多いで

す。もっと施設を増やさないと、子育て世代は増えないと思います。（１歳） 

○子育てサークルなども大切ですが、教育施設の改修もご検討ください。ほとんどの保育園は古い

です。特にトイレ。トイレだけでも直してほしいです。子どもはうんちをして手を拭くときに必

ず、どこかに手をつきます。うちの子は保育園では床に手をついています。床は毎日、磨いては

いますが、老朽化のため汚いです。古いときれいな環境を保つのはかなり大変だと思います。ぜ

ひ、改修をお願いします。（２歳） 

○次の子の育児休業を取得する際に、上の子が１、２歳クラスの場合は、保育園を退園しなくては

いけないので、復職時に不安がある。できれば同じ保育園に希望時期に戻れるという確約がほし

い。または育児休業中も在籍させてほしい（上の子が保育園に入れなかった場合の救済措置が会

社に無いため）。（０歳） 
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○保育園で保育士の園児への虐待を耳にしました。対応に不信感があります。（５歳） 

○駐車場の無い保育園が多すぎます。（１歳） 

○仕事が休みの日でも保育園に子どもを預けたい。（１歳） 

○現在、２歳と０歳（４か月）の子がいますが、育休中であっても名古屋市や稲沢市のように未満

児を保育園に入園させてもらえるとありがたいです。待機児童などあると思いますが、一度入園

した後に退園となるのは少しかわいそうかなと思います。親としても保育園でみていただけると

大変助かります。（１歳） 

○３歳児以下の保育園枠を増やしてほしいです。（０歳） 

○未満児保育の定員人数を増やしてほしい。（１歳） 

○保育園の未満児の受け入れが少ない。大変な産後に上の子を退園にしないでほしい。（０歳） 

○保育園の無償化。乳児の保育所を増やしてほしい。保育園で、使用済おむつの持ち帰りをなくし、

保育園で処分してほしい。衛生面が心配。アンケートの結果、それに対する扶桑町の考えを公開

してほしい。（０歳） 

○扶桑町にある全保育園で、一時保育をしてほしいです。ペーパードライバーで、車の運転をしな

いので、できるだけ近くの保育園を利用したいです。柏森地区にも、もう少し子育ての場があれ

ばいいなと思います。（０歳） 

○住民票をおく者以外、扶桑町で就労される方も、保育園などが利用できたら良いのにと思います。

私自身町外で働いているため、日々の送迎や、けがや病気で早退しなければならなくなったとき、

移動が大変です。（２歳） 

○４月から、保育園の入園が決まっていて、私が仕事を探していた際、保育園の園長から「まだ、

仕事は決まりませんか。」と何度も言われ、嫌な顔をされました。親としては子どもの入園が決ま

り、仕事を一生懸命探しているのに、そんなことを言われると残念です。幸い、園長がかわった

ので良かったですが、そのような人に子どもを預けたくないと思いました。（２歳） 

○２歳だと下の子の育児休業で上の子が退園させられるのは、おかしい。ほとんど一人で子育てす

る人は、年の差を考えて子どもを産まなくてはいけなくなる。（２歳） 

○名古屋などでは、保育園から希望の習い事の場まで連れて行き、また、保育園に連れて帰ってき

てくれるというのがあるそうです。親としては、幼稚園のように教育を受けさせたい気持ちはあ

ります。習い事もさせたいですが、働いていると送迎ができず、断念しています。名古屋のよう

なしくみができれば嬉しいです。（０歳） 

○一時保育事業の拡大・保育園定員数の拡大を希望します。ＰＴＡの活動は縮小してほしいです。

（０歳） 

○斎藤保育園に、乳児クラスを作ってほしい。延長保育もできれば19時までにしてほしい。土曜保

育も同じ保育園でみてほしい。仕事があるので、土曜日も平日と同じ時間でみてほしい。（２歳） 

○保育園の開始時刻を早くしてほしいです。このままだと、正社員からパートにならなければいけ
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なくなり、月収が10万円以上、減ります。生活がかかっているので悩んでいます。（２歳） 

○園舎の老朽化がみられる園が多い。外装など塗り直しをお願いしたい。（４歳） 

○未満児の保育園の受け入れを増やしてほしい。二人目で保育料は半額なのに、一時保育に高額を

払っている。二人目ならば、一時保育も半額にするべき。保育園にも入れてもらえず、一時保育

を確保するため、早くから並んでも週３日くらいしか予約が取れない。待機児童を何とかしてく

ださい。（０歳） 

○早朝保育開始時間をもう30分繰り上げてくれるとうれしいです。（４歳） 

○認定子ども園は、なぜ扶桑町にはないのでしょうか。保育園児の場合、小学校の入る前の学習サ

ポートが負担になるのではないかと思います。（４歳） 

○保育園でみてもらえるのは、とても安心できます。しかし、３歳未満で親が休みの場合、無条件

で保育園を休むように言われます。子どもは自分で育てるべきで、みてもらえるだけでありがた

いことだと理解していますが、子どもが大好きで大切でもママも一人になりたいときがあります。

１年に２回くらい多めにみてくれたらうれしいです。（２歳） 

○保育園の建物が古すぎて、衛生面などが心配なので、修繕、または建て直しを考えてほしい。（３

歳） 

○扶桑町の保育園は町が運営していて、昔ながらのルールが多いです。置く場所がないので、冬で

もジャンバーなどの上着を持っていってはいけないなど、見直してほしいところがいっぱいです。

また、給食のおやつに手作りのものを増やしてほしいです。土曜体育の日の給食が、パンとチー

ズだけなど、質素すぎて、かわいそうです。（１歳） 

○保育に預けても、負担が多く（弁当や持ち物全てのネーム付けなど）疲れがたまる。（１歳） 

○現在、保育園を利用しています。少し、安全面について不安があります。親以外のお迎えの際、

「誰でも連れていけそう。」と母に言われました。（２歳） 

 

＜保育内容＞ 

○町内に引っ越してきて半年程度のため、まだ不明な点がたくさんありますが、引っ越してすぐ町

内の保育園に入園しお世話になっています。乳児保育・早朝・延長もあり、とても助かっていま

す。習い事をさせたいと思っていますが、時間がなくてなかなかできません。希望として、保育

園も幼稚園のように英語や体操などを保育事業のひとつとして取り入れていただけると嬉しいで

す。（以前名古屋市で保育園を利用していましたが、英語や体操教室がありました。）（２歳） 

 

＜入園基準＞ 

○無職（内職）でも、未就園児がいる母親への理解をもっとしてほしい。保育園に入る際の条件や、

長期休みの際に、未就園児がいて内職をしている人へは、できるだけ家でという方針。内職も結

局、昼間はできないので、近くに預ける親族もいない人は、母親の負担が大きい。母親が病気の
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ときも、もっと気軽に預ける場所があれば良いと思う。（４歳） 

○保育園などは仕事がないと、未満児を預かってもらえないが、仕事を探している人こそ、預かっ

てほしいと思っている人は、たくさんいる。仕事をしたい、探したいと思っていても、保育園に

預かってもらえないのは矛盾している。仕事もないのに、高いファミリーサポートやシルバーな

どは利用しにくい。そういう支援がもっとあったらいいのにと思う。（０歳） 

○退職を余儀なくされた母親が、子どもが１歳くらいになって経済的理由で働きたいと思っても、

保育園はフルタイムで働いている人しか入れず、そのため、就職活動が思うようにできません。

０～１歳児を預かってくれる保育園を増やし、働くことができる環境にしていただけると助かり

ます。保育園の少なさ、入園のしづらさに、引っ越しも考えています。（０歳） 

○現在、待機児童となっているので、未満児を預かる保育園を増やしてほしい。（１歳） 

○待機児童をなくしてほしい。１歳以上も働いていなくても、入園させてほしい。４歳児のように、

入園してから探す制度をいれてほしい。（１歳） 

 

＜乳児保育＞ 

○０歳児クラスを今通っている保育園以外の保育園で実施してほしいです。自分の都合ですが、高

雄南保育園で０歳児クラスがあればいいなと思います。（０歳） 

○０歳児保育ができる保育日を増やしてほしい。（２歳） 

○高雄や斉藤保育園にも、乳児が預けられるようになってほしい。兄弟が多いと送迎が大変。（３歳） 

○支援センターや保健センターについては、近隣の市町村と比べても充実していると感じています。

しかし、乳児に関する保育園については、常に待機児童がいる状態であり、母親の仕事復帰がで

きない状況であるので改善をお願いします。また、幼稚園や認定子ども園の設立など、選択肢の

拡大を要望します。（０歳） 

○乳児保育の受け入れが少ない。出産育児のため、仕事を長期休んだために、上の子が保育園を退

園させられるのは困る。（１歳） 

○５年前、０歳児クラスの入園ができなかったです。乳児保育の定員数を増やしてほしいです。（４

歳） 

○０～２歳児の預け先施設が、みつからず、産後に仕事を続けたくても、続けられず断念したこと

があります。受け入れの人数を増やしていただきたいです。（２歳） 

 

＜延長保育＞ 

○扶桑町も犬山市のように、土曜保育は平日の様に延長保育できるようにしてほしい。西出も16時

までなので、両親がフルタイムで働いているため、どちらかが半休を取らなければならないので

困ります。（４歳） 

○共働きのため、現在の延長保育時間内に、迎えに行くことができないことが出てくるかと思いま
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す。改善してほしいです。ＰＴＡの活動についても、共働きが増えてくると活動しづらい環境に

なるかと思いますので、改善してほしいです。（２歳） 

○町内の全保育園の延長保育の時間を７時～19時にしていただきたい。（０歳） 

 

＜休日保育＞ 

○土・日・祝日に、もっと気軽（料金を含めて）に子どもを預けられる施設を充実させてほしいで

す。利用している保育園も含め、もう少し融通がきくとよいです。土曜日の保育利用には職場の

説明が必要と言われましたが、毎週勤務というわけではなく、急に出勤になることがあり、私が

出勤だと、夫が休まなければならなくなり、そういうときの対処について理解がないように思い

ます。（２歳） 

○土曜日保育の条件が厳しい。両親が仕事でも、残業やサービス出勤で勤務時間に含まれない場合

に、仕事と認められず、預けることができない。改善してほしい。（２歳） 

○土・日曜日に、子どもを預けるところがなく困っています。特に、小学校になったらどうしよう

かと悩みます。仕事はサービス業のため365日営業しており、社員は土・日曜日も働かなければ

なりません。核家族でも、安心して働ける環境をつくってください。（４歳） 

○両親共に終日、勤務の場合があるため、保育園の土曜保育を16時半までではなく、18時～19時

まで、預かってもらえるようにしてほしいです。保育園でなく、気軽に預けられるところが、あ

るとよいです。（１歳） 

 

＜保育士・スタッフ＞ 

○保育園に通わせているが、保育士不足を感じる。しわ寄せが園児に向かないか心配。（５歳） 

○将来的には、職場に復帰したいと思っています。延長保育や希望する保育園に入れるか不安です。

最近、ニュースでは、保育士が突然辞職するなどと聞き、保育士さんの働く環境が良くないのか

なと思います。保育士さんの適切な職場環境と保育施設の充実を願います。（０歳） 

 

＜行事・ＰＴＡ活動＞ 

○雑誌などで、ＰＴＡの横暴な行為などの特集があります。ＰＴＡの参加が難しい親が増えていく

と思います。その際、ＰＴＡ参加当事者のワンマンにならないよう町でガイドラインを作成して

ほしいです。（３歳） 

○町としてＰＴＡの活動の見直しを推進していただきたいです。本件、全国的にも話題にあがるこ

とが多く、実際にＰＴＡの活動を経験し、大変さを痛感しました。役員の押し付けあい、頻繁な

会合、平日は仕事、休日はＰＴＡの活動のため、子どもとふれ合う時間が減りました。働き方改

革の現代、かつての古い運営方法からの脱却が必要だと、日々感じています。（５歳） 

○ＰＴＡや子ども会、町内会など、共働きが増えているなかで、更に負担を増やしてほしくない。
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（１歳） 

○ＰＴＡの活動について、共働きが増えてくると活動しづらい環境になるかと思いますので、改善

してほしいです。（２歳） 

○ＰＴＡや子ども会の活動が、本当に煩わしい。乳児がいてもやらざるを得ず、地元ではないので

助けもなく、夫も仕事があり、学校行事で休みを取ってもらうと、地域行事で休みを取ってもら

いにくく、自分で抱っこして１日中連れて行ったりして、本当に疲弊している。孤独を感じるこ

とも多い。（０歳） 

 

＜その他＞ 

○各保育園の駐車場の拡大。（４歳） 

 

３ 幼稚園 

○年度の途中で０歳児をみてもらう所（幼稚園）がありません。会社に勤めていても扶桑町の幼稚

園を利用したいです。朝夕の延長保育ができる様にお願いしたいです。（１歳） 

○幼稚園を増やしてほしい。（３歳） 

○幼稚園が無償化する予定ですが、現在の就園奨励費補助金は、上の子が小学４年生になると第一

子扱いされなくなります。年の離れた兄弟は、補助に不公平さを感じています。あと少しの制度

ですが、小学３年までというのを再考していただけるとありがたいです。（２歳） 

○町立の幼稚園がないのが、不満です。私立の幼稚園では、学習面が多く、のびのび育てたいと思

うと保育園だと思いますが、保育園に入れるためには、働かなければなりません。保育園に入れ

るために働く人が多いと聞きました。（２歳） 

 

