
１．設問内容

２．掲載にあたって

３．記載件数

（１）　未就学児保護者分

回答者数
自由意見への記

載者数
記載者の割合

記載内容件数（ひとりの記載者
が複数の意見を記載した場合
の件数の合計）

951 352 37.0% 470

（２）　小学生児童保護者分

回答者数
自由意見への記

載者数
記載者の割合

記載内容件数（ひとりの記載者
が複数の意見を記載した場合
の件数の合計）

583 235 40.3% 300

〇原則として原文のままとし、個人が特定される恐れのある内容である場合にはその部分を修正し
ています。

子育て支援ニーズ調査における自由意見について

〇1人の回答者が複数の分野の意見を記載している場合は、それぞれの分野に重複して原文を掲
載しています。

平成25年11月に実施した子育て支援ニーズ調査における自由意見については以下のとおりです。

「子育てに関して日ごろ感じていることや悩みごと、あるいはお子さんを育てている上で気をつけて
いること、下野市への要望事項等がありましたら、ご自由にお書きください。」

資料 ２ 
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未就学児保護者分

区分
回答
件数

備考

経済的支援について 8 ・手当等の援助を望む意見

情報提供について 10 ・子育てに関する情報をもっと知りたいという意見

悩み・相談について 15
・孤独に子育てしていたり、子育てで悩みを抱えている方の相
談窓口が必要との意見

就労について 16 ・共働き家庭へのより一層の支援を求める意見

保育園について 42
・保育園に入りたくても入れない、育休中でも保育園へ預けたい
との意見

幼稚園について 17

認定こども園について 5

延長保育、休日預かり、一時
預かり等について 23

・突発的に子供を預けなければならない場合の預かり保育の要
望、専業主婦でも預かって欲しいとの意見

病児・病後児について 15

障害児への支援について 7

学童保育について 17

ファミリー・サポート・センター
について 7

小中学校について 8

子育て支援センターや児童館
などの施設について 32 ・施設設備の充実とイベントの充実を望む意見

公園などの遊び場について 43 ・子供が安全に遊べる公園の整備を求める意見

生活環境について 31 ・防犯対策や交通安全対策を望む意見

医療機関について 21
・市内の小児科医の増加、救急外来に対忚できる病院の整備を
望む意見

健診・予防接種等について 19 ・健診に時間がかかりすぎるとの意見

医療費助成について 62
・医療費の現物支給の年齢引き上げを求める意見
・インフルエンザ予防接種への助成を求める意見

地域のイベント等について 14
・子どもが安心して参加できるイベントを増やして欲しいとの意
見

リフレッシュ利用券の利用につ
いて 13 ・利用対象年齢を拡大して欲しいとの意見

子育て全般について 21

子育て支援施策について 24

合計 470
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小学生児童保護者分

区分
回答件
数

備考

経済的支援について 2

情報提供について 1

悩み・相談について 11

仕事と家庭の両立について 12

保育園について 9

幼稚園について 3

一時預かりについて 8

病児・病後児について 3

障害児への支援について 3

学童保育について 28 ・学童保育の保育時間延長や質の向上を求める意見

ファミリー・サポート・センター
について 2

放課後の過ごし方について 5

小中学校について 37 ・施設の改修等を求める意見

公園や児童館等の遊び場に
ついて 34 ・子どもが安心して遊べる公園や施設の整備を求める意見

生活環境について 32 ・防犯や交通安全の推進を求める意見

医療機関について 10 ・救急診療の充実を求める意見

健診・予防接種等について 3

医療費助成について 48
・医療費の現物支給の年齢引き上げを求める意見
・インフルエンザ予防接種への助成を求める意見

地域のイベント等について 16
子どもが安心して参加できるイベントを増やして欲しいとの意見
が多かった。

子育て全般について 24

子育て支援施策について 9

合計 300
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区分
児童
年齢

内容

経済的支援 １歳児
母子家庭で最低限の生活だけではなく（習い事など）子供の教育に関しての補助がほし
い。収入がある家庭は習い事ができ、収入の低い家庭は通わせる事も出来ないのも現
実。

経済的支援 ３歳児
子育て世帯への補助金などの充実。一時預かりが出来るように。幼稚園などではなく、自
宅近くでの預かりが出来るように。

経済的支援 ４歳児
要望は、例：第１子は５万・２子は１０万・３子は１５万等、金銭援助が何より市民は有難い
と思います。

経済的支援 ４歳児
幼稚園代２人だと家計が大変。パート数が尐なく仕事なく幼稚園代の負担が大きい。医
療費の申請が毎回大変。

経済的支援 ４歳児
出産時、以前はお米券を貰っていたが、何もないのは酷い。現金を貰える市もあるのに
下野は最低。産みたくなくなる。ムカつく。幼稚園も３人目以降は無料にすべき。医療費
は無料なんだから窓口で払うのは面倒。

経済的支援 ４歳児
子供手当を増やしてほしい。上三川町のいきいきプラザのような気軽で明るい所が欲し
いです。食事面で気を遣っていますが、なかなか上手くいきません。

経済的支援 ４歳児
義務教育の間、優先的に入居出来る安価な公営住宅を提供して欲しい。学習塾など教
育的な場の安価な施設を作って欲しい。子供手当受給期間の延長と額の増を希望。

経済的支援 ５歳児

子育てにお金がかかる。預かり保育が充実していても、働いた分出て行く。又教育面で
学校だけではダメな為塾が必要になる。学校、幼稚園で１人１人しっかりみて欲しい。オ
ムツ券、３人目が産まれてしまっていたら貰えないというのは？？柔軟に対忚して欲し
い。市民の立場になって行動して貰えたら嬉しいです。

情報提供 ０歳児 子育てサークル（公営）等、市がもっと情報の提供を。

情報提供 ０歳児
インフルエンザ予防接種等の援助を。地域の子育てに役立つ情報をＭａｐにして欲しい。
（授乳室の有無・外食時、子供はＯＫか・公園の場所や特徴など）。ベビーカーが通れる
道の整備。チャイルドシート補助金制度はレンタル。

情報提供 ０歳児 まだ産んだばかりで分からない事が多い。どんな事業があるか知らせて欲しい。

情報提供 ０歳児
自宅近くで自転車で行ける場所に図書館が欲しい。同じ外国人同士の相談、或いは交
流の出来る場所が欲しい。

情報提供 ０歳児
飲食、原材料や添加物に気を配っています。日頃情報が多すぎて判断に困りストレスに
も。市からのお知らせは基準となり迷い無く選択でき安心しています。

情報提供 １歳児 児童館のイベント・行事など「広報しもつけ」で知る事が出来ると嬉しい。

情報提供 ２歳児
食の安全など生活で使用するものには気を付けるようになった。自然に近い育児生活を
する為の情報やお店が尐なく、もう尐し広がっていくといいと思う。

情報提供 ２歳児
近くに児童館、玩具がいっぱいの乳児の遊ぶ場所が欲しい。同じ外国人同士、日本で
過ごす生活について情報など、相談或いは交流の場が欲しい。

情報提供 ４歳児
仕事をしようと思っているが、学童の預かってくれる時間が短い。習い事への送迎をして
くれたり働きながらも子供の教育が出来る様にして欲しい。学童のシステムがわからない
ので広報などで説明して欲しい。

情報提供 ５歳児
急に休みを取れない仕事の為、子供が病気の際に安心して預けられるキッズプラネット
はとても重要。増やして頂けると助かる。子育ての情報交換が出来ず、相談出来る場所
や方法があればいいと思います。子育ての方法が不安に思う事がある。

悩み・相談 ０歳児
第２子出産時上の子が退園し２人を自宅で見るのは本当に大変です。ストレスがお互い
たまって辛いです怒ってしまう事度々、反省ばかりで自分を責めてしまいます。

悩み・相談 ０歳児 子供の泣き声等、近所迷惑になっていないか気になってしまう。

悩み・相談 ０歳児
３人子育て、ヘトヘト。パパは子育てに協力的でない。父親の子育て教室やママに対し
ての配慮など（強制的に）学ぶ機会を与えて欲しい。
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区分
児童
年齢

内容

悩み・相談 ０歳児
子育てのストレス、結局のところ相談するところが無い。子育て支援センターなどのスタッ
フは勉強しているプロだといいなと思う。

悩み・相談 ０歳児
共働きで働いていて悩みを相談出来る場が無い。平日は仕事なので市へ相談出来な
い。

悩み・相談 １歳児
今後、子育てしていくうえで、迷い悩みを相談、真剣に聞いて頂きアドバイスをお願いし
たい。

悩み・相談 １歳児
子育ての仕方で毎日、自問自答。躾の仕方や叱り方、これでよいのか？子育ての仕方で
相談出来るホットラインなどあったら心強く感じると思います。気軽に連絡出来る手段・機
関があれば告知して欲しい。

悩み・相談 ２歳児
シングルマザーなので中学校～大学と教育費が不安。気を付けている事は色々交流を
持ち感情がオープンでいられる様にしたい。

悩み・相談 ３歳児
子育てのストレスは諦めているが、父親がなんちゃって育メンで父親にストレスを感じ悩
む。父親の悩みが多いママが沢山いる。

悩み・相談 ４歳児
小さな子を育てる上で大変だった事は周囲の目でした。我が子は頑固で大声で泣き注
目を浴びる。育児をした事のない大人や大人しい子を持つ親、一般の人全てに、子育て
をしている若い親への接し方を指導出来たらいいです。無理でしょうが・・・。

悩み・相談 ４歳児
子供手当を増やしてほしい。上三川町のいきいきプラザのような気軽で明るい所が欲し
いです。食事面で気を遣っていますが、なかなか上手くいきません。

悩み・相談 ４歳児 父親の事を子供にいつ頃どう伝えるか悩んでいます。

悩み・相談 ４歳児
他県から引っ越し２年、子供の友達が近くにおらず、一人っ子なので、このまま友達がい
ないと心配。私（母親）もママ友もおらずその為相談出来る友達も尐ないです。

悩み・相談 ５歳児 これからの教育費をどうしたらよいか悩んでいます。

悩み・相談 ５歳児
孤独に子育てされている方が沢山いる。相談しやすい窓口、受診しやすい医療機関の
増加等、支援の充実を。

就労 ０歳児
子供が２人、専業主婦ですが就職のめどがたちません。受け入れて貰える環境があって
も利用する事が出来ないジレンマを感じます。３人目も考えておりますが優遇して貰える
制度があったら大変助かります。

就労 ０歳児
就職活動をする上で職場と保育園・幼稚園を同時に探すのは大変です。就労する事が
決った時に直ぐに子供を預かって頂ける様にして欲しい（働いていないと入れない）と言
われ、決ってから入れないと言われると困る。

就労 ０歳児
育児休業を明けて職場復帰します。預ける事ができるか今から不安。認可外施設は保育
料が高い。日本の経済社会を支える為にも共働き夫婦にとって安心安全に預けられる保
証を。無いという状況は本当に困ります。

就労 ０歳児
仁良川に住んでいます。保育園が近くにあるといい。公園など子供と散歩したり遊べる場
所が増えると嬉しい。育休中、子育てと仕事の両立ができるか心配です。

就労 ２歳児
リフレッシュ利用券の使用年齢拡大を。未使用のまま期限切れになる。託児併設の就労
施設があるといい。

就労 ２歳児
２人目の育休中で職場復帰後、働いていけるか不安。２４時間保育や延長保育を充実さ
せて欲しい。

就労 ３歳児
子育て中は、仕事がない、就けない。長期休暇もネックになるし、働くなと言われているみ
たい。両立を支えてくれる様な職場があったらいいのにと願っています。

就労 ３歳児

子育て教室、平日ではフルタイムで就労親は利用出来ない。病後児保育だけではなく病
中も対忚して欲しい。迎えが遅いと保育士に責められる。早く帰りたくても出来ない事を
理解して欲しい。職場では、制度があっても時短勤務を取得させて貰えず、働く親は何
時も肩身が狭く不満。

就労 ３歳児
現在は育児休業中ですが、職場の意識改革が進まないと仕事はしにくく負担が大きい。
働く為に子供を遅い時間迄預けなければならず、仕事を続けたくても続けられない人も
多いのでは。
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区分
児童
年齢

内容

就労 ４歳児
共働きで子供と過ごす時間がなく申し訳なく思っている。子供は親と一緒が一番、よい影
響を及ぼす事は間違いない。職場環境の改善に御尽力を。

就労 ４歳児
短時間パートしたいが、時間が合わない。子供が３人いて次々と具合が悪くなるので通
院が大変。

就労 ５歳児
働きたくても、祖父母等が近所にいないと働けない。短時間で近場で働ける様な仕事の
案内や提供があると助かる人は多いと思います。

就労 ５歳児
現在妊娠、助産師の仕事で夜勤も。夜勤の免除をしてほしいが、言いづらい雰囲気、他
のスタッフに迷惑をかける。市から事業者への働きかけをして欲しいです。遊具のある公
園を（若林南）。

就労 ５歳児
子供がいると就労は難しい。預ける施設もそうだが、子供がいると断られるので働く場所
もない。

就労 ５歳児
子供を預けられる所を確保してからでないと仕事が出来ない（探せない）もっと受け入れ
体制を整備してほしい。

就労 ５歳児
保育園と小学校行事が続かないようにして欲しい。祝日の翌日行事もやめて欲しい。仕
事を何日も休めない。

保育園 不明
市の方には悩みを聞いて下さり気持ちが楽になります。しかし保育園の入園が難しく入
れず困っています。

保育園 ０歳児
スポーツジムの中、保育付きが欲しい。専業主婦と仕事、関係ない保育。言葉が出来な
い時・・保育をお願いしたい。日曜保育をやって欲しい。

保育園 ０歳児
病児・病後児保育をもっと増やしてほしい（保育園に併設希望）。仕事が休みの日でも保
育園に預けたいです。１人の時間が欲しい。

保育園 ０歳児
保育園を探し始めようと・・・相談する機関はありますか？。妊婦や予防接種の助成を増
やして欲しい。現在、子育て支援でネックになっている事はどんなことですか？

保育園 ０歳児
子だくさんに支援を。リフレッシュ利用券１歳半まで延長を。子だくさん家庭は無条件、無
償で入園出来ると尐子化が無くなると思う。医療費１８歳まで無料にして欲しい。保健師
さんに相談しても解決法が無い「どうなんでしょうね」との返事。

保育園 ０歳児
就職活動をする上で職場と保育園・幼稚園を同時に探すのは大変です。就労する事が
決った時に直ぐに子供を預かって頂ける様にして欲しい（働いていないと入れない）と言
われ、決ってから入れないと言われると困る。

保育園 ０歳児
子連れで飲食、テーブル席が多く座敷がある飲食店がもっとあれば助かると思いました。
保育園、なかなか入れないと聞くので利用する方は不安です。

保育園 ０歳児
保育園の先生が足りていないと思う。先生の異動や途中で担任が変わるのは子供にとっ
て良い事とは思えません。

保育園 ０歳児

保育園に入園出来ず６ヶ月、保育園に迎えに来ている祖父母もいますが、入園の審査
おかしいですよね。誰も助けては貰えない家庭ほど行政に力を求めているのに、そういう
人は入園出来ている。本当に市はちゃんと家庭の事情など審査しているんですか？頭
にきます。収入や窓口で訴えている言葉を受けと持て欲しい。私達は入園できなくてノイ
ローゼになりそうです。本当に助けて欲しいのです。

保育園 ０歳児 保育園の増設。雤天で遊べる広場や公園が欲しい。

保育園 ０歳児
医療費、窓口負担を無くして欲しい。インフルエンザの補助。専業主婦が働く為の保育
施設。

保育園 ０歳児
助産師さんの訪問、２ヶ月に１度とか定期的にして欲しい。育児相談を気軽に家でしたい
為。保育園の入園、出来るか出来ないかを半年前くらいに回答が欲しい。待機児童にな
る場合、会社に育休延長を申請するのにギリギリでは困る。
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区分
児童
年齢

内容

保育園 ０歳児 グリム保育園、口コミが凄く悪い（最近）。

保育園 ０歳児
下が産まれたら上の子は退園（保育園）。子育ての負担増で、計画的の産んだのに、産
まない方がよかったのかと思う事が度々ある。退園は止めてほしい。子育て支援の意味
がわかりません。保育士不足により通えない事も同様です。

保育園 ０歳児

２番目を妊娠たら１番目の子が保育園を利用できなくなる。入園案内では聞いておらず
市に言えば「決りです」と。知っていれば妊娠は遅らせたし上の子で手いっぱい。とても
辛かった。相談したらブラックリスト的な物にのせられそうで相談出来ない。検診時の保
健師がタメ口、馬鹿にされている感じ。

保育園 ０歳児
保育園入所を断られた場合、条件付き許認可保育施設を利用する費用の一部負担等の
援助をして欲しい。

保育園 ０歳児
育児休業を明けて職場復帰します。預ける事ができるか今から不安。認可外施設は保育
料が高い。日本の経済社会を支える為にも共働き夫婦にとって安心安全に預けられる保
証を。無いという状況は本当に困ります。

保育園 ０歳児
現在、保育園の待機中です。第三希望まで何処も入れない状況。先生の数も増やして
頂き充実を図って欲しい。

保育園 ０歳児
専業主婦が働こうとしても保育園が入所出来ない。職探しの間みて貰えないと動けない
のが現実。

保育園 ０歳児
仁良川に住んでいます。保育園が近くにあるといい。公園など子供と散歩したり遊べる場
所が増えると嬉しい。育休中、子育てと仕事の両立ができるか心配です。

保育園 １歳児
２人目がうまれると上の子を保育園で預けられなくなる。幼稚園に預けても時間が短く、
夏休みなど共働きには負担が大。これを解消して頂きたい。

保育園 １歳児
祖父母と同居していると保育園に入れないので、祖父母の負担が気にかかる。イベント、
親が行けなくても、安心して楽しめ預けられる内容を希望。

保育園 １歳児 可能なら幼稚園みたいにサッカー教室やピアノなど、保育園でやって貰いたい。

保育園 １歳児
産後２ヶ月で第１子が保育園を出されるとの事で不安。慣れたのに出され、動き回る子を
家で見、産まれた子供も見ると母子共にストレスになる。せめて育休中は保育園で見て
欲しい。一時預かりだと今までの教室で遊べなくなるのも可哀そう。

保育園 １歳児
現在、保育園に入れず一時保育を週５日（毎月８万円）毎日預ける事は可能なのに入園
出来ないのはどういう理由でしょうか？理不尽。待機児童に関しては市に負担して貰い
たいです。子供がいる女性は働くなという事でしょうか。

保育園 １歳児 子育て支援をもっと手厚く。保育料（０～３歳）高いと思う。

保育園 １歳児 保育園に入園する際の条件が厳しい。専業主婦はダメとか。無条件になって欲しい。

保育園 １歳児
求職中の人も預けないと仕事を探せない。そういう人にも対忚を。医療費助成、３歳迄の
現物支給の延長を。インフルエンザ予防接種の助成を。３人目、保育料も他市では年齢
制限なく無料だったりする。お金もかかるので無料になると有難い。

保育園 ２歳児 保育園等の質が悪すぎる。きちんと先生方の教育をして下さい。

保育園 ２歳児
石橋エリアはグリム保育園しかなく、定員いっぱいでギリギリ入園。４月産まれから受け入
れていくのも不公平。病時、病時後の預かり、通いなれた保育園で対忚してくれると助か
ります。

保育園 ２歳児
保育園、保育士を増やし、希望する子が入所出来る様に。下の子が産まれたら退園しな
ければいけない制度は止めて下さい。その時期こそ支援が必要では。
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区分
児童
年齢

