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 項  目 件数 ページ 

1 子育ての環境や制度について 216 1 

2 子育て支援事業や助成・補助について 65 22 
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6 子育て支援センターやつどいの広場、ファミリーサポートセンタ

ーについて 

94 44 

7 学童保育（放課後児童クラブ、留守家庭児童会）について 116 52 

8 ひとり親家庭への支援について 6 64 

9 教育環境、小中学校について 38 65 

10 スポーツ少年団について 6 70 

11 保健医療や医療費等について 65 70 

12 仕事と子育ての両立支援について 42 75 

13 子育て関連行事・イベントについて 14 80 

14 子育て支援の情報発信、広報、周知について 41 81 

15 ニーズ調査について 12 84 

16 その他 17 85 

 合  計 917  

※１つの記述中に項目の異なる複数の内容が記入されている場合は、項目ごとに分けて

集計しています。 
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１．子育ての環境や制度について 

No 意見 児童区分 

1 いろんな施設や市内のお店のトイレのベビーベッドやイスの設置が少

なく、カートの入れないトイレも多いので出かけた先のトイレが大変で

す。 

未就学児 

2 能代市の子ども館をもっと子ども（未就園児）が遊べるよう、スペースを

作ってほしい。東京渋谷のこどもの城のようにするともっと親も子ども

も楽しめる施設になると思います。 

未就学児 

3 子供が多い割に公園などがなく、外で遊ぶのも道路に出たりして遊ん

でいるので、公園など子供達が外で外べる環境を増やしてほしい。 

未就学児 

4 高齢者が増加していく中で、今後、日本をささえていく子供の人数が増

加していかないのは、今の制度に問題があり、働かなければ生活して

いけない事実がありながら、子供をあずかる所も時間的に制限され、

むかしにくらべお金のある家もない家も同様のことをしていかなければ

ならない現実がある。これからは、もっともっと子育てしている年代の

人には、市町村だけでなく、社会全体でささえていく工夫をしない限り、

子供を生む（出生率）は高くなることはないだろうと思う。 

未就学児 

5 保育所の駐車場がどこも狭いです。通園、通学道路の除雪がひどい、

何とかして下さい。歩行者のスペースも無く、２車線は１車線になりま

す。 

未就学児 

6 転勤して能代に来たが、以前住んでいた所より子育てしやすい環境だ

と思う。 

未就学児 

7 経済的にもっと安心できる制度を考えてほしい。 未就学児 

8 高齢者に対する施設はたくさんあるが、子供が安心して集える施設、

スペースがあまりにも少ない。公園もない。二ツ井に住んでいるが、高

齢者が集いやすい温泉を作る前に、子供や若い夫婦が集えるような

施設、スペースを作ってほしいと思う。今の能代は子供を育てにくい環

境だと思う。 

未就学児 

9 様々な支援があるようだが、共働き夫妻は結局は祖父母がいないと成

り立たない状況は改善しない 

未就学児 

10 特に冬場に料金がかからずに、子供を遊ばせる場所を増やして欲しい

です。 

未就学児 

11 休日など家族で楽しめる場所が少ないと思います。 未就学児 

12 秋田は、少子化という割りに子育てが難しいと思います。私は祖父母

が仕事を辞めフリーでいざという時に頼りになりますが、働いていて子

供が熱上げたとなると大変です。もう少し「１日子育てフリー券」など楽

になる何かを渡したらいいです。ジジ・ババよりも子育てをしている人

たちを応援してほしいです。 

未就学児 
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No 意見 児童区分 

13 日曜日や夕方以降に子供を遊ばせられる所がほとんどない（晴天の

日の外以外にない） 

未就学児 

14 ひとり親（法的な）家庭とは違うが単身赴任等で片親状態の家庭に対

する支援環境があるとよい。 

未就学児 

15 共働きの親が安心して働ける環境になれば嬉しいです 未就学児 

16 これからも、より子育てしやすい環境づくりをしていって下さい。そし

て、公園などの公共の遊び場も充実させてほしいです。 

未就学児 

17 子供が屋内外で遊べる環境をもっと増やしてほしい。多少お金がかか

っても良いと思うので、安全に遊べる環境、施設を充実させてくださ

い。 

未就学児 

18 エナジアムパークは能代で一番遊べる場所ですが、電力さんの施設で

すよね？能代市でしっかりとした、外でも中でも楽しく遊べる施設を作

らないといけないと思いますが･･･。 

未就学児 

19 遊べる場所が少ない。公園は害虫が多い。車がないとどこにも行けな

い。 

未就学児 

20 屋内などで子供が遊べる場所など作ってほしい！！ 未就学児 

21 冬場、子供が学校から帰ってきた後、室内で体を動かせる場所がある

と良いなと思います。（イオン３Ｆの「ぽけっと」は就学前の子供が対象

と聞いているので、行きにくいなぁと）総合体育館等小さなホールで良

いので毎日開放して頂けませんでしょうか。 

未就学児 

22 現在の制度で十分と思います。 未就学児 

23 公園をきれいにしてほしいです。又、冬はなかなか外で遊べないので、

屋内で遊べる施設があればいいなと思います。 

未就学児 

24 図書館は１８時まで、エナジアムパークは１７時まで、子ども館も早

い･･･文化施設が短く少ない。つどいの広場も利用できない位短い。せ

めて１９時までといつも思います。 

未就学児 

25 子供がのびのびと遊べる公園、施設がもう少しあれば嬉しい。 未就学児 

26 休みの日は遊びに行く場所がない。このような施設をもっと増やしてほ

しい。 

未就学児 

27 小さい子が遊べる施設がほしい。（室内、室外ともに） 未就学児 

28 遊ぶ所がもっとほしい。 未就学児 

29 二ツ井町在住ですが、能代市のように子育て支援センターのような遊

び場がもっと欲しいです。夏もちょとしたプールや池のようなものを作っ

て、誰でも気軽に遊びに行ける場所を作ってほしいです。「さんぽえ

む」以外遊ぶところが少ないので残念です。 

 

 