４ 一時保育、ファミリー・サポート・センター等 

○将来、パートで働き始めたときに、子どもが長期休暇中にはどこに預けたらいいのか。預け先が

あるのか、金銭的にもとても不安です。（０歳） 

○保育園の一時預かり保育は便利だが、すぐ定員がいっぱいになってしまい、急に預けたいとき利

用できないことが多い。ファミリー・サポート・センターの一時預かりは手続きが面倒だし、料

金が高過ぎるため利用したいと思えない。もっと気軽に安く利用できる場があったらありがたい。

（１歳） 

○現在２人目の育児休暇中です。そのためあて名の子どもは11月27日より退園となります。一時保

育も利用するつもりですが、少ない定員で入れず、希望日に入れないことも多いです。もっと施

設を増やさないと、子育て世代は増えないと思います。（１歳） 

○保育園の一時保育の時間が、8:30～16:30なので、もう少し前後の時間に融通がきくと、利用し
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やすいです（8:30に預けるには、仕事にぎりぎり間に合わないです）。（０歳） 

○ファミリー・サポート・センターや一時預かりなど、もう少し簡単に利用できるシステムにして

ほしいです。面接があることや空きが少ないなどで利用するのに抵抗を感じます。幼児だけでな

く学童の受け入れも、分かりやすくしてもらえると助かります。学童児のサービスを充実させて

ほしいです。（０歳） 

○一時保育を利用していますが、最近、申込みが殺到して申し込めない日があります。保育士さん

のお休み日には５人の定員でなく、フリーの先生にして絶えず10人の体制にしていただきたいで

す。仕事が休みづらく大変です。保育士さんは皆さん優しくとても感謝しています。（０歳） 

○一時保育の充実。（０歳） 

○現在、一時保育を利用して就業しており、来年度の保育園の入園を目指しているが、一時保育が、

常にいっぱいで、料金の高いころころルームなどに預けなくてはならず、結局、お金がかかって

しまい、何のために働いているのかわからない。一時保育の申込みも電話で空きを確認して、直

接申込みに行かなければならず、正直手間なので、インターネットで確認から申込みまで完了で

きるようにしてほしい。３歳未満の子どもを育てている場合は、一時保育や保育園が下期になる

につれていっぱいになってしまうので、いつでも入れるようにしてほしい。そうでないと経済的

に不安で子どもを育てていけない。（１歳） 

○子どもを預ける際には、資格を持っている人にお願いしたいです。（１歳） 

○パートで働いていますが、長期休暇の子どもの預け先がなく、困っています。幼稚園での預かり

保育は、ほとんどないので、長期休暇だけでも、子どもの預け先があると助かります。放課後児

童クラブの利用も検討していますが、来年度から新しい場所に変わって、色々と変わることもあ

るかと思いますので、早く詳細を知りたいです。（３歳） 

○職場が、平日が定休日なので、その日は、保育園に預かってもらえない。私用のため一時預かり

を利用しようと思ったが、保育園に通っている子は預かれないと言われた。幼稚園の子が利用で

き、保育園の子が利用できないのは、おかしい。仕事が、休みでもたまには、リフレッシュのた

めにも、預かってほしい。（２歳） 

○保育園を利用して働きたいが、未満児では、空きがなく働くことができない。もう少し、入りや

すくしてほしいと思う。０歳から一時保育ができるといいと思う。自分の体調が悪くても、誰に

も頼むことができないので辛い。実家の親も働いているので、頼めない。一時保育も事前申し込

みだけでなく、当日も申し込めると、急病のときに、利用しやすい。（０歳） 

○１日だけや、短時間子どもを気軽に預けられる施設があればよいと思います。支援センターも土・

日曜に行けるとうれしいです。（０歳） 

○緊急時に子ども預けることができる場所がほしい。（０歳） 

○自分自身の経験や、周囲の人の話を聞く限り、育休後に希望通り仕事に復帰ができない理由が、

ほぼ保育園に入園できないことです。そして、入園できないならば、保育園で一時預かりを利用
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して仕事復帰しようとしても、利用時間が短かったり、申込み方法の問題（並ばなければならな

い。）で、不可能でした。結局は、自分自身の職場のある可児市内の保育園の一時預かりを利用し

て何とか仕事復帰しましたが、その期間は、一時預かりの保育料を払うために働いているような

もので、非常に、矛盾と疑問を感じました。（３歳） 

 

５ 学 校 

○小・中学校のＰＴＡの在り方を考えてほしい。『何年後に、小学校の会長がまわってくる』と知ら

され、ずっと胃が痛む思いがした。結局、引き受けることになったが、母子家庭だったりして、

引き受けられない人もいるだろうから、配慮してあげてほしい。（５歳） 

○放課後児童クラブが、１日単位で利用できるようになると、仕事で遅くなるときや、リフレッシ

ュでゆっくり出かけるときなどに、利用できて助かる。習い事の都合もあるので、広場も曜日も

決めず自由に利用できると安心して仕事ができる。（５歳） 

○扶桑町はとても子育てがしやすい環境だと思います。小学校での置き勉。運動会を９月から５月

にする。扶桑東小学校に通っているのですが、エアコンを早めにつけてほしい。以上が良くなれ

ばもっと嬉しいです。（４歳） 

○広い学童施設を各小学校内に設立予定であること。本当にありがたと思っています。（３歳） 

○小・中学校に冷房を設置してほしいです。（３歳） 

○小学校の説明会でも、下の子を連れていって話を聞くということに関して配慮がない。預ける先

があることが、前提であるかのような設定に疑問を感じる。体育館で長い時間待たされたのは、

何だったのか。なぜ、２日に分ける必要があるのか。時間的にも、もっと効率的に行えないのか。

再考する必要があると思われた。（２歳） 

 

６ 放課後児童クラブ・放課後子ども広場 

○ 小学生の兄弟がいます。４月の入学の日に、放課後子ども広場、児童クラブ（長期休業のみの

利用）のどちらも利用させてもらえないときがあります。正式には入学式の日は長期休業中なの

で、利用させてもらえないのはおかしいと思います。この日、１日のためにお金を払って児童ク

ラブ（通常利用）を利用している家庭があるのはおかしいです。小学校の敷地内に児童クラブが

できるとのことですが、運動場で身体を動かせるようにお願いします。とくに１、２年の頃は、

体力、運動神経が養われる大切な時期です。広場でも積極的に体を動かしてもらいたいです。保

育園、小学校のＰＴＡ活動、子ども会の役員、地域の班長、色々な利点もありますが、仕事をし

ながらだと大変負担が大きいです。昔と異なり、共働き世帯が増えているのに地域のシステムは

変わらず、特に、真夏の祭り行事、みこしなど、検討すべきだと感じます。（３歳） 

○ 小学校の児童クラブと子ども広場の申込みの窓口が違うこと。（３歳） 
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○児童クラブに入れなかったら、仕事を辞めなくてはいけない。他に選択肢が全くない。お金を払

ってもいいから、送迎付きの学童を近隣市町村に作るか、（一緒に習い事もできる）企業を誘致し

てほしい。例：Ｋｉｄｓ Ｄｕｏ。（５歳） 

○小学校の子ども広場で、宿題ができなくなったと聞いた。家で宿題するより、友達と勉強できる

場所がほしい。（４歳） 

○働き始めたときに、子ども広場に途中から入ることができないことが不便。家庭内の環境がどん

どん変わっていくなか、臨機応変に対応してほしい。（４歳） 

○子どもが小学生になったら、児童クラブに入りたいと思っています。しかし、現在、放課後児童

クラブの利用は、就労が15時を超えている勤務の人しか利用できないようです。他町村では15

時までの就労で利用できるそうです。学校が15時５分下校なのに15時まで勤務の人が利用できな

いのはおかしいと思います。自宅に帰宅できるのは、15時勤務だと15時５分の下校に間に合うは

ずがないと思います。扶桑町は安全性が確保できていないのではないでしょうか。見直してほし

いです。（３歳） 

○小学校の長期休みに、仕事をしていない母親の家庭も、放課後子ども広場の利用を許可してもら

いたいです。（２歳） 

○小学生１、２年生が対象の子ども広場は、とてもありがたく助かります。ですが、子どもが３年

生になり、15時までの仕事をしている場合、親が帰宅するまでの時間まで子どもを預かってくれ

る場所がなく、どうしたらよいのかと悩んでいます。放課後児童クラブの利用を15時までの就労

でも可能にしていただきたいです。（３歳） 

 

７ 障害児への支援 

○未就園児、未就学児の療育施設、制度、環境をもっと充実させてください。発達障害児への支援

制度が他の市町村に比べとても遅れているし、欠けていると思います。（１歳） 

○毎日引きこもりがちなので、障がい児でも行きやすい場所があるとうれしいです。（１歳） 

 

８ 病児・病後児保育 

○来年の４月から復職の予定ですが、病気になったとき、回復期のときに保育をしてくれる施設が

あったらいいと思います。（１歳） 

○仕事をしていて、一番不安なのは、子どもがいつ熱を出すか分からないことです。親としてずっ

と側にいて看病したいのですが、仕事を休むのはとても気が引けます。つくしクリニックは、そ

んな苦しいときに、助けてくださる心強い味方です。できれば8：30～預かってくださるともっ

と嬉しいです。（０歳） 

○病気の際の対応は、病院併設ではなく、町の施設で行ってもらいたい。つくしの先生とはあまり
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あわないため、積極的な利用は控えている。申込みや利用についての制限がありすぎて利用しづ

らい。（４歳） 

○病児保育を行っている施設があるとよいと思います。（０歳） 

 

９ 保健センター・子育て支援センター等 

＜保健センター＞ 

○妊娠中から無料でできる育児についての勉強の場が必要だと強く感じます。母子手帳に記載され

ている情報は少なすぎるし、誰も目を通していないと思います。保健センターで、ママ教室を妊

娠中に色々な内容で実施すべきです。お風呂や料理だけでなく子どもの情操教育について、発達

心理学に近い内容を実施すべきだと思います。特にアレルギーの対処法（肌荒れがアレルギーの

根本的な原因だと知っている女性が少なすぎます）。（４歳） 

○第一子のときは別の自治体に住んでおり、扶桑町に引っ越してからこちらの保健センターを利用

して驚いたことは、保健師さんの多さです。子育てに関する相談がしやすい環境ではありますが、

一方で保健師さんにより指導内容が異なることに驚きました。健診で傷つくようなことを言われ

たこともあります。不安をあおられ、幼稚園に入園させるのが恐ろしくなりました。しかし、実

際にはそれは杞憂でした。今思うと腹立たしいです。私の友達も同じようなことを言っている人

がいました。保健師さんの数が多いのであれば、情報を一貫すべきで、母親の不安をあおるよう

な指導はやめるべきです。（５歳） 

○保健センターの保健師さんたちの言葉・指導に母親として大変傷つきました。上から目線で、ま

ったく寄り添ってもくれず、不快でした。子育てに不安が残り、頼りたいとは一切思いませんで

した。（３歳） 

○保健センターでの健診をもう少し短時間で終わるように工夫してほしい。（２歳） 

○支援センターやおもちゃ図書館など、自由な時間に利用できる施設はありがたいです。保健セン

ターの保育士さんもいい方で、話しやすく助かります。保健センターの乳幼児相談が混み合って

いることが多いので、毎週、行っていただけると嬉しいです。子育てに優しい扶桑町になってく

れることを願います。（０歳） 

○保健センターの健診が非常に混雑している。待つスペースもなく、人がぶつかって危険な状態。

せめて全体を２グループに分けて、前半、後半にするなど工夫してほしい。子どもの安全より効

率が優先されている。（１歳） 

○乳児健診などで保健センターに行くことがありますが、いつも、保健師さんが笑顔で、親切に声

をかけてくれて、相談にのってくれるので、とても助かります。大変なお仕事だと思いますが、

これからもよろしくお願いします。（１歳） 

○保健センターを駐車場も含めて、もう少し広くしてもらえると、助かります。（３歳） 
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○離乳食作りに大変苦労しました。保健センターの離乳食教室に参加しましたが、支援が足りない

ように感じました。実際に、参加者が調理しながら教えていただきたいし、教室の回数も、各発

達段階が４段階ありますから、最低４回はほしいと思います。しかも、私のように料理が得意で

ない人なら、８～10回は指導・勉強会の場がないと、本当にきついと思います。（０歳） 

○保健センター、子育て支援センターの相談で、精神的に不安定になりがちな母親への対応とは思

えない、否定的で傷つくようなことを、一部の保健師や保育士に言われたことがありました。心

理カウンセラーをおいて、伝え方の指導を徹底し、虐待につながりそうな母親に対しては、その

母親に対しての心理的ケアを重点にしていただきたいです。（０歳） 

 