内容

保育園 ２歳児
現在の保育園（教育・食事・行事）素晴らしい。ただ職員の方の過度な負担が心配であ
る。無理だと続かないので。

保育園 ３歳児 保育園の送迎をバスに出来ないか。

保育園 ３歳児
保育園、０～１歳児クラスの保育充実を。育休延長や子供手当も嬉しいが、保育園や学
童の充実をさせて欲しい。

保育園 ３歳児

子育て教室、平日ではフルタイムで就労親は利用出来ない。病後児保育だけではなく病
中も対忚して欲しい。迎えが遅いと保育士に責められる。早く帰りたくても出来ない事を
理解して欲しい。職場では、制度があっても時短勤務を取得させて貰えず、働く親は何
時も肩身が狭く不満。

保育園 ３歳児
病後児保育はあるが病児保育がないのが残念。ファミサポ利用していたが、３人いると負
担大。保育園・学童、２０時位までだとフルタイム勤務出来るので有難い。

保育園 ４歳児
保育園の不満は先生には言いにくい（子供を預けているので）気軽に聞いて貰える窓口
が欲しい。あるようですがよく分かりません。

保育園 ４歳児
保育園は保育すればいいだけでなく見直し出来る点が沢山あると思う（第三者機関での
評価が必要）育休中上の子が出されてしまう事も何とかならないのか。幼稚園は対処も早
く柔軟でお金がかかってもストレスになる事は無い。夏休み、安く利用できないかと思う。

保育園 ５歳児 障害児でも預かり保育をして欲しい。また、学童保育も行なって欲しい。

保育園 ５歳児
国分寺区には安心して預けられる保育園がない。子供が自立・自律出来る様な保育者
が見守りながら育てる保育園がなく又公立保育園がメインで保育園も選べない。

保育園 ５歳児
保育時間の多様性を求めます。１９時迄では間に合わない。ファミサポを利用しているが
２０時迄の保育園もある為統一して欲しい。

保育園 ５歳児
専業主婦だから保育園は難しいと言われ、離婚し求職中といえば、子供が多いとやはり
難しいと言われ、最終的には息子の発達障害の事に触れられ肩身が狭い思いをした。
預け先を探し一年、毎回対忚が違うので困る。

幼稚園 ０歳児
私立幼稚園助成金を６年生位までに延長を。乳幼児検診の会場が遠すぎる。きらら館に
戻してほしい。

幼稚園 ０歳児 幼稚園の制服やベビー服等リサイクルしたい。

幼稚園 １歳児
２人目がうまれると上の子を保育園で預けられなくなる。幼稚園に預けても時間が短く、
夏休みなど共働きには負担が大。これを解消して頂きたい。

幼稚園 １歳児 幼稚園費だけで月８万円。延長料金などもかかるので養育費用を安くして欲しいです。

幼稚園 ２歳児 英語教育の充実を（学校・幼稚園・塾・海外の児童との交流　ｅｔｃ）。

幼稚園 ２歳児
私立幼稚園の費用一部負担がほしい。各幼稚園で差額があり過ぎる。預かりや長期休
み預かり制度があっても経済的負担が大きい。

幼稚園 ２歳児
各幼稚園の開放、体験入学、未就園児の行事など入園前の親子で遊べるイベントや場
所を増やして欲しい。親子でのおやつ作りなど共同作業のどのイベントあるとよい。
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区分
児童
年齢

内容

幼稚園 ２歳児
幼稚園、未就園児向けの教室が多く開かれていてとても助かります。今後も盛んに行な
われていくことを希望。

幼稚園 ３歳児
幼稚園代、３月に戻ってくるのは助かるが、毎月の幼稚園代を差し引いてくれた方がよ
い。立て替える負担が大。小・中学校の学費無償化に。進学するにつれ教育の負担大。

幼稚園 ３歳児
幼稚園の数があり選択出来るので子供の能力が幼稚園に行く事によってついてきている
ので凄く良い。

幼稚園 ３歳児
子育て世帯への補助金などの充実。一時預かりが出来るように。幼稚園などではなく、自
宅近くでの預かりが出来るように。

幼稚園 ４歳児
子育て多忙、あやしながら書いた。言語リハビリ専門先生がいてほしい。園の補助金、兄
弟はなれているが第１子扱い。かなりおかしい。幼稚園３子以降無償化。勉強不足の頼り
ない保健師、レベルのある方にしてほしい。

幼稚園 ４歳児
幼稚園で自閉症の疑いがあると言われ保健所の方や療育の先生に看て頂き違うとの事
で安心しましたが、報告は慎重にして頂きたい。言われた側は発達途中の未熟な面を感
じる度今でも不安になる。

幼稚園 ４歳児
地域に選ぶ幼稚園が尐なく閉鎖的になる。違う幼稚園でも交流が持てたりサークルなど
も数多く選べたら子育てし易い環境になるのでは。数百円で行けるイベント、沢山あると
よい。子連れで行けるお店が尐ない。

幼稚園 ４歳児
保育園は保育すればいいだけでなく見直し出来る点が沢山あると思う（第三者機関での
評価が必要）育休中上の子が出されてしまう事も何とかならないのか。幼稚園は対処も早
く柔軟でお金がかかってもストレスになる事は無い。夏休み、安く利用できないかと思う。

幼稚園 ５歳児
小３以降は公立の学童を利用する予定ですが夜遅い時間への対忚に不安。幼稚園のサ
ポートで仕事復帰４年経過。本当に助かっています。しかし園の先生の多忙化が心苦し
く心配です。

幼稚園 ５歳児

子育てにお金がかかる。預かり保育が充実していても、働いた分出て行く。又教育面で
学校だけではダメな為塾が必要になる。学校、幼稚園で１人１人しっかりみて欲しい。オ
ムツ券、３人目が産まれてしまっていたら貰えないというのは？？柔軟に対忚して欲し
い。市民の立場になって行動して貰えたら嬉しいです。

認定こども園 ０歳児
保育園の需要が高まる昨今、教育プログラムを加えた認定こども園形式が望ましいと思
う。又家庭教育力の低下を感じずにはいられません。団塊世代と子供の交流プロジェクト
があれば古き良き日本の礼儀・文化を伝えれ頂ける機会になるのではと思います。

認定こども園 １歳児
医療費受給の手続き、申請しなくてすむ様に。認定こども園、早朝・残業に対忚してくれ
助かっている。祝祭日が休みで尐し困っている。ファミサポは使用しにくい。

認定こども園 ３歳児
長期休暇時や病児をみてもらえる人がいれば働きたいが現実は無理その辺の改善策が
あると良いのですが・・・認定子ども園が近くにあると良かったです。

認定こども園 ４歳児
（認定子ども園の考え方の検討）保育が必要で保育園を利用したのに３歳からは幼稚園
としての考えとなり長期休暇などは全て別の利用負担が発生します。保育が必要な家庭
では保育園の利用料で利用出来ればとても助かります。

認定こども園 ４歳児
認定こども園の増設と共に、今ある園を認定こども園化してほしい。兄弟、上の子は幼稚
園・下の子は保育園に預けないと働けなくなりとても不便。

延長保育、休日預か
り、一時預かり等

０歳児 日曜に利用出来る施設が欲しい。一時預かりを充実してほしい。
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区分
児童
年齢

内容

延長保育、休日預か
り、一時預かり等

０歳児
土日祝、子供を預けられる場所を。特に日祝は短時間でも良いので預けられると有難
い。

延長保育、休日預か
り、一時預かり等

０歳児
子育て支援サービス・離乳食教室は充実している。土日の一時預かりや学童、幼稚園預
かり保育がもっと増えると仕事の幅が増えるので嬉しい。又２０時以降、臨時で見て貰え
る施設（お迎えも頼めればなお良い）。

延長保育、休日預か
り、一時預かり等

０歳児
リフレッシュ利用券、有効期限の延長希望。訪問保育を充実。公園の遊具、幼児には危
険・遊びづらい。保育所とカフェのような施設が併設されていれば子育ての相談、コミュニ
ケーションの場になるのになぁといつも思う。

延長保育、休日預か
り、一時預かり等

０歳児
運転出来ない為、緊急時の移動がとても不便。公園の数が多いのに遊んでいる子供が
尐なく寂しい。子育て支援センターを利用している人の方が多く外にでない？一時預か
りの場は充実しているが専業主婦だと躊躇する。手続き、移動に面倒さを感じる。

延長保育、休日預か
り、一時預かり等

１歳児
学校周辺街灯尐ない。不定期に預けられる保育園が必要。病後サービスでは意味がな
い（翌日は結局休まなくてはならない為）→医師の診断書等を貰いに行くことが大変。土
曜保育１７時は厳しい、通勤時間を考えると、せめて１８時に。

延長保育、休日預か
り、一時預かり等

１歳児
一時預かりで週５日預けています。離婚して看護学校の受験と仕事も一緒に探している
ので今の状態です仕事が見つかり次第、そのまま入園させたいと思っています。

延長保育、休日預か
り、一時預かり等

１歳児
リフレッシュの機会を得られずにいる。ママを対象にしたフラワーアレンジメント教室やヨ
ガなど託児付のイベントがあればと思う。緊急時、子供を預けられるところがあればと思
う。

延長保育、休日預か
り、一時預かり等

１歳児
専業主婦が育児をしていると、体力的、精神的にしんどい。市から頂く無料の一時保育
サービス有難い。この様なサービスをもっと充実して頂けたら嬉しい。

延長保育、休日預か
り、一時預かり等

１歳児 保育園での土曜保育希望。

延長保育、休日預か
り、一時預かり等

２歳児
緊急の際、預けられる施設希望。土日祝でもリトミック等やれる所が欲しい。上三川のいき
いきプラザの様な施設希望。

延長保育、休日預か
り、一時預かり等

２歳児 延長保育の時間を１９時に変更して欲しい。

延長保育、休日預か
り、一時預かり等

２歳児
２人目の育休中で職場復帰後、働いていけるか不安。２４時間保育や延長保育を充実さ
せて欲しい。

延長保育、休日預か
り、一時預かり等

３歳児
体調不良等、子供をみられない時、ほんの尐し預けられる所があれば助かる。リフレッ
シュ利用券の拡大（～４、５歳迄でも）。

延長保育、休日預か
り、一時預かり等

３歳児
下の子は上の子の都合で左右されてしまうので、短時間でも預けられる友人がいるとい
いのですが、同学年の子も減ってしまって淋しい気がします。

延長保育、休日預か
り、一時預かり等

４歳児
幼児も学童みたく安価で土曜預かりをして欲しい。小学生、登下校でのトラブル絶えず、
スクールガードの配置を積極的にして貰いたい。

延長保育、休日預か
り、一時預かり等

４歳児
子供が病気の際、気軽に預けられる施設の充実。専業主婦でも急用・リフレッシュの為預
けたい人がいるはず。公立学童を改善すべき。

延長保育、休日預か
り、一時預かり等

４歳児
子供が幼稚園に入るまで、ずっと２人でいる事が多くイライラする事も多かった。今は仕
事をして延長保育を利用しています。土日、子供を預かって頂けると助かります。
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区分
児童
年齢

内容

延長保育、休日預か
り、一時預かり等

４歳児
体調不良で子供をみてくれる人がいず辛い思いをした事が何度も。緊急時ベビーシッ
ター利用出来るとよい。また、出産時の夜間保育、産後のヘルパー制度充実を希望。

延長保育、休日預か
り、一時預かり等

５歳児
平日の保育事業は充実だが土日は不十分。働き方が多様化している現状をご理解頂
き、土日保育の充実と負担軽減を至急希望。

延長保育、休日預か
り、一時預かり等

５歳児
お盆、幼稚園では預かりがなく困った。保育園は保育があり、兄弟がいるが一方だけ休
みというと困る。

延長保育、休日預か
り、一時預かり等

５歳児
保育園での土曜保育希望。お盆中、保育をお願いしたが、遠まわしに休んで欲しい様言
われた。仕事があったので困りました。

延長保育、休日預か
り、一時預かり等

不明 土曜・祭日、出勤時は幼稚園・保育園等利用したい。

病児・病後児保育 不明

病児保育は、料金の安さ等キッズプラネットを利用、とても助かっている。定員数が尐な
いので、利用出来ない時も多いので、改善されると有難い。ファミサポは高額で利用しに
くい。経済的に余裕があれば時間の余裕や心の余裕にもつながり、もう一人子供が欲し
いと思うようになって尐子化の改善にもつながると思います。

病児・病後児保育 ０歳児
病児・病後児保育をもっと増やしてほしい（保育園に併設希望）。仕事が休みの日でも保
育園に預けたいです。１人の時間が欲しい。

病児・病後児保育 ０歳児
子供が病気の時、急にみて貰える事業所が増えると良いと思う。安く子供を時間外でも
みて貰えると有難い。

病児・病後児保育 ０歳児
熱を出しても預かってくれる所が欲しい。半日でも助かる。小さい子供がいても就職出来
る様企業への働きかけ。安心して子供が産める環境に。

病児・病後児保育 １歳児
学校周辺街灯尐ない。不定期に預けられる保育園が必要。病後サービスでは意味がな
い（翌日は結局休まなくてはならない為）→医師の診断書等を貰いに行くことが大変。土
曜保育１７時は厳しい、通勤時間を考えると、せめて１８時に。

病児・病後児保育 １歳児 保育園に病児保育の施設があると、とても助かる。

病児・病後児保育 １歳児 保育園に病児・病後児保育の施設があるといい。

病児・病後児保育 ２歳児
仕事で急な病気時が一番困る。預けられない、仕事早退など・・・職場や一般にも理解し
て欲しい。働く事がいけない様に感じる時がある。

病児・病後児保育 ２歳児 休日保育の延長（公立保育園で）。病後保育の充実（公立保育園で）。

病児・病後児保育 ３歳児
病後児保育、預かって貰える子供が尐ないので驚きました。もう尐し人数を増やして貰え
ると有難い。子供達には、いつも明るく思いやりの心を持つ事、挨拶、迷惑をかけないな
どを心掛けています。

病児・病後児保育 ３歳児
長期休暇時や病児をみてもらえる人がいれば働きたいが現実は無理その辺の改善策が
あると良いのですが・・・認定子ども園が近くにあると良かったです。

病児・病後児保育 ３歳児

子育て教室、平日ではフルタイムで就労親は利用出来ない。病後児保育だけではなく病
中も対忚して欲しい。迎えが遅いと保育士に責められる。早く帰りたくても出来ない事を
理解して欲しい。職場では、制度があっても時短勤務を取得させて貰えず、働く親は何
時も肩身が狭く不満。

病児・病後児保育 ３歳児
病後児保育はあるが病児保育がないのが残念。ファミサポ利用していたが、３人いると負
担大。保育園・学童、２０時位までだとフルタイム勤務出来るので有難い。

病児・病後児保育 ５歳児
病後児保育は急性期（発熱がある状態）だと受け入れ拒否。仕事の都合があり、いつで
も受け入れて貰える場所が欲しいです。一度利用してノロをもらって帰ってきたので、もう
利用したくありません。
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区分
児童
年齢

内容

病児・病後児保育 ５歳児
急に休みを取れない仕事の為、子供が病気の際に安心して預けられるキッズプラネット
はとても重要。増やして頂けると助かる。子育ての情報交換が出来ず、相談出来る場所
や方法があればいいと思います。子育ての方法が不安に思う事がある。

障害児への支援 ０歳児
こばと園を利用しているが、もう１ヶ所位あると良い。療育施設の情報をもっと！今の時代
１クラスに１～２人は発達に差がある子がいるので、その辺の情報、施設、相談のしやす
さをお願いしたい。

障害児への支援 １歳児
自閉症の子供を毎日怒ってばかりで、疲れます。妹にいじめられ、泣き叫ぶ声も疲れ、心
が疲弊します。脳の成長を考えると幼児期の療育が大切。こばと園はいっぱい、「けや
き」に空きあるなら未就学児も利用したい。支援を手厚くして頂きたくお願いします。

障害児への支援 ２歳児 障害児への親の会の情報（色んな障害の）が欲しい。障害児の親の支援。

障害児への支援 ３歳児

子供が発達障害。上の子と同じ保育園へ行かせようと加配を付けても断られました。他市
の発達支援センターに行ける事になりました。一忚こばと園に行っていましたが。伸びる
時期にもっと手厚い保育事業が欲しいと思いました。障害のある子にも目を配ってもらえ
たらと改善する事を望みます。フルタイムで働けない現状も知って欲しいです。

障害児への支援 ４歳児
子育て多忙、あやしながら書いた。言語リハビリ専門先生がいてほしい。園の補助金、兄
弟はなれているが第１子扱い。かなりおかしい。幼稚園３子以降無償化。勉強不足の頼り
ない保健師、レベルのある方にしてほしい。

障害児への支援 ４歳児
幼稚園で自閉症の疑いがあると言われ保健所の方や療育の先生に看て頂き違うとの事
で安心しましたが、報告は慎重にして頂きたい。言われた側は発達途中の未熟な面を感
じる度今でも不安になる。

障害児への支援 ５歳児 障害児でも預かり保育をして欲しい。また、学童保育も行なって欲しい。

学童保育 不明
学童に幼稚園児も見て貰えらり、学童に行っている小学生も学童から部活にいったり、金
額も安くなると働きやすく助かる。

学童保育 １歳児 今、小学校の学童利用したいか聞かれても、まだ先の話しなのでよく分かりません。

学童保育 １歳児 小学校の土曜保育、月2,000円ではなくスポットで500円にして欲しい。

学童保育 ２歳児
保育園同様、学童時も遅い時間まで預かって貰いたい。学校行事も平日休み取れな
かったり役員など負担が増える事に不安がある。

学童保育 ３歳児
小学校入学後の放課後の過ごし場所がまだ見つかっていません。両親が安心して過ご
せる場所を増やしてほしい。

学童保育 ３歳児
幼稚園の学童が無くなってしまいます。現在利用、これから利用予定の方が多く継続を
希望している。日酸公園の学童先生、見回っている方もいますが殆んど集まってお喋り。
子供を観ていない。改善を強く希望します。

学童保育 ３歳児
保育園、０～１歳児クラスの保育充実を。育休延長や子供手当も嬉しいが、保育園や学
童の充実をさせて欲しい。

学童保育 ３歳児
病後児保育はあるが病児保育がないのが残念。ファミサポ利用していたが、３人いると負
担大。保育園・学童、２０時位までだとフルタイム勤務出来るので有難い。

学童保育 ４歳児
学童がいっぱいと聞きます。下校後の子供を預かってくれる場所をもっと増やして欲し
い。学童のスポットが無いのも不便。子育てに優しい市にして欲しい。

学童保育 ４歳児
幼稚園での学童が無くなるとの事で非常に不安。小１～小６迄を学校内でみるという事
は、いじめにも繋がるのでは？歳の差も考えて欲しい。しっかりとした先生の指導を希
望。「お母さん」ではダメです。
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区分
児童
年齢
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学童保育 ４歳児
子供が病気の際、気軽に預けられる施設の充実。専業主婦でも急用・リフレッシュの為預
けたい人がいるはず。公立学童を改善すべき。

学童保育 ４歳児
仕事をしようと思っているが、学童の預かってくれる時間が短い。習い事への送迎をして
くれたり働きながらも子供の教育が出来る様にして欲しい。学童のシステムがわからない
ので広報などで説明して欲しい。

学童保育 ５歳児 障害児でも預かり保育をして欲しい。また、学童保育も行なって欲しい。

学童保育 ５歳児
小学校へ入学時、学童がいっぱいと聞きます。預かってくれる場所をもっと増やして欲し
い。また、学童でスポットも出来ないと聞き不便。子供を安心して預けられる＝犯罪減と思
うので子育てに優しい市にして欲しい。

学童保育 ５歳児
幼稚園の学童を続けて欲しい。習い事を幼稚園で続けたいので無くなっては大変です。
是非市からお願いして欲しい。

学童保育 ５歳児
学童、月１位はイベントを。古山小の第１第２学童の分け方、配慮を。同学年や同性の子
がいなく可哀そう。毎日、１人っきりは楽しくないと思う。

学童保育 ５歳児
小３以降は公立の学童を利用する予定ですが夜遅い時間への対忚に不安。幼稚園のサ
ポートで仕事復帰４年経過。本当に助かっています。しかし園の先生の多忙化が心苦し
く心配です。