未就学児 
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No 意見 児童区分 

30 子供を遊ばせられる施設が、他自治体に比べ少なすぎます。新しい何

かをつくる必要はないので、今ある施設を自由に利用できるようにして

はどうでしょうか？（体育館を幼児用に開放するなど）外で遊べない季

節が多く、密室育児となってしまいます。 

未就学児 

31 県南出身ですが、同じく市外からお嫁に来られたお母さん達と、「能代

はいろいろ子育てサポ－ト環境が恵まれているよね」というお話をよく

しています。いつもありがとうございます。この調査を経て、これからさ

らに充実していくことを、とても強く思います。 

未就学児 

32 もっと児童館や、常時開設している子育てのセンタ-がほしい！子供の

遊ぶ場所が能代には本当に少ない！天気の悪い時には、本当に子供

を遊ばせる場所がない。近所に公園がなく、そこにはすべり台がな

い！図書館がせまい！もっと大きくするか、もう何館がほしい。 

未就学児 

33 赤ちゃんがお母さんと一諸に安心してすごせるような方向に環境整備

や支援が向けばよいと思います。 

未就学児 

34 子供が遊べるポンポコ山のような公園が能代市内にほしい。小さい公

園はたくさんあるが、清掃されていないため不潔で危険です。また住

宅街にあり、不審者がでるという情報も多く子供たちだけでは遊ばせら

れません。 

未就学児 

35 なるべく自分が育てたいと思っていますが、中距離通勤のため、祖父

母に協力してもらっています。祖父母が子供（孫）と利用しやすい環境

（預かってもらう施設だけでなく、一緒に利用できる施設など）がある

と、祖父母の負担感も減るのかなと思います。雨天時や冬場に遊べる

土床の屋内施設があると嬉しいです。 

未就学児 

36 遊ぶところが少ない。 未就学児 

37 子供を連れて行ける飲食店がほとんどない。動きまわったり、うるさか

ったりするのでお座敷や個室や小さい子用の椅子を置いてる所が無

かったり、置いてるのかどうかわかりづらい。 

未就学児 

38 共働きの家庭での子育ての環境が悪すぎる。能代市は仕事も少ない

ので土日も子供を預けられるようにしないと自由に仕事を選べない。

今のままだと子供は減る一方だと思う。昔、市役所で保育所申し込み

について聞いたら、どこも満員だから無理と断られた。許可以外の所

を教えるなどもっと対応の仕方があったと思う。ハローワークと市役所

の板ばさみになり、子供を産むとこんな嫌な思いをするのかと、本当に

能代にはがっかりさせられました。子供をたくさん産みたいと思えるよ

うな能代にしてください。 

 

 

未就学児 
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No 意見 児童区分 

39 「こども館」、名前は立派だが何も遊べない。もっと子供が遊びやすい

施設を作って欲しい。天気の悪い日に利用できる施設が。八峰町のポ

ンポコ山にあるような施設を能代市でも大きく作って欲しい。 

未就学児 

40 休みの日、室内で遊べる所が少ない。 未就学児 

41 冬期間など子供が室内で体を動かせる場所がもっと欲しい 未就学児 

42 公園の遊具など少なくなってきているのが気になります。 未就学児 

43 休日など冬期間子どもたちの遊び場所がない（室内） 未就学児 

44 秋田市などは未就学児に動物園やいろいろ使えるチケットみたいなの

が２万か３万くらいくるみたいですが、遊ぶとこも少ないし、母と小さい

子２人つれていけるところがもっとあったらいいなと思います。 

未就学児 

45 地域に公園が必要。 未就学児 

46 子どもが安心して遊べる場所（遊具・広場ｅｔｃ）やイベントをもう少し開

催してほしいです。 

未就学児 

47 市内には子供の遊ぶ場所が少ない、雨天、冬期間にかかわらず遊べ

る施設がほしい。 

未就学児 

48 働ける環境を整えてほしい。 未就学児 

49 他の市町村とくらべると能代市はまだまだだと思う。 未就学児 

50 高齢者より子供のいる世帯を大事にしてほしい。子供が３人以上いる

世帯になんらかの待遇があってもいいと思う！少子化と騒いでいるわ

りに子供がいる世帯には全然やさしくない環境だと思う。 

未就学児 

51 毎日自由に行ける遊び場（室内）があるといいと思います。大きい遊具

があったりするといいと思います。 

未就学児 

52 環境について「子育て」という面については自治体が一生懸命取り組

んでいるのは分かる。しかし「教育」という面については扶養控除はな

くなり、子供手当以上に育てるお金がかかり、とてもじゃないけど３人４

人を生む気にはならない。頑張って２人が精一杯。保育料も高いし‥

‥「少子化」を問題にしながらこのあたりのギャップがどうかと思う。核

家族である現在、朝５時に起きて働きに出ている。寝るのは１１時過

ぎ。寝ている間は夜中に子供に何回か起こされる。そういう生活の中、

私の夫が協力的なのでまだましだが、父の方の職場が協力的ではな

い為、苦労している母親の話は枚挙にいとまがない。自治体だけでな

く、職場の意識改革がもっともっと必要。禁煙のレストランの場所が分

からない。そういうＭＡＰはないか。喫煙可のレストランが能代はとても

多く、とてもじゃないけど子供を連れて外食する気にならない。 

未就学児 

53 子供達が広々と遊べる場所がなく、地域に１つくらい公園が欲しい。 未就学児 

54 駐車場付きの児童館（室内でも体を動かして遊べる所）が欲しい。 

 

未就学児 
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No 意見 児童区分 

55 昔にくらべて、外で遊べる環境がなく、車等も危険で室内が主になって

しまう。安全な公園等を整備して欲しい。 

未就学児 

56 自然がたくさんで良いが、室内や、デパートなどにおいては、子ども向

けのプレイルームや遊び場が本当に少ないと思う。一年のうち、寒い

日の方が多い秋田で暮らしている親としては、さまざまな遊びの場を

提供して欲しいと日々思う。 

未就学児 

57 能代市は子育て環境は良いほうだと思います。ただ１つ言えば、外で

おもいっきり遊ばせたりした時公園内の遊具がなく、ただのグランドが

あるのみという場所が多いです。小学生になると、グランドでサッカー

やキャッチボール、おにごっこ等できるのですが、まだ小さい子供たち

はおもいっきり走ったりが無理です。公園内でブランコ、すべり台、すな

場など小さい子供も遊べる遊具をまた設置してほしいです。せっかく公

園はたくさんあるのに遊んでいる子供が少ないです。残念です。 

未就学児 

58 子供が気軽に遊ぶ場所が少ない気がする。(公園、グランド等。子供と

キャッチボール、サッカー等したいが広い場所があまりない。) 

未就学児 

59 確定申告で扶養にできなくなった為、所得税や県・市民税が高すぎて

生活が困難。少子化と騒いでいるが、次の子を望む環境も作れない。

本当に少子化対策に取り組みたいのであれば、不妊症の助せい金も

無制限にする等の制度があってもいいのでは？治療する方は仕事も

しづらく辞める人も多い。辞めると生活が困難→子供を作る事をやめ

る→少子化。体験してる方の話を聞くなり、もっと子育てや子供を作る

環境を改善して欲しい。 

未就学児 

60 今は両親に世話になる事が出来るが高齢なのでこの先は不安。もしな

にかあったとき市でもサポートしてくれる制度があれば利用したい。そ

のためにもきちんと対応出来るスタッフの育成に力を入れてほしい。 

未就学児 

61 子供達が、遊べる所が少ない。 未就学児 

62 子どもを遊ばせる場所が少ない。 未就学児 

63 土日も利用できる屋内施設が欲しい。（ぽんぽこ山の様な屋内施設） 未就学児 

64 二ツ井地区に（中心部に）遊具のある公園がほしいです。 未就学児 

65 保育の必要性に応じて市から認定書が交付されるとあるが、保育の必

要性を認めるのは子を持つ家庭にあり、市が認めるものなのでしょう

か。希望する者が保育等の支援を受けられるような制度になるよう努

力していただけるようお願いします。今の制度では少子化対策と矛盾

したものに感じます。市や保育所等に対して市民や児童はお客様とい

う意識を公務員には持っていただきたい。 

 