＜子育て支援センター等＞ 

○子育て支援センターを利用したいが、歩いて行くには距離が有り、行くのをためらってしまって

います（20分位、子連れだと大変です）。車で行けたら利用しています。毎日でも通いたいです。

歩いて行ける距離にも増やしていただくか、駐車場を配慮していただけたらと思います。（０歳） 

○支援センターを利用するお母さんのマナーが悪いです。お昼ご飯を食べて床を汚したら、自分で

掃除した方がいいと思います。マナーが守れないならランチタイムを無しにしてもいいと思いま

す。（１歳） 

○支援センターのスタッフの補充と、より積極的な関わり。児童館の設置を希望。（１歳） 

○保育園入園までに何度か支援センターを利用しましたが、とても利用しづらかったです。保育士

がよく利用している人たちとばかり楽しそうに話していて、ぽつんとしてるい人に対して何のフ

ォローもありません。利用する人が全て社交的とは限らないし、すでにできている輪の中に入っ

ていくのは難しいです。保育士の何気ない一言に傷つき利用しなくなりました。（１歳） 

○未就園児のときは、支援センターやおもちゃ図書館が利用できたて良かったのですが、就園後は、

利用ができないので、休日に下の子（未就園児）を連れて一緒に上の子も利用できると助かりま

す。（３歳） 

○一度、北名古屋市にある子育て支援センター｢きらり｣に行ったが、このような施設が扶桑町にも

あると良いと思った。（１歳） 

○０歳児のママが交流できる場の充実を希望します。（０歳） 

○支援センター・一時保育利用時、先生の質が悪すぎます。何度も嫌な思いをしました。先生の教

育をしてください。（０歳） 

○支援センターの駐車場が、非常に狭く台数が少なすぎる。場所も少ない。周囲の市や町に比べて

古すぎて汚い。すでにできているママ友グループだらけで、子どもを放置しておしゃべりばかり

しているのに、先生も注意しない。保健センターの保健師さんたちはマニュアル通りのことしか

話さず、不安があって相談にきているのに、逆に不安をあおるようなことしか言えない人ばかり

で、正直子どもの健診に行く度に嫌気がさす。名古屋市や大口町のようにしっかり子育てしやす
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い環境を真剣に考えていただきたい。（０歳） 

○子どもも親も安心して、子育てできる環境を整えるべき。保育園や幼稚園に通っていても土・日

曜日に遊ぶことができる施設がない。天気が悪くても、公園以外で遊べる場所がほしい。（１歳） 

○にこにこランドやすくすくランドのような支援を各保育園でやっていただけると嬉しいです。興

味はありましたが、通わせたい保育園ではなかったので、通わせたい保育園でやっていたら行っ

ていたと思います。人に慣れされる、集団で遊ぶということも大切なことだとは思いますが、場

所に慣れさせることも大切だと思うので、園庭開放だけではなく、そういうのがあったら良かっ

たなあと思いました。（－歳） 

○南山名からは、どこの支援センターも遠くて行きづらい。（１歳） 

○各支援センターのスタッフは、午後からあまり来るなという感じがすごい。好きなときに、利用

したくても「みんな、午前に来ているよ。」などと言われると行きづらくなる。（０歳） 

○子育て支援センターのすくすくランドが近いので通いたいのですが、１度利用したときに、ほと

んどの方は午前中に来て、午後には来ないと聞きました。娘の眠たくなるタイミングが午前にあ

るため、遊びに行けず困っています。午後に行っても他のお子さんと遊べないなら、行ってもあ

まり意味がないと思うからです。ですから、午前中にやっているイベントを午後にもやっていた

だけると、午後に来る方もいるのではないかと思います。午後にもやっていただければぜひ、参

加したいです。（０歳） 

○支援センターでのフロアーの日（皆で活動する日）が、もっとたくさんあってもいいと思う。育

児講座などを増やしほしい。（２歳） 

○扶桑町に引っ越して間もない頃、高雄の支援センターを利用したことがありました。スタッフの

方々にいろいろ聞かれたので素直に答えると、その他のお母さんたちに我が家の住所や家族構成

を伝えはじめて嫌な思いをしました。ママ友をつくってあげようと思われたのかもしれませんが、

子どもを遊ばせるために来たのであって、ママ友をつくるために来ているわけではなく、余計な

お世話でした。結局、その人たちと関わることはなかったです。私にとって支援センターとは、

どうしても行かなくては行けない用事があるときに行く場所であって、ママ友を作るための場所

ではありません。（２歳） 

○にこにこランド、すくすくランドを利用したいが、車でないといけないので、なかなか利用でき

ません。駐車場など増やしていただけると助かります。特に、０歳、１歳の年子の子の育児にな

るので、車での移動が、必須となります。（０歳） 

○支援センターを利用した際、スタッフの方は、常連の方と話してばかりで、新規としてはとても

馴染みづらく、行きにくくなってしまった。また、既にできているグループがスペースを占領し

ているため、子どもを遊ばせにくかった。（１歳） 

○今年、子どもが産まれました。同じ月齢のママさんと友達になりたかったけど、数回しか会う機

会がなく、親しくなれなかったです。その後、子育て支援センターに行き、友だちがたくさんで
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きたので良かったのですが、お話しする場、機会が月に一度くらい定期的にあるといいなと思い

ます。家にいると寂しかったです。名古屋市緑区にはそういう場があるそうです。（０歳） 

○支援センターの利用時間を、今より１時間～１時間半ほど長くしていただけるとありがたいです。

（０歳） 

○支援センターの先生への指導が必要だと思う。子育てに不安を感じている母親にとても信じられ

ないことを言う。先生にきついことを言われて、支援センターに行けなくなった親子が何人もい

る。改善しないと、何のための支援なのか分からない。ベテランなのかもしれないが、彼女の意

見はアドバイスにならない。逆にストレスを抱えてしまう。（１歳） 

○斎藤保育園内の支援センターを数回利用したが、園児のお昼寝時間ということで、暗黙の了解の

ようにみんながおもちゃ図書館に移動していた。あるときは、午後に行ったら、先生すらいなか

った。それ以降、町外の支援センターに行っている。これでは支援センターの意味がないと思う。

（１歳） 

○支援センターに土・日曜に行けるとうれしいです。（０歳） 

○支援センターなどの利用も考えているのですが、なかなか行けません。自宅からだと徒歩で行く

のには距離があり、歩道の整備もされていない車通りの多い道を通らなければならないため、ベ

ビーカーを押して歩いていくのはためらわれます。駐車場があれば、もっと気軽に行き、子ども

を遊ばせてあげられるのにと思います。（０歳） 

○斎藤の支援センターを利用していますが、駐車場が少ないため、小さい子を連れて、福祉センタ

ーから歩かなければなりません。児童館が、もっと早くできていたら利用したかったです。セン

ターの先生で、長く同じ場所にいるためか、保護者との関係が馴れ合いになっている感じです（歯

みがきをしながら「おはようございます。」と言われる、ドライヤーをかけているなど）。世間話

が長くて、子どもが飽きてしまいます。９時～16時まで利用していい場所であるにも関わらず、

お弁当を食べたら、全員、帰宅させられるそうです。苦情みたいですが、改善されるといいです。

（１歳） 

○支援センターの地域の枠がなくなるといいです。人数が多いと施設の大きさで、入れる人数に限

界があるのは分かりますが、引っ越して別の地域に移っても、前の地域で友達ができていたりす

ると、一緒に参加したいイベントに参加できないのが、悲しいです。（０歳） 

○扶桑町の支援センターは、利用者の割に規模が小さいと思います。体操をするのにも、隣の人と

ぶつかってしまうほどです。３歳くらいになると走り回ったりするので、乳児と一緒に利用する

のは危険です。もっと広い施設があったらいいなと思います。（３歳） 

○保育園の支援センターは町内の人しか利用できないので、他の市町民も利用できるようにすると

いいと思う。他市町施設は誰でも利用できる。（１歳） 

○土・日・祝日に利用できる支援センターをつくってほしいです。公園など、子どもが遊ぶ場所を

提供してほしいです。（１歳）  
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10 公園・遊び場・児童館 

＜公園・遊び場＞ 

○近くに手軽に連れて行ける公園がないため、公園の数を増やしたり、充実させてほしい。（４歳） 

○公園の草やゴミの放置で子どもが遊べない場所があり困る。（１歳） 

○公園の環境を整えてほしいです。草が伸び、遊具は安全なのか分からないほど、汚れている公園

が多く、子どもを遊ばせる気になりません。（０歳） 

○公園が近所にないので、近くにあると良いなと思います。（０歳） 

○公園などは定期的に整備されていて、遊びやすい。（１歳） 

○もう少し扶桑町にある（小さな）公園の設備が充実すると嬉しいなと思います。近くの公園は同

じ遊具（すべり台、ブランコ、砂場、鉄棒）ばかり。緑地公園までは車を使用しないと行けない

ので、歩いて行ける公園で、もう少し色々な遊び方ができるといいと思います。（１歳） 

○遊具などが、充実した公園を増やしてほしい。（４歳） 

○昔は子ども同士で学校が終わってから外で遊んだり、公園で遊んでいたけど、今は車の事故や変

質者が多いため、安心して子どもだけで外に遊びに行かせることができない。（５歳） 

○町内に遊べる施設を増やしてほしい。児童センターなど。公園が少なすぎる。（０歳） 

○高熊神社の前の公園、どこが管理しているか分かりませんが、除草剤を使わないでほしい。（１歳） 

○公園の遊具のペンキの塗り替えを定期的に行ってほしいです。以前、ペンキがはがれている箇所

がたくさんあり、そこで子どもがケガをしないか心配でした（金属がめくれたような感じになっ

ていました）。今は、塗り替えられてきれいになっています。（２歳） 

○子どもが遊べる施設。（２歳） 

○家の近所にボール遊びができる公園があるととても助かります。（４歳） 

○幼稚園児などが遊ぶ場所（室内）がない。今年の夏の暑さで、公園など行けなかったとき、遊ぶ

所がなかったから、隣の大口町の児童館に行った。扶桑町にも早くできてほしい。（１歳） 

○公園が作ってほしい。室内の遊び場もほしい。（３歳） 

○１～３歳の子どもの遊べる安全な公園があったらいい。（０歳） 

○幼児用ブランコや小さなすべり台など、３歳未満が遊べる遊具を充実させてほしい。緑地公園は

大きい子が多く、怖いので町中にある公園にも設置してほしい。（１歳） 

○扶桑町は最近、田んぼが続々と住宅街に変わっているのに対して、町として、将来、公園や施設

を建てるための、土地の確保が進んでいないように思います。公園の不足はとても感じるので、

もっと全体を見た都市計画を進めてほしいです。また、畑が減ったのにも関わらず、街灯も少な

い（作物が育たないためと聞きました）ままで、暗い道が多く危険を感じます。街灯やカーブミ

ラーの設置も進めてほしいです。（４歳） 

○地域の公園の遊具などを、もう少し充実させていただけるとうれしいと思います。（２歳） 
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○公園などの整備。清潔感（砂場なども）があり、乳児が遊べる遊具も設置してほしい。（１歳） 

○近所に友達と遊べる場所が少ないし、古いと思います。公園（遊具もあり、ボール遊びができる

広場がある）を増やしてほしいです。斎藤の公園はボロボロです。（５歳） 

○公園の遊具をもう少し充実させてほしい。公園にベンチを置いてほしい。子連れでも気軽に行け

る、キッズカフェなどがあると、ありがたい。（０歳） 

○公園のトイレをもう少しきれいにしてほしい。暗かったり、くみ取り式だったりして、子どもが

怖がって入りづらい場所では急いで帰宅します。（４歳） 

 

＜児童館等施設＞ 

○児童館がない。駅前にも何もないから、結局車を出さなくてはならない。車を出すのであれば、

他のショッピングセンターとかに行ってしまう。もう少し何とかならないとかといつも思う。せ

っかく扶桑町には駅が３つもあるのに本当にもったいない。（０歳） 

○町内に児童館があるといいなと思っています。シルバーではなく、託児ルームがあると助かりま

す。（２歳） 

○新設予定の児童館は、現在のものと、どう違うのか不明です。今ある建物を活用することはでき

ないのでしょうか？一時的にしか利用しないような施設ではいけないのではないかと思います。

（０歳） 

○以前は扶桑の支援センターを利用させていただいていました。親身になってくださる保健師がい

ること、長男のときに通っていた頃にできた友人が今も通っているので、今も大好きな場所では

あるのですが、今はよく小牧の児童館や大口西児童館（毎週火曜に行われているなかよし）に行

っています。また、月に一度各務原図書館のネイティブな先生の英語の本の読み聞かせにも行っ

ています。どれも未就学の子が対象なので、上の子も行けたらもっと良いなと思います。私は専

業主婦なので夏休み・冬休みは子どもを２人連れて過ごしています。扶桑は支援センターもおも

ちゃ図書館もショッピングセンターの遊び場でさえ３人以上は入れないので行くことができませ

ん。児童館ができるのが楽しみにしています。（２歳） 

○子どもを安心して走らせることができる室内施設がほしい。（２歳） 

○小学生でも遊べる室内の場所がまったくない。天気が悪いとき遊べる場所がない。（３歳） 

○下校後、子ども同士で遊びに行ける児童館があるといいなと思います。（２歳） 

○図書館の絵本が少ない。（１歳） 

○雨の土曜日、小さい子を遊ばせる場所がない。おもちゃ図書館は上の子を連れて行くと嫌な顔を

される（いつも、大口まで行く）。２つの支援センターで、同じ日に同じ年のフロアーをすると、

行き場がなくなる。（０歳） 

○実家も遠く、夫も、土・日・祝日仕事なので１歳、園児、小学校低学年の子連れで、遊びに行け

る場所がなく、家で１日過ごすのが苦痛です。ハイハイしたがる子、外に出たい子、ショッピン
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グモールではカートにも乗らず、危なく、おもちゃ図書館は土・日はやっていますが、０～３歳