ファミリー・サポート・セ
ンター

不明

病児保育は、料金の安さ等キッズプラネットを利用、とても助かっている。定員数が尐な
いので、利用出来ない時も多いので、改善されると有難い。ファミサポは高額で利用しに
くい。経済的に余裕があれば時間の余裕や心の余裕にもつながり、もう一人子供が欲し
いと思うようになって尐子化の改善にもつながると思います。

ファミリー・サポート・セ
ンター

０歳児
リフレッシュ利用券、２歳位まで使えたらいいと思う。又ファミサポなどある事を知らなかっ
た。家から出る気がしなかった頃に知っていれば違ったように思う。

ファミリー・サポート・セ
ンター

１歳児
医療費受給の手続き、申請しなくてすむ様に。認定こども園、早朝・残業に対忚してくれ
助かっている。祝祭日が休みで尐し困っている。ファミサポは使用しにくい。

ファミリー・サポート・セ
ンター

２歳児
親が体調不良などの時、ホームヘルパーやベビーシッターを頼める様な線引きのない家
政婦さんに助けて欲しい。ファミサポの枠が広ければ良いのにと思う。

ファミリー・サポート・セ
ンター

３歳児
病後児保育はあるが病児保育がないのが残念。ファミサポ利用していたが、３人いると負
担大。保育園・学童、２０時位までだとフルタイム勤務出来るので有難い。

ファミリー・サポート・セ
ンター

４歳児
主人単身赴任で１人で子供の面倒を見ながらフルで仕事をしている。預かり保育代にお
金がかかります。低コストな預かり場所を作って欲しい。ファミサポの値下げ希望。

ファミリー・サポート・セ
ンター

５歳児
保育時間の多様性を求めます。１９時迄では間に合わない。ファミサポを利用しているが
２０時迄の保育園もある為統一して欲しい。

小中学校 ０歳児
休日、夜間等、小児科の診療時間延長希望。通学学区も学校の特色等から選択出来た
らいい。

小中学校 １歳児
公園の増設。今ある公園に遊具を。歩道・外灯・信号・スピード標識を付けて欲しい。道
端の草刈り。地域放送が酷くて聞こえない。小学校が遠すぎる、選べない！そばに違う
小学校があるのに。

小中学校 ２歳児
登校班の集合前に出勤、祖父母宅の近くの登校班で登校させているが、学校側にも理
解してほしい。

小中学校 ２歳児 英語教育の充実を（学校・幼稚園・塾・海外の児童との交流　ｅｔｃ）。
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区分
児童
年齢
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小中学校 ２歳児
保育園同様、学童時も遅い時間まで預かって貰いたい。学校行事も平日休み取れな
かったり役員など負担が増える事に不安がある。

小中学校 ３歳児
小学校の過疎化、尐人数で大丈夫か。登下校も人がいないので心配。近所に同年代の
子供がいないので気軽に遊ばせられないのが不安。何とかお願いします

小中学校 ５歳児
県外に引っ越しますが、医療機関が沢山あり獨協や自治医大もあり、子供が体調不良時
も不安になりませんでした。小学校が多すぎると思います。仲良しの子と近所なのに別の
小学校になってしまうのは寂しいです。

小中学校 ５歳児 南河内中学校の校外でタバコを吸って立っている先生が多く、姿をみてがっかりする。

子育て支援センター
や児童館等の施設

０歳児
初めての子育てで不安が多いので友人・支援センター・両親など相談する様にしてい
る。検診時期が尐し間があいているのでもう尐し短いスパンで出来たら嬉しい。

子育て支援センター
や児童館等の施設

０歳児

児童館・支援センターのイベント、１歳未満は参加しづらい。情報がなくよく分からず入り
にくい。児童館に遊びに行ったら学童保育をやっていて遊べなかった。もっと１歳未満が
遊べる施設・イベントをやって、それを広報して貰いたい。やっていても分からなければ
参加出来ない。

子育て支援センター
や児童館等の施設

０歳児
全国に先駆けて英語教育に力を入れて欲しい。例えば支援センターのプログラムに英語
の日を設け外国人先生に英語圏でよく行なわれている遊びを教えてもらう。図書館に英
語の本等。上三川で英語に力を入れている幼稚園がとても人気です。

子育て支援センター
や児童館等の施設

０歳児
みるく、ゆりかご、楽しく参加できる場があり有難い。予防接種等の補助があるともっと助
かる（インフルエンザ等）。

子育て支援センター
や児童館等の施設

０歳児
宇都宮の友人が下野市の子育て支援センターが充実しているとうらやましがられていま
す。親子で参加出来るイベント等。市オリジナルの支援サポートをして頂けると安心して
産み育てられると思います。

子育て支援センター
や児童館等の施設

０歳児
リフレッシュ利用券、有効期限の延長希望。訪問保育を充実。公園の遊具、幼児には危
険・遊びづらい。保育所とカフェのような施設が併設されていれば子育ての相談、コミュニ
ケーションの場になるのになぁといつも思う。

子育て支援センター
や児童館等の施設

０歳児
自宅近くで自転車で行ける場所に図書館が欲しい。同じ外国人同士の相談、或いは交
流の出来る場所が欲しい。

子育て支援センター
や児童館等の施設

０歳児
支援センターと市のポピークラブ等、重なっている為、どちらかしか参加出来ない。重な
らないようにして欲しい。

子育て支援センター
や児童館等の施設

１歳児
児童館や子育てサロンの様なものが尐ない。就園前の子を対象にした児童館の活動募
集人数をもっと増やして欲しい。

子育て支援センター
や児童館等の施設

１歳児
医療費助成助かっています。子育て支援センター日曜も利用できたら更に助かる。他町
村では申し出れば遊戯室を利用出来るところもある様です。

子育て支援センター
や児童館等の施設

１歳児
インフルエンザ等予防接種の助成を。年配のサービスは充実しているが幼い子供にも支
援向上を。又家庭教育に関する講座に大変興味があるが、託児付のものが尐なく集中し
て参加出来なくて困っている。

子育て支援センター
や児童館等の施設

１歳児
支援センター「みるく」はイベント多く子供は楽しく通っています。エアコンがあると良い
が。
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児童
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子育て支援センター
や児童館等の施設

１歳児
ほぼ日中は１人で子供の相手をしていますが、子育て支援センターがあるおかげで息抜
きができ、とても助かっています。ゆりかごさん・みるくさんはイベントが多くとても楽しいで
す。つくしさんも、イベントが多いといいなと思います。

子育て支援センター
や児童館等の施設

１歳児
児童館で講座等受けたいが託児付が尐なくて受けられない。又「みるく」は外で遊ばせら
れないのが残念。親の為の勉強会などに出席出来る様に託児を増やしたり公園等での
イベント有ると嬉しい。

子育て支援センター
や児童館等の施設

２歳児 小学校入学後、共働きの子供が安心して過ごせる場所がみつかっていません。

子育て支援センター
や児童館等の施設

２歳児
緊急の際、預けられる施設希望。土日祝でもリトミック等やれる所が欲しい。上三川のいき
いきプラザの様な施設希望。

子育て支援センター
や児童館等の施設

２歳児

医療費助成の申請面倒です。ゆうゆう館にある支援センターでも預かりをして欲しい。小
児科が尐なくて戸惑いました。検診時、相談をしたお母様へ具体的な解決策を示さず、
質問損している様でした。保健師さんに相談しても何の解決にもならないと、いつも思い
ます。

子育て支援センター
や児童館等の施設

２歳児
東京から引っ越し、コミュニティーの差に戸惑いました。もっと子育て中の人やお年寄りが
外で集えるサポートを市でやって頂きたい。公民館を市の職員在中している様にし、皆
が集い語らい触れ合える様にして頂きたい。

子育て支援センター
や児童館等の施設

２歳児 「つくし」の様な室内で遊べる所を増やして欲しい。人数が多くても遊べる広い場所。

子育て支援センター
や児童館等の施設

２歳児
近くに児童館、玩具がいっぱいの乳児の遊ぶ場所が欲しい。同じ外国人同士、日本で
過ごす生活について情報など、相談或いは交流の場が欲しい。

子育て支援センター
や児童館等の施設

２歳児 近くに児童館がないので気軽に利用できる所を作ってほしいです。

子育て支援センター
や児童館等の施設

２歳児
公園の遊具充実。上三川いきいきプラザの様なベビースイミングやイベントを行なってほ
しい。

子育て支援センター
や児童館等の施設

３歳児
インフルエンザ等予防接種の助成充実。年配サービス充実だが子育て家庭の支援充実
も向上させて頂きたい。又託児付の教育講座を増やしてほしい。積極的に学びたい。

子育て支援センター
や児童館等の施設

３歳児
世帯年収で補助金が確定したり支援面で受けられない面が多々あり、生活保護で働か
ずにギリギリで生活している人の方が保護され、うらやましく感じる。児童館、日曜に開館
希望。３町合併の充実した施設があると良い。

子育て支援センター
や児童館等の施設

３歳児

子育て教室、平日ではフルタイムで就労親は利用出来ない。病後児保育だけではなく病
中も対忚して欲しい。迎えが遅いと保育士に責められる。早く帰りたくても出来ない事を
理解して欲しい。職場では、制度があっても時短勤務を取得させて貰えず、働く親は何
時も肩身が狭く不満。

子育て支援センター
や児童館等の施設

４歳児
児童館など子供用トイレの充実。夜間、休日の子供の診療体制の充実（小山市民病院
移転の為、遠くなり不安）。

子育て支援センター
や児童館等の施設

４歳児 石橋児童館のエアコンを完備して欲しい。子供向け教室などもっとして欲しい。

子育て支援センター
や児童館等の施設

４歳児
インフルエンザ予防接種等、小学校で集団接種にして欲しい。医療費控除などの手続き
を１５歳迄、医療証のみをみせるだけにするなど簡単に。公民館を老人や子供の集う場
所として開放。市の職員を常在して市政を身近に感じさせて下さい。
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区分
児童
年齢

内容

子育て支援センター
や児童館等の施設

４歳児
子供手当を増やしてほしい。上三川町のいきいきプラザのような気軽で明るい所が欲し
いです。食事面で気を遣っていますが、なかなか上手くいきません。

子育て支援センター
や児童館等の施設

４歳児
小学校のそばに、放課後子ども教室のような場所希望。働いている、いない関係なく利
用できるところ。

子育て支援センター
や児童館等の施設

５歳児
子育て支援センター未就園児教室をよく利用し友達作りや情報収集をしました。これから
も育児をしている人が気軽に利用出来る事業を続けて下さい

子育て支援センター
や児童館等の施設

５歳児
２年前、リトミック教室参加。講師の言動に耳を疑う。ふさぎこんだ保護者も・・・講師の選
択は慎重かつ流動的であって欲しいと感じます。

公園などの遊び場 不明
仁良川に公園を早急に作ってほしい！公園と書いてある所はあるが砂利でベンチのみ、
子供が遊べる感じでない。

公園などの遊び場 不明 室内遊びの広場など子供が休日遊べる場が欲しい。

公園などの遊び場 ０歳児
医療費、窓口負担を無くして欲しい。安心して遊べる公園の設備（遊具点検・定期的に
新しい物に変更・犬のフンしない設備）是非検討を。

公園などの遊び場 ０歳児 保育園の増設。雤天で遊べる広場や公園が欲しい。

公園などの遊び場 ０歳児
公園の遊具整備（使用中止のテープ貼ってあったりなかったりで遊ばせる事にとまどって
しまう）。

公園などの遊び場 ０歳児 みず遊びが出来る様な大きな公園があるといい。

公園などの遊び場 ０歳児
リフレッシュ利用券、有効期限の延長希望。訪問保育を充実。公園の遊具、幼児には危
険・遊びづらい。子育所とカフェのような施設が併設されていれば子育ての相談、コミュニ
ケーションの場になるのになぁといつも思う。

公園などの遊び場 ０歳児
運転出来ない為、緊急時の移動がとても不便。公園の数が多いのに遊んでいる子供が
尐なく寂しい。子育て支援センターを利用している人の方が多く外にでない？一時預か
りの場は充実しているが専業主婦だと躊躇する。手続き、移動に面倒さを感じる。

公園などの遊び場 ０歳児
インフルエンザ予防接種の助成。医療費の窓口負担を無くしてほしい。近くに遊べる公
園を。

公園などの遊び場 ０歳児
仁良川に住んでいます。保育園が近くにあるといい。公園など子供と散歩したり遊べる場
所が増えると嬉しい。育休中、子育てと仕事の両立ができるか心配です。

公園などの遊び場 ０歳児
医療費助成を１５歳まで現物支給に。新４号より東地区にも、小さい子供が遊べる公園
を。

公園などの遊び場 １歳児 大きな公園、室内で遊べる所が尐ないので作って欲しい。

公園などの遊び場 １歳児
公園の増設。今ある公園に遊具を。歩道・外灯・信号・スピード標識を付けて欲しい。道
端の草刈り。地域放送が酷くて聞こえない。小学校が遠すぎる、選べない！そばに違う
小学校があるのに。

公園などの遊び場 １歳児

子供を連れて遊びに行ける場所がない。大きな公園（遊具が充実）があればいい。児童
館が尐なすぎる。年齢ごとの検診が、ゆうゆう館のみというのに大きな不満がある。「経費
削減の為、きらら館で行なうのをやめた」と言われびっくり。削れる所をもう尐し考えたらど
うか？言いたいことは山ほどある。市長と子育てについて語れる場を是非作ってほしい。

公園などの遊び場 １歳児
大光寺公園、遊具を幼い子供でも安全に遊べる様な物に。宇都宮市の公園の様な遊
具、休憩所の充実。
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区分
児童
年齢

内容

公園などの遊び場 １歳児

公園が欲しい（今ある公園、安全だと思えない）。石橋にある公園すくなすぎる。特に未
就学児が安心して遊べる公園ってありますか？大松山・大光寺・・・つまらない、危険。ベ
ビーカー押して歩ける街でない。今、道路をつくっている（丸大ハムあたり）歩道の整備も
重要。

公園などの遊び場 １歳児
公園・遊具の充実。公園のトイレがもっと綺麗だったら有難い。子供と一緒に利用するの
に現状では抵抗がある。

公園などの遊び場 １歳児 小児科が尐ない。子供が遊べる場所が尐ない。

公園などの遊び場 ２歳児
箕輪、街灯が尐なすぎる。古城公園の道に街灯を。交通の多い学童通り道に歩行者専
用道路などを作って欲しい（箕輪橋～公民館の区間）。

公園などの遊び場 ２歳児
遊具あり食事（お弁当）も出来る公園があると嬉しい。転入してきましたが保健師さんの対
忚が良く、手続きがスムーズで助かりました。

公園などの遊び場 ２歳児
公園等にトイレ増設。石鹸やオムツ交換台も。雤でも遊べる場所。イベントを増やしてほ
しい。

公園などの遊び場 ２歳児 公園の遊具壊れているがそのままであり危険。時々は公園をチェックして頂けると安心。

公園などの遊び場 ２歳児 未就学児が安心して遊べる公園を近所に（小さくてもよいので）。

公園などの遊び場 ２歳児
公園の遊具充実。上三川いきいきプラザの様なベビースイミングやイベントを行なってほ
しい。

公園などの遊び場 ３歳児
わんぱく公園や小山県南体育館の所のような大規模な公園があればいいなと思う。新庁
舎に係る費用を尐し回せませんか。

公園などの遊び場 ３歳児
文教公園、利用してみて、遊ばせるのに向いていない。石橋地区の公園は充実していな
い。楽しく遊べる公園に。

公園などの遊び場 ３歳児 公園の遊具増設（安全で幼児でも使用出来るもの）。若林地区に公園を。

公園などの遊び場 ３歳児
住宅密集地には公園が整備されているが田舎には無い。目を向けて欲しい。ちょっとし
た公園で良いので。

公園などの遊び場 ３歳児 インターパークに出来た公園を作って欲しい。安全で危なくない公園を。

公園などの遊び場 ３歳児
今は携帯・ＴＶ等身近にあり、除外して育てたくても子供が孤立する。遊ばせるのに公園
など近くにある施設が尐ない。もっと外で遊ばせられる場、イベント、地域行事が増え母
子も地域から孤立しない様にして欲しい。

公園などの遊び場 ４歳児
街灯が無く夜道が怖い。東小の隣の公園など充実していて有難いが、図書館が古く本の
種類が尐ないのが残念。

公園などの遊び場 ４歳児 子供達を連れて遊びに行ける場所が欲しい。（特に雤天）

公園などの遊び場 ４歳児
児童公園を整備する計画を立ててくれてはいるが、トイレ・水道・遊具なくただの空き地で
利用できず困っている。早急に整備を。

公園などの遊び場 ４歳児 子供が１人でも出歩けるよう歩道の整備を。近所に公園もなく遊ばせる場所がなく悩み。

公園などの遊び場 ４歳児
県道を大型ダンプが多く通るのですが歩道無く危険。公園も車で行かないとならない所
にしかない。

公園などの遊び場 ５歳児
公園の遊具、どこも同じレベルの物ばかりでつまらない。イベントは多いが親子向け・幼
児向けが無くてつまらない。

公園などの遊び場 ５歳児
現在妊娠、助産師の仕事で夜勤も。夜勤の免除をしてほしいが、言いづらい雰囲気、他
のスタッフに迷惑をかける。市から事業者への働きかけをして欲しいです。遊具のある公
園を（若林南）。
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区分
児童
年齢

内容

公園などの遊び場 ５歳児 下長田地区に公園・信号・歩道を設置して欲しい。

公園などの遊び場 ５歳児
外で体を動かして遊ばせる為の遊具充実を。医療費窓口負担を子供が大きくなるまで出
して欲しい。

公園などの遊び場 ５歳児
小さな子が安心して遊べる公園希望。石橋の公園は大きな子向けや錆ついた遊具、た
だの広場です。

公園などの遊び場 ５歳児
祇園原公園のトイレは大きなイベントでも夜迄、使われます。不潔で照明もとても暗い。
何故改善されないのですか？疑問です。公園がとても危険です。

公園などの遊び場 ５歳児 公園を至急整備してほしい。

公園などの遊び場 ５歳児 仁良川下に大型の公園を早急に。アンケート沢山あり過ぎ疲れました。

生活環境 ０歳児
子連れで飲食、テーブル席が多く座敷がある飲食店がもっとあれば助かると思いました。
保育園、なかなか入れないと聞くので利用する方は不安です。

生活環境 ０歳児
色々な場所に授乳室やベビーカーがあると助かる。仕事の無理で切迫早産。もっと早く
産休がとれれば。自費負担もかかってしまうので補助が欲しかった。

生活環境 ０歳児 歩行者用道路スペースを確保。通学をしている子をみると、はねられないかいつも心配。

生活環境 １歳児
公園の増設。今ある公園に遊具を。歩道・外灯・信号・スピード標識を付けて欲しい。道
端の草刈り。地域放送が酷くて聞こえない。小学校が遠すぎる、選べない！そばに違う
小学校があるのに。

生活環境 １歳児
学校周辺街灯尐ない。不定期に預けられる保育園が必要。病後サービスでは意味がな
い（翌日は結局休まなくてはならない為）→医師の診断書等を貰いに行くことが大変。土
曜保育１７時は厳しい、通勤時間を考えると、せめて１８時に

生活環境 １歳児
小金井駅（西側）道幅を広くして欲しい。湘南新宿ラインの本数を増やせるようＪＲに働き
かけて欲しい（東京まで通勤圏内であることを世間にアピールし、マンションや大規模集
合住宅を作って欲しい）。