 

未就学児 
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No 意見 児童区分 

66 子育ての事に関して相談する所があっても、話す人はあくまでも“仕

事”をしている人であって、子育てに関して、そして、子供達が幼稚園

以外で遊んで、他の子と触れ合う市の施設などがあればいいと思う。

そうすると、いろいろな保護者とリアルな子育ての話も出来る。室内で

遊ばせる所が少ない。 

未就学児 

67 旧能代市の子育て環境は能代山本の中で、一番低いレベルだと感じ

ます。他の市町村の環境やサービスを知り、早急にレベルアップに取

り組んでいただきたいと思います。 

未就学児 

68 小さい子供がいると再就職しにくい。（仕事がない） 未就学児 

69 転勤により、全く知らない土地にいる者にとって、子育ては辛いもの。

身近に公園やサポートセンター等があるとうれしいですが、車を利用し

ないと利用できない…歩いて利用できる場合、お茶しながら子育てに

悩む話など、気軽に立ち寄りたいです。１００円バス、運行地区を広げ

てもらえると助かります。 

未就学児 

70 雨天時でも遊べるアスレチックのような施設がないように思う。雨天・

冬期間でも体を動かして遊ぶ場所が何カ所かあれば、運動不足なども

解消できると思います。（１カ所では、そこに皆集中して思うように遊べ

ない事もあると思う） 

未就学児 

71 天気の悪い日や冬期間に遊ばせる場所がない。｢子育て支援｣とは違

うかもしれませんが、行政でやる事ではないと思いますが、子供服を

売っている店が少ないです。日常的なものは西○屋等で十分だが、ち

ょっとオシャレな服が欲しいとなると、秋田市まで行かなければならな

い。本当に子育てしやすい町というのは、そういうところもある程度充

実している必要があると思います。新しくなるイオンに良いテナントが

入る事を期待しています。どうか、中途半端な店舗ばかりのイオンがで

き、商店街もイオンもスカスカということになりませんように… 

未就学児 

72 雨の日や冬の期間など屋内で遊ばせる施設があればうれしい。 未就学児 

73 各、町内での子供同志のつながりが薄い感じがします。子供会もなく、

子供同志の行動等をふやしてほしいです。公園も少ない感じがしま

す。 

未就学児 

74 今でも割りと小学生までの子供が遊べる施設は恵まれているが、市内

にもっと子供が楽しめる施設があれば良い 

未就学児 

75 最近は御近所つき合いはほとんどなく、隣人の名前さえよく分からない

状態です。核家族化もすすむなかで、園からの帰宅後は親と子二人き

りの環境におかれております。祖父母とも離れておりできれば子育て

の先輩である老人の皆様との交流がはかれたらなあと思っておりま

す。 

未就学児 
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No 意見 児童区分 

76 保育所の近所の方が、車の音、人の声などに敏感で、送迎時、たびた

びトラブルがある。保育所に駐車場がないのは問題ですが、もう少し

あたたかい目でみてほしいです。小学校も近くゾーン 30 が設けられま

したが、もう少しわかりやすくしたら良いと思います。ほんの一部が狭く

なっても意見がない感じします。 

未就学児 

77 安全な公園も少ないと思います。東能代地域は特に大きな公園もな

く、不便に感じています。できれば公民館の隣接した見える所に公園

があると、不審者対策になると思います。 

未就学児 

78 公園も少なく、外で友人と遊ぶ場所が今は少ないように思います。公

園にも車ででかけるようになっている。 

未就学児 

79 既存の施設を使って、雨天や冬期間に使用できる屋内の遊び場が欲

しい。現在はエナジアムパークしかなく（子ども館はまだ楽しめない歳

のため）、ぽんぽこ山やアルヴェ、県立児童館、ふるさと村などへ行っ

ている。サンピノの１階や子ども館の空きスペースなどを使って、作る

ことはできないでしょうか。北高跡地を子育て世帯に分譲してほしい。

安価な土地を求めて、郊外(特に向能代)へ家を建てる人が多い。中心

市街地を維持するためには、子育て世代の街なか居住は必須と考え

ます。ぜひ、子育て世代の手に届く価格で販売し、街なか居住の良さ、

子育てのしやすさを若い世代に実感してほしい。居住人口を増やして

から、施設建設ではないでしょうか。 

未就学児 

80 小学生の通学の歩道拡幅とガードレールは、事故などを考えて、必要

じゃないのかと思う。 

未就学児 

81 子供をつれて体をいっぱい使って遊べる施設が無い。(遊具やアスレ

チックなど) 

未就学児 

82 子供が冬や雨の日に遊べる施設があると良いです。 未就学児 

83 能代に転勤で来て１年になりますが、子育て支援事業や、認定こども

園の一時預かり等、園開放もよく利用させてもらっており、大変助かっ

ています。ママ友もたくさんでき、子供も２人きりで過ごす事が多かった

以前に比べて、毎日楽しく過ごせています。主人の仕事も夜遅い時も

あるので本当に助かっています、ありがとうございます。能代市は本当

に素晴らしいですね。 

未就学児 

84 冬は外で遊ぶことが雪で出来なくなる為、室内で遊べる所を多く作って

ほしい。室内でばかり遊んでいると子供がストレスに感じます。 

 

 

 

 