の部屋に上の子を入れてはいけないと書いてある所があります。園児は母親のところに来たがる

ので、結局、行けません。児童館は小学生が遊べる場が少ないです。私の地元では、マット、卓

球、一輪車、竹馬、トランプなどのカードゲーム、リバーシなどのボードゲームの貸出しもやっ

ています。扶桑町にも、ぜひ、遊べる児童館をつくってください。（４歳） 

○中途半端な児童館は必要ない。子どものためを思うなら、わざわざ多世代に集まってもらう必要

はない。（１歳） 

○土・日・祝日でも子どもが遊べる児童館のような施設が早くほしいです。（４歳） 

○今後、オープン予定の多機能児童館が、どんな世代でも気軽に安心して利用できる施設になるこ

とを願います。小牧の「ぱるもあじおか」のように、明るく開けた雰囲気になれば、よいと思い

ます。（４歳） 

○豊橋にあるみらい館のような、小さい子から小学生くらいの子が遊べる無料か安い入場料で遊べ

る室内施設があったらいいと思う。夏など近くの公園では、暑すぎて外では遊べない。トイレも

古くて汚い。その辺りを整備してほしい。草が多すぎて、蚊がたくさんいるので、小さい子ども

を遊ばせるには心配。（１歳） 

○扶桑には児童館がないので、今後、できる児童館を楽しみにしています。現在、保育園児と小学

生の子どもがいますが、雨の日でも一緒に遊べる場所がなくて困っています。（２歳） 

○室内で、無料で遊べる施設を増やしてほしい。（２歳） 

○児童館に駐車場があれば、利用したいと思います。（３歳） 

○扶桑町の子育て支援について、上の子（３歳、５歳）が３歳未満だった頃には、支援センターや

おもちゃ図書館によく通い、とても助かっていました。しかし、これらの施設は、年少以上なる

と使えなくなり、真夏や真冬など、屋外の遊びが厳しい時期は、本当に困ります。児童館の早期

建設を望みます。（０歳） 

○児童館や図書館、大きな公園が、もっと増えると助かります。（１歳） 

○扶桑町は、小・中学生用の児童館がなくて子どもがかわいそう。小学生が、自転車で通える場所

に何か所か作るべき。１か所だけ大きいところを作っても、近所の子が通えるだけの施設になる

と思う。もっと、公園の遊具を充実させたりと、利用している子どもの意見を聞いたほうがいい

と思う。 

○地球温暖化に伴い、屋外での活動がほぼ不可能（乳幼児）と考えられます。温水プールの設置や、

公園、支援センター、保育園などに樹木を増やすなど、整備や工夫をしていただきたいです。ま

た、各地区の公民館を支援センターのように開放していただくと、私のように車の運転ができな

い母親、徒歩（ベビーカー）の方は助かると思います。公園に、たばこの吸い殻があったり、図

書館の２階のトイレが使いづらいです。社会福祉協議会のエレベーターは、おもちゃの図書館に

たばこの煙が流れてきて、たばこ臭く問題を感じます。（０歳） 



 - 20 - 

○今度の児童館もありがたいですが、雨の日でも、兄弟を連れて、安心して遊ぶことができる場所

が、もっと増えたらいいと思います。安全面の問題があるのか、現在は、赤ちゃん専用、未就園

児専用と部屋を分けられることが多いので、きょうだいを連れて遊べる場所が少なくて困ってい

ます。（２歳） 

 

11 まちづくり 

○子どもが安全に遊べる場が今後とも増えていくことを期待しています。（２歳） 

○総合病院がない。厚生病院行きのバスをつくってほしい。（０歳） 

○自宅付近に空き家が多く、子どもに対する犯罪や登下校時の災害につながらないか不安に感じる

ときがある。（０歳） 

○保健センターなど色々実施していますが、扶桑町にある公園の砂場の木枠がぼろぼろなこと、ト

イレなどの地域の施設不慮が子どもにとって危険なのではないかといつも不安になります。（０歳） 

○小児科が町内にもう一つあると助かります。公園に子ども用トイレの設置、手洗い場の設置を希

望します。（３歳） 

○柏森駅南出口から出て線路沿いにいくと歩道と車道が区切られている箇所が、途中でなくなって

います。車の通りも多いため、歩くのに危険を感じます。子どもが歩けるようになったとき、ひ

とりでは絶対に通らせたくないと思うのでガードレールでも設置していただけると助かります。

街灯と飛び出し注意の看板も増やしていただきたいです。（０歳） 

○街灯、監視カメラの設置。児童手当、公共施設、交通機関利用料などの見直しをしてほしい。（４

歳） 

○赤ちゃんを抱っこしたまま、お出かけしやすい100円バスを導入してほしい。バス停は児童館や

保育園前（斉藤、高雄）やショッピングセンターを入れてほしい。赤ちゃんの体重が量れたり遊

んだりするので。（０歳） 

○交通事故や不審者情報が多いので、小・中学生の通学路の安全対策、安全確保をしてほしいです。

（２歳） 

○扶桑町は大きな緑地公園があるので、子どもが遊べる場があり、比較的、子育てがしやすい町だ

と思います。今は、車があり、私（母親）が、運転できるので良いですが、免許を持っていない

人にとっては、バスがないので町内や隣町への移動がしにくいかと思います。バスを入らせてほ

しいです。（０歳） 

○見通しの悪い狭い道路、進入禁止でも、通学路でも入って来る（スピードを落とさない）車が恐

い。（２歳） 

○児童手当の拡充。年齢により減額するのではなく、15歳まで一律支給にしてほしい。小児科病院

の拡充。現在、つくしファミリークリニックしかない。町から誘致してほしい。（１歳） 
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○車通りの多い道に、ガードレールを整備してほしいです。横断歩道の標識がある歩道には、押し

ボタン式の信号があると安心できます。（０歳） 

○車がないので、行動範囲が限られます。大きな公園に行こうと思っても行けません。児童館がで

きたとしても、自転車で行くには厳しいかなと思います。保健センターに行くのにも苦労してい

ます。バスの運行をお願いしたいです。（３歳） 

○柏森駅周辺の踏切を安全に渡れるようにしてほしいです。（１歳） 

○車がないお母さんのために、バスを町内に走らせてほしい。（０歳） 

○キッズカフェのような施設があるとよい。（０歳） 

○公共施設などの駐車場の充実を希望します。徒歩や自転車で安全に移動ができるよう、歩道の設

置や、既存の歩道の段差を改善してほしいです。側溝のわずかな段差も子どもには危険です。（０

歳） 

○全体的に歩道の状態（幅、舗装）が悪いです。小さい子どもはもちろん、ベビーカーの車輪がが

たがたの部分にはまって前に倒れそうになり、ひやっとしました。街灯が少ないです。あっても

暗いです。大人でも恐いと思うくらい、夜間の歩行時は暗く感じます。防犯面からいっても、も

う少し数を増やしてほしいです。（３歳） 

○扶桑町内のバスなどの交通の手段。（０歳） 

○防犯カメラの設置。電車の踏切の幅を広げて、歩行者、自転車専用のラインを引く。（５歳） 

○町内は子どもが育つ町というより、お年寄りの方が過ごしやすい町だと思います。子どものため

の施設は少ないし、遠いし、よく分からないです。若い世代にとっては、過ごしにくい町ではな

いでしょうか。（０歳） 

○全ての公園に時計を設置してほしい。（５歳） 

○通学路で、極端に狭い場所があるため、歩道の整備をしていただきたいです。（０歳） 

 

12 講座・教室・イベント等 

○親対象の託児付きの学習の場や運動の場などがほしい。（１歳） 

○地域をパトロールされている方にお会いすると、頼もしく、安全だなあと感じています。子育て

について、パンフレットを読んだり、インターネットを見ていますが、学習できる場があるとい

いと思います。（０歳） 

○お母さんたちが子育てを学べる講座などを、開催されるといいと思います。保育士でも、知らな

いような子どもへの声かけ方法や、発達にあった遊び方などを学べる講座が人気のようで、他の

自治体では市などが講師の方をよんで、子育て講座として開催しているようです。また、保育士

の教育として取り入れたりすると聞いています。有料でもニーズがあります。（ギフト式教育など）

ご検討ください。（２歳） 
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○第一子妊娠時に、子育て支援の場の見学・参加を促す支援があったらよかったと考えます。見学

ができれば、兄弟の多い人のお手伝いがてら、子どもの観察もできると思います。子育て支援の

場全ての見学ツアーなどもあれば、よいと思います。（０歳） 

○ママ友づくりの場を、町で子どもが、２歳になるまで、月１回のペースで開催して、子育て学習

をしていただければ、ありがたいです。（２歳） 

 

13 情報提供・相談 

○地域でどのようなサポートがあるのか（取組や施設）を、まったく知らないので、産後自宅に来

られた際、教えて頂きたかった。（１歳） 

○地域の情報が把握できていない。保育施設がどんな感じなのか分からない。どこで聞けば良いの

か知りたい。（０歳） 

○今回のアンケートで、初めて知った支援事業がありました。どうやってそれらの情報を知ればい

いのかと思いましたが、子育て支援ガイドブックが配布されていることに気づきました。出産後

の慌ただしさで配布してもらった直後は目を通さず、そのまま忘れてしまっていました。一冊に

まとまっているのに勿体ないことをしました。（０歳） 

○役場に子育て世代包括支援センターができたことや、子育てマップがあることなど知りませんで

した。なかなか子育て中に決まった場所以外行かないので、できれば年齢にあった子育て情報冊

子などがあり広報と一緒に送付してもらえると大変嬉しく思います。これからもっと町の育児支

援を活用していこうと思っています。（１歳） 

○情報メールサービスやアプリのようなものがあれば見落としも減り便利だと思う。地元ではない

者からするとすべての情報に疎く、気後れしがちなのだが、もっと地元密着の子育て情報に接し

たいとの思いがある。その手段（選択肢）がもっとあれば良いと思う。（０歳） 

○一人目の子が、生後６ヶ月のときに、扶桑に引っ越して来ました。まだ小さく、支援センターに

行っても交流ができる年齢ではなかったため、あまり行けませんでした。その後、11ヶ月のとき

に、仕事復帰（フルタイム、残業あり）しました。ファミリー・サポート・センターやころころ

ルームの存在を知らず、主人も私も休日に２時間だけ出勤しなければならいないときに預け先が

なく、車で２時間かけて親族に預けて２時間出勤し、また２時間かけて迎えに行ったこともあり

ました。二人目も無事に産まれ、今はころころルームを知りましたが、引っ越して来たときに、

情報が与えられていたら良かったのにと思いました。（０歳） 

○引っ越して来た子育て世代に、分かりやすく入手しやすい情報がほしい。（１歳） 

○未満児だと保育園への入園が難しく、働きたいと思っても、保育園の空き待ちと仕事探しのどち

らを優先させるべきか迷います。子育て期間が長いほど社会復帰に対する不安が大きく、どうし

ていいか分からないと思います。その負担を軽くするために、相談窓口があるといいと思います。
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（０歳） 

○広報ふそうに子育ての情報をまとめて記載してほしい。（１歳） 

○地域が行っている子育てサポートなど、あまり知らないので、もっと情報があれば利用しやすい

と思う。（１歳） 

○預けられる施設や、そこでの行事予定など、支援センターに貼り出しや、配布などで紙で見るこ

としかできず、家にいるとなかなか情報が入ってこない。案内を積極的にするか、ネットなどで

分かりやすいものがあるといいなと思う。（１歳） 

○子育て支援センター、乳幼児相談についてですが、私がこれらのサービスがどのようなものか知

ったのは、子育てにかなり限界を感じ始めたころでした。もう少し、早く知れたら選択肢が増え、

心にゆとりができたのではと残念に思います。『広報ふそう』に説明があったのかもしれませんが、

文字だけ見ていてもよく分からないし、母子手帳にも記載はなかったように思います。保健セン

ターの母子手帳交付の際に、掲示板、スライドショー、ネットなどを使って簡単に説明していた

だければ、妊娠中の暇なときに、見に行くことができました。また、パパママ教室のときに教え

ていただけたらよかったと思います。乳幼児相談、身体測定、お友だち同士で遊べる場があるこ

とも知りませんでした。（０歳） 

○せっかくの子育てをサポートする施設やサービスを、知らないままで過ごす人もたくさんいると

思うので、町のホームページやいろいろな媒体を使って、もっと情報を手にいれやすく、分かり

やすく、利用したい人が利用しやすい環境を整えてほしい。（０歳） 

○ときどき、託児やベビーシッターを利用したいと思いますが、どんな制度か分からず、敷居が高

いイメージがあります。育児に関してさまざまサービスがありますが、知らないことが多すぎて、

どのように情報を入手してよいか分からないです。（０歳） 

 

14 社会の理解 

○もっと子どもに優しい社会になってほしい。電車や医療機関などを利用すると優しく声をかけて

くださる方もたくさんいるが、なかにはあからさまに迷惑がるひともいる。肩身の狭い思いをし

てしんどい。扶桑町の方は皆、温かく救われるときがある。（１歳） 

○一人目を出産したときには、育児休暇を取りました。二人目を出産して、育児に専念したいと思

い退職しました。義母に預けるよりも、自分で育てたいと思いました。でも、そうできない人が

仕事を続けられる環境を整えるためにも、問41の④⑥⑦以外にも、就業先の努力も必要だと思い

ます。（４歳） 

○親（保護者）のモラルの啓発や教育を望みます。子どもが遊んでいるときは、見守っているのが

親の当然の努めだと思います。スマホを触ったりして、子どもを見ていない親が多くいるように

感じます。子どもと一緒に遊んだりすることで、心も育まれていくと思います。（４歳） 
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○４月に扶桑町に転入してきて、交流がないので、地域の情報を知らないまま、過ごしています。