生活環境 １歳児
小児科専門病院が尐ない。外灯が尐ない。防犯の面からも不安に思います。国分寺地
区（下町自治会）。

生活環境 １歳児

公園が欲しい（今ある公園、安全だと思えない）。石橋にある公園すくなすぎる。特に未
就学児が安心して遊べる公園ってありますか？大松山・大光寺・・・つまらない、危険。ベ
ビーカー押して歩ける街でない。今、道路をつくっている（丸大ハムあたり）歩道の整備も
重要。

生活環境 １歳児
石橋総合病院移転、近所に来ると、住宅地に入る車が多くなりそうで不安。道路の区画
整理や通学路など安全対策を強く要望します。

生活環境 ２歳児
納税した住民税の５０％を次世代育成対策費として頂きたい。市立小学校の改善（耐震
工事がひと段落したら、洋式トイレに。又タイル地から明るく清潔なトイレに。現状、暗く臭
く発達に良くない。

生活環境 ２歳児
箕輪、街灯が尐なすぎる。古城公園の道に街灯を。交通の多い学童通り道に歩行者専
用道路などを作って欲しい（箕輪橋～公民館の区間）。

生活環境 ２歳児
下谷田遊歩道の環境が悪く（ゴミ・犬のフン）植え込みがある事でポイ捨てし易くなってい
る様な気がします。安心して歩かせられない。予防接種の負担が大変。
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区分
児童
年齢

内容

生活環境 ２歳児
東京から引っ越し、コミュニティーの差に戸惑いました。もっと子育て中の人やお年寄りが
外で集えるサポートを市でやって頂きたい。公民館を市の職員在中している様にし、皆
が集い語らい触れ合える様にして頂きたい。

生活環境 ３歳児
近所の工場の悪臭・近所の野焼き。野焼きは市で禁止されています。モラルを守るよう徹
底して下さい。

生活環境 ３歳児
車の運転が出来ないと住みにくい。バスなど交通手段を増やすべき。小児科病院も尐な
く、雰囲気も医師の態度も良くなく、看てもらえず。

生活環境 ３歳児 医療費助成の延長。インフルエンザなど助成を。外灯を増設。

生活環境 ３歳児 駅迄のバスなど公共機関を作ってほしい。上古山にもバスを通して欲しい。

生活環境 ３歳児
グリム周辺～星の宮神社、東西に走る道路に街灯尐なく危険。至急整備をお願いしま
す。

生活環境 ３歳児
屋外の拡声器の放送が聞きづらい。３３９の通り狭く、危険。小山が開通したら交通量も
増えると思うのでなんとかして欲しい。

生活環境 ４歳児
歩道の整備。街灯の設置。子供を遊びに行かせるのに安心できる道路環境を。暗い農
道が心配です。

生活環境 ４歳児
幼児も学童みたく安価で土曜預かりをして欲しい。小学生、登下校でのトラブル絶えず、
スクールガードの配置を積極的にして貰いたい。

生活環境 ４歳児
街灯が無く夜道が怖い。東小の隣の公園など充実していて有難いが、図書館が古く本の
種類が尐ないのが残念。

生活環境 ４歳児

他市に比べ子育てすやすい。ただベビーカーを使用した際、石橋地区は段差が多く散
歩しにくい。リトミック等で保健師さんから難聴を疑われ、声掛けして下さったがプレッ
シャーですし、つくし、ではよく話をしていたのでと言ったのですがその後も何度か様子
を聞かれた。つくし、と連携は難しいのでしょうか？

生活環境 ４歳児
思いっきり外で遊ばせたいが、目が届かないので心配で家の中での遊びが多い。安心し
て子育て出来る環境になって欲しいがどうすればよいだろう。

生活環境 ４歳児
地域に選ぶ幼稚園が尐なく閉鎖的になる。違う幼稚園でも交流が持てたりサークルなど
も数多く選べたら子育てし易い環境になるのでは。数百円で行けるイベント、沢山あると
よい。子連れで行けるお店が尐ない。

生活環境 ４歳児 絹板の方は道路狭く歩道無いので危険。交通量の多い所は歩道整備を。

生活環境 ４歳児 子供が１人でも出歩けるよう歩道の整備を。近所に公園もなく遊ばせる場所がなく悩み。

生活環境 ４歳児
県道を大型ダンプが多く通るのですが歩道無く危険。公園も車で行かないとならない所
にしかない。

生活環境 ５歳児
医療費、申請しなければ戻ってこないが、手間を無くして欲しい。一軒家の購入などがし
易い環境作りを。アパート・マンションは騒音等気にしていると遊ばせられない。

生活環境 ５歳児 下長田地区に公園・信号・歩道を設置して欲しい。

生活環境 ５歳児
オムツ替えスペース・授乳出来る場所・子供用トイレ・ベビーカーで入っても平気な場所ｅ
ｔｃ　本当に来て欲しいならば必要。

医療機関 不明 夜間診療は、受け入れて貰えなかったりで大変です。小児科を増やして欲しい。
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区分
児童
年齢

内容

医療機関 ０歳児
夜、子供の具合が悪くなり、病院へいったら「こんな事できたの？」という対忚でがっかり。
相談しやすい、新米ママに優しい病院が必要。

医療機関 ０歳児 夜間救急を作って欲しい。小山は遠い。この前、小児の体調不良で５件拒否。

医療機関 ０歳児
休日、夜間等、小児科の診療時間延長希望。通学学区も学校の特色等から選択出来た
らいい。

医療機関 ０歳児
リフレッシュ利用券、制度は良いが利用しづらい。小児科が尐なく混雑で大変、増えると
嬉しい。

医療機関 １歳児
小児科、常に混雑しているので増えると助かる。下野市の子育て支援は充実していて有
難く感じる。

医療機関 １歳児
小児科専門病院が尐ない。外灯が尐ない。防犯の面からも不安に思います、国分寺地
区（下町自治会）。

医療機関 １歳児 小児科が尐ない。子供が遊べる場所が尐ない。

医療機関 ２歳児
子供と関わる時間の長い親等に躾や発達・知育に関わる能力を身につける指導や支援
を充実させて欲しい。発達具合について気軽に相談できる医療機関も充実させて欲し
い。

医療機関 ２歳児

医療費助成の申請面倒です。ゆうゆう館にある支援センターでも預かりをして欲しい。小
児科が尐なくて戸惑いました。検診時、相談をしたお母様へ具体的な解決策を示さず、
質問損している様でした。保健師さんに相談しても何の解決にもならないと、いつも思い
ます。

医療機関 ２歳児
子供の急病時、夜間・休日に確実に診察してくれる小児科を。いつもたらい回し。出来れ
ば市内の小児科、順番性で看てくれる対策を。医療費の窓口支払い無しになる対策を。

医療機関 ２歳児
小児科だけでなく耳鼻科の充実を。リフレッシュ利用券、利用せず。利用方法を簡単に
するか、金券への変更をして欲しい。

医療機関 ２歳児 子供クリニック予約でいっぱい。他の病院も何時間待ち。小児科の充実を。

医療機関 ３歳児
車の運転が出来ないと住みにくい。バスなど交通手段を増やすべき。小児科病院も尐な
く、雰囲気も医師の態度も良くなく、看てもらえず。

医療機関 ３歳児 通院の時、待ち時間が困るので小児科にもインターネット予約出来る様にして欲しい。

医療機関 ３歳児 月～日曜迄、夜間小児科があると助かります。

医療機関 ４歳児
児童館など子供用トイレの充実。夜間、休日の子供の診療体制の充実（小山市民病院
移転の為、遠くなり不安）

医療機関 ４歳児
夜間の病院の受け入れが出来るように。宇都宮の済生会まで行っている為、病状が悪化
したりする。近くに大学病院があるのに利用出来ないのは親として辛い。

医療機関 ４歳児
夜間、祝祭日、急患時に救急指定病院に小児科医がいない事が多い。たらい回しにさ
れる事も度々。重病化しやすい子供を看て貰えないのは矛盾している

医療機関 ４歳児 小児科が尐ない。待ち時間が長い。子供が受診する機会の多い医療機関の誘致を。

医療機関 ５歳児
県外に引っ越しますが、医療機関が沢山あり獨協や自治医大もあり、子供が体調不良時
も不安になりませんでした。小学校が多すぎると思います。仲良しの子と近所なのに別の
小学校になってしまうのは寂しいです。

健診・予防接種等 ０歳児 子供の検査は出来れば午前中に実施して頂けたら助かる。

健診・予防接種等 ０歳児
予防接種、病院で風邪がうつった。月齢の子ばかりの集団接種ならそういう事はないの
かなと思った。
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区分
児童
年齢
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健診・予防接種等 ０歳児
身体測定を何時でも出来るように。以前カンガルー教室へいったが測定器はかたずけら
れていた。予防接種、県内の医療機関なら受けられるはずなのに、確認の電話をしたとこ
ろダメだ位の勢いで言われた。

健診・予防接種等 ０歳児
保健師や保育士さんの対忚に差があり過ぎる為、検診などで相談しても実感がない。そ
のような所で話しをするのが不安解消につながる。聞く側の質向上は大事だと思う。

健診・予防接種等 ０歳児
私立幼稚園助成金を６年生位までに延長を。乳幼児検診の会場が遠すぎる。きらら館に
戻してほしい。

健診・予防接種等 ０歳児
母親学級で自然分娩の事ばかり扱うのは違和感を感じる。自然分娩・帝王切開になる
ケースの違いを話しておけば緊急帝王切開になった時動揺が多尐軽減されるのではな
いかと思う。

健診・予防接種等 ０歳児

２番目を妊娠たら１番目の子が保育園を利用できなくなる。入園案内では聞いておらず
市に言えば「決りです」と。知っていれば妊娠は遅らせたし上の子で手いっぱい。とても
辛かった。相談したらブラックリスト的な物にのせられそうで相談出来ない。検診時の保
健師がタメ口、馬鹿にされている感じ。

健診・予防接種等 １歳児
検診を行きたいと思える内容に。時間の無駄、労力の無駄と行く度思う。職員の仕事の
姿勢に疑問を感じる。

健診・予防接種等 １歳児
インフルエンザ等予防接種の助成を。年配のサービスは充実しているが幼い子供にも支
援向上を。また、家庭教育に関する講座に大変興味があるが、託児付のものが尐なく集
中して参加出来なくて困っている。

健診・予防接種等 １歳児
定期健診、長時間で負担になる。地区ごと尐人数制にする等改善を。相談員は子育てを
して保育業経験ある人にして欲しい。相談員の言動で悩む人が沢山いる。マニュアルだ
けの相談員は受付だけにして欲しい。

健診・予防接種等 １歳児
検診を行きたいと思える内容に。時間の無駄、労力の無駄と行く度思う。職員の仕事の
姿勢に疑問を感じる。

健診・予防接種等 １歳児
車使用不可で検診等でゆうゆう館迄行かなくてはいけない時が大変。送迎バスを市で用
意することは考えてないですか？石橋にきらら館があるのに何故？色々考えてくれてい
るがそこまで行けない人も多いと思う。気軽に行けるよう考えてほしい。

健診・予防接種等 １歳児
集団検診、時間がかかるが、もっとスムーズに出来ないか。待ちくたびれる親子は沢山い
ます。毎回思う事です。

健診・予防接種等 ２歳児

医療費助成の申請面倒です。ゆうゆう館にある支援センターでも預かりをして欲しい。小
児科が尐なくて戸惑いました。検診時、相談をしたお母様へ具体的な解決策を示さず、
質問損している様でした。保健師さんに相談しても何の解決にもならないと、いつも思い
ます。

健診・予防接種等 ２歳児
健康診断スタッフに不満あり。毎回言葉遣いの悪さに腹が立つ。もっときちんとした方を
お願いします。

健診・予防接種等 ２歳児
検診時の待ち時間を減らして欲しい。無理なら、つくしのおもちゃや絵本を使用して良い
様に。でも３時間もかかるなら半月単位で集めるべきではと強く思う。

健診・予防接種等 ２歳児
検診で、ゆうゆう館を使用すると思いますが、４ヶ月検診で殆んど首が座っていない状況
なのにベビーカー乗り入れ禁止は如何なものか？問い合わせたら予算の問題と答えた
みたいで全く市民の声が反映されてないですよね。

健診・予防接種等 ４歳児
０歳児検診などの時、不安になる様な事を言われた。うちは祖父母にみて貰えるが孤独
なママさんだったら不安を子供に向け虐待などになってしまうのでは？子育てはマニュア
ル通りにいかない事を、係りの人こそ理解すべき。
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区分
児童
年齢
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健診・予防接種等 ５歳児
医療費、窓口支払い無しに。手続き面倒、紙、人件費の無駄。検診時、発達の遅れや異
常を見つけ出すのに必死。こちらが心配になる様な事も言われるので、もう尐し配慮を。

医療費助成 不明
３歳までの医療費現物給付を中３迄延長に。大型ベビー用品のお手軽なリサイクル場所
を提供して欲しい。

医療費助成 不明 医療費給付、中学まで延長を。

医療費助成 ０歳児 予防接種の補助を他市町なみに。

医療費助成 ０歳児
保育園を探し始めようと・・・相談する機関はありますか？。妊婦や予防接種の助成を増
やして欲しい。現在、子育て支援でネックになっている事はどんなことですか？

医療費助成 ０歳児
子だくさんに支援を。リフレッシュ利用券１歳半まで延長を。子だくさん家庭は無条件、無
償で入園出来ると尐子化が無くなると思う。医療費１８歳まで無料にして欲しい。保健師
さんに相談しても解決法が無い「どうなんでしょうね」との返事。

医療費助成 ０歳児
インフルエンザ予防接種等の援助を。地域の子育てに役立つ情報をＭａｐにして欲しい。
（授乳室の有無・外食時、子供はＯＫか・公園の場所や特徴など）。ベビーカーが通れる
道の整備。チャイルドシート補助金制度はレンタル。

医療費助成 ０歳児 医療費の現物支給。予防接種の助成。

医療費助成 ０歳児 医療費、窓口支払いを無くして欲しい。申請が大変。

医療費助成 ０歳児
医療費、窓口負担を無くして欲しい。インフルエンザの補助。専業主婦が働く為の保育
施設。

医療費助成 ０歳児
色々な場所に授乳室やベビーカーがあると助かる。仕事の無理で切迫早産。もっと早く
産休がとれれば。自費負担もかかってしまうので補助が欲しかった。

医療費助成 ０歳児
みるく、ゆりかご、楽しく参加できる場があり有難い。予防接種等の補助があるともっと助
かる（インフルエンザ等）。

医療費助成 ０歳児
医療費、窓口負担を無くして欲しい。安心して遊べる公園の設備（遊具点検・定期的に
新しい物に変更・犬のフンしない設備）是非検討を。

医療費助成 ０歳児
インフルエンザ予防接種の助成。医療費の窓口負担を無くしてほしい。近くに遊べる公
園を。

医療費助成 ０歳児
医療費助成を１５歳まで現物支給に。新４号より東地区にも、小さい子供が遊べる公園
を。

医療費助成 １歳児
医療費受給の手続き、申請しなくてすむ様に。認定こども園、早朝・残業に対忚してくれ
助かっている。祝祭日が休みで尐し困っている。ファミサポは使用しにくい。

医療費助成 １歳児
医療費助成、３歳以上も窓口支払い無しに。中学校迄無料で医療機関にかかれる様
に。インフルエンザ予防注射も、子供だけでも無料に。

医療費助成 １歳児
医療費助成助かっています。子育て支援センター日曜も利用できたら更に助かる。他町
村では申し出れば遊戯室を利用出来るところもある様です。

医療費助成 １歳児 医療費３歳以上も現物給付希望。リフレッシュ利用券の年齢を３歳迄、延長希望。

医療費助成 １歳児 医療費３歳以降も現物支給に。

医療費助成 １歳児
石橋児童館、冬寒く、風邪をひいてしまいます。午前中の利用者も尐ないので、もう尐し
小さな子供も利用しやすい環境を。幼稚園・保育園の探し方が分かりません。医療費助
成、大変助かっています。
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児童
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医療費助成 １歳児
求職中の人も預けないと仕事を探せない。そういう人にも対忚を。医療費助成、３歳迄の
現物支給の延長を。インフルエンザ予防接種の助成を。３人目、保育料も他市では年齢
制限なく無料だったりする。お金もかかるので無料になると有難い

医療費助成 １歳児
インフルエンザの無料化又は補助。夜間・休日診療、自治医大病院の方が近いのに何
故看て貰えないのか理解できない。病院に電話すると当然のように小山市民病院へと言
われる。自治医大で看て貰えるようにして欲しい。

医療費助成 ２歳児
昔はチャイルドシートの助成があったが今はなく残念。医療費、宇都宮市のように一定年
齢まで払わなくていい様に。

医療費助成 ２歳児 こども医療費受給資格者証、３歳以上も自己負担を無くして頂くと助かる。

医療費助成 ２歳児

医療費助成の申請面倒です。ゆうゆう館にある支援センターでも預かりをして欲しい。小
児科が尐なくて戸惑いました。検診時、相談をしたお母様へ具体的な解決策を示さず、
質問損している様でした。保健師さんに相談しても何の解決にもならないと、いつも思い
ます。

医療費助成 ２歳児 医療費の窓口負担を無くしてほしい。

医療費助成 ２歳児 医療費を３歳以上現物給付に。リフレッシュを３歳迄使用希望。

医療費助成 ２歳児 医療費窓口請求をやめて欲しい。申請は手間がかかり面倒。

医療費助成 ２歳児
子供の急病時、夜間・休日に確実に診察してくれる小児科を。いつもたらい回し。出来れ
ば市内の小児科、順番制で看てくれる対策を。医療費の窓口支払い無しになる対策を。

医療費助成 ２歳児
下谷田遊歩道の環境が悪く（ゴミ・犬のフン）植え込みがある事でポイ捨てし易くなってい
る様な気がします。安心して歩かせられない。予防接種の負担が大変。

医療費助成 ２歳児 医療費を申請せずに（１８歳迄）支給して欲しい。

医療費助成 ３歳児 医療費助成の延長。インフルエンザなど助成を。外灯を増設。

医療費助成 ３歳児 インフルエンザ予防接種等、助成を。今まで住んでいた所は有った。

医療費助成 ３歳児
インフルエンザ等予防接種の助成充実。年配サービス充実だが子育て家庭の支援充実
も向上させて頂きたい。又託児付の教育講座を増やしてほしい。積極的に学びたい。

医療費助成 ３歳児 子供医療費助成期間中は全て現物支給にして欲しい。

医療費助成 ３歳児 １８歳まで医療機関での窓口負担を無くして欲しい。

医療費助成 ３歳児
風疹・インフルエンザ等の予防接種の補助充実。他の市町村は先の先へ進んでいる。早
急の対策を。このアンケートがムダにならない様お願いします。

医療費助成 ３歳児
医療費、立替え払いを無くして欲しい。窓口で支払った保険適用の費用は全額返金して
欲しい。点数の計算が病院と違うのは、とてもおかしい話です。以前住んでいた所では
全額返金だった。

医療費助成 ３歳児 医療費助成、窓口支払いを無くして欲しい。

医療費助成 ４歳児
幼稚園代２人だと家計が大変。パート数が尐なく仕事なく幼稚園代の負担が大きい。医
療費の申請が毎回大変。

医療費助成 ４歳児
医療費の窓口支払いを無くして欲しい。仕事で行けない。書類記入も大変。紙も勿体無
い。

医療費助成 ４歳児 医療費、窓口支払いを無くして欲しい。申請が面倒。

医療費助成 ４歳児
出産時、以前はお米券を貰っていたが、何もないのは酷い。現金を貰える市もあるのに
下野は最低。産みたくなくなる。ムカつく。幼稚園も３人目以降は無料にすべき。医療費
は無料なんだから窓口で払うのは面倒。
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医療費助成 ４歳児 医療費、窓口支払いを無くして欲しい。