未就学児 
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No 意見 児童区分 

85 子供を預ける側には能代市の子育て支援の取り組みはとても利用し

やすいものだと思います。しかし働く側（幼・保育園の職員側）にとって

は、勤務時間、残業（職場は手当て０です）と厳しい状況です。子育て

しながら働くことの難しさ改善されることはあるのでしょうか。でも能代

市の子供を持つ家庭の力になれたらと頑張っているので、市民のより

良い生活のため過ごしやすい市を作って下さい。お願いします。 

未就学児 

86 公園の整備が整っていない 未就学児 

87 歩道の整備管理（ベビーカー通りづらい、雪がふった時の除雪がされ

てない、自転車のマナーなってない、デコボコばっかり） 

未就学児 

88 近場に小さい子が遊べるような公園等の設備がないのが残念です。 未就学児 

89 病院などの駐車場で小さい子供がいる場合、近くに車を停めたいが、

なかなか難しい。小さい子が寝た後に買い物に行きたいが、夜７時ま

での閉店のお店が多い為なかなか出かけられない。 

未就学児 

90 悪天候時や真夏・冬日の時に室内で遊ばせる場所があれば。 未就学児 

91 雨天時に子供が遊べる場所（室内アスレチック等）が無いので、そうい

う施設があれば助かる。 

未就学児 

92 寒い地域なので、秋田市の「みらいあ」のような施設があったらいいで

す。 

未就学児 

93 職場や同じ職場でも所属する部署によって、仕事と子育てを両立して

いける環境に差があると思います。このような施設がある・利用でき

る。このような制度がある・利用できるというだけでは、実際に活用した

いが、できない・しづらい実態もあります。大まかな政策というよりも、も

っと細かい部分に目を向けた、個々の家庭の実状に沿ったようなもの

であれば、子育て支援の実感につながると思います。 

未就学児 

94 母親がリフレッシュしやすい環境情報を整えてほしい。子供が保育所

に入れるまでの日々はとても大変で、精神的にかなり追いつめられま

した。子育て＝孤育てを実感した日々でした。働いていようが、働いて

いまいが、誰でも手間なく子育て中に息抜きできるようになれば、それ

だけで子育てしやすい町になると思います。 

未就学児 

95 近所に公園や外遊びできるような場所がなく、車で公園等に行かなけ

ればのびのび外で遊ばせられません。遊具等が充実した公園がもっと

能代に増えることを願います。 

未就学児 

96 核家族、フルタイムで働く人がもっと安心して子供を預けられるような

環境にしてほしい。 

 

 

 

未就学児 



9 

No 意見 児童区分 

97 子育ての環境については、特に子供が乳幼児の頃育てづらい地域だ

と思います。車ででかけるしか交通手段がないのに駐車場がない。公

共機関にいってもオムツ替えスペースがない、子供用便座が少ない。

思ったよりも地域の老人達が子供につめたい…等 あげればキリがな

い位です。支援に関しても自己満足気味のような気がします。 

未就学児 

98 家族で遊びに行ける施設が少ない。環境や支援については特に不満

はないが、休日に遊びに行ける場所が少なくて困っています。結局、

秋田市等に行ったりしているため、もう少し魅力のある街にしてもらい

たいと思います。 

未就学児 

99 近所に公園がありますが、すべり台しかありません。普段は男の子た

ちが野球などしていますが、小さな女の子の遊び場にはなりませんで

した。遊具をもう少し増やして欲しいと思います。近所に子供達大勢い

ますので…。 

未就学児 

100 毎日遊べる施設がない。支援センターは日曜日が決まっているし、子

ども館は小さい子が自由に遊べるような場ではない。つどいの広場も

良いが、休みが多く、利用したい日にできないこともある。"木の町"を

意識した広場や、さんぽえむのようにいつでも行ける施設がほしいで

す。 

未就学児 

101 通学路がバス路線であり交通量も多いにも関わらず歩道の整備もさ

れず路幅も狭い為、心配である。地域（近所）に整備された公園がない

ため子供が遊ぶ場が欲しい。 

未就学児 

102 子育てに関してだけでなく、全体的に過疎化対策をもっと考えてもらい

たいです。子供が成長しても、生まれ育った土地に根付きにくい気が

する。地域が活性化すると子育て世代が住みやすくなるはず。予算も

あるのは分かるけど、高齢化も分かるけど、将来のある子供たちの将

来をもっともっと一緒に考えていきたいです。子供と住みたい街に！子

供を生みたい街に！！ 

未就学児 

102 社会全体が子育てに寛容になる様に昔の人の偏った考え方をなくして

いける様、もっとアピールして欲しい。 

未就学児 

104 知らないだけかもしれませんが、休日子どもが楽める場所がないよう

に思います（児童館のようなところ）。さまざまな体験ができるようなス

ポットがあれば良いと思っています。 

未就学児 

105 他県からきたのですが、そうゆう人達が集って情報交換できる場があ

ればなぁ～と思います。 

未就学児 

106 未就園児が 1 日遊べる広い場所があればうれしい。 未就学児 

107 能代市は子供が遊ぶところが多くあり、楽しんでいます。エナジアムパ

ークのような遊べる施設が街なかにあると嬉しいです。 

未就学児 
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No 意見 児童区分 

108 子ども、あるいは子づれの親子が、毎日いつでもだれでもあそびに行

かれる場所がない。（能代の子育て支援センターサンピノは、月に一

度、年令の定めがある日しかいかれない。）児童館をつくってほしい。

冬場は切実に遊びに行く場所がない。 

未就学児 

109 遊ぶ場所の充実をしてほしい。遊ぶ場所(雨の日など室内の遊び場)が

なさすぎる。歩道の整備 

未就学児 

110 能代は子育てにすごく関心のない市だと思う。子育に関してだけなら

他の町の方がよい。子供を３人も産んでも保育料の一つも無料になら

ないし、子供達をゆっくり遊ばせる所もない。ジャスコの３階にあるスペ

ースも、ミルク一つ作る場所もないし、不衛生。あんな所で一時間たり

とも時間潰ぶれない。 

未就学児 

111 子どもの遊び場所が少ない(特に冬の時期) 未就学児 

112 能代市の子育ての環境・支援は十分に充実しているので、不満なし。 未就学児 

113 屋外・屋内ともに遊べる所がもっとあったらいいなと思います。よろしく

お願いします。 

未就学児 

114 育児休業よりも、保育環境を整備してほしい。たとえば、料金、土、日

に預かってくれる、病気の時でも預かってくれる etc… 法律で定めて

も育児休業３年とかができるのは大手か公務員ぐらいたと思うので

…。住みよい、子育てしやすい街づくりをして下さい。 

未就学児 

115 公園がおもしろくない、←もっと工夫してほしい 未就学児 

116 安全に遊べる公園や室内の施設が少ないのでもっと増やしてくれたら

いいのになと思います。 

未就学児 

117 能代は賃金も低く共働きが多いと思います。町中でよく子どもをみてい

るおばあちゃんたちを見かける。若い子育て中の家庭にも祖父母にも

支援がいろんな面で必要では。家庭で子育て中→就園中→就学中、

また就労の有無でも必要なものがちがってくる。今は２人とも幼稚園、

私は子育てに関する自営の仕事ですが、以前（３交替看護師）の仕事

はこの環境ではもうできないだろう。 

未就学児 

118 能代には小さな子供達が遊べる施設等がないので（休日の時）そのよ

うな施設を作ってほしいと思います 

未就学児 

119 公園が少ないので増やしてほしい（近くの地域に）。街灯設置数を増や

してほしい。歩道を広くしてほしい。 

 

 

 

 

 