我が子には挨拶ができる子になってほしいので、私自身も、近所の子に挨拶をしますが、まるで

不審者を見るような目で見られます。挨拶がきちんとできると、犯罪も減ると思います。もっと、

活気のある地域になるといいなと思います。（５歳） 

○今のように、母親学級も充実していない、手軽にテレビ、モバイルで情報も入らなかった世代へ

の、今の子育ての常識の浸透のチャンスがあればよいと思います。アレルギーや流産のこと、障

がい者に理解のない場合など、子育てをしている者を追い詰めます。父子手帳の取り組みは、子

育てを学ぶチャンスをつくるよい一歩だと思いました。子育てをメインで行う者以外にも、学ぶ

場、見る場があれば、とてもよいと思います。市町村や、身内以外にもサポートがあると、どん

な家庭の人も子育てに対する不安が少なくなると思います。祖父母を頼ることはできないので、

二人目を産むか悩んでいるという話を聞きました。（５歳） 

 

15 経済的な支援 

○子育て世代に対する税制の優遇制度。（所得の制限あり。） 

○幼稚園の補助金で、兄姉の年齢を小学校３年までとするのはおかしいと思う。せめて小学校６年

生までとしてほしい。（４歳） 

 

16 予防接種の助成 

○乳児健診や予防接種はできれば、小児科でしてほしいです。小児科が町内にもう一つあると助か

ります。公園に子ども用トイレの設置、手洗い場の設置を希望します。（３歳） 

○任意の予防接種に対する助成金が扶桑町にないため、あると助かります。（３歳） 

○インフルエンザワクチンを打つ際に、補助金が出るようにしていただけたら助かります。（０歳） 

 

17 アンケートについて 

○今回のアンケートの結果が見たい。（０歳） 

○問24-2について。日数について質問の意味が分かりません。（４歳） 

○このアンケートは非常に答える量が多く、働いている人には厳しいものだと感じました。普段、

自分の自由な時間も満足にとれないなかで育児をしている人にとっては、答える時間がかかるア

ンケートは、負担が大きいと思いました。（２歳） 
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18 その他 

○エアコンの整備、給水スポットの増設。猛暑や黄砂などの対策が、後手後手にならないようお願

いします。例え赤字になっても生命の安全を最優先に考えて取り組んで頂きたいです。（３歳） 

○来年度、入園するため、答えづらい質問も、多くありました。年少に相当する年齢まで、家庭で

見たい気持ちがあり、母親は就労せず、育児に専念してきました。ですから、預けたいと思った

ことや、そう（ファミサポに登録など）しようと試みたこともありません。入園後は、就労を考

えますが、子どもが一番なので、様子を見ながら考えていく予定です。（２歳） 
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Ⅱ 小学生保護者 

１ 子育て・子育て支援全般 

○子どもたちが楽しく安全に過ごせる地域になるといいと思います。いじめなどで心が傷ついた子

どもたちが安心できる場所が充実すればいいと思います。子育てをしているママさん達を追い詰

めることのない世の中になることを祈っています。気軽に相談ができる場所が多くなることを願

います。（２年生） 

○働かなければならない。PTAや子ども会活動のために休まなくてはならない。役員は必ずやらな

ければならない。支援してくれる外部団体があればいいのにと思う。仕事を途中で抜けても戻れ

るように駐車場設備の充実も望む。（２年生） 

○台風時に朝警報が解除になっても昼まで登校を見合わせることは子どもだけの留守番を助長させ

ていると思う。（２年生） 

○保育園のときのようには、小学生になると支援がないように感じました。仕事があり、どうして

も先生の面談時間がとれない、とりづらい点が何とかならないかと思います。（３年生） 

○子ども会の入会は任意といいながら、実質強制であるのは時代に逆行していると思う。入会する

のであれば必ず役員を務めなければならず、フルタイム、正社員で勤務している者にとっては唯

一の休日や、ようやく帰宅して夕食の支度や子どもとの時間を役員のために費やさなければなら

ず、一体何のためなのか訳が分からない。子ども会役員になればPTAの役員にもならなければな

らない状況だと、柏森小の教頭から依頼があった旨を現子ども会役員に説明され、とてもできな

い状況のため子ども会を退会することにしました。地域の方々と小学校の先生の「働いている母

親」に対してのあまりの理解のなさに心底がっかりしています。扶桑町は子育てに対してあまり

にも「現代」とかけ離れた環境です。（4年） 

○このアンケートは、専業主婦なら問題ないという前提でしょうか？なぜパートにさえ出られない

状況なのかが問題です。親族が遠方なので友人や近所の方と助け合って過ごしていて幸せですが、

いざという時簡単に対応できないと思い専業主婦という形を選択しています。（５年生） 

○親が子どもを預けることばかりだと、親子で過ごす時間も少なくなる。働くこと以上に必要な子

どもとの関わり方を考えた方がいいと思う。預けやすくなると子どもを預けっぱなしになる人も

増えると思う。（１年生） 

○現在就業している母親（母子家庭は当然）が多く、週末は子どもの習い事の送迎などで大変忙し

いでため、地域の子ども会活動、自治会の活動がものすごく負担です。働かなければ生活ができ

ないのが現状です。働き世代の現状をもっともっと知ってほしいです。（５年生） 

○子育ての質問を見ていても、今の人たちは親の都合で子どもを簡単に預けたり、学校や他の人に



 - 27 - 

頼りすぎている気がする。生活のために仕事をするのは当たり前だが、子どもと本当に充実した

時間を過ごせている家庭があまりにも少ない気がする。地域の公園や我が家に流れ込んでくる子

どもたちを見ていると非常に寂しい子が多い。子どもと一緒に過ごして本当にうれしい、楽しい

ではなく、どこか邪魔で面倒なような感じに思えてしまうほど、心のゆとりの無い方が多い気が

する。夫婦生活や親の介護の関わりでストレスをためている人が多くなっているのではないかと

思う。（１年生） 

○子ども会をなくしてほしい。自治会ももっとやることを減らしてほしい。やりたい人だけ勝手に

参加して。迷惑。ゴミ当番やめて。全世帯平等に家の前にゴミを取りに来てほしい。（１年生） 

○成人している長女が小学生のときと今との一番の違いは、不登校のお子さんが目に見えて増えて

いることです。扶桑町の対策はどうなっているのでしょうか。小学校の先生も平均年齢がずいぶ

ん若くなっています。子育てをしていない世代の先生が苦労されているのではないかと想像する

のはたやすいです。若い先生を育てること、支えること、心理職（スクールカウンセラーも含め

て）の増員なども考えていただけると嬉しいのです。学校に行けないお子さんには、放課後の学

童保育とか親のリフレッシュのための施設とかはあっても利用できません。新しい施設より、対

応できるプロの人材を確保することに努力していただきたいです。（６年生） 

○子育て支援の種類は、名前として聞いていても具体的に何をしてくれるのか内容がイメージしに

くかったり、どうしたら利用できるのかわからなかったり、身近に感じられない。（１年生） 

○スクールガードの方が近くにいません。ボランティアではなく町での採用にしてももう少し人数

を増やして頂けると嬉しいです。中学生のカバンが重すぎるのも何とかなると嬉しいです。（２年

生） 

○今の時代、両親ともに働いている家庭が多いと思います。そんな時代にあっていないと感じます。

昔ながらの行事や決まりことが根強く残っていると思います。もっとこの時代にあった、子育て

をしやすい町になってもらえると、もっと住みやすい町になるのではないかと思います。（５年生） 

○子育てに関して、いろいろと自主的な活動をしなければいけないと思う。しかし、自治会の役員

だったり、学校のPTAの世話役になると、仕事をしている者にとっては大変なことである。有休

を使っているが、なかなか休めない現状である。もう少し負担軽減できないだろうか。（３年生） 

○自宅で子どもだけで食事をする機会が多いので、子ども食堂があると助かります。（６年生） 

○保育園・幼稚園、小学校期の子どもたちだけでなく、中学、高校とそれぞれの時期での保護者の

悩み、支援、また、子どもたちの育ち悩み、成長等あると思います。町の子どもとしてのびやか

に育てる過ごせること、生まれたときから成人するまでの姿を喜びあえること、みんなで助け合

い元気に楽しく過ごせること、扶桑町がそんな温かい町にもっとなるといいと思います。（３年生） 

○高齢者施策に対し、子育て支援施策の充実感があまり見えてきません。地域共存社会の実現をめ

ざして、地域の子は地域で育てる機運の醸成のきっかけ、仕組みづくりなど、町が先導的な役割

を果たしてほしい。（６年生） 
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○スクールガードにはいつも感謝しています。見守っていてくれる人がいるのはとても助かります。

急に子どもを預けることになったとき、手続きとかよく分からないし、あまり面倒なのは嫌なの

で、簡単にスムーズにいくと利用したいなと思います。母子家庭ではありませんが、ほぼ母子家

庭のような状態です。育児休業のようにあってないような制度はいらない。父親が家にいなけれ

ばいけない制度がほしいです。妊婦加算も可哀そう。よく分からない制度が多いと感じます。（２

年生） 

○現状として核家族化もしていて、外国人も多くなっており、扶桑町全体が変化していると思いま

す。共働き家族も多く、他の市町村と比べて扶桑町はいろんな面で遅れていると思っています。

現在の子育て世代の特徴をとらえた対応を切にお願いしたいです。サポートがほしかったのです

が、私の場合はいろいろと決まりや取決めなどで、町の支援は児童クラブを使用したのみで他は

自力でやってきました。町への不満は強いです。すいません。（６年生） 

○２人目がほしいが、不妊治療の手当等が進んでいない。（２年生） 

○調査のタイトルに「子育て支援」とありますが、アンケートの内容を拝見すると、「子どもが育つ

ように支援」する趣旨ではなく、「子育てしている親が働くための支援」のように思いました。放

課後児童クラブによって、親は働く時間を確保することができるのだと思います。一方で、私が

経験した子育てでは、親が勤務で家にいない間に、子どもが間違ったことを平気で行うようにな

っていた、というものでした（勉強しない、家のお金を使い込む、など）。我が子だけでなく、同

級生の何人かもそうであると見受けられました。子どもの望ましくない行動を止めさせるために、

私は何度も仕事を中断して帰宅することがありました。こうした行動は、主に小学生高学年以上

の子どもに見られることであり、計画の施策の対象ではないかもしれませんが、実際の子育ては、

中学生、高校生になっても続き、そこまでしっかりできなければならないものです。子育ての失

敗内容によっては、職を諦めざるを得ないこともあるでしょう。子どもがまともな考え方を持っ

た人間に育つことが、働くためには、必要不可欠です。「子育て支援」は、親への支援も必要でし

ょうが、子どもが健全に育つための支援でもあることを望みます。（６年生） 

 

２ 保育園・幼稚園 

○以前は半田市に住んで居たためこちらに越してきたときに子育て支援との格差に愕然としました。

私は接客サービス業の正社員として働いているので、土日の勤務は出ないと当然周囲の不満がで

ます。こちらは土曜保育もなく（半田は19時まで、日曜も開設している場所があり）、とても不

便を感じておりました。保育園も「お母さんが疲れているときは延長使って休んでね」と半田で

は当たり前に先生方が言ってくれていたのに、こちらでは正反対。探りを入れてくるぐらいです。

（今日お休みでしたか？など）正直、扶桑町は子育て支援に遅れています。接客サービスなどで

は、土日が必ず休みというママは少ないと思います。せめて土曜の学童、保育園は開設したほう



 - 29 - 

がいいと思います。（１年生） 

○核家族、収入の少ない家庭でも利用しやすい設備や制度ではない。以前、保育園の一時預かり制

度を利用したがたかが1日のために申し込みから準備から大変過ぎて2度と使いたくないと思っ

た。もっと気軽に利用できるようにしてほしい。（２年生） 

○育児休業明け、直前まで保育園に入れるかわからずに不安な日々を過ごした。会社から何度も連

絡がありその度に保留にした。（－歳） 

○保育園のPTAは仕事をしながらやっていたため、一番辛い1年でした。仕事の就労時間もバラバラ

な人同士が集まるため、あまり働いていない人たちに合わせるのはかなり苦痛です。PTAの負担

を減らすべきではと思います。保育園は働くことが前提なので、必要最低限にするべきだと思い

ます。（１年生） 

○保育園に通っていましたが、働いていない方が行事に多々参加していたり、堂々と支援センター

を利用し、上の子を見に来たりしていて、すごく不満に思っていました。無料化に伴い、インチ

キな就労証明のチェックを厳しくしたらいかがでしょうか。３年間ほとんど仕事していない人が

いろいろと優遇され、やりきれない気持ちでした。（１年生） 

○乳児保育を充実してほしい。（２年生） 

○土曜保育を延長してほしい。（２年生） 

 