医療費助成 ４歳児
医療費助成について、県内の医療機関等を対象とした現物給付方式の導入をお願いし
ます。

医療費助成 ４歳児
インフルエンザ予防接種等、小学校で集団接種にして欲しい。医療費控除などの手続き
を１５歳迄、医療証のみをみせるだけにするなど簡単に。公民館を老人や子供の集う場
所として開放。市の職員を常在して市政を身近に感じさせて下さい。

医療費助成 ４歳児 医療費申請が面倒、３歳以上も申請しなくてよい様に免除の年齢を引き上げて欲しい。

医療費助成 ４歳児 医療費助成、医療機関で直接出来ると良い。申請に手間がかかる。

医療費助成 ５歳児 子供医療制度は現物給付にして欲しい。

医療費助成 ５歳児 医療費、窓口での無料化を希望。

医療費助成 ５歳児 小学校卒業迄は医療機関の支払いを無くして欲しい。

医療費助成 ５歳児 ４歳から医療費、申請が大変。他県ではなかったので楽だった。

医療費助成 ５歳児
医療費の窓口負担を無くしてほしい。申請が大変。そういった書類を削減して欲しい。税
金の無駄。

医療費助成 ５歳児 インフルエンザ予防接種の無料化。もしくは補助。

医療費助成 ５歳児 医療費の窓口負担を無くしてほしい。小さな子供を連れて申請に行くのはとても大変。

医療費助成 ５歳児
医療費、申請しなければ戻ってこないが、手間を無くして欲しい。一軒家の購入などがし
易い環境作りを。アパート・マンションは騒音等気にしていると遊ばせられない。

医療費助成 ５歳児 医療費、現物支給を中学校迄に。是非お願いします。

医療費助成 ５歳児
外で体を動かして遊ばせる為の遊具充実を。医療費窓口負担を子供が大きくなるまで出
して欲しい。

医療費助成 ５歳児
医療費の窓口負担を無くして欲しい。宇都宮は無いと聞きました。８/２６に道の駅での鈴
木先生の虐待防止セミナーはとても感動。あのようなセミナーをこれからも企画して欲し
い。

医療費助成 ５歳児
医療費、窓口支払い無しに。手続き面倒、紙、人権費の無駄。検診時、発達の遅れや異
常を見つけ出すのに必死。こちらが心配になる様な事も言われるので、もう尐し配慮を。

医療費助成 ５歳児 １２歳（１８歳）位迄、医療費、窓口支払いを無くしてほしい。

医療費助成 ５歳児

産後や育児中の親のリフレッシュ（有料でもヨガや骨盤体操など）発散出来て心身共に
健康になる事。気軽に親子で参加出来る様にして欲しい。医療費、窓口負担無くして欲
しい（３～１５歳）。リフレッシュ券、利用期間が尐なく使えず。兄弟で使えるようにして欲し
い。

地域のイベント等 ０歳児
イベントをもっと増やしてほしい。ゆりかごの様なものをほかの幼稚園にも！各幼稚園で
の給食など１日子供と一緒に過ごす様な企画があって欲しい。

地域のイベント等 ０歳児
乳幼児と一日中一緒に過ごす日々が続くと悩みやストレスを抱えてしまう。同じ悩みを持
つ親が交流出来る場やイベントを利用する機会があると有難い。

地域のイベント等 １歳児
やっと鈴木先生のセミナー開くのですね！遅すぎ。病院に電話をしたらたらい回しにさ
れ、取り扱ってくれなかった。育児休業（特に男性）口だけでなく、確実に実行すべき。病
院・市・警察で連携しているなら体裁ばかりでなく、しっかり解決する様に。
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区分
児童
年齢

内容

地域のイベント等 １歳児
学区別イベントがあると同じ小学校へ行く子と小さいうちから知り合えて良い（近所に小さ
い子がいないと情報が尐ない）。

地域のイベント等 １歳児
子供を連れていける母親の為の習い事やイベントなどストレスを解消出来る場所が欲し
いです。

地域のイベント等 １歳児
リフレッシュの機会を得られずにいる。ママを対象にしたフラワーアレンジメント教室やヨ
ガなど託児付のイベントがあればと思う。緊急時、子供を預けられるところがあればと思
う。

地域のイベント等 ２歳児
各幼稚園の開放、体験入学、未就園児の行事など入園前の親子で遊べるイベントや場
所を増やして欲しい。親子でのおやつ作りなど共同作業のどのイベントあるとよい。

地域のイベント等 ２歳児
公園等にトイレ増設。石鹸やオムツ交換台も。雤でも遊べる場所。イベントを増やしてほ
しい。

地域のイベント等 ３歳児
児童館のイベント、殆んどが小学生対象ものばかりなので、時々は幼稚園児・未就園児
を対象に開催して欲しい。

地域のイベント等 ３歳児
今は携帯・ＴＶ等身近にあり、除外して育てたくても子供が孤立する。遊ばせるに公園な
ど近くにある施設が尐ない。もっと外で遊ばせられる場、イベント、地域行事が増え母子
も地域から孤立しない様にして欲しい。

地域のイベント等 ４歳児
家族で参加出来るスポーツイベントを増やして欲しい。小学生や乳児と親子のものはある
が幼児と参加出来るものが尐ないと感じる。

地域のイベント等 ４歳児
地域に選ぶ幼稚園が尐なく閉鎖的になる。違う幼稚園でも交流が持てたりサークルなど
も数多く選べたら子育てし易い環境になるのでは。数百円で行けるイベント、沢山あると
よい。子連れで行けるお店が尐ない。

地域のイベント等 ５歳児
公園の遊具、どこも同じレベルの物ばかりでつまらない。イベントは多いが親子向け・幼
児向けが無くてつまらない。

地域のイベント等 ５歳児
医療費の窓口負担を無くして欲しい。宇都宮は無いと聞きました。８/２６に道の駅での鈴
木先生の虐待防止セミナーはとても感動。あのようなセミナーをこれからも企画して欲し
い。

リフレッシュ利用券の
利用

０歳児
子だくさんに支援を。リフレッシュ利用券１歳半まで延長を。子だくさん家庭は無条件、無
償で入園出来ると尐子化が無くなると思う。医療費１８歳まで無料にして欲しい。保健師
さんに相談しても解決法が無い「どうなんでしょうね」との返事。

リフレッシュ利用券の
利用

０歳児
リフレッシュ利用券の延長を。休日預かって貰える場所を増やして欲しい。ファミサポ、保
育園の一時預かりと同額位になれば利用しやすい。

リフレッシュ利用券の
利用

０歳児
リフレッシュ利用券、２歳位まで使えたらいいと思う。又ファミサポなどある事を知らなかっ
た。家から出る気がしなかった頃に知っていれば違ったように思う。

リフレッシュ利用券の
利用

０歳児
リフレッシュ利用券、有効期限の延長希望。訪問保育を充実。公園の遊具、幼児には危
険・遊びづらい。子育所とカフェのような施設が併設されていれば子育ての相談、コミュニ
ケーションの場になるのになぁといつも思う。

リフレッシュ利用券の
利用

０歳児
リフレッシュ利用券、制度は良いが利用しづらい。小児科が尐なく混雑で大変、増えると
嬉しい。

リフレッシュ利用券の
利用

１歳児 医療費３歳以上も現物給付希望。リフレッシュ利用券の年齢を３歳迄、延長希望。

リフレッシュ利用券の
利用

２歳児 医療費を３歳以上現物給付に。リフレッシュを３歳迄使用希望。

リフレッシュ利用券の
利用

２歳児
リフレッシュ利用券の使用年齢拡大を。未使用のまま期限切れになる。託児併設の就労
施設があるといい。

リフレッシュ利用券の
利用

２歳児
小児科だけでなく耳鼻科の充実を。リフレッシュ利用券、利用せず。利用方法を簡単に
するか、金券への変更をして欲しい。
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区分
児童
年齢

内容

リフレッシュ利用券の
利用

３歳児
リフレッシュ利用券、利用する頃には期限切れ。期間が短すぎて肝心な時に使えずがっ
かり。もう尐し期限を長くした方がいいと思う。

リフレッシュ利用券の
利用

３歳児
体調不良等、子供をみられない時、ほんの尐し預けられる所があれば助かる。リフレッ
シュ利用券の拡大（～４、５歳迄でも）。

リフレッシュ利用券の
利用

３歳児
育児リフレッシュ事業で無料で預けられるチケットを第２子出産時に頂き、第１子を同時に
預ける時には別料金を支払いう必要がありチケットは余らせてしまいました。上の子にも
利用出来る様に改正して下さい。

リフレッシュ利用券の
利用

５歳児

産後や育児中の親のリフレッシュ（有料でもヨガや骨盤体操など）発散出来て心身共に
健康になる事。気軽に親子で参加出来る様にして欲しい。医療費、窓口負担無くして欲
しい（３～１５歳）。リフレッシュ券、利用期間が尐なく使えず。兄弟で使えるようにして欲し
い。

子育て全般 不明 アンケート内容、抽象的でやって欲しい事が伝わらない。作成方法に問題がある。

子育て全般 ０歳児
保育園の需要が高まる昨今、教育プログラムを加えた認定こども園形式が望ましいと思
う。又家庭教育力の低下を感じずにはいられません。団塊世代と子供の交流プロジェクト
があれば古き良き日本の礼儀・文化を伝えれ頂ける機会になるのではと思います。

子育て全般 ０歳児 設問が小学校まで及び、想像してかくのは難しかったです。

子育て全般 １歳児
インフルエンザ等予防接種の助成を。年配のサービスは充実しているが幼い子供にも支
援向上を。又家庭教育に関する講座に大変興味があるが、託児付のものが尐なく集中し
て参加出来なくて困っている。

子育て全般 １歳児

子供を連れて遊びに行ける場所がない。大きな公園（遊具が充実）があればいい。児童
館が尐なすぎる。年齢ごとの検診が、ゆうゆう館のみというのに大きな不満がある。「経費
削減の為、きらら館で行なうのをやめた」と言われびっくり。削れる所をもう尐し考えたらど
うか？言いたいことは山ほどある。市長と子育てについて語れる場を是非作ってほしい。

子育て全般 １歳児 子供が小さいので先のことは分からない。

子育て全般 １歳児
父親の仕事が忙しく子供と関わる時間が休日週１日のみ。イヤイヤ期もあるので母親の
私は感情的にならない様に気を付けています。試行錯誤していくうちに大きくなっていく
んだろうなと感じています。

子育て全般 ２歳児
共働き、公的サービス以外で解決している事も多い。時間にゆとりはないが、子供と一緒
の時はなるべく急がない様心掛けている。

子育て全般 ２歳児
納税した住民税の５０％を次世代育成対策費として頂きたい。市立小学校の改善（耐震
工事がひと段落したら、洋式トイレに。又タイル地から明るく清潔なトイレに。現状、暗く臭
く発達に良くない。

子育て全般 ２歳児
遊具あり食事（お弁当）も出来る公園があると嬉しい。転入してきましたが保健師さんの対
忚が良く、手続きがスムーズで助かりました。

子育て全般 ２歳児 今のところ要望はない。辛いのは、時が解決。とにかく不慮の事故が怖い。

子育て全般 ３歳児
病後児保育、預かって貰える子供が尐ないので驚きました。もう尐し人数を増やして貰え
ると有難い。子供達には、いつも明るく思いやりの心を持つ事、挨拶、迷惑をかけないな
どを心掛けています。

子育て全般 ３歳児 子供に明るい未来を大人が配慮して作り上げていかないと何も変わらない。

子育て全般 ３歳児 心に余裕を持つ。そうすれば子育てが楽しく感じると思うので。

子育て全般 ３歳児 育児ストレスをためない様に自分でも趣味を持って発散する様にしている。
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区分
児童
年齢

内容

子育て全般 ４歳児
子育て多忙、あやしながら書いた。言語リハビリ専門先生がいてほしい。園の補助金、兄
弟はなれているが第１子扱い。かなりおかしい。幼稚園３子以降無償化。勉強不足の頼り
ない保健師、レベルのある方にしてほしい。

子育て全般 ４歳児

他市に比べ子育てすやすい。ただベビーカーを使用した際、石橋地区は段差が多く散
歩しにくい。リトミック等で保健師さんから難聴を疑われ、声掛けして下さったがプレッ
シャーですし、つくし、ではよく話をしていたのでと言ったのですがその後も何度か様子
を聞かれた。つくし、と連携は難しいのでしょうか？

子育て全般 ５歳児 核家族の子育ては大変です。

子育て全般 ５歳児
アンケート調査での改善点をもっとアピールして欲しい。興味をもってもらい全体で子育
て出来る環境にして子供たちが下野市を大好きになればいいと思う。

子育て全般 ５歳児
下野は妊娠・出産・育児をするのに安心して過ごせる場所です。今後も充実したサポート
を。

子育て全般 ５歳児
就学前は親がある程度一緒です。小学校にあがると子供達だけの世界が広がっていきま
す。だから地域の見守りや支援がとても有難いです。自身も近所のおばちゃんとして子
供達を見守っていきたいです。

子育て支援施策 不明
小学校在学中は勤務時間の短縮等の措置を取得できるような制度が欲しい。時短勤務
育児休業は認知度が低いので当たり前に取れるようになって欲しい

子育て支援施策 不明
３歳までの医療費現物給付を中３迄延長に。大型ベビー用品のお手軽なリサイクル場所
を提供して欲しい。

子育て支援施策 ０歳児
インフルエンザ予防接種等の援助を。地域の子育てに役立つ情報をＭａｐにして欲しい。
（授乳室の有無・外食時、子供はＯＫか・公園の場所や特徴など）。ベビーカーが通れる
道の整備。チャイルドシート補助金制度はレンタル。

子育て支援施策 ０歳児
助産師さんの訪問、２ヶ月に１度とか定期的にして欲しい。育児相談を気軽に家でしたい
為。保育園の入園、出来るか出来ないかを半年前くらいに回答が欲しい。待機児童にな
る場合、会社に育休延長を申請するのにギリギリでは困る。

子育て支援施策 ０歳児
妊娠・出産・育児への支援を増やして欲しい。リフレッシュ利用券や自転車ではなく全員
が使うようなものにして欲しい。例：ベビーカーやチャイルドシートの補助、出産祝い金な
ど

子育て支援施策 １歳児 １～２歳位の子供を預けられる場所があるといい。

子育て支援施策 １歳児
子育て中は孤独になりやすい。気軽に参加出来るイベントなどで出掛けたり、リフレッシュ
出来たり、交流出来たりという場が欲しい。

子育て支援施策 １歳児
子供が沢山ほしくても金銭的に断念する事があるので尐子化にならない様、援助を。税
が上がり、一般庶民の生活苦。育てる環境にない。故に虐待も増える。もっと育て易い環
境を。

子育て支援施策 ２歳児
昔はチャイルドシートの助成があったが今はなく残念。医療費、宇都宮市のように一定年
齢まで払わなくていい様に。

子育て支援施策 ２歳児
子供と関わる時間の長い親等に躾や発達・知育に関わる能力を身につける指導や支援
を充実させて欲しい。発達具合について気軽に相談できる医療機関も充実させて欲し
い。

子育て支援施策 ２歳児

公園に行っても誰もいない。同年代のお友達を作る事を考えれば幼稚園・保育園に通わ
せるしかない。お金負担増。習い事を考えれば送迎が必要。習字教室・そろばん教室近
くになく、ボランティアなどでお祖父ちゃん、お祖母ちゃんに週１でも教われたらいいと思
う。習字は字だけでなく精神面で落ち着き良いと思う親も多い。是非実現を。

子育て支援施策 ３歳児
市役所に行くと暇そうな人がいるので登下校時、危険な場所に立って見守りパトして欲し
い。

27



区分
児童
年齢
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子育て支援施策 ３歳児
世帯年収で補助金が確定したり支援面で受けられない面が多々あり、生活保護で働か
ずにギリギリで生活している人の方が保護され、うらやましく感じる。児童館、日曜に開館
希望。３町合併の充実した施設があると良い。

子育て支援施策 ３歳児
サポート体制が沢山あるのは分かりづらい。何処に相談すれば良いのか？違う所に電話
すれば、たらい回しにされる。一本化して欲しい。

子育て支援施策 ３歳児
地域で子供を育てる所で他市町村の取り組みを参考にしてみては？子供と高齢者の関
わりも深まれば良いと思う。

子育て支援施策 ４歳児
オムツの補助券を頂けたらとても嬉しく思います。以前はあったが、今は何もないので尐
し淋しい。

子育て支援施策 ４歳児
子育て支援、非常に有難いが、同時に職場での子供を持つスタッフへの支援も進めて欲
しい。看護休暇あっても取得しづらい雰囲気。上司の理解がないと辛い。病気の子を施
設でみてもらう事も１つだが、親が看てあげたいと思っている人が多いと思う。

子育て支援施策 ４歳児
義務教育の間、優先的に入居出来る安価な公営住宅を提供して欲しい。学習塾など教
育的な場の安価な施設を作って欲しい。子供手当受給期間の延長と額の増を希望。

子育て支援施策 ４歳児
体調不良で子供をみてくれる人がいず辛い思いをした事が何度も。緊急時ベビーシッ
ター利用出来るとよい。また、出産時の夜間保育、産後のヘルパー制度充実を希望。

子育て支援施策 ４歳児 第２子以降、出産後のサポートをして欲しい。きらら館と市役所の職員の対忚に不満。

子育て支援施策 ４歳児
母子家庭、フルで働かないといけない。子供が体調不良の時保育園を休まなくてはなら
なく、仕事が出来ずという悪循環。何かサポートを。

子育て支援施策 ５歳児 教育、保育事業の無償化。

子育て支援施策 ５歳児
下野市の特徴として、双子や低体重児が多かったり、医療に係る事を目的に転入してく
るお子さんが多くいます。全ての子供の良質な成育環境を保障すると、うたっているので
是非、支援の充実を。

子育て支援施策 ５歳児
市の事業は専業主婦中心のように思えます。イベントなど、いつも昼間の時間。共働きは
税の負担だけでサービスが利用出来ない。土日はリフレッシュしたいが子供を相手にし
てやらないと日頃我慢させているし・・・というジレンマを解消出来る施策をお願いします。
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区分
児童
学年

内容

経済的支援 １年生 他市の様に３人目の幼稚園無料化、もしくは補助金を多くして欲しい。

経済的支援 ５年生
子供にはお金がかかる。高校まで児童手当が欲しいです。医療費窓口支払い、受給
証を見せれば無料になれば助かる。立て替えるお金がなく苦労してます。戻るシステ
ムでは無い方が有難い。

情報提供 ５年生 図書館で行なっているイベントが分かりづらい。学校や保育園でも案内して欲しい。

悩み・相談 １年生
子供の叱り方に悩んでいます。子育ての仕方や関わり方など親になる為のセミナーな
どを行なって欲しい。具体例が乗っている小冊子などを配布するなど多くの親が自身
を持って子育て出来る社会になったらいい。

悩み・相談 １年生 仕事の為、宿題をゆっくり見てあげられない。常に口うるさくなっている。

悩み・相談 ２年生
父親にも子育て参加してほしい（企業への働きかけの他、父親に対して子育て指導し
て欲しい）。宿題、やらないので毎日苦痛。下校班がバラバラで途中から１～２人にな
るので心配。

悩み・相談 ３年生
仕事で子供にかまってあげられず、かんしゃくが酷い時はイライラして、叱ってしまう事
があり反省しています。悩みなどを相談出来る場がもう尐し多くあるといい。