未就学児 
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No 意見 児童区分 

120 普段、子どもを安心して遊ばせられる場がとても少ないと感じる。（ジャ

スコの３Ｆを利用しているが、その日によって休みだったりするので…）

能代市の子育て支援施設を増やしてほしい。秋田市アルヴェ、児童会

館、横手市ふるさと村、大館市のような場所（月に２～３回 子どもを遊

ばせるために出かけています。能代市にあれば…）がほしい。また気

軽に子育てについて相談できるようなサロンのようなところも必要だと

思う。 

未就学児 

121 いろんな育児に関する取り組みがなされていて、参加をしていると予

定がびっしりになり、ありがたいと思っている。しかし、自由度の高い施

設が少ない、車がないと利用が不便という側面もある。働く婦人の家

のおもちゃは古くなっているので、市民に使わなくなったものの寄附を

よびかけたらどうかと思う。街でお年よりと会うと赤ちゃんを見るのがめ

ずらしいとよろこんでくれる。高齢者と赤ちゃんがともにすごせる場づく

りは、地域に活力をもたらすのではないだろうか。自分が子育てしてみ

てわかることがたくさんあった、市の職員の方にも 1 人は、そのような

立場にある方を担当者としてのぞみます。市長さんと子育てについて

語る会など直接対話のチャンスがあればいいと思う。 

未就学児 

122 子供が自由に遊べる環境が少ない。 未就学児 

123 ベビールームを増やして欲しい。ベビールームに身長、体重計を置い

て欲しい。授乳室を増やして欲しい。赤ちゃん連れで行ける飲食店を

増やして欲しい。 

未就学児 

124 能代は子育てに力を入れてくれているので、子どもを生んで働いたりし

やすい。また、第２子、第３子と生み、育てやすい環境。ただ車がない

と、子どもを遊ばせるに行けないので近所の公園などに、もう少し遊具

を増やしてほしい。秋田市も能代市をみならって子育て環境に力を入

れてほしい。 

未就学児 

125 屋内（屋外）で遊べる施設（秋田市アルヴェにあるような）施設が欲しい

です。 

未就学児 

126 きみまち坂公園等子どもと遊べる所を１ヶ所にまとめ、公園＋ピクニッ

クできるような所があると便利。そこでショー等やってもらえると子ども

達も喜ぶと思う。 

未就学児 

127 小さい子供を連れて遊べる場所がほしい。 未就学児 

128 ポンポコ山のような遊び場 冬の遊び場(室内)体育的な要素のプレイ

ルーム 

未就学児 

129 もっと子供が遊べる所があれば良いと思います。 

 

 

未就学児 
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No 意見 児童区分 

130 子供の遊ぶ場所が減っているように感じる。学ぶ事（勉強）も必要だ

が、汗を流しておもいっきり遊べる大規模な施設もあったらおもしろい

と思う。 

未就学児 

131 子供が少ないせいで、街中のような環境が整っていないため家の祖母

が送迎やら長期休みの育児やら 1 人で担って上の子で苦労したので、

下の子のためにも引越さなければならないかと真剣に考えています。 

未就学児 

132 親子で利用できる施設があるとよい。子どもとの関わりが増え、子育て

につながると思う。あずかれる場所が増えても子育てにはならない。 

未就学児 

133 友達が少ない。子供がいないので人との関わりがむずかしい。 未就学児 

134 交通が不便である。（バスの本数が少ない。）収入にあわないアパート

費・・・全体的に高い。現在の住んでいる場所は不便で市内中心に出

たい気持ちもあるがむずかしい。 

未就学児 

135 子供たちが遊べる場所（特に外）が多い環境になってほしい。市外へ

行かなければ・・・という不便さがなくなればいいと思います。 

未就学児 

136 今以上に遊べる環境を増やしてほしい。 未就学児 

137 土、日や長期休暇中（年を通して）に子供たちが室内外で遊べる施設

を作って下さい。年齢も０才～１２才までのお友達がそれぞれ遊べるエ

リア・遊具があれば家族みんなで出かけられると思います。能代市に

は子供を連れて遊びに出かける場所が全くありません。どうぞよろしく

お願い致します。 

未就学児 

138 病気の時、仕事終わりに病院に連れて行こうにも、能代市内まで行く

間に、受け付け終了してしまい、救急外来に行かなければならない。

近場の病院は信用できなくて・・・。基本的に、祖父母に預けれないた

め、祝日など仕事を休まなければならない。また、なかなか祝日休み、

日曜休みの仕事を見つける事はむずかしい。 

就学児 

139 子育ての環境は満足していますが、支援？・・・ 就学児 

140 子供達が外で遊ぶ場所が少ない。例えば公園があってもせまい。（サ

ッカー、野球ｅｔｃ）旧東中跡地の再利用を考慮した、子供達の遊ぶスペ

ースが欲しい。市内であれば、子ども館等で遊んでいるのがよく見受

けられる。 

就学児 

141 もっと子育てしやすい市になることを願っています。よろしくお願いしま

す。 

就学児 

142 子どもだけで安心して遊べる場が欲しい。 

 

 

 

 

就学児 
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No 意見 児童区分 

143 地域の方々の登下校時のパトロールや学校での読みきかせなども、

本当にありがたく思っています。ありがとうございます。今のところ、土

日は父が休みの事が多く、母も子供の体調不良の際は休みをとれる

状況にあるので、病児保育やファミリーサポートを利用しなくても済ん

でいます。利用料がかかるという点が一番気になるところですが、少し

でも利用しやすい金額になれば良いと思います。 

就学児 

144 具体的な施策が見えない。他市町村を見本にしてより子育てしやすい

環境を構築してほしい。 

就学児 

145 冬期間や雨天時などに遊ばせる無料の施設が少ないと思います。子

ども館→エナジアムパークのコースだとあきてしまいます。大館市の北

部シルバーエリアのように、無料で体育館を利用できるとか・・・。（能

代にも実はあるのかもしれませんが） 

就学児 

146 上の子供の頃は、子供のサポート事業が少なく感じましたが、今はい

ろいろあって早くこういうのがあれば良かったとつくづく思います。 

就学児 

147 ゲームがはやり自分の頃とは違い外で遊ぶことが少なく感じるが、体

力強化の面からも、エナジアムパークの公園のようなものが近くにあ

り、又雨や雪でも遊べる室内公園が欲しいです。  

就学児 

148 近所の方の支えや、地域の方々の見守りもあり、大変助かっていま

す。子どもが小さいうちは私（母）が働くのがむずかしい状況なので、

我が家の場合は金銭的に苦労はあります。主人のお給料が上がるの

が一番の望みです。金銭的余裕があれば、もう１人産んでみたいなぁ 

就学児 

149 小学生が自由に体を動かして遊べる場を提供してほしい。（休日など

にボールを使ったり、広く安心して活動できる場所が少ないと思う）公

園などの施設をもっと充実させてほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就学児 
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No 意見 児童区分 