３ 一時保育・ファミリー・サポート・センター等 

○母親の実家が近い人が多く、遠くから越してきた核家族への支援が少ないと思います。急な学校

の休校に子どもを預ける先がないため、自分が仕事を休めなかった場合に子どもだけ家に置いて

いくことになってしまいます。自分がもし怪我をしたら、病気になってしまったらなど、とても

不安です。安心できる子どもの居場所が家庭以外にもあるといいと思います。（４年生） 

○ファミリー・サポート・センター、値段高い。（４年生） 

○ファミリー・サポート・センターはいい制度だと思うのですが、なかなか民間サービスより使い

づらく感じることが有ります。制約と対応、支援してもらえる範囲が分かりにくい印象。（３年生） 

○ファミリー・サポート・センターについて、子どもが小さいときに知りたかったです。（４年生） 

○まだ幼かったころ、保育園の一時預かりへ。兄の療育参加のために妹を預けたら、終わり次第迎

えに来いと言われました。少しくらい、買い物など寄り道を許してくれてもいいのにと本当にが

っかりしました。療育が必要な子を抱えて、２人を連れての買い物は大変です。用事がなくても

ゆっくりしてください、という気持ちがほしかった。あと、ベビーカーで散歩するには扶桑は道

が狭く凸凹で不便。こちら側から行政に相談しに行けば親身に話を聞いていただけて心の支えに

なりました。小学校の先生たちも本当によくしていただきありがたく思っています。今の生活で

精一杯なので過去のもっと大変だったことを忘れています。何もなくても子どもから離れる時間
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が必要だったかもしれないと思います。積極的支援も必要かと提案したいです。（６年生） 

○保育園での一時保育は定員が少なすぎる。月の始めに並んで確保しなければならない。小さい子

がいるのに手間がかかりすぎるし、希望通りは難しい。(２年生) 

○数年前まで東京で生活していました。フルタイムで働き、保育園、学童クラブ、ファミリーサポ

ート、病理保育園に助けられ、近隣に助けてくれる身内がいませんでしたが、なんとか乗り越え

られ感謝しています。こちらではフルタイムの方も少なく、祖父母の協力も得られやすい方が多

く、育児サポートの制度があっても利用する方が少ないため、利用しにくかったり、活性化しな

いのが残念にも思います。利用者がいないことはいいことのような、でも、利用したい人には便

利にはならないなど、難しいと思います。地域差があるので仕方ないことだとは思います。すべ

ての人にありがたい制度は難しいとは思うのですが、本当に必要な人が少数であっても利用しや

すいものであってほしいと願います。（２年生） 

○現在子どもは小学１年生ですが、昨年までは幼稚園に通っていました。私は仕事をしているので、

幼稚園の夏休み、冬休み、春休み中は保育園の一時保育を利用していました。一時保育は１日10

人週３回、１か月14日と決められていて、預けられないときは祖母に預かってもらっていました。

また、申し込みが朝早く並ばないとならず、朝早く子どもを連れて一緒にならぶのは苦痛でした。

特に冬は寒くて子どもも可哀そうでした。この申し込みの方法をなんとか考えてほしいです。定

員も１日10人、一時保育の場所も2か所しかなく、もっと増やしてほしい。（１年生） 

○日曜日など、休みの日の子どもの預かり先など確保（高雄地区・１年生・母親） 

○結婚記念日に2人だけで出かけられるように、子どもを無料で預かってくれると嬉しいと思いま

す。子どもが自主的に勉強するような仕組みがあるといいと思います。（１年生） 

○両親ともに就労。核家族。祖父母にもなかなか預けられないため、天候不良で休校になったとき

や病気などで長く休むときは、仕事の都合をつけるのが大変です。雇用を増やしたいなら、働き

やすい環境整備が必要だと思います。安価で安心して依頼できる子育てのサポートシステムがほ

しいです。（５年生） 

○ファミリー・サポート・センターはどのくらいの人が利用しているのかなど、情報として得るこ

とが無かったので、見えない感じが不安で利用しませんでした。遊びたい友達が放課後児童クラ

ブの子ばかりで、帰宅組は現実として夕方遊ぶ子がほとんどいません。児童クラブに遊びに行っ

ても良いという形だとありがたかったです。子ども広場も駐車スペースが無くなってから、かな

り利用しづらくなりました。歩いて行くのが面倒なのではなく、扶桑町は３人きょうだいや４人

きょうだいも多く見かけ、年の差が近かったりすると下の子を２人も連れて真夏や雨の日は本当

にきついです。高木、斎藤座敷野地区、柏森南など遠い人は違反している人が多いです。私は遠

いので、車がダメになってからは下の子を連れてのお迎えが厳しく、広場に入れたくても諦めた

年もありました。（２年生） 
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４ 学 校 

○夜、子どもを留守番させてPTAの会議や活動、夜の懇親会などに参加しなければいけない今の制

度が本当に辛いです。家族がいれば安心ですが、母子家庭のため子どもだけ残して出かけること

になり、４年生の頃は泣いているのを謝りながら家を出たりもしました。仕事も欠勤や早退が続

いたため、辞めて転職することになり、休んだ分給料も減り、月によっては苦しい生活となりま

した。免除してほしいとは言わないので、何か他の活動を毎日続ける代わりに、こういったどう

にもならない役から外してもらうなど、いろいろ変わっていくことを望みます。母子だけでの暮

らしにとっては本当に切実です。（６年生） 

○小中学校に大至急、冷暖房設備を設置してほしいです。 

○小学生までの小さい子のことばかりでなく、中学生の環境も考えてほしい。スポーツ庁の運動部

活動のガイドラインを守れていないことや、冬の朝、真っ暗な時間に朝練に行くのが危ないから

何とかしてほしい。（５年生） 

○就学指定校の変更に関して。他地域ではでは、子どもの希望で通える学校を選べたりすると聞き

ました。いじめや部活動などの理由が無くても、早い時期から事前に学校を選んで申請するなど

の措置があるとよいと思います。（６年生） 

○私自身はPTAや子ども会活動で子どものことをよく知ることができ、また、地域の方や子どもと

触れ合うことができ、仕事のストレス解消の１つとなっています。このような活動については、

賛否両論あるかと思いますが、扶桑町らしさとしては守り残していきたいよい活動であると思い

ます。今後も皆様にも参加していただけたらと考えます。（５年生） 

○PTA役員・子ども会役員は今の時代選出が難しいと思います（働いているお母さん、子どもの数

の減少で）。役員が無くても行事を進めることができる工夫が必要だと思います。（６年生） 

○児童館のことですが、すごく立派にできています。子どもは５年生ですし、私が在宅なので利用

する機会はありません。ただ、各学校の空調についてどのようにお考えなのかと思います。夏は

具合の悪くなる子も先生もいると聞きました。中学では学力に差が出ると思います。児童館に費

やしたお金をクーラーに使えたのにと思わずにいられません。せめて小学校では児童館を利用し

た授業を時々行うなど、工夫が必要ではないでしょうか。とりあえず、冷風機を取り入れるなど

も考えませんか。冷房のこと以外はおおむね満足しています。特に高雄と北中は最後に回される

ということみたいですので、納得のいかないところが多々あります。早急に対応してください。

（５年生） 

○登下校に付き添ってくださるスクールガードや、交差点で旗を持って横断をサポートしてくださ

っている方々には、本当にありがたく感謝しています。子どもたちがその方々に感謝を伝える機

会は学校行事としてありますが、親からの感謝を伝えられる機会もあるといいなと思います。（５

年生） 
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○習い事ではなく、小学校の施設を利用した部活の代わりになる場所を作ってほしい。部活が無い

ことに驚いた。（２年生） 

○フルタイムでなかなか大変だが、PTAも子ども会も何も遠慮してくれませんでした。PTAなくし

てほしいです。子育てグループ、人間関係が大変なので、勝手にまとめないでほしいです。関わ

りたくありません。中学生の通学カバン、毎日10キロ超えています。どうにかしてあげてほしい。

北中の１年生は４階まで上がります。至急教室にエアコンを入れてあげてください。学生服、四

季があるのに半袖か学ランのどちらかはおかしい。中間の服（セーターのみでもOK）を検討して

ほしい。給食おいしくて好きだそうです。ありがとうございます。毎日助かります。ミルメーク

増やしてほしいです。（未記入） 

○子育て環境の整備として、小中学校へのエアコン設置を早急に進めていただきたいです。豊田市

のように子どもが亡くなってからでは遅いのです。体調面もそうですが、勉学に集中するために

も、ぜひ、2019年度内に工事を始めてください。（３年生） 

○PTAなどの役員ごとが減少していくと、負担が減ると思います。（６年生） 

○我が子は2019年4月から中学生になります。山名小はクーラーがありましたが、他の小、中学校

では体調を崩す子の話をよくお母さん達に聞きました。特に、中学では勉強に集中できないよう

です。放課後児童クラブ、児童館の設置よりまず先に、すべての小中学校にクーラーを設置願い

たいです。まわりの母親たちが皆言っております。熱中症で死者が出てからでは遅いです。お願

いします。（６年生） 

○仕事をしている保護者の方が多いので、PTAや子ども会等の仕事は軽減してほしいと思います。

（２年生） 

○早く小学校にエアコンを設置してほしい。インフルエンザ予防接種を中学、高校生くらいまで割

引してほしい。（３年生） 

○中学校や小学校の校舎や設備も古く、北中は女子の入れる部活がかなり限られ、貴重な中学３年

間の時間が無駄になる。もっと子どもの教育全体に町として考えてもらいたい。非常に子どもが

育てにくい町だと感じている。（２年生） 

○中学校へのエアコン設置希望（６年生） 

○PTAがかなり負担である。仕事と子育ての両立をめざしているのであれば、PTA活動の負担を軽

くしてほしい。また、PTA加入を強制ではなくしてほしい。PTA役員も負担。お金を払う、また

は参加する、外部委託するなど選べるようにしてください。仕方ないとは思いますが、役員決め

はもめるしいろいろと地獄です。（６年生） 

○小学生の登下校時にスクールガードによる見守り活動に大変感謝しております。子ども広場の先

生が長期休暇学童の先生もしてくださっているので安心して子どもを預けることができています。

学校のエアコン設置、是非早めにお願いしたいです。暑すぎて子どもたちも先生方も勉強どころ

ではありません。宜しくお願いします。（２年生） 
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○夏休み冬休みに図書館で勉強しようと行っても席がほとんど空いていないので、学校も今後は使

用できるようにしてほしい。（３年生） 

○小学校、中学校へのエアコン設置が遅すぎる。自衛隊の基地に近い学校から設置のはずが、高雄

小、扶桑北中がとばされているのはどうしてか。お金のかかることではあるが、道路の工事とか

より優先するべき。児童の命に関わります。ニュースにもあったように、亡くなってしまってか

らでは取り返しがつきません。（４年生） 

○小中学校のエアコン設置を早急にすべきである。昔と違い温度が異常である。学力ややる気の低

下につながる。お金を徴収してでも設置してください。全国で見ても設置率が低い。自分自身の

身に置き換えて考えれば、エアコン無しはあり得ないはず。人として設置を。（５年生） 

○一刻も早く小学校へエアコンを導入してほしい。来年の夏に間に合うようにお願いします。（１年

生） 

○小学校、中学校に、悩みを話せる場所（カウンセラー等）を設置してほしいです。いじめ等の今

の子どもたちの問題の対策をしてほしいです。小学校、中学校ともに、「いじめ」に対しての知識

を再度学ばせ、「いじめ」をなくすようにしてほしいです。（４年生） 

 

５ 放課後児童クラブ 

＜全般＞ 

○以前、上の２人の子はやまびこを利用していました。名古屋市に比べると低額で保護者の負担も

なく、先生もいい方ばかりでありがたかったです。しかし、今年は行かせることを辞めました。

19時まで何も食べずにいさせることがかわいそうで、幸い祖母がおり自宅に帰らせることにしま

した。保育園のように延長のお菓子でもあるといいと思いました。また夏場のお弁当も食中毒が

心配でした。保護者の負担が増えてもいいので、仕出し弁当などの選択肢があるといいと思いま

した。（１年生） 

○学童でおやつを出してほしいです。値上がりしても構いません。19時まで何も食べさせられない

のはかわいそうです。（１年生） 

○新しくできる放課後児童クラブへは、車で送迎できるようにしてほしいです。（現在、子ども広場

は原則禁止されているようですが遠方の人は不便と思います）（２年生） 

○児童クラブから習い事に行ける仕組みを作ってほしい。仕事をしていて習い事に連れて行く時間

が無い。無条件で預かってくれる施設を作ってほしい。一時的でいいので平日の夜、土日祝日な

ど。（１年生） 

○祝日に会社があるとき、子どもを預ける所が無く母親の私がいつも会社を休んでいたが、１年に

何日も祝日があるので会社の有休が足りなかった。祝日のときは１か所でもいいので、保育園、

学童が開いているととても助かったと思う。フルタイムで働いている母親は多いから、子どもを



 - 34 - 

預けられるところがもっとたくさんできるといいと思う。あと、時間も18時とかではなく21時ご

ろまでだととても助かると思う。（６年生） 

○2019年開所予定のクラブ館に駐車場はありますか。遠くのお迎えで、現在のような学校へは自転

車か徒歩のみだと負担が多いようです。車でお迎えができるようにしてほしいです。（１年生） 

○放課後児童クラブを利用しています。仕事帰りにすぐに迎えに行けるように駐車場を作ってほし

いです。第１子出産後、名古屋市に住んで居たのですが、保育時間が短く結局退職しました（延

長保育のあるところは人気があって入所できませんでした）。出産しても働きやすい環境づくりを

進めていただけると、もっと扶桑町に人が集まると思います。（２年生） 

○私には主人の親が近くに住んで居るので、助けてもらいながら働いていますが、子どもを見てく

れる人が近くにいなければ、放課後児童クラブなど子育て支援はありがたいと思います。（４年生） 

○現在、学童が４年生までの受け入れとなっているため、兄妹別々の対応が必要になる。サポート

体制を整えられないと就労に影響がでるので、自身家族のライフプランの変更を迫られ非常に困

る。（３年生） 

○児童クラブの申し込みが2月末なので、それまでに働き始めないといけないのに、春休みは児童

クラブに通えない。その間子どもはどうしたらいいのか。名古屋市のいいところをもっと採用し

てほしい。（１年生） 

○放課後児童クラブで体を動かして遊ぶ時間の充実（２年生） 

 