悩み・相談 ３年生
高校生になると支援がなく厳しい。末っ子が反抗期、仕事と家事、コミュニケーション
が取れない事が悩みです。

悩み・相談 ４年生
街灯やミラーを多く付けて欲しい。思い通りにいかない育児、自分の時間が尐なくて
ついイライラしてしまう。

悩み・相談 ６年生
子供が思春期に入り、気苦労も多い。メンタルのヘルスケアでポジティブに物事を認
知できる様になる講習があると良い。

悩み・相談 ６年生 子育ての悩みを聞いてくれる所があればいいと思う。

悩み・相談 ６年生 日々、子育てと仕事を両立。子供のママ達との人間関係が難しいと感じる。

悩み・相談 ６年生
友達との付き合いに偏りがある様なので人との付き合い方など話したいのですが子供
は話したがりません。

悩み・相談 ６年生
母子家庭で介護職パートです。ギリギリの生活。小学生の娘を独り置いて夜勤は無
理。東京で独り暮らしの息子への仕送りもままならず。辛いです。

仕事と家庭の両立 １年生
共働きで家庭と仕事の両立は大変。保育園に入れる病児保育など両立しやすい環境
が必要です。

仕事と家庭の両立 １年生

共働きで子供と過ごす時間が取れず申し訳ない日々です。毎日慌ただしく過ぎて時
間に余裕が欲しいです。しかし職場環境により休みは取りにくい状況。職場環境の改
善を市から、働きかけて欲しい。子供は親と一緒に居る時間がとても重要であり成長
発達に大きな影響があると考えます。

仕事と家庭の両立 ２年生
父親にも子育て参加してほしい（企業への働きかけの他、父親に対して子育て指導し
て欲しい）。宿題、やらないので毎日苦痛。下校班がバラバラで途中から１～２人にな
るので心配。

仕事と家庭の両立 ３年生
公民館での講座を増やして欲しい。沢山の人との交流も出来る。市が子育てに力を入
れても理解がない企業、職場の上司がまだまだ沢山あり両立は厳しい。

仕事と家庭の両立 ３年生
子育てを中心に仕事を行ないたいが勤務時間や土日出勤など、断っていると肩身の
狭いことが多い。

仕事と家庭の両立 ４年生
父親の出張が多く、不在の日は不安で、子供が小さかった頃は大変でした。有給休
暇は殆んど取れず代休さえ取れず体も心配。職場環境の改善が急務だと感じます。

仕事と家庭の両立 ５年生

保護者の勤務状況、当直・宿直・夜勤・交代制等、出退勤時間は多岐にわたる。通
常、保護者が在宅している時間曜日に不在な場合が多い。アンケート内容はそのよう
な家庭は対象になっていない様に感じた。多種多様な家庭がある事を認識し事業計
画を策定して頂きたくお願いします。

仕事と家庭の両立 ５年生 共働き世帯が仕事を諦めずに続けられるサポートをして欲しい。

仕事と家庭の両立 ５年生 母子家庭や父子家庭でも子育てし易い環境を。雇用形態や賃金条件など。
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区分
児童
学年

内容

仕事と家庭の両立 ５年生
子育て中の主婦が働きやすい条件（就労時短、学校行事等休みやすい）でも採用し
てくれる企業を誘致したり増やしてほしい。

仕事と家庭の両立 ６年生
共働きをしていてもなるべく子供との時間を作り、どんな変化にも気付ける様気を付け
甘えられる環境を作る様にしている。子供の医療面の充実を進めて行ってほしい。

仕事と家庭の両立 ６年生
仕事の為子供が学校から帰って居ないことが多く申し訳ない。なるべくは一緒に過ご
す事を心がけています。

保育園 １年生

本当に本当に保育園を今すぐ増やしてほしい。入園出来なく半年。このままでは家庭
が上手くいかない。お金もなくて。頼る人もなく、助けれくれるひともいなくて。自分が
我慢しても子供には我慢させる限界があります。私ももう１年以上洋服・靴も美容室も
いっていません。１日も早く生活をなんとかさせたい。子供なんて産まない方が良かっ
たですかね？こんな生活じゃ子供も幸せになりません。

保育園 １年生
保育園の定員確保と病気の時に急でも預かって貰える、もう尐し長く預けられれば助
かります。

保育園 ２年生

インフルエンザの予防接種、助成金を。保育に関して、上の子が４年なので第３子な
のに、第２子扱いになる事が納得いきません。第３子という事ではなく１８歳迄にして欲
しい。第３子以降は３歳まで保育料無料ですが、３歳以降が無料ほ方がよい。子供が
多い家庭を助ける市になって欲しいです。

保育園 ４年生
働く親にとって保育園に、いつでも入園可能な体制を整えて貰えたら良いと思う。働
かなければ生活の保障はない。安心して過ごせる場所はとても大切です。

保育園 ４年生
保育園３年後、幼稚園に上がらされたが仕事をする親からすると保育園＝幼稚園とは
思えない。なぜ下野市は認定こども園の保育園が３年をＯＫしたのか？６年で許可を
だすべきだったのでは？幼稚園側の策略なのではと疑問をもちます。

保育園 ５年生
仕事と子育ての両立する時保育園の利用が出来ません。この問題は毎年であり、尐
子化なのに何故、待機児童が減らないのでしょう。ゼロを目指して貰いたい。

保育園 ６年生

国分寺駅西児童館は公園でもあり危険性もあったが小学校内に開設と聞き嬉しい。が
遅い建設。子供達のより良い環境の為市内に文化センターを。市立保育園に是非、
男性保育士を（５・６歳児には必要、又防犯上も）。市内の小学校、格差が著しい。同
市内、施設面等格差の無い様平等に。

保育園 ６年生

国分寺小の学童は数が尐なく狭い場所にギュウギュウ詰。現在建設中だが校庭が狭
くなる。狭い校庭で伸び伸び遊べる？同規模の小学校も同様なのか疑問。学童の先
生の質の悪さ（ただのおばちゃんで先生と呼ぶに値しない方が多い）。昼食のお弁
当、夏は食中毒が心配です。幼稚園は給食サービスがあり良い。保育園の延長が変
わるたび大幅に変更があり大変。特に、こがねい保育園は評判が悪い。予防接種の
情報が欲しいです。

保育園 ６年生
石橋には保育園が尐ない。医療費窓口支払い無しに。後からの申請では忘れたり、
期限切れ、色々面倒です。

幼稚園 １年生
幼稚園助成金を払込みの前に差し引いて欲しい。子供医療費を現物支給に（手続き
が面倒）。学校給食の充実。私立幼稚園の給食の充実（私立だが子育て環境の一環
としてチェックに入ってほしい。

幼稚園 ２年生
おでかけ号、もう尐し遅い時間まであれば習い事に利用できる。幼稚園の学童から１８
時頃バスを出して貰えると助かる。

幼稚園 ４年生
幼稚園にお世話になっています。私立だからかも知れませんが手厚い支援体制です
が職員の方々の負担を考えると申し訳ない気持ちです。市からも私立幼稚園への助
成等、今以上にお願い出来ればと思います。

一時預かり １年生
幼稚園学童が閉鎖で困っています。柔軟に対忚して貰える幼稚園の学童は大変有難
い。公立学童もフルタイムでないと預けられないので中間的サービスを。是非、公の
サービスとして一時預かり保育の拡充を。
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区分
児童
学年

内容

一時預かり ２年生
宇都宮のゆうあい広場や佐野のこどもの国の様な施設希望。一時預かり可能な施設
（保育園や幼稚園で制限があり部外者はアプローチしづらい）馴染みがなくても申込
やすいと思う。

一時預かり ３年生
長期休暇、急用で預かってくれる場所がなく働きたくても働けない。気軽に預けられる
施設が欲しい。病児保育施設も必要。何を持って子育ての充実ですか？

一時預かり ４年生 急用の時、一時的に児童館の学童保育に預けられると助かる。

一時預かり ６年生
単発でも突然でも預かってくれる施設。例：小学校でそのまま預かって貰えると、すご
く助かる。

一時預かり ６年生
長期休暇時気軽に預けられる施設。勉強・宿題をみてもらえると尚良し。大学生に教
えて貰う等、いつもの年代と違う人と触れ合うのもいいかも。

一時預かり ６年生 緊急時に子供を預かってくれる所があると、とても助かる。

一時預かり ６年生
長期休暇や緊急時に預けられない時は凄く困りました。もう尐し保育や預かりの充実
を。石橋は治安は良いと思いますが道路交通が登下校時心配です。小学校の教育は
とても良いです。

病児・病後児 １年生 子供が具合の悪い時、頼れる人がいない。病後児保育施設の充実を。

病児・病後児 ２年生
尐し熱が出たら預かって貰えず急に仕事を休まなければならず困った。仕事と育児が
出来やすい環境作りを希望します。

病児・病後児 ６年生
幼稚園・小学校低学年の頃、病気の時に見てるれる所があればいい。学童が祖父母
同居と関係なく入所。

障害児支援 １年生
子供が障害児の為悩みが多い。働きたくても支援を必要とする子を長期休暇、預けら
れる施設がない。

障害児支援 １年生
発達障害児の小中学校があればと思う。先生の負担も大きく、その子に合った教育を
して頂くには先生の人数を増やす必要がある。また、放課後ディサービスを増やし個
別のフォローを。

障害児支援 ２年生
障害児支援の充実。医療・福祉・教育と手厚い支援体制を整えて欲しい。教師や市の
職員の方の教育をより一層充実させて欲しい。

学童保育 １年生
幼稚園学童が閉鎖で困っています。柔軟に対忚して貰える幼稚園の学童は大変有難
い。公立学童もフルタイムでないと預けられないので中間的サービスを。是非、公の
サービスとして一時預かり保育の拡充を。

学童保育 １年生
学童保育を低学年でも週２日から利用出来る様お願いします。たまに１時間位留守番
させるが心配でなりません。預けられたら安心です。

学童保育 １年生
学童保育施設が尐ない。学校によっては使い勝手の悪い学童・・魅力を感じず子供も
嫌がり仕事を辞めました。下野市は乳幼児施設は充実しているので子育ては楽しかっ
たです。学童にも力を入れて欲しいです。

学童保育 １年生
仕事をしながらの子育ては母親又親・兄弟の助けは必要です。その中で友達との関
わりや学童等では充実して生活を遅れているように思います。

学童保育 １年生

４歳以上の子供、医療費助成申請を無くし支払いの時受給資格者証の確認だけにし
て欲しい。支払い金額が多いと負担が大きい。今、精神的に参っており学童を申し込
んだが専業主婦の為断られ幼稚園の学童を進められましたが収入が尐ないから公立
にと思ったのですが。

学童保育 ２年生
公立学童、専業主婦の方も何らかの用事やリフレッシュの為利用したいと思う事がある
のではないでしょうか。

学童保育 ２年生
通学距離が遠く不安。学童のおやつ、駄菓子はやめて欲しい。医療費、窓口支払い
を無くしてほしい。フッ素個別にしてほしい。中学校の斜め掛けカバンは絶対体に良く
ない・・・廃止すべき。

学童保育 ２年生 学童クラブ、もう尐し金額が安ければ嬉しい。特に土曜。
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区分
児童
学年

内容

学童保育 ２年生
フルで仕事をしたい。２０時迄預かってくれる場所が欲しい。しかし子供の負担を考え
れば困難。

学童保育 ２年生 学童保育を日割りにしてほしい。子供達だけで安心して遊べる場所作り。

学童保育 ２年生 学童保育を土曜もお願いしたい（放課後行っている場所で）。

学童保育 ３年生
国分寺公民館ゴーゴー学び塾はとても良い企画ですが送迎が出来ず参加が困難。
長期休み中に学童に組み入れる様な事があれば参加しやすい。

学童保育 ３年生 学童保育で１９時迄見て貰えるのでとても助かっています。

学童保育 ３年生
子育てし易い環境に感謝。学童・医療機関など充実していて働きやすいと思う。私は
週３家を留守ですが学童は利用していません。子育てで大切な事は子供を信じる事。
つまずいたり失敗もあるが乗り越えられる様サポートしていくのがいいと思う。

学童保育 ３年生
夜間、休日の急病時、何処を受診してよいか、とても困りました。提示、相談など出来
るとよいのですが。仕事を両立する上で学童には大変お世話になっています。

学童保育 ３年生
公立学童がスポットで預けられると嬉しい。児童館で宿題や勉強が出来るスペースが
尐しでもあると嬉しい（現状は遊び場で勉強はダメ。改善できたら嬉しい）。

学童保育 ４年生
学童、長期休暇で預ける時、朝７時半～で仕事に間に合わず断念。別料金を払って
でも早い時間帯から預けられるようにして頂けると有難い。

学童保育 ４年生
放課後誰でも利用出来る学童の様なものを希望。クラブ活動の様に地域の方が囲碁
や太鼓、スポーツ等を教えてくれる教室。横浜の「はまっこ」さいたまの「放課後教室」
うらやましい。

学童保育 ５年生
行政窓口は平日９時～１７時、共働き家庭に利用出来る環境を。安心して子供を預け
られる場所が増えるといい。

学童保育 ５年生
学童、市の経営になってから、決まりごとが多く事務的で先生と親の信頼関係が築け
ていた以前の方が大変助かりました。

学童保育 ５年生 学童、民営から公営に変更、有難い。今後とも福祉、子育て分野の充実を。

学童保育 ５年生 放課後行っている学童での土曜利用が出来るようにして欲しい。

学童保育 ６年生 学童に行っていない子が集まれる場所を作ってほしい。学童費の値下げ希望。

学童保育 ６年生

国分寺駅西児童館は公園でもあり危険性もあったが小学校内に開設と聞き嬉しい。が
遅い建設。子供達のより良い環境の為市内に文化センターを。市立保育園に是非、
男性保育士を（５・６歳児には必要、又防犯上も）。市内の小学校、格差が著しい。同
市内、施設面等格差の無い様平等に。

学童保育 ６年生

国分寺小の学童は数が尐なく狭い場所にギュウギュウ詰。現在建設中だが校庭が狭
くなる。狭い校庭で伸び伸び遊べる？同規模の小学校も同様なのか疑問。学童の先
生の質の悪さ（ただのおばちゃんで先生と呼ぶに値しない方が多い）。昼食のお弁
当、夏は食中毒が心配です。幼稚園は給食サービスがあり良い。保育園の延長が変
わるたび大幅に変更があり大変。特に、こがねい保育園は評判が悪い。予防接種の
情報が欲しいです。

学童保育 ６年生
思春期時、専門カウンセラーに気軽に相談出来る窓口。国小と国中の交流を（入学時
のギャップ軽減）学童のスポットがあった方が良い。

学童保育 ６年生

今困っているのは、仕事が20時を超え学童が19時迄で夕食を食べずに待たせている
事。夏休み毎日弁当を朝作り持たせている事など食に関する事です。食中毒や空腹
が気になるところです。学童で追加料金を出しても良いのでスイミングやスポーツ指
導、サポートがあると良い。学童にスイミングのバスはあるのですが戻ってきて学童に
いられない。夏は長いのでＪＳＳやリフレなど利用できるといい。下野市は充実している
と感じますが、１つ学童に対し子供が多く先生が尐ない為とても大変そうです。

学童保育 ６年生
幼稚園・小学校低学年の頃、病気の時に見てるれる所があればいい。学童が祖父母
同居と関係なく入所。

ファミリー・サポート・
センター

３年生
ファミサポの充実。子供にはゲームをするより自然の中で生きていくのに必要な技を学
べる機会が多くあるとよい。ボーイスカウトがあるといい。
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ファミリー・サポート・
センター

４年生 公共のバス整備。ファミサポ、自宅周辺のサポート会員を紹介して欲しい。

放課後の過ごし方 １年生
不登校児童へのサポートに何があるのか分からない。認定こども園は良いが保育園と
予算の差があり過ぎ。放課後は留守番させたいのでご近所と仲良くし周りの目を増や
す様努力している。

放課後の過ごし方 ４年生

上三川のいきいきプラザでのスイミングなどの習い事を公的な形で作って頂けたらと思
う。上三川の子が沢山習い事が気軽に受けられる環境があればいいなと痛感しまし
た。石橋地区は特に尐ない気がします。公民館や町体などを使ってどんどん参加出
来る機会をと望みます。

放課後の過ごし方 ４年生
働いていないお母さんの子供でも遊べる場所があると嬉しい。学校から帰ってきて行
ける場所が小学校近くにない。

放課後の過ごし方 ５年生
スポーツクラブに入部したいが仕事で諦める家庭がある現実。親が当番に参加せずク
ラブへ入部出来ると良い。

放課後の過ごし方 ６年生 学童に行っていない子が集まれる場所を作ってほしい。学童費の値下げ希望。

小中学校 １年生
幼稚園助成金を払込みの前に差し引いて欲しい。子供医療費を現物支給に（手続き
が面倒）。学校給食の充実。私立幼稚園の給食の充実（私立だが子育て環境の一環
としてチェックに入ってほしい。

小中学校 １年生
小学校間において格差を感じる。中学に行ってから大きな差が生じる事のない様考え
て頂きたい。子供が参加出来る、文化的背景にした事業が尐ない様に感じる。

小中学校 １年生 石橋中学は冬寒く尐し使いづらいと感じました。

小中学校 １年生 夏の学校はとても暑い。もっと扇風機を増やすか出来ればエアコンを希望。

小中学校 １年生

下野市へ来て、車のマナー悪さに驚き。歩行者優先でない・抱っこ運転・子供はシー
トベルトなしが多い事。駐車場やショッピングセンターのトイレを子供１人で行かせる。
習慣や慣れだと思いますが何かのタイミングで指導してはいかがでしょうか?小中学校
での学力格差がない様にして欲しい。

小中学校 １年生
上の子が小学校に入り子育てをより考える。教育分野なども。宿題をみたり、色々と工
夫が必要。職場も理解があり、近くに実家もあり助けて貰える環境です。

小中学校 ２年生 スクールガードを増やしてほしい。小学校の土曜授業をしてほしい。

小中学校 ２年生
通学距離が遠く不安。学童のおやつ、駄菓子はやめて欲しい。医療費、窓口支払い
を無くしてほしい。フッ素個別にしてほしい。中学校の斜め掛けカバンは絶対体に良く
ない・・・廃止すべき。

小中学校 ２年生 スクールガードを増やしてほしい。小学校の土曜授業をしてほしい。

小中学校 ２年生

小学生と幼稚園の子供がいます。イベントの係りになってしまうと、預かって貰える場
所がなく困る人がいると思う。祖父母と同居なので助かっていますが学校のイベント
時、託児を常備するのが当たり前になると親も行事に積極的に参加出来ると思いま
す。

小中学校 ２年生
医療費現物支給を３歳未満迄ではなく、宇都宮市の様に使える年齢全ての人を対象
に。土曜も学校に行ける様にして授業の補てんをしてほしい。

小中学校 ２年生
自転車の乗り方や交通ルールを学ぶ機会を学校等で作って頂きたい。何に気を付け
るのか、正しく覚えて欲しいです。又万引き等があると聞きました。そういった犯罪につ
いて親子で学べる機会があると良いと思います。

小中学校 ２年生

ＩＴへの正しい知識を身につけさせたい。コミュニケーション能力はとても大切ですがま
ず大人が手本にならないといけない。地域で子供を育てお年寄りを大切にする心を育
てる社会になって欲しい。具体的な生活力・出産・育事の大変さや喜び、介護の仕方
を子供の頃から知る事で将来の不安や苦難に対忚出来る人になって欲しいです。

小中学校 ３年生
一日の出来ごとをよく聞く、常に相手の気持ちを考える様に育てています。学校での
出来事で、何処までだったら先生に相談するか難しい。北小区域はとても暗く外灯が
尐ないので安全上心配です。路地を入ったところなどに外灯があるといい。
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小中学校 ３年生 医療費の立て替え払いを無くして欲しい。学校の冷暖房を完備して欲しい。

小中学校 ３年生
医療費窓口支払いを無しに。塾へ行く事のない様学力にも力を入れて欲しい。公園
など遊べる所がない。外灯がない。インフルエンザ等予防接種を学校で行なって欲し
い（希望者）。

小中学校 ３年生

小中学校にクーラーを。下野市は１校しか高校がなく大変な思いをして通っている。せ
めてもう１校増やせないか。※下野市は県で３番目に納税があると言う事、新市役所
に有名な設計会社に依頼しています。市役所を建てるより学校にお金をかけるべきで
は？（市長さんへ）