150 現在は祖父母が健在で、子供を世話してもらえるが、将来体調を崩し

た時、または一方に万一のことがあった場合にどこに頼めばよいかが

不安である。現に、以前に祖母が入院し、両親とも仕事を休めず、祖

父が祖母の看病と孫の面倒をみていたことがあり、心身共に家族全員

が大変な思いをしたことがあった。サポートセンターや学童保育もある

が、子供が病弱だったため、預けるには抵抗があった。そのような援

助は非常にありがたいと思うが、年齢のいかない子供に長時間心から

安心できる場所ではなく、他人のいる場所に預けるには大きな抵抗を

感じる。毎日毎日子供とゆっくり過ごす時間がなく、自分の子育てに自

身も達成感も感じることができない。仕事も辞めるわけにはいかない

が、子供との今しか過ごせない時間も本当であればもっと持ちたいと

いうのが本音である。※夏に子供が入院した際、（５日ほどだったので

すが）何日かどうしても休めない日があり、苦しんでいる子供の側につ

いてやれない日は本当に申し訳なく悲しい思いをしました。家族のた

めに仕事をしているのに、やるせない気持ちになりました。 

就学児 

151 近くに公園や遊ぶ場所がなく困っています。 就学児 

152 老人施設ばかりで、子供の遊ぶ場所がほとんどないと思う。 就学児 

153 我家は子育てをする環境として、とても恵まれていると思いますが、友

人知人の中には、職場に遠慮して、お子さんの体調が悪くても、幼稚

園や保育所に預けて、園から連絡を受けてから早退する手段を取って

いることを聞いたことがあります。安心してサポート施設を利用したり、

職場の理解も充実してくれたり出来たらいいなぁと思います。 

就学児 

154 冬期に子供達が、伸び伸びと体を動かしたり遊べる施設がない。冬期

でも遊べるアスレチック体育館、遊技場などがあれば良い。 

就学児 

155 子供の数が少なく、遊び相手がいない。屋外で安心して遊べる場所

（公園など）が近くにない。 

就学児 

156 子供達が将来に向かって夢のある夢を持てる施設を作ってほしい。こ

ども館の内容では、今の時代、展示しているものが遅れている。 

就学児 

157 転居してきた母親、父親に対して、サポートが必要です。（なかま、友

人づくりなど、二ツ井町で、長く生活してもらえるように、子どもを、たく

さんつくってもらえるように、しなければいけません。) 

就学児 

158 最近は両親がとも働きのため、あるいは片親で仕事が忙しいためなど

の理由でさみしい子供が多いと思います。その分、学校でいじめがふ

えているという悪循環・・・子供手当てや医療費助成などで親がムリに

長い時間働かなくてもよくなれば、子供とも向き合う時間ができるのか

なーと思います。 

 

就学児 
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No 意見 児童区分 

159 秋田市の様に、学校の近くに誰でも自由に利用出来る児童館があれ

ば助かる。 

就学児 

160 土日、雨天時や冬でも子供たちが集まって遊べるところがあるといいと

思います。 

就学児 

161 能代には、子供を遊ばせる場所が少ない。ポンポコ山のような、外遊

び、内遊び、また、０才～小学生が集える場所があるといい。エナジア

ムパークは外遊びはよいが、内遊びがない。雨や雪の日でも集える場

所を長い目で見ても必要だと思う。 

就学児 

162 祖父母の方々も、働いている人が多いため、子供が病気の時、預かる

人がいない。インフルエンザや感染性胃腸炎など、出停が長い場合、

仕事を休むのが大変。会社にもよると思うが、祖父母も１日くらい孫の

ために休暇がとれるようになれば理想的。市の方でも促進してもらえ

たらいいです。 

就学児 

163 市に子供を遊ばせる公園など少ない。 就学児 

164 能代に 10 年住んでいます。以前に比べ、子育てに関する制度が充実

してきているとは思いますが、都市部の 1/20 にも満たないでしょう。私

自身も人間関係のはばが広がり、友人や知人に多く助けていただく事

もありますが、能代は遠方からの核家族を支援する制度が無いにも等

しいと思われます。企業を誘致すればそれなりの数の核家族が移って

きます。私の所見では、そういうご家庭は住みづらくて、ほぼ２～３年で

戻られてしまいます。能代の為にはそういう所から見直していくのが良

いのではないかと思います。 

就学児 

165 保育園の入園待ちや、学童が低学年のみの利用であること等、働く親

にとってまだまだ環境が整っていないのではないかと思う。 

就学児 

166 自由に遊べる公園など近くにない。 就学児 

167 今は、子供との生活に合った仕事につけたので、（定時で帰れる、日、

祝日休み、残業なし）これといって不便なことはないけれど、それまで

は、仕事の都合上、いろいろ苦労しました。仕事を探す時も、家族に迷

惑をかけないよう、条件もかなりしぼられて、きびしかったし、学童への

おむかえが間に合わずに、あわてて帰ることもたびたびありました。子

供が休みの時、休めない人、みてくれる人がいなくて仕事を辞めざるを

得ない人、いろんな人がいると思います。そういう人たちも安心してくら

せる社会になっていってくれたらいいなと思います。 

就学児 

168 通学路が「向能代－常盤線」なので、車の交通量が多いうえに、大型ト

ラックも走行しており危険です。歩道はせまく、夏は雑草が生え、毛虫

が大発生していました。この幅で冬に雪が積もるとどうなってしまうの

か心配です。 

就学児 
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169 近くに公園もあり環境は良いのですが、１～３年生ぐらいまではたいて

いの子が放課後教室へ行くので公園や近所で遊ぶ姿が少ないことが

残念です。 

就学児 

170 以前、高収入者ほど、子どもの学歴が高いというニュースを見た。私の

ような低所得者には、毎日の生活で一杯で、貯蓄などまで余裕があり

ません。まして、教育にお金をかける事なんてとんでもない。子供が病

気で看護の為に仕事を休んだら、その分、市から企業へ補助→休ん

だ分の８割くらいの給料出してくれるとかなら祖母へ負担かける事な

く、看護にあたれます。いずれにしても、能代市で子育てするのは厳し

い環境だと思います。 

就学児 

171 子供たちの遊び場所がない。他町村までいかなくてはならない。とくに

休日、冬期間天気の悪いときなど、室内でのあそび場が欲しい。 

就学児 

172 地域に公園が必要。 就学児 

173 子供たちがあそべる公園が近くにない。大人が車で連れていかなけれ

ばいけないので、平日は特に無理である。大人（両親）の力をかりず

に、子供たち同士で交流できる場があってもよいと思う。安全性も問わ

れると思われるが、外で子供たちのあそぶ声が聞こえず（家の中でゲ

ーム生活しかできない状況である）、子供たちも元気にのびのびと過ご

すことができたらと思います。 

就学児 

174 子育ての環境については、私は子供が乳幼児の頃、サークルに入っ

ていました。そこで子育てを頑張っているお母さん達と悩みを共有し、

お互いに助け合って来ました。サークルを解散した後も、交流は続き、

心の寄り所となっています。家庭では、祖父母と同居をしている為、核

家族の方々よりも子育てに対して、不安なく向き合う事が出来たと思い

ます。同居は意見の不一致もありますが、子供達は誰かが自宅にいる

という安心感に包まれて、落ち着いて成長していると感じています。な

かなか、子育て環境に恵まれない方もいるかと思いますが、地域で助

け合えればいいと思います。今、我が子達は「マナブー」「子供館」「お

とも苑」を利用し、お友達と遊んでいます。 

就学児 

175 室内の遊び場が少ないので、冬場体をもてあましてます。エナジアム

パークや子供館は遊ぶスペースが狭いので、児童館のようなたくさん

遊べる場を作ってほしいです。そのような場所もないので、親同志も交

流の場がありません。子供が小さくて子育て中の時（働いていない時）

は、行く所がなく、息がつまっていました。働く親の環境作りも大事です

が、小さい子を持つうちで子育て中の方のうつや、虐待を防ぐために

も、気軽に集まれる場があったらいいと思います。 

 