＜対象学年・定員＞ 

○５年生の夏休みは、学童が利用できなくて本当に困りました。プールもほぼ中止で、尚且つ子ど

もが健全に遊べる施設が無く、共働きとしては大変でした。高学年でも長期の休みには学童を利

用したいです。（５年生） 

○柏森の放課後児童クラブが満員と聞きました。長期休みに子どもを見てくれる人がいないので、

もし仕事が見つかっても児童クラブに入れなかったときのことを考えるとなかなか仕事が探せま

せん。申し込みの就労証明をもらうためにもまずは働きたいのですが、困っているのでどうにか

してもらえると助かります。（１年生） 

○学童保育の定員が不十分。フルタイムで仕事をしたいと思っても、学童保育に入れないので困っ

ています。今後、定員数を増やし小学６年生まで利用できるそうですが、５・６年生になったら

学童に行かなくても自宅で親の帰りを待てると思います。年度途中からでもスムーズに学童に入

れるよう定員数をもっと増やすべきです。（２年生） 

○放課後児童クラブの利用条件、4時間以上に満たないため利用できないので3時間（13時～16時）

でも利用できるよう検討してほしい。（３年生） 

○2019年度、学校敷地内に放課後児童クラブ館を建設することで、６年生で利用できることはとて

も助かります。送迎に関して、車でできるようにご配慮くださいますようお願いいたします。ま
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た、多機能児童館を建設するにあたり、他の市町村のいいところを取り入れ、子どもたちが楽し

みに利用できる場所を願います。（３年生） 

 

＜時間＞ 

○土曜日、日曜祝日に働く人のために、毎日放課後児童クラブをやってほしい。現在は土曜日仕事

を休まなければならない。祝日、土曜日休みの所で職を探さないといけない。（３年生） 

 

＜長期休暇中＞ 

○５年生になると預け先が無く、長期休暇の際どこの家庭も1人で留守番という子が増えました。

親も仕事途中に電話をかけたり、１人で出かけるのも心配で仕事に集中できません。４年生から

1年経っただけで、すぐにはしっかり１人で長時間過ごすのは難しいし、親も不安。６年生まで

安心して預けられる施設ができるのはありがたいです。どうか、利用しやすい条件で募集してい

ただきたいです。児童クラブは15時までの就労だと通常利用させてもらえないので困りました。

15時までですが15時に家に帰れるわけではないため。（５年生） 

○児童クラブ、長期休みのときに毎日お弁当を持たせるのが大変です。給食のような仕組みやまと

めてお弁当を注文するシステムがあるとありがたいです。夏休みは特に食中毒の心配があります。

児童クラブに預けている間の時間に、有料でいいので体操教室、合唱クラブなどを習う環境があ

ってもいいと思います。仕事帰りにそのまま車で迎えに行きたいので、送迎用の駐車場を整備し

てほしい。(１年生) 

○パートの仕事を始めたころ、児童クラブの入所要件（時間数や日数）に合わず、夏休みなど長期

休暇は本当に困りました。そのときは職場のご厚意でたくさん休ませてもらったり、遠くから実

母に来てもらって乗り切りました。働くには長期休暇がどうしてもネックとなってしまいます。

名古屋市は長期休暇期間中も子ども広場のようなものが開設されていて助かると、友人に聞きま

した。扶桑もそういうものがあると助かります。（２年生） 

○児童クラブの長期休暇において、弁当持参ではなく、給食（弁当注文）などにしていただけると

助かります。児童クラブにおいて、親も休暇時は利用できませんが、私用や体調不良の場合もあ

るため、17時までは理由に関係なく利用できるなど制限を緩和していただけると嬉しいです。（４

年生） 

 

＜スタッフ＞ 

○学童指導員は資格を取得してほしい。（２年生） 

 

＜不定期・単発利用＞ 

○下の子どもが１年生になったのでパートを始めました。まず困ったのが、帰りの時間が月に2～3
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回程度早いときがあることです。預かってくれる人はいません。職場に相談して早く帰らせても

らうか休みをもらいます。日にちや時間が減れば収入は当然減ります。次に困ったのが、長期の

休みのときです。就労時間は短いですが、1時間の休憩が入るので拘束時間は長いですし、通勤

時間も片道50分かかり、実際に家を空けるのは6時間くらいなのに条件に満たないと言われ学童

のエントリーすらできませんでした。職場の理解があったため夏休みは休ませてもらって9月か

ら復帰しています。名古屋市と同じようにしてもらうのは無理だと思いますが、（名古屋市はその

日に申し込めば無条件で児童を預かってくれるシステムがあります）名古屋のお母さんは子ども

の居場所に悩むことなく安心して働けて羨ましいです。本当に困っていて必要としているのだか

ら、学童には条件など付けずに受け入れてもらいたいです。男女が平等に安心して働ける環境を

作ってください。よろしくお願いします。(１年生) 

 

６放課後子ども広場 

○放課後の子ども広場に参加しているのですが、毎日行っていないので楽しそうな行事のときに参

加できないのが残念です。行きたいときに参加できると親の都合の悪い時に預けられるので、も

う少し気兼ねなく預けられる場所であってほしいと思いました。（２年生） 

○子ども広場の対象学年を小学３年生までにしてもらいたい。３年生までは5時間授業の日も多く

まだ下校後に一人で留守番させるには心配な年でもある。（３年生） 

○子ども広場を６年生までにしてほしい。子どもだけで安心して遊べる場所がほしい。（３年生） 

○通常学童を利用するほど母親は働いていないため、帰宅後の遊び場所の安全面に不安を感じる。

３年生以降も名古屋市のトワイライトのようなスクールを設けてほしい。子ども広場を６年生ま

で利用できることを希望。扶桑中の児童館は遠すぎるので、帰宅後利用することはとても危険。

（１年生） 

 

７ その他の放課後の預かり 

○扶桑町だけ、緊急の放課後の預かりが無いです。犬山や大口は学校の懇談会や急な用事で子ども

を預けるシステムが充実しています。もっと子どもの支援に目を向けてください。祖父母に預け

られない家庭があることを理解してほしいです。（２年生） 

○中学生でも高校生でも、一人っ子の場合長期休暇のとき、安心して過ごせる場所がほしい。（１年

生） 

○実家（名古屋）の小学校はトワイライト制度があり、とても魅力的で利用したいと前々から強く

思っていました。共働きが多くなってきたこの時代には、母親が安心して働ける地域の施設や制

度が充実していくことを願います。三人目を考えていましたが、仕事との両立は難しいと考え諦

めました。（３年生） 
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○保育の免許を持ち、出産前までは仕事をしていましたが、子どもの急病、または下校時間との兼

ね合いなどで仕事がしたくてもなかなかできません。特にネックになるのは、やはり長期の休み

に学童へ毎日通わせることが、子どもの負担になってしまう気がして、働く勇気が持てません。

長期の休みを過ごせる家庭の様な雰囲気の施設がほしいです。（１年生） 

○習い事をさせたくても、働いているので時間が合わず送ることができない期間が長すぎました。

周りのお母さんもそのような方が多いです。小４からは自分で自転車に乗って通いましたが、近

場のみだったので、このころは子育てタクシーに登録して、子どもを習い事の場所まで送っても

らいます。不安がありますが、町の送迎サービスがあればいいのにと思います。（５年生） 

 

８ 病児・病後児保育 

○今は大きくなったので、１人で留守番もできるが、小さいときは病気になったときが一番困った。

親族も近くでないため急に来ることもできず、いくらパートでもすぐに休めない、また、病児保

育も難しいとなった経験があります。（６年生） 

○子どもがインフルエンザにかかったときなど、１週間パートを休むのはとても難しいです。きょ

うだいがいると、続けざまに２人、３人とかかるときもあります。病後児の保育施設の整備が必

要と思います。（３年生） 

 

９ 公園・遊び場・児童館 

＜公園・遊び場＞ 

○扶桑町には小学生以上が遊べる施設がないです。小学校高学年から皆、ショッピングモールへ遊

びに行き不健全です。児童館ができても、校区外へ小学生だけで自転車で行かせるのか、高学年

でも満足しても長時間過ごせるのか、疑問があります。地区内には公園が一つもなく、子育てに

は不向きな町だということを調べてから、土地を購入するべきだったと思っています。虐待を防

ぐために相談をと言われていますが、気軽に相談できる人が私にはいません。児童相談所や福祉

児童課に出向くのは大仰だと感じます。一体どこに行ったら気軽に話せるのかと思います。（５年

生） 

○子どもたちが安全で安心して勉強や遊べる場がほしい。（５年生） 

○学童保育所に入所していなくても、子どもたちが安全に気軽に利用できる施設があるといい。公

園のような広さのある園庭と持ち寄ったおやつが飲食できる場所やトイレがあり、座ったりでき

る場所のある建物があるといい。（５年生） 

○公園が少なく、子どもたちの居場所がない。（１年生） 

○子どもが外で安全に遊べる場所が減ってきていると思う。ボール遊びができない広場があり、子

どもは少し離れた公園にボール遊びに行く。天気の良い日は外で体を動かして遊んでほしいので、
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子どもがのびのび遊べる環境が増えたらいいと思う。（２年生） 

○子どもは子ども同士というように、のびのび遊べる場所が必要だと思う。最近は公園でのボール

遊び禁止などが多いが、外で遊ぶのも規則が厳しすぎて可哀そうである。ボール遊びができる広

場などあっても良いのではないかと思う。（１年生） 

○夏など暑い日が続き、学校のプール中止や公園などの遊具が減少、また、ボール禁止など、遊び

に対して充実していない。もっと子どもたちが自由に遊べる空間がほしいと思う。室内の遊び場、

活動できる場所が無いと、子どもの居場所がなくなってしまう。部屋にこもり、ゲームばかりし

て、体力がない子が増えてしまう気がする。公園でも日陰ができるよう工夫できると良いと思う。

ボール投げさえできない。小学校の体力測定のボール投げができるわけがない。（４年生） 

○花火ができる公園があるといい。高雄南公園の外周のフェンが以前やぶれていたが、未だにその

ままになっていた。（５年生） 

○車の通りが多い。道路沿いの公園に背の高いネットを設置を希望します。（１年生） 

○各地域の公園をきれいに整備してほしい。草刈、遊具の手入れなど。（１年生） 

○公園などでボール遊びすると、高学年なので叱られたことがあり、緑地等の大きい公園でも、小

さい子を連れた若い人に叱られたことがあるらしく、大きい子はどこでボール遊びなどしたらい

いでしょうか。子どもがサッカー練習などしたくてもなかなかできないと聞いたことがあるので、

大きい子も遊べるような広場、グランド的なものを開放していただけたらと思います。（６年生） 

○子どもが車など気にすることなく、思いっきり遊べるような公園がほしい。緑地公園は家から遠

く、自転車では行けません。家の近くにも、大きな公園や高いネットがあってボール遊びができ

るような公園があれば嬉しいです。（２年生） 

○野球やサッカーなどができる公園がほしい。犬山や江南のような体育館、プールがほしい。（５年

生） 

 

＜児童館等施設＞ 

○多機能児童館は、小学生までの対象ということですが、これからさらに少子化です。もう少し早

く作ってほしかったです。児童クラブも同様に学校敷地内にできていると、そこにいる子どもた

ちの不便さも考慮していただきたかったです。グランドが狭い。今は必要ないのでしょうか？（５

年生） 

○他の地域に住んで居たときは、児童館に専属の先生がおり、さまざまな相談も含めしてもらえた。

イベントに関しても母親頼みではなく、児童館の方がいろいろ考えてくださったイベント含め活

動があり母親も楽しんで子育てを楽しむことができた。活動についても子どもの6か月毎に生ま

れ年に分けて利用する時間帯が決まっており同じくらいの子どもを持つ母親同士の交流相談など

できて、児童館にいる保育士の資格を持った方にも相談することができたので安心感があった。

児童館ができるのでこれから小さい子どもを育てる方が少しでも不安をなくせるようなものに期
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待している。（２年生） 