小中学校 ４年生
学校から家帰宅が４時半前になり冬はうす暗く心配。悪天候の日など迎えに行くことも
尐なくない。遠方通学する子や希望する子を送ってくれるバスなど運営希望。

小中学校 ４年生

第３子の時はオムツ券が貰えたが、４子は廃止になっていた。尐子化対策をしたいな
ら子供の多い家庭をサポートしてほしい。インフルエンザの助成金。保育（幼稚園）も３
歳～が無料の方が助かる。上の子が３年迄というくくりでの（第３子扱い）を無くして欲
しい。もっと育てやすかったら沢山子供が欲しい。学校に関して冬場の６時間は無くし
て夏場でカバーした方が暗くならずに安心。

小中学校 ４年生

学校の先生の質が落ちている。子供が信頼を寄せる先生が尐ない。家で動物を飼っ
たりお年寄りと触れ合い関わる事で他者を思いやる心・力を育っていけたらと思う。地
域住民一体となって子育て（良い事は褒め、悪い事は叱る）が出来る環境が出来れば
幸いに思う。

小中学校 ４年生
安心して遊べる場所がない。サッカーがしたいらしく校庭を開放してほしい。医療費の
窓口支払いを無くしてほしい。

小中学校 ４年生
小学校の先生の中に、ひいきをし女子が好きで男子を怒るなど・・納得のいかない事
があり、子供も「どうせ・・・」となってしまう。アンケートに言葉の暴力の欄は無かった。
現実を分かって頂きたい。先生の質向上を。

小中学校 ５年生
今の学校は休みが多すぎ。行事の振替休日などもってのほか。祭日も休めない親は
いっぱいいます。

小中学校 ５年生
図書館の充実（国分寺図書館は駐車場が狭い）。インフルエンザ注射の無料化（中３
迄）。小児科専門ＨＰ増やしてほしい。年１回位、土日に授業参観。

小中学校 ５年生
学校の先生がもっと子供の気持ちや行動を把握出来る様余裕を持てるようにして欲し
い。特に低学年、先生に余裕が無い様に感じる。

小中学校 ５年生
高学年の子の自転車での交通ルールや公園・校庭でのマナーが悪い。（ゴミ・小さい
子への優しさ・注意を受けた時の態度。学校でも指導して頂けたら助かる。

小中学校 ５年生
給食ですがこれから成長する子供達には添加物の尐ない物を。又残飯が多いと子供
から聞きました。子供が残さない様にするにはどうしたら良いか考えて下さい。残飯を
みる度もったいない。食べる前に分けてくれればと感じるそうです。

小中学校 ５年生 勉強だけでなく大人になり社会に出た時に生き抜いていく術を教えて欲しい。

小中学校 ５年生

朝の登校について学校に相談したが７時５５分以前には登校しないで欲しいと言われ
就学児検診でも相談したが全く良い回答が得られなかった。市でも相談して欲しいと
呼びかけ、結局は自分で何とかしなさいと言うのは無責任な印象が強くそれ以上の事
は相談するつもりになれなかった。

小中学校 ５年生
秋は紅葉など自然に触れ合う良い季節です。せっかくの二学期制、その良さを最大
限発揮出来る様、熟考して頂き有意義なものとなる様期待します。

小中学校 ６年生
子供が学校で友達と仲良く出来ているか見えないとこが心配です。問題はない様に
思うが、教育委員会様への要望ですが、いじめなどには直ぐ対忚し事実を隠さず報告
して欲しいと考えます。

小中学校 ６年生
思春期時、専門カウンセラーに気軽に相談出来る窓口。国小と国中の交流を（入学時
のギャップ軽減）学童のスポットがあった方が良い。
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小中学校 ６年生

国分寺駅西児童館は公園でもあり危険性もあったが小学校内に開設と聞き嬉しい。が
遅い建設。子供達のより良い環境の為市内に文化センターを。市立保育園に是非、
男性保育士を（５・６歳児には必要、又防犯上も）。市内の小学校、格差が著しい。同
市内、施設面等格差の無い様平等に。

小中学校 ６年生
小中の連携を図って欲しい。先生方がお互いの学校について、よく知り子供達の教育
に役立ててほしい。

小中学校 ６年生
学校設備の充実（体育館・サッカーゴール等）・・・石橋小のサッカーゴールは危険、怪
我してからでは遅い。

小中学校 ６年生
小学校生活６年間の集大成として児童表彰で褒めて頂く制度は大変良い。是非継続
を。

小中学校 ６年生 健康、楽しく学校生活を送る事。

公園や児童館等の
遊び場

１年生 小児科の増設。安全に遊べる様に公園の整備。

公園や児童館等の
遊び場

１年生
土日祝でイベント（子供の料理体験・科学実験コーナー・書道・華道等）あると嬉しい。
特に雤天、気軽に遊べる場所があるといい。また、休日に赤ちゃんとかも遊べるスペー
ス、場所があると助かります。

公園や児童館等の
遊び場

２年生
下野市は公園・プール等の施設が充実していると思います。防犯上、街灯が増えたら
いいと思います。

公園や児童館等の
遊び場

２年生
宇都宮のゆうあい広場や佐野のこどもの国の様な施設希望。一時預かり可能な施設
（保育園や幼稚園で制限があり部外者はアプローチしづらい）馴染みがなくても申込
やすいと思う。

公園や児童館等の
遊び場

２年生
通学路にガードレール・外灯が殆んどなく道は狭く車はスピード出すので危険。何か
あってからでは遅い。安心して遊べる広い場所が尐ない。親子で遊べる開放的な公
園があったら嬉しい。

公園や児童館等の
遊び場

２年生

図書館で授乳をお願い、飲食禁止を理由に断られた。柔軟な対忚を望む。国分寺地
区の駅東、ベビーカー不便（狭い・段差など）一度押しながら歩いて観て欲しい。公共
施設にベビーベッド・オムツ台が尐ない。鳥ヶ森公園、犬のフン・・・小さい子の散歩に
不安。

公園や児童館等の
遊び場

２年生
もっと安心して遊べる公園などがあるといい。仁良川地区や薬師寺・田中周辺などは
公園がないと思う。

公園や児童館等の
遊び場

３年生
国分寺公民館ゴーゴー学び塾はとても良い企画ですが送迎が出来ず参加が困難。
長期休み中に学童に組み入れる様な事があれば参加しやすい。

公園や児童館等の
遊び場

３年生
公民館での講座を増やして欲しい。沢山の人との交流も出来る。市が子育てに力を入
れても理解がない企業、職場の上司がまだまだ沢山あり両立は厳しい。

公園や児童館等の
遊び場

３年生
石橋児童館・石橋公民館、建物が古く建て直しの検討を。石橋地区、街灯を（通学
路）。公園のトイレ整備（大光寺公園）。

公園や児童館等の
遊び場

３年生 石橋児童館、エアコンを完備し子供達が集まり易くして欲しい。

公園や児童館等の
遊び場

４年生
安心安全な公園が尐ない.道路が悪い（ベビーカー・自転車が通りづらい）街灯・ガー
ドレールも尐ない・石橋は車がないとお店等に行けないので不便。石橋中周辺の土地
をショッピングモールにできないか？

公園や児童館等の
遊び場

４年生
子供だけで安心して遊べに行ける場所が欲しい。女の子なので心配で自由にさせら
れずストレスに感じます。

公園や児童館等の
遊び場

４年生

カーブミラーが必要な場所に住宅が建ち始め子供の飛び出しなどで危険。４号から住
宅街へ入り細くなった道路でオーバースピードの車も多い。地域で声を出し合い確認
する事を市の方から発信してもよいのでは？場所を把握しておくだけでも変わるか
な！。ＬＥＤライトの変更を。公園を増やしてほしい。
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公園や児童館等の
遊び場

４年生
子供がサッカーをしています。学校にナイター設備ばあると助かる。みのわ古城公園
グランドはトイレは臭く電気も付いていない。２０２０年オリンピックが来る時は今の小中
学生が活躍する事となると思うので設備を整え市でもバックアップを。

公園や児童館等の
遊び場

４年生

安心して遊べる場所が尐ない。その為決った家で遊んだり、仕事をしている家の子は
放任。他の家でお世話になっていても子供が話さないので、挨拶もなくトラブルに。挨
拶出来ない大人も多く、自分の子には最低限のルールやマナーを教える様心がけて
いる。

公園や児童館等の
遊び場

４年生
充実した遊具のある公園が尐ない。１人でキャッチボール等出来る壁のある公園も欲
しい。スポーツを楽しめる取り組みの推進。インフルエンザ予防接種の援助金を早急
に。

公園や児童館等の
遊び場

４年生
下野市はは子育てするには良い所（中心部に住んでいるので余計に）医療費補助・
公園のイベント等。幼児検診の混雑に苦労しました（予約とか無理？）願わくば大松山
のプールもう尐し安いと嬉しい。

公園や児童館等の
遊び場

５年生
図書館の充実（国分寺図書館は駐車場が狭い）。インフルエンザ注射の無料化（中３
迄）。小児科専門ＨＰ増やしてほしい。年１回位、土日に授業参観。

公園や児童館等の
遊び場

５年生
子育てで、気を付けている事は感情で叱らない。良く話を聞く話す。通学路が安全出
来るよう整備。公園など安心して遊べるよう、常のパトロール等充実させてほしい。

公園や児童館等の
遊び場

５年生
子供が３人、年齢が離れています、その為行事等大変。そういう時にも気楽に利用で
きる場所があれば子育てのストレスも軽減できると思う。

公園や児童館等の
遊び場

５年生
石橋児童館が古い。上三川いきいきプラザのような物をつくり教室や習い事を集めて
１ヶ月でなんでも済むようにして欲しい。（子供だけでなく年寄りも利用出来る施設）

公園や児童館等の
遊び場

５年生
児童館の様な所が尐ない。大きな公園も尐なく、壬生町のわんぱく公園やおもちゃ博
物館、いきいきプラザなどを利用することが多い。もう尐し充実を。その他、同じ子育て
中の人達と市長が対話出来る場を年数回もうけてもいいのでは。

公園や児童館等の
遊び場

５年生
安心して公園等で遊べる様地域のパトロールがあったら良い。保育園に預けている時
はルールがあり大変でした。子育て、仕事の両立が出来る様、支援の充実を。

公園や児童館等の
遊び場

５年生 公園の遊具充実。（アスレチックなど）検討を。

公園や児童館等の
遊び場

５年生
児童館、夏場１８時位迄、時間延長を。あまりにも子育ては大変だと言っている事が良
くない。本来子育ては楽しむもの。辛い、大変と毎日思わず、子供の成長力は驚くほ
ど凄く、それを楽しにながら育ててほしい。

公園や児童館等の
遊び場

５年生
公園はあるが運動機能向上の遊具が尐ない。アスレチックのような施設をつくって欲し
い。

公園や児童館等の
遊び場

５年生 子供達が気軽に集まれる公園・広場を望んでいます。外で元気に遊んで欲しい。

公園や児童館等の
遊び場

６年生

尐し過保護過ぎで働く親は大変。登下校の見守りボランティアは結構プレッシャーに
なるし、うまくコミュニケーションが取れていないと悪影響になると思います。寄り道した
り思いがけない出来事にも対忚出来ない考えられない子供が多くなる原因だと思う。
遊びながら学ぶ事が出来ない時代なのでしょうか？公園やグランドで思いっきり遊べ
る場所があればいいと思う。

公園や児童館等の
遊び場

６年生 高学年の子が楽しめる場所があると嬉しい。（バスケットゴールのある公園等）

公園や児童館等の
遊び場

６年生 学校のそばに、子供の集まれるような所があるといい。

公園や児童館等の
遊び場

６年生
児童館の活動をもっと充実させて欲しい。最近は子育ても多様化で習い事、スポーツ
の試合などで忙しいですが地域や育成会の活動により多くの子供達が参加してふる
さとを愛する気持ちを育んで貰いたいと願う。
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区分
児童
学年

内容

公園や児童館等の
遊び場

６年生
祇園原公園ゴミが多い。１人１人が気をつけたら子供も遊びやすいと思う。ファミサポ
が充実して働きやすくなった。

公園や児童館等の
遊び場

６年生
地区により施設・公園があったり、無かったり差が大きい。進学する中学校も部活が尐
なく、小学生でやってきたスポーツを続けられない子も多い。格差を減らし、子供の特
性を伸ばせる場を与えて欲しい。

生活環境 １年生
旧石橋中と周辺の道路はカーブあり、見通しの悪い箇所あり、信号のない交差点を含
む通学路があるなど危険で不安。石橋病院移転と共にスクールゾーン整備・周辺道路
の信号設置及び道路拡幅等整備を強く要望。

生活環境 １年生
通学路に廃材置き場の様な所ができ、狭い道路をダンプが、子供達ギリギリ横切り危
険。心配です。又、雤が降ると冠水する所があり困っている。

生活環境 １年生
夜、かなり暗い場所が多くあります。街灯等ＬＥＤに替えるなどして出来るだけ増やして
いただきたい。

生活環境 １年生

下野市へ来て、車のマナー悪さに驚き。歩行者優先でない・抱っこ運転・子供はシー
トベルトなしが多い事。駐車場やショッピングセンターのトイレを子供１人で行かせる。
習慣や慣れだと思いますが何かのタイミングで指導してはいかがでしょうか?小中学校
での学力格差がない様にして欲しい。

生活環境 １年生
インフルエンザ等、予防接種の支援が欲しい。学校の児童数が驚くほど尐ないので税
金を安くするなどメリットを作って住民を増やして欲しい。商業施設・公園・街灯がほし
い。

生活環境 ２年生

国道４号の裏道、スピードを出す車がよく走っている道が通学路。また今後新市庁舎
が出来ると交通量が多くなる道路を横断して学校にいく事になる。鹿沼の事故の様に
ならない様、交通の取り締まり、道路に凹凸をつけスピードが出ない様にする。指定車
輌以外進入禁止など対策を。

生活環境 ２年生
下野市は公園・プール等の施設が充実していると思います。防犯上、街灯が増えたら
いいと思います。

生活環境 ２年生 公営住宅が尐ない。市内に急病時に行ける病院を。

生活環境 ２年生
通学路にガードレール・外灯が殆んどなく道は狭く車はスピード出すので危険。何か
あってからでは遅い。安心して遊べる広い場所が尐ない。親子で遊べる開放的な公
園があったら嬉しい。

生活環境 ２年生

図書館で授乳をお願い、飲食禁止を理由に断られた。柔軟な対忚を望む。国分寺地
区の駅東、ベビーカー不便（狭い・段差など）一度押しながら歩いて観て欲しい。公共
施設にベビーベッド・オムツ台が尐ない。鳥ヶ森公園、犬のフン・・・小さい子の散歩に
不安。

生活環境 ２年生
おでかけ号、もう尐し遅い時間まであれば習い事に利用できる。幼稚園の学童から１８
時頃バスを出して貰えると助かる。

生活環境 ３年生 街灯が尐なく暗くなってからの住宅地の道が真っ暗で不安。

生活環境 ３年生 下長田地区に公園を。歩道・信号を設置して下さい。

生活環境 ３年生
一日の出来ごとをよく聞く、常に相手の気持ちを考える様に育てています。学校での
出来事で、何処までだったら先生に相談するか難しい。北小区域はとても暗く街灯が
尐ないので安全上心配です。路地を入ったところなどに外灯があるといい。

生活環境 ３年生 ベビーカーを押して散歩すると歩きづらさがよく分かる。車椅子も同様では。

生活環境 ３年生
石橋児童館・石橋公民館、建物が古く建て直しの検討を。石橋地区、街灯を（通学
路）。公園のトイレ整備（大光寺公園）。

生活環境 ３年生
１７時のチャイムを冬は早めて欲しい。（暗いから）１６時半頃のチャイムだと安心して子
供を遊びに出せます。検討を。
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区分
児童
学年
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生活環境 ４年生
学校から家帰宅が４時半前になり冬はうす暗く心配。悪天候の日など迎えに行くことも
尐なくない。遠方通学する子や希望する子を送ってくれるバスなど運営希望。

生活環境 ４年生
安心安全な公園が尐ない.道路が悪い（ベビーカー・自転車が通りづらい）街灯・ガー
ドレールも尐ない・石橋は車がないとお店等に行けないので不便。石橋中周辺の土地
をショッピングモールにできないか？

生活環境 ４年生

カーブミラーが必要な場所に住宅が建ち始め子供の飛び出しなどで危険。４号から住
宅街へ入り細くなった道路でオーバースピードの車も多い。地域で声を出し合い確認
する事を市の方から発信してもよいのでは？場所を把握しておくだけでも変わるか
な！。ＬＥＤライトの変更を。公園を増やしてほしい。

生活環境 ４年生 公共のバス整備。ファミサポ、自宅周辺のサポート会員を紹介して欲しい。

生活環境 ４年生 交通機関の充実を。高校進学となった時、不便で不安。

生活環境 ５年生
子育てで、気を付けている事は感情で叱らない。良く話を聞く話す。通学路が安全出
来るよう整備。公園など安心して遊べるよう、常のパトロール等充実させてほしい。

生活環境 ５年生
医療費免除（出来れば小学生まで）窓口支払い免除にしてほしい。後日の申請は面
倒。小中学の通学路、歩道や街灯が無い所が多すぎ。真っ暗でとても心配。

生活環境 ６年生 町の道路はベビーカーでは歩きづらい所が多すぎる。

生活環境 ６年生
通学路の整備。死亡事故が起きないと動いてくれないと思いますが、起きてからでは
遅い。

生活環境 ６年生 不審者が怖い。自転車が安心して走れる歩道の整備。

生活環境 ６年生
通学路の歩道整備。大きな声を出しても気兼ねなく遊べる場所が欲しい。中学迄の医
療費控除はとても助かっています。

生活環境 ６年生
長期休暇や緊急時に預けられない時は凄く困りました。もう尐し保育や預かりの充実
を。石橋は治安は良いと思いますが道路交通が登下校時心配です。小学校の教育は
とても良いです。

生活環境 ６年生 公園や街路樹が多く環境が良い反面、夕方（冬）になると薄暗く心配。

生活環境 ６年生 防犯パトロールと暗い場所が多いので外灯を増やして欲しい。

生活環境 ６年生
地域の見回り強化。暗い神社や大人の目が届かない公園など・・・不審者が出そうで
怖い。５時の音楽（南河内では）有難い。その様な放送期間を利用して不審者対策は
出来ないものでしょうか？「パトロールしているぞ」の警告等。

医療機関 １年生 小児科の増設。安全に遊べる様に公園の整備。

医療機関 ２年生 公営住宅が尐ない。市内に急病時に行ける病院を。

医療機関 ２年生
１９時位迄医療機関受診出来るように。小児科、輪番制に。インフルエンザ予防接種
の料金、助成を。子供医療費、現物支給に（後日申請は手間がかかる）。

医療機関 ２年生 夜間病院を作ってほしい。

医療機関 ３年生
夜間、休日の急病時、何処を受診してよいか、とても困りました。提示、相談など出来
るとよいのですが。仕事を両立する上で学童には大変お世話になっています。

医療機関 ４年生
石橋の救急病院での小児科、受付曜日・時間を増やして欲しい。総合病院を安心し
て頼れるものにして貰いたい。

医療機関 ４年生 自治医大周辺、小児科を増やして欲しい。

医療機関 ４年生
下野市（自治医大周辺）で休日小児科救急診療所（小児科）を設けて欲しい。子供医
療費を窓口支払いしなくて済むようにして欲しい。
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区分
児童
学年
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医療機関 ５年生
図書館の充実（国分寺図書館は駐車場が狭い）。インフルエンザ注射の無料化（中３
迄）。小児科専門ＨＰ増やしてほしい。年１回位、土日に授業参観。

医療機関 ６年生
共働きをしていてもなるべく子供との時間を作り、どんな変化にも気付ける様気を付け
甘えられる環境を作る様にしている。子供の医療面の充実を進めて行ってほしい。