就学児 
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176 市営住宅の条件が厳しく、県営は倍率が高く・・・。アパートの家賃が能

代市で働いての給料では高すぎます。当然、子育ての環境が悪くなり

ます。アパートの家賃が高いのは何とかなりませんか？月 10 万位の

給料で、車と子育てに使うお金を考えると大変です。特に冬。成人して

も自立できない社会人も居ます。能代に来て、家賃が高く、物価は普

通、職が無いのにびっくりしました。 

就学児 

177 子ども達の遊び場所が少ない。特に冬期は天候によって出られない場

合もあり、体力のある子ども達は時間をもてあます。屋内でも戸外でも

遊べる所がもっと欲しい。秋田市の児童館のような建物が理想です。 

就学児 

178 子供達の遊ぶ所が少ない 就学児 

179 伸びのび遊べる場所を増やしてほしいと思います。 就学児 

180 二ツ井地域の中心部に遊具のある公園がほしいと思います。 就学児 

181 子どもの数が減っているのは、幼児期の保育に困難があるからではな

く、子どもに教育を受けさせ、一人前にするまでの経済的負担が大き

いせいではないかと思う。幼児期だけでなく、中、高までつながる継続

的な支援を期待します。 

就学児 

182 能代市内に子供達がおもいっきり遊べるような広い遊び場がないと思

います。子供達がのびのびと遊べる・・・例えばポンポコ山のような広

場、遊具あり、親も一緒に楽しめるようなのがあれば。能代の市長さ

ん・・・もっとがんばって欲しい・・・。市内に遊び場があれば、わざわざ

市内から出て、八峰町、三種町まで行って遊ぶ必要がなくなるし、時間

も有効に使えると思う。 

就学児 

183 雨の日や、冬期間に遊べる施設を充実させてほしい。 就学児 

184 地域における子育ての環境・・・満足できるように何かとり組んでいるこ

と、工夫していることがあるのですか？また、子育ての支援についても

同様、地域において支援していることには具体的にどんなことがある

のですか？小学校からみて（PTA など）行っているのは分かるのです

が、地域における・・・といわれると・・・よくわかりませんが・・・。 

就学児 

185 子供の通学路の除雪。公園の雑草駆除。草のせいで蚊に刺されまくり

です。 

就学児 

186 子供達が安心して遊べる公園（広い）がない。通学路、特に冬場はあ

ぶない。 

 

 

 

 

 

就学児 
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187 近くに、キャッチボールをしたり、サッカーをしたりできるような所があ

れば、子供達ももう少し外で遊んだりするようになるのかと思います。

五小学区なので、近くに東中跡地があるのですが、水はけが悪く、雨

が降った後は、ぐちゃぐちゃです。もう少し整備をして、開放いただけた

ら、せっかくの広い空地ですので利用できたらいいと思います。通学路

に歩道がないのも、気になるところです。 

就学児 

188 小学校に学童保育はありますが、子供たちが自由に遊びに行ける児

童館がないのが能代の問題だと、子どもが小さい時から思っていまし

た。昼は赤ちゃん連れの親子、放課後、土曜などは小学生が遊びにき

て世代間交流もできる児童館を作ってもらえたら、とてもいいと思いま

す。学童保育の子と、自由に利用する。 

就学児 

189 ０～６までの環境にしか重視している様にしか見受けられません。０～

６までも大変なのも分かりますが、実際問題、就学し、低学生ももちろ

ん高学生（または、中、高）になると、子供はもちろん、親も大変です！

その変の環境がまだまだだとしか思えません。 

就学児 

190 特別なイベントとは別に、普段安心して遊べる公園や、公共施設が増

えるといいと思う。節電もあるが、せめて通学路の明かりは、もう少し

あってもいいと思う。 

就学児 

191 冬期間、走ったり、さわいだり出来る施設が学区内にないので困って

ます。 

就学児 

192 両親共にフルタイムで働き、保育所、学童保育と迷惑をかけながらな

んとか子育てできていて、本当にありがたく思っています。小学生にな

り、朝、母が早番となると父母とも７時前に出勤となるので、祖父母に

も負担はかけていますが、なんとかなっています。学校が７時４０分に

あくので、冬はとくに、もう１０分早くあけてくれたら・・・と思うこともあり

ます。（祖父母も仕事があるので）勝手な都合ですが・・・。なんとかなっ

て仕事もし、子育てできていますが、子どもへの負担は大きいし、子ど

もと過ごす時間が少ないなぁと思うことはよくあります。なので、子育て

支援して頂けるのは本当にありがたいですが、親の便利がよくなるも

のばかりで、子どもはどうなんだろうと考えます。特に病児・病後児保

育は利用したい気持ちは山々ですが、絶対に子どものためにならない

と思い、利用はしていません。親、祖父母が休みやすい環境となってく

れることの方がありがたく感じます。親子で過ごす時間が増えることの

方が、子育て支援となるように思っています。そのためにも会社等へ

の働きかけ、経済的なことに力を入れて頂けるとありがたいです。 

 

 

就学児 
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193 ２年前に今の地区に引越してきましたが、町内会などもなく、近所の大