○もっと早く学区内に児童館を作ってほしかった。（２年生） 

○子どもが運動できる場が少ない。野球、サッカー、ドッジボール、ソフトバレーや鉄棒、跳び箱、

縄跳びのような体育遊びを教えてもらえる機会や場が日常的にほしい。（１年生） 

○子どもがもっと安全で遊べる場所。子どもがいろいろな方と勉強できる場所。学費をなくしてす

べての親子が幸せであること。（高雄地区・１年生・母親） 

○以前と比べても、いろいろな施設利用時に子どもの利用などに関して規制が多すぎて、子どもの

自立を妨げていると思います。もう規制対象ではなくなっていきますが、もう少し、運用方法を

改善していただきたいのです。（６年生） 

○扶桑中学校に児童館ができるのはいいことだと思いますが、家からは少し遠いので子どもが行け

る距離にも作ってほしいと思いました。（４年生） 

○今年の様な夏の暑い日に、学校のプールもなく屋外で遊ばせるのも危険のため、手が空いている

ママ友に屋内のプールへの送迎を頼むなどして大変だった。体育館にはエアコンがついていない

と聞いた。雨天の日に、遊べる場所が無くて困ることが多い。児童クラブが新しくなるのであれ

ば児童センターを解放するなど考えてほしいです。（５年生） 

○町の図書館の蔵書量をもっと増やすべきです。２階の勉強する場所を広くするか、もしくはどこ

かに作ってあげてほしい。いつも人がいっぱいです。家以外で勉強できる場所がもっとあっても

よいかと思います。町民プールが無くなりなりました。温水プールがあるといつでも子どもも入

ることができ、健康にいいかもしれません。（未記入） 

○新設される児童館が、小学生や中学生など大きくなった子どもでも集い遊べる安全な場となって

ほしい。（１年生） 

○長期休暇のときに、児童クラブに行かせていない子どもはどこにも行くところがありません。親

も働いているので家で過ごすしかなく、町民プールも幼児用で高学年にはつまらないと思います。

もっと早く児童館を作ってほしかったです。また学区外の児童館へ行くのを小学生は嫌がると思

うのでどうなのかと思っています。（３年生） 

○各学校区単位での児童館でなければ利用しづらい。距離があれば子どもだけでいけない。（１年生） 

○町は「多機能児童館」の建設を進めているようだが、この施設を利用する人数を正確に把握して

いるか、いまだ疑問である。扶桑東小、高雄小、扶桑中のエアコン設置、児童公園の拡充、町内

巡回バスの再開など、他に推進すべき事柄があるのではないか。「多機能児童館」へどのように通

うのか、誰が利用するのか、理想より現実的なことをもっと開示し説明してほしい。（３年生） 

○子どもが室内で安全に遊べる、小さい子と親が遊びに行けたり、交流もできるような施設。児童

館が早くできてくれるといいと思います。（３年生） 

○児童館を各地域に増やして、子どもたちの遊べる場所を作ってほしい。公園も、小学生が遊んで

楽しめる程度の、もう少し大きい規模の物を作ってほしい。（１年生） 
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○自分が小さいときに、児童館へ行って楽しんでいたことをよく覚えています。好きなときに行け

る素敵な児童館ができることを楽しみにしております。（６年生） 

○大口町や小牧市のように、扶桑町にも児童館があるといいと思います。（２年生） 

 

10 見守り・防犯 

○住宅が集まっている所が多く、見通しが悪い（新しく建ち始めている所が多い）ので学校から帰

宅後、遊びに出たときなどの事故につながらないような対策や注意を呼び掛けてもらったり、学

習する時間をとったり、家庭でも話していけるようにしたいと思います。（４年生） 

○不審者情報が入っても、そのあとどうなったのか、犯人は捕まったのかもわからないことも多い。

朝の見守りだけでなく、夕方が大切だと思います。ここ最近、バイクで暴走する音がとにかくう

るさい。小さい子が起きてしまいます。最近バイクの暴走が目立ち、すごくうるさいし、危ない

です。2人乗りもよく見かけます。皆さん気になりませんか。夜です。県道64号を犬山から江南

方面へ行ったり、大口から扶桑のショッピングモールの方へ行ったりすごいです。斎藤から柏森

あたりも、とてもうるさいです。子どもたちも起きてしまうし、寝不足です。不審者がうろうろ

している町です。怖いです。防犯が第一です。お願いします。（１年生） 

○防犯、交通安全に考慮して、子どもにも心配のない環境や町づくりを充実してほしい。（６年生） 

○子どもの安全が第一に考えるともう少しお母さん達に週1回でもいいので、スクールガードとし

て参加してほしい。気軽に交流できる所があるといい。（２年生） 

○近所で、のぞきなどの事件が起きている。夕方から夜のパトロールを強化してもらいたい。街灯

も増やしてもらいたい。幼児連れ去りなどの事件も多いので、防犯ベルなど支給してもらいたい。

スクールガイドも増えるよう対策を考えてもらいたい。（３年生） 

 

11 教室・スポーツクラブ・イベント等 

○親同士の知識的向上を目的とした集まりをしやすくする場所が必要。（４年生） 

○この付近で、ファミリーキャンプ事業がない。見つけられない。親子で楽しめるイベントがある

といい。（４年生） 

○子ども大学の様な学校外の活動の充実。（３年生） 

○目先のことを心配している方が多いが、「どのような大人になってほしいか」というような長期的

な視点で子育てができるような講演会や勉強会があると心配のしすぎが減ると思う。（１年生） 

○子ども向けのイベント、教室、遊び場など増やしてほしい。（１年生） 

○学年の違う子どもたちが一緒に遊べる機会があれば嬉しいです。（３年生） 

○大口町の方が人口が少ないのに、子どもの講座や体験教室など活動が多いと思う。そのため、扶

桑町の子どもが他市町村の講座に参加していることをよく耳にした。町だけの事業だけにするの
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ではなく、もっと民間からも取り入れてほしい。そしたらもっと盛んになると思う。うちの子ど

もはもう利用しないが、名古屋市などみたいに民間の学童も入ってくれると嬉しかった。父母と

も働いていると行かせてあげるのも大変で、習い事が併設しているととても助かったのにとすご

く思う。少し高くても、そういう制度があるとそこへ入れたいと思う親もすごく多いと思う。（６

年生） 

○山那地区は、子どもが地区の老人会とのふれあいの会があって、子どもたちも喜んで参加してい

ます。近所の方も子どものことを気にかけてくれて助けられています。いつまでも続くといいと

思います。（５年生） 

○親子が参加できる交流事業の充実や場の提供を促してほしい。（４年生） 

○小学生の子どもの長期休暇中に、扶桑町は子どもが参加して楽しめるような講座や見学会、催し

物がほとんどない（少しあるが周りの市町村と比べてとても少ない）。中学校や小学校の校舎や設

備も古く、北中は女子の入れる部活がかなり限られ、貴重な中学3年間の時間が無駄になる。も

っと子どもの教育全体に町として考えてもらいたい。非常に子どもが育てにくい町だと感じてい

る。（２年生） 

○近隣の市町村に比べて、扶桑町は子ども向けのイベントが少ないと思います。犬山の子ども大学

やウィル大口の行事に参加していますが、そういう事業が町にあったらいいなと思います。（６年

生） 

 

12 情報提供・相談 

○子どもが年中のとき、構音障害と診断されました。入園前から発達に不安があり、保健センター

の計測や教室に参加していました。ただ入園してから幼稚園だったせいもあるのか、相談しても

特に先へつながらず保健センターに電話で相談してもどこかを紹介してもらえたわけでも保健セ

ンターで何かしてもらえたわけでもなく、とても困った時期がありました。幸い、掛かり付けの

耳鼻科の先生が紹介状を書いてくれ総合病院で診断がつき、言語訓練を続け入学前には正しい発

音ができるようになりました。子どもの構音障害が軽度だったためすり抜けてしまった事例なの

かもしれませんが、当時は相談してもその先へつながっていかずもどかしくて不安でした。今は

そのようなことが無いような仕組みができているのかもしれませんが、入園しても継続的に相談

や、支援してもらえる場があればよかったなと思いました。（１年生） 

○発達障害、不登校の子どもとその親は情報がないためとても不安。役場でも病院のように月１回

相談できるように１度相談に来た人には、次回相談日を決めてずっとつながれるようにしてもら

いたい。（６年生） 

○子どもの情報を学校や町のメールなどで頂けるのはとても助かります。道路工事、建物の大規模

な工事が通学路で行われているとき（迂回する場合など）の情報があると、保護者もお迎えや誘
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導など協力できるかもしれないので、教えてもらえると助かる。（５年生） 

○扶桑町は子育てに関することに力を入れて行っていると思います。ただ、子育ての情報などをも

う少し目につくような感じで提供してほしいです。各子どもに関する施設の利用条件など、一覧

表などで配布して頂けると嬉しいです。（４年生） 

○実際、ナイーブなことは専門医でないと相談できない。いくら子育てのボランティアや施設が増

えても、相談できる人は一部のみである気がする。もし、ひとり親になったらすごく必要となる

ことは、今後もどんどん進めてほしい。常に不安です。（２年生） 

○今年度転勤により他県から引っ越してきたため、近くに身内もおらず、両親とも仕事やパートを

始めているので、子どもにしんどい思いをさせていることが多々あり、申し訳ないと思っており

ます。近隣の子どもの保護者の方々もご両親ともお仕事をなさっている方が多いようで、親の交

流はほとんどない状況です。親はともかく、子どもたちが生活面で辛い思いをしないよう、地域

になじんでいけるようサポートしていけたらと思っています。子育て中の親が不安を感じたりし

たときに気軽に相談できたり、思いを聞いてくれる場所があれば嬉しいなと思います。（５年生） 

○子育て支援について、幼児のときは支援センターなどで情報がわかったりしましたが、小中学校

へ行くようになり、あまり情報が得られなくなりました。どこにどのような情報があるのかよく

わかりません。ときどき役場に行くと「こんなことがあるんだ」と思ったりもします。仕事の都

合を先々から予定に組むため、参加できず諦めるなどもあり、情報誌などで先々に知れるといい

と思います。ネット登録などもあるといいと思います。（５年生） 

 

13 道路等インフラ整備 

○子どもたちが安全に出かけられるよう歩道の整備をしていただきたい。（２年生） 

○扶桑町なまだまだ暗くて危ないと思われる道が多いので、街灯など見直してほしい。（２年生） 

○通学路の歩行者信号の変わるサイクルが早すぎて、通学班が渡りきれず大変なので見直してほし

いです。「高雄北東川」交差点です。（２年生） 

○子どもの通学路が神社を通ります。夕方は危険だと思いますが、他に通る道が無いのか、１人で

その横を通って行きます。近くに保育園もあり送迎の車が通る中、道路の側溝に蓋もなく、いつ

も溝ぎりぎりまでよけないといけません。もう少し通学路の道路環境を良くしてもらいたいです。

保育園の送迎車のマナーが悪いので、せめて側溝に蓋をして車をよけられるようにしてほしいで

す。（３年生） 

○子育てとは少しずれるかもしれませんが、小学生になり、自転車に乗って1人で出かけるとなる

と、自転車で走る歩道で段差があったり狭くて車が近いなど、危ない道路が多いのが気になりま

す。（５年生） 

○通学路が危なすぎて毎日ひやひやしています。看板の設置や道の整備をお願いしたいです。街灯
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も少なすぎて冬の夕方などは真っ暗で怖いです。（２年生） 

○安全面のことですが、子どもたちが習い事から自分で帰ってくる場合、冬は17時でも暗いので、

町内の道などの電気がもう少し増えて、夕方でも明るいと良いと思います。（３年生） 

 

14 経済的な支援 

○子ども手当は平等にしてほしい。（２年生） 

○低所得者に対する子育て対応などをもう少し真面目に考えてくれると嬉しいです。子どもを児童

クラブなどに預けるにも料金がよその地域より高めに感じます。(４年生) 

○子どもが3人いるが、長子が18歳以上のため、3人目が3人目扱いされず2人目とみなされ児童手

当が減らされる。きちんと3人目として扱ってほしい。町で減らされた分、町で補充してほしい。

（３年生） 

○医療費（入通院ともに）の無償対象を18歳（高校卒業まで）に引き上げてほしい。（５年生） 

○学費をなくしてすべての親子が幸せであること。（１年生） 

○また、子ども医療については現状の中学生までじゃなく高校卒業まで受けられるように対象を拡

大してほしい。子どもの健康に不安がある（持病）ため治療費、療養費に対しての不安も大きい。

（１年生） 

○子ども医療費を高校生までにしてほしい。中学校のPTAはいらないと思う。（３年生） 

 

15 アンケートについて 

○未就園児でお世話になった子育て支援センターでは、親子共にたくさん楽しく学ばせていただき

感謝しています。子育て中は、皆が同世代と決めつけないでほしい。アンケートに答えて嫌な気

持ちになりました。色々な理由（不妊など）で出産年齢は様々です。そのようなことを排除しな

いでください。（２年生） 

○依頼文中、計画の期間は32年度までではなく31年度までの５年間ではないか。平成32年はない。

次の計画を西暦で表記するならどちらも西暦で統一すべきではないか。（６年生） 

 

16 その他 

○ずっと前ですが、子育て支援センター（斎藤保育園のところ）に行ったら母親グループが集団で

話していて子どもが遊ぶにしても邪魔だしうるさいし、職員も特に注意するわけでもなかったの

で、２～３回で行かなくなった。母親も話したいだろうけど、メインは子どもの遊ぶところなの

だからと思う。母親のモラル、人間性の問題と思うけれど結局決まったメンバーの溜まり場でし

かなかった。本当に意味が無い。あと初めての人は勝手に入っていいのか分からない。（２年生）
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