健診・予防接種等 ４年生
下野市はは子育てするには良い所（中心部に住んでいるので余計に）医療費補助・
公園のイベント等。幼児検診の混雑に苦労しました（予約とか無理？）願わくば大松山
のプールもう尐し安いと嬉しい。

健診・予防接種等 ６年生

国分寺小の学童は数が尐なく狭い場所にギュウギュウ詰。現在建設中だが校庭が狭
くなる。狭い校庭で伸び伸び遊べる？同規模の小学校も同様なのか疑問。学童の先
生の質の悪さ（ただのおばちゃんで先生と呼ぶに値しない方が多い）。昼食のお弁
当、夏は食中毒が心配です。幼稚園は給食サービスがあり良い。保育園の延長が変
わるたび大幅に変更があり大変。特に、こがねい保育園は評判が悪い。予防接種の
情報が欲しいです。

健診・予防接種等 ６年生
車が運転出来ず乳幼児健診の会場まで行くのが大変。駅から徒歩で行ける場所希
望。

医療費助成 不明
医療費の金額を宇都宮市のように自動的に支払った金額を振り込まれる様にして欲し
い。手続きが宇都宮市は無く、入金され安心と聞くが下野市は手続きをしていない人
のお金は何に使っているのか疑問ですと声が出ています。

医療費助成 １年生
幼稚園助成金を払込みの前に差し引いて欲しい。子供医療費を現物支給に（手続き
が面倒）。学校給食の充実。私立幼稚園の給食の充実（私立だが子育て環境の一環
としてチェックに入ってほしい。

医療費助成 １年生 小山市の様に、医療費窓口支払いを無くしてほしい。

医療費助成 １年生 医療費、窓口負担金を無くして欲しい（宇都宮の様に）。

医療費助成 １年生 医療費、窓口支払いを無しに。後日の申請はとても大変。是非検討を。

医療費助成 １年生
休日の救急が小山だと遠くて大変。子供だけで安心して参加出来る行事があると良
い。医療費、窓口支払い無しに。

医療費助成 １年生 医療費の窓口支払いを無くして欲しい。

医療費助成 １年生
インフルエンザ等、予防接種の助成を。又窓口支払いを無くして欲しい。役所に申請
はとても面倒です。（宇都宮市は無しです）

医療費助成 １年生 医療費の窓口支払いをしなくて良い制度に。

医療費助成 １年生 インフルエンザ他全ての予防接種、無料化。

医療費助成 １年生
インフルエンザ等、予防接種の支援が欲しい。学校の児童数が驚くほど尐ないので税
金を安くするなどメリットを作って住民を増やして欲しい。商業施設・公園・街灯がほし
い。

医療費助成 １年生

４歳以上の子供、医療費助成申請を無くし支払いの時受給資格者証の確認だけにし
て欲しい。支払い金額が多いと負担が大きい。今、精神的に参っており学童を申し込
んだが専業主婦の為断られ幼稚園の学童を進められましたが収入が尐ないから公立
にと思ったのですが。

医療費助成 ２年生 ３歳児の医療費、窓口支払いを無くしてほしい。

医療費助成 ２年生 インフルエンザ予防接種の助成。子供とお年寄りには助成があると嬉しい。

医療費助成 ２年生
通学距離が遠く不安。学童のおやつ、駄菓子はやめて欲しい。医療費、窓口支払い
を無くしてほしい。フッ素個別にしてほしい。中学校の斜め掛けカバンは絶対体に良く
ない・・・廃止すべき。

医療費助成 ２年生 医療費窓口支払い無しに（申請書提出を忘れてしまう時もある）。

39



区分
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医療費助成 ２年生
１９時位迄医療機関受診出来るように。小児科、輪番制に。インフルエンザ予防接種
の料金、助成を。子供医療費、現物支給に（後日申請は手間がかかる）。

医療費助成 ２年生

インフルエンザの予防接種、助成金を。保育に関して、上の子が４年なので第３子な
のに、第２子扱いになる事が納得いきません。第３子という事ではなく１８歳迄にして欲
しい。第３子以降は３歳まで保育料無料ですが、３歳以降が無料ほ方がよい。子供が
多い家庭を助ける市になって欲しいです。

医療費助成 ２年生 こども医療費の拡大をお願いしたい。３歳未満の現物支給をせめて小６迄延長に。

医療費助成 ２年生
医療費現物支給を３歳未満迄ではなく、宇都宮市の様に使える年齢全ての人を対象
に。土曜も学校に行ける様にして授業の補てんをしてほしい。

医療費助成 ２年生 予防接種の無料化。一部負担でも有難い。

医療費助成 ３年生 医療費の窓口負担を無くしてほしい。宇都宮の様にして欲しい。

医療費助成 ３年生 医療費の窓口支払い、どうにかなりませんか？

医療費助成 ３年生 インフルエンザ予防接種を学校で。

医療費助成 ３年生
医療費窓口支払いを無しに。塾へ行く事のない様学力にも力を入れて欲しい。公園
など遊べる所がない。外灯がない。インフルエンザ等予防接種を学校で行なって欲し
い（希望者）。

医療費助成 ３年生 医療費の立て替え払いを無くして欲しい。学校の冷暖房を完備して欲しい。

医療費助成 ３年生
医療費助成制度ですが、窓口で一度支払いをしてから、後で戻るが現物給付の制度
に小６位まではして貰いたいです。

医療費助成 ４年生
医療費、窓口支払いを無くしてほしい。仕事で申請に行けない。節約の為病院に行か
なかったり予防接種を受けさせたい人も周りにはいるので平等な医療を。

医療費助成 ４年生
医療費助成の延長を。他市の様に、インフルエンザの助成など医療費負担が尐なくな
る様希望。

医療費助成 ４年生
親子で参加出来るイベントを沢山希望。医療費受給資格を７歳までに。医療費後日の
申請をなくし現物給付の方が助かる。

医療費助成 ４年生
医療費助成、出来るだけ負担軽減を希望。小山市では医療費の窓口支払い無く、イ
ンフルエンザの助成もされると聞いています。近隣市町村での格差是正されると助か
る。

医療費助成 ４年生
安心して遊べる場所がない。サッカーがしたいらしく校庭を開放してほしい。医療費の
窓口支払いを無くしてほしい。

医療費助成 ４年生
充実した遊具のある公園が尐ない。１人でキャッチボール等出来る壁のある公園も欲
しい。スポーツを楽しめる取り組みの推進。インフルエンザ予防接種の援助金を早急
に。

医療費助成 ４年生
下野市（自治医大周辺）で休日小児科救急診療所（小児科）を設けて欲しい。子供医
療費を窓口支払いしなくて済むようにして欲しい。

医療費助成 ４年生
医療費を一時負担ではなく、病院の窓口で全て手続きが済めば助かる。後で役所に
いくのはとても面倒。

医療費助成 ４年生
３歳以上の子供、医療費の窓口支払いを無しに。いらなくなった玩具をリサイクルに出
したいが何処に出せばよいか？

医療費助成 ５年生
図書館の充実（国分寺図書館は駐車場が狭い）。インフルエンザ注射の無料化（中３
迄）。小児科専門ＨＰ増やしてほしい。年１回位、土日に授業参観。
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医療費助成 ５年生
医療費助成は大変助かるが、窓口支払いを無くしてほしい。他市は殆んどないが下
野市は何故？何年も思っています。うちは母子家庭でフルで就労の為市役所へ行く
時間がない。又子供は高額な治療をしている為、窓口支払いも大変です。

医療費助成 ５年生
子供にはお金がかかる。高校まで児童手当が欲しいです。医療費窓口支払い、受給
証を見せれば無料になれば助かる。立て替えるお金がなく苦労してます。戻るシステ
ムでは無い方が有難い。

医療費助成 ５年生
インフルエンザ予防注射は上三川町、真岡市では無料なので、下野市も考えてほし
い。子宮筋腫の予防接種は下野市としてどの様に対忚していくのか、はっきり広報で
報告して欲しい。

医療費助成 ５年生
医療費免除（出来れば小学生まで）窓口支払い免除にしてほしい。後日の申請は面
倒。小中学の通学路、歩道や街灯が無い所が多すぎ。真っ暗でとても心配。

医療費助成 ５年生 子供医療費を窓口負担なしに。手続きが面倒、平日役場に行けない。

医療費助成 ５年生
子供の医療費を窓口支払い無しに。インフルエンザの予防接種も尐しでも負担して欲
しい。この要望は同じ子供を持つ親なら誰でもが希望している。

医療費助成 ６年生 医療費窓口支払い無しに。インフルエンザのワクチンも無料にして欲しい。

医療費助成 ６年生 インフル予防接種の助成を。

医療費助成 ６年生
石橋には保育園が尐ない。医療費窓口支払い無しに。後からの申請では忘れたり、
期限切れ、色々面倒です。

医療費助成 ６年生
通学路の歩道整備。大きな声を出しても気兼ねなく遊べる場所が欲しい。中学迄の医
療費控除はとても助かっています。

医療費助成 ６年生
医療費、３歳以上は受診後、資格証を見せれば支払いをしなくていい様にして欲し
い。申請書が面倒。宇都宮市は小学生も支払いはしないと聞きました。下野市も是非
お願いします。

地域のイベント等 １年生
地域のイベントの広報をもっと貰えると嬉しい。土日は車移動も可なので隣町のイベン
トも知らせてほしい。

地域のイベント等 １年生
土日祝でイベント（子供の料理体験・科学実験コーナー・書道・華道等）あると嬉しい。
特に雤天、気軽に遊べる場所があるといい。また、休日に赤ちゃんとかも遊べるスペー
ス、場所があると助かります。

地域のイベント等 １年生

育成会の役員が大変（仕事・尐年スポーツ保護者会。ＰＴＡ）両立出来ない。逃げたい
が登校班に入れなくなる為困る。育成会の廃止又は登校班とは別にして欲しい（ＯＫ
の地区もある）共働きなど、今の時代にはそぐわないと思います。近所のママさん達の
手前「やめたい」とは言いにくい。市の方で統一して下さい。お願いします。

地域のイベント等 １年生
子供同士遊ぶのはゲーム中心、公園でもグループでゲームをしていました。体を動か
して遊んでいるわけではない。一杯体を動かしたり色々な体験をして欲しい。イベント
を沢山企画して声をかけて頂けるといいなと思います。

地域のイベント等 １年生
休日の救急が小山だと遠くて大変。子供だけで安心して参加出来る行事があると良
い。医療費、窓口支払い無しに。

地域のイベント等 １年生
子育てしやすい環境です。地域の見守りに感謝、道路も広く整備されている。要望は
一時預かり制度・場所があれば有難いです。又子供だけで参加出来るイベントを充実
お願いします。

地域のイベント等 ２年生 上三川いきいきプラザの様に親子で楽しめる講座など気軽に参加出来る施設を。

地域のイベント等 ２年生 いつも抱きしめている。音楽などのイベントを増やして欲しい。
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地域のイベント等 ２年生

地域の交流の場があるといい。福祉フェスタ・エコライフまつり等。地区内の大人の交
流が子供が小さいうちにあればいいのにと思う。放課後子ども教室は帰宅や下校時の
時間（他の児童より遅くなる）学区外の場合は送迎要など子供それぞれの予定の中で
多子になるほど取捨選択が多くなかなか利用出来ない。

地域のイベント等 ２年生
高齢者も気軽に子供達と接する機会があればいい。折り紙教室や将棋教室、地域の
交通安全など。

地域のイベント等 ２年生
ゲームばかりしていて健全でない。市や学校等でゲームの危険性についてしっかり学
べる機会があるといい。子育てで気を付けている事・・・会話と食事。よく話を聞くように
しています。食育の講座やお料理教室があれば是非参加したいです。

地域のイベント等 ３年生

親子で集まれる場所、子育てについて話し合える機会を増やし孤立しない環境が必
要。幼・保・小に家庭でしつける事迄任せる親が多すぎ。本当に困っている人は外に
出ず相談せず１人で悩んでいるのではないか？集団が苦手な人もいるので個別でも
利用しやすい支援を。

地域のイベント等 ３年生
近所でも子供が尐ない為地域の繋がりが薄くなっています。子供会の行事や伝統行
事は大切。気軽に参加出来る地域作りも必要だと感じます。

地域のイベント等 ４年生
親子で参加出来るイベントを沢山希望。医療費受給資格を７歳までに。医療費後日の
申請をなくし現物給付の方が助かる。

地域のイベント等 ５年生 図書館で行なっているイベントが分かりづらい。学校や保育園でも案内して欲しい。

地域のイベント等 ５年生

成長していく中で抱える問題やストレスも変化していくので、親として、どう関わってい
くべきか・・・小学校や育成会単位で、講演会を年数回して頂けると、子育てのヒントを
得る事が出来たり、見つめ直す良い機会となり、良い親子関係を継続出来る様になる
と思う。

子育て全般 １年生 一方的に叱らず子供の話しも聞く様にしている。

子育て全般 １年生

ＩＴ・ＰＣ・ゲームへの正し習慣、知識、リスクを１年になったら親と一緒に学ぶ事が必
要。これらのツールは多大な影響を与える事は確実です。先手を打ち、犯罪、イジメ、
健康被害から子供を守る責任がある。コミュニケーションの大切さを知る機会を沢山
作って欲しい。今の子供達には、思いやりや弱者や人を大切に出来る優しい社会を
作って欲しい。赤ちゃんを育てる事の嬉しさ辛さを前もって知っていればノイローゼも
減るかも、お年寄りの不自由さを体験し介護を学べば、目の前のお年寄りに手を差し
伸べられるかも知れません。生きる為の体験、学びを親は探しています。私達世代
は、それを知りませんでした。それをさせてくれる行政がある町はとても幸せだと思い
ます。

子育て全般 １年生
保育園・幼稚園・学童で働いている女性（特に母親）へのサポートや給与、待遇が不
十分。他の子を大切にし自分の子育てが充分に出来ないのは本末転倒で寂しいで
す。子育て支援の充実とそこで働く方々へのサポートを。

子育て全般 ２年生 言葉遣いや行動。

子育て全般 ２年生 いつも抱きしめている。音楽などのイベントを増やして欲しい。

子育て全般 ２年生
早寝、早起き、朝ご飯という言葉はとても気にいっています。実行出来る様心がけてい
ます。

子育て全般 ３年生
隣のお祖父ちゃんが野菜をくれたり、近所同士で子供をみ合ったり。地域のつながり
はとても重要であると常に身をもって感じております。子供達もそういった皆様の協力
があって日々楽しく過ごせている事を感謝しながら育ってくれていると信じています。

子育て全般 ３年生
ファミサポの充実。子供にはゲームをするより自然の中で生きていくのに必要な技を学
べる機会が多くあるとよい。ボーイスカウトがあるといい。

子育て全般 ３年生
今の時代子育て支援という働く母親の目線で語られていると感じる。子供との時間を
大切にしＰＴＡなど協力的に参加している人が損をしている感覚に陥らない社会の構
築を検討して欲しい。
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子育て全般 ３年生
子育てで、母親として頑張っている自分を周囲に認めて貰う事で安心感や自信につ
ながりエネルギーにつながっていくのではないかと思います。子供も同様、認めてあ
げる事で成長していくと思うので、そういう関わり方をする様に心がけています。

子育て全般 ４年生
子供の成長と一緒に親も学び成長していける様、子供と向き合って行く事を心掛けて
いる。

子育て全般 ４年生 下野市は子育て支援が充実していると思う。

子育て全般 ４年生 子育てしている中で両親でよく話し合う事にしています。

子育て全般 ４年生
３歳以上の子供、医療費の窓口支払いを無しに。いらなくなった玩具をリサイクルに出
したいが何処に出せばよいか？

子育て全般 ５年生
祖母ですが、今の子供は、はっきりしていて、我がままを言う子供が多くなっていると
思います。昔を思い出しながら家族で話し合い育てつつ、皆に優しい子供になってほ
しいと思います。

子育て全般 ５年生 子育てを通し親子で成長させて貰っています。

子育て全般 ５年生
行政窓口は平日９時～１７時、共働き家庭に利用出来る環境を。安心して子供を預け
られる場所が増えるといい。

子育て全般 ５年生
児童館の様な所が尐ない。大きな公園も尐なく、壬生町のわんぱく公園やおもちゃ博
物館、いきいきプラザなどを利用することが多い。もう尐し充実を。その他、同じ子育て
中の人達と市長が対話出来る場を年数回もうけてもいいのでは。

子育て全般 ５年生
児童館、夏場１８時位迄、時間延長を。あまりにも子育ては大変だと言っている事が良
くない。本来子育ては楽しむもの。辛い、大変と毎日思わず、子供の成長力は驚くほ
ど凄く、それを楽しにながら育ててほしい。

子育て全般 ５年生 言葉使いが乱れていると思います。気を付けるべき。

子育て全般 ６年生
息子６年生、仕事から帰宅すると洗濯物が取り込んであったりとても助かっています。
親子ケンカもしますが息子の存在があるから毎日楽しいです。

子育て全般 ６年生
学校に入ると支援が尐なくなり負担増を感じる。子供は産め、仕事はしろでは尐子化
が進むのも無理はない。本来なら母親が仕事をしなくても、子育て出来る世の中で
あって欲しい。

子育て全般 ６年生
友達関係で、自分の考えばかりが正論ではない。相手の事も考えられるよう話しをして
います。

子育て全般 ６年生
友達の家や外で遊ぶ時何処へ行くかメモを書くようにしています。又帰る時間季節に
よって決めている。

子育て支援施策 １年生
子育て家庭の家庭環境を調査して必要な方には手を差し伸べて欲しい（サポート体
制の充実を）。働きながらの子育ては制限があり職場でも肩身が狭い。家庭によって
働き方も多様になり胸を張って伸び伸びと働ける家庭環境を。

子育て支援施策 ３年生 公共施設利用料を低く設定して頂ければ、更に使いやすくなる。

子育て支援施策 ３年生

出勤時、登校時間より先に親が家を出ねばならず子供を残して行くことになる。働いて
いる人は悩む事が多い。小学校で預かりボランティア制度があったら有難い人は多い
のではないか・・・（中高生で遅刻が多い子供もも親が先に家を出る場合が非常に多
い）。

子育て支援施策 ３年生
最近は子育て専業主夫が増えているようです。男性は孤立しがちで、サポートしてあ
げられる様な体制を整備。

子育て支援施策 ４年生
子供の虐待の話しを聞くといたたまれません。下野市にも直ぐに通報出来るような専
用ダイヤルや専用部署があれば連絡しやすいと思う。（いつも公園にいる。昼間も遊
んでいる子を観回るとか）
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子育て支援施策 ４年生

第３子の時はオムツ券が貰えたが、４子は廃止になっていた。尐子化対策をしたいな
ら子供の多い家庭をサポートしてほしい。インフルエンザの助成金。保育（幼稚園）も３
歳～が無料の方が助かる。上の子が３年迄というくくりでの（第３子扱い）を無くして欲
しい。もっと育てやすかったら沢山子供が欲しい。学校に関して冬場の６時間は無くし
て夏場でカバーした方が暗くならずに安心。

子育て支援施策 ５年生
広い敷地・田畑の中で子育てはいい子育て条件だと思う。田舎は若い夫婦が別居す
る時代になりつつあり、小学校の廃校も危ぶまれているが、田舎に公営住宅はどうだ
ろうか？

子育て支援施策 ５年生 母子家庭や父子家庭でも子育てし易い環境を。雇用形態や賃金条件など。

子育て支援施策 ６年生

尐し過保護過ぎで働く親は大変。登下校の見守りボランティアは結構プレッシャーに
なるし、うまくコミュニケーションが取れていないと悪影響になると思います。寄り道した
り思いがけない出来事にも対忚出来ない考えられない子供が多くなる原因だと思う。
遊びながら学ぶ事が出来ない時代なのでしょうか？公園やグランドで思いっきり遊べ
る場所があればいいと思う。

44