人の交流は全くないです。（前の地区は、町内会で祭りや子供七夕な

どなどたくさんの行事があって活気があった）回覧板などもみたことな

いです。向能代地区ってこうなのかなと思っています。家の周辺が電

気（外灯）が少なくて暗くて、子供にはキケンだといつも思っています。

どこに言えばよいかわからないのですが、外灯つけてほしい。向能代

小学校のスクールゾーン、歩道がせますぎる。消防署前の通りとかガ

ードレールもないし、これからの冬はさらに道がせまくなると思うので、

道路の確実な確保が必要だとずっと思っています。道路事情もよくな

いので、子どもを歩かせたくなくて、車での送迎が多いんだと思いま

す。 

就学児 

194 能代市は全体的に子育てのしずらい地域だと思う。 就学児 

195 公園が無い。 就学児 

196 以前畠町通りにあった、つどいの広場「ぶらんこ」がなくなってしまった

のが残念。（一時的な学童保育をしてもらえるような記憶） 

就学児 

197 今は子供も多少大きくなりましたし、近所に祖父母がいたので、急な病

気等で対応に困りませんでしたが、頼れる親族や知人等のいない、特

に母子家庭、父子家庭の方々は、大変子育てが困難だと思います。

都会よりは環境は良いのかもしれませんが、これから将来、自分の子

供達が大きくなった時、親になった時を考えると心配です。より良い子

育て環境を整えていただきたいと思います。宜しくお願い致します。 

就学児 

198 気軽に子どもを遊ばせられるような整備された公園が少ない。・新しい

ハコモノを造らずに、なるべく既存の場所、物を有効活用してほしい。

「補助が出るから、その金を使わなきゃ損！」という感じがする。子ども

達に借金を押し付けないでください。 

就学児 

199 児童館がないのが本当にこまる。いつでもだれでも遊びに行かれるば

しょがない。子ども館では、赤ちゃんを含むきょうだいの場合は不充分

である。サンピノの子育て支援センターは、毎日は行かれないし（年齢

によって日が決められているから）、午後はあいていない。以前住んで

いた自治体では、夕方６時まで０才から小６まで（おやこ含）自由に行

かれる児童館があったので大変助かった。例えば、夕方勤務から帰っ

た父親が１才の子をつれて児童館へ小１時間あそびにきて、その間に

母親は自宅で夕食の準備をする、という利用方法もあった。特別な施

設でなくていい、ただ８畳間が２～３コあるような建物と、管理人が１人

いるだけでいいのです。子どもが歩いて、放課後いかれるように、学区

に１つ、あると本当に助かります。切実です。 

就学児 

200 歩道が狭い。歩道の整備。 就学児 
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201 学校に満足のいく駐車場が無い。冬場などの迎えでは、仕方無く近く

のコンビニや道路で待機していると、注意を受けるとの話をよく聞く。理

由はよく解かるが、そもそも駐車場が無い事が問題では？大目に見ろ

との事では無いが、対策も無しに言われっぱなしは納得いかない。 

就学児 

202 最近は子供達が外遊びできる環境が少なく、ボール遊びもままならな

い状況です。家の前でやると他の家へ入りこんだとか、いろいろ問題も

あり、のびのび遊べる環境が欲しい。他の市町村のように、親が働い

ていなくても放課後に利用できる児童館があれば良いと思う。特に長

期休みの時は暇をもてあましているので、そのような施設へ出かける

のもいいのではないか。 

就学児 

203 外で遊べる公園の整備がイマイチな能代市だと思う。ポンポコ山のよ

うな施設があればいいのでは。（遊具がない） 

就学児 

204 能代市は、子育て支援や教育（小中学校）にかけている予算が、郡に

比べて実感的に少ないと思う。「能代は金がないから・・・」という言葉

だけでは済まされないと思う。・家庭への支援もあるが、子どもたちが

通う園、学校の「施設・設置」や「人的配置（量より実質的な所）」が満

たされるような支援、財政を切に願う。 

就学児 

205 子供のための施設の充実が徐々にすすんでいると感じている。子ども

館、風の松原、エナジアムパーク等、ますますの充実を期待します。 

就学児 

206 公園が汚い。もっと遊具を増やしてほしい。 就学児 

207 冬の降雪期、雨の日等子どもの遊ぶ場所がなく、家の中ですごすしか

ない。ゲームセンターで遊ぶしかない。市立体育館や婦人の家の体育

館など設備があっても自由に利用はできない。もっと活用させてほし

い。積雪で歩道が歩けず、車で登下校の送迎をしなければいけなくな

る。せめて、確実に子どもが歩くことがわかっている場所の歩道だけで

も除雪をしてほしい。除雪した雪の壁で子ども達が歩いているのがわ

かりづらく、小路から大通りに出る際も除雪の壁で車がみえずとても危

険。お年寄りの除雪ボランティアも大事だが、これからの能代市を背お

う子どもたちの冬の安全の確保の方が大事。最優先！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

就学児 
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No 意見 児童区分 

208 子育てするには環境がよくない町だと思う。働く母親にとってサポート

となる機関をもっと増やして欲しいが、現在、そういった場で働く、人材

の質が悪すぎると思う。（学童保育など）なので、なるべく預けたくない

気持ちになる。教育指導者の意識を高めて頂きたい。子どもを大切に

扱ってほしい。どういう指導者が、各施設に配属されているのか、役所

の方も把握するべきです。特に、市の保育園は最悪でした。民間、認

定などの園を見てほしい。働く母親がもっとのびのび、ストレスなく、楽

しく育児できるような町になってほしい。一生懸命頑張っている人たち

がむなしくなります。高齢者も大事です。でも、若い人たちも良いくらし

ができるようにしてほしい。 

就学児 

209 学校行事が日曜日に行われた場合、月曜日が代休になります。子供

館、市民プール、図書館すべてが月曜定休なので、困る事がありま

す。能代市でやっていることなので、定休日の改善は難しいのでしょう

か。 

就学児 

210 子育てとなったときに、子どもをあずかってくれるところがほしい訳では

なく、子どもが利用できる施設や、親子で活用できる施設がなく、他市

町の施設を利用している現状がある。アンケートのねらいは分かる

が、ニーズ調査は別として、親子が向きあえる、一緒に楽しくすごせる

ための、ソフト、ハードが充実してほしいと思う。 

就学児 

211 子供が遊べる場所がほしい。エナジアムパークやポンポコ山も楽しい

けれど、冬期間、屋内で思いっきり遊べるような施設。おとも苑なども

利用させてもらっているが、体育館がすごく寒いので、暖房設備をもう

少しなんとかしてほしいかなと・・・。 

就学児 

212 子供のための公共施設が増えるといいです。外で一年通してのびの

び遊ばせたいので外のイベントが多くなればいいなと思います。（冬は

スキーとか） 

就学児 

213 鶴形ということで、へき地扱いされてしまい、母親が働きたくても、子供

をみていてくれる家族が居なく（祖父母が６０才になっていないため）、

夏休み、冬休みと長期の休みに仕事を休めないため、始めから、仕事

に出る事が出来ず、生活が苦しくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

就学児 
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No 意見 児童区分 

214 現在、文化系の習い事をしているが、文化会館の使用料が高すぎる。

アリナスなど体育館施設には、子供たち（学生）の料金の設定がある

のに、文化会館に減免の制度がないのは、どう考えてもおかしい。北

秋田市文化会館は、市立学校が利用した場合は使用料は無料である

し、高校生が利用しても半額となる。同様の制度は、大館市民文化会

館など、他地域の施設では「あたりまえ」である。国民文化祭を今年迎

えるにあたり、文化のかおりのする街づくりを行って欲しいと、心から願

っている。 

就学児 

215 休日に遊ぶ所がない。特に冬など天気が悪い時に出かける所がな

い。 

就学児 

216 小学校が終わってから学校のそばで自由に遊べる所をつくってほし

い。秋田市にはあるみたいで、無料で学校終わってから自宅で待って

るよりも安心だから能代市にもつくってほしいです。 

就学児 

 

 

２．子育て支援事業や助成・補助について 

No 意見 児童区分 

1 めんちょこカード利用していますが、利用先が限られています。 未就学児 

2 児童手当をもっと増やしてほしい。 未就学児 

3 少子化といいながら、何も努力していない。少子化をなくすために、子

供への補助金をもっと考えてもらわないと子供は増えないと思う。 

未就学児 

4 子育て支援をやっていることは知っていて行きたい気持ちもあるが、専

業主婦で車も持っておらずバス等で行くのは不便である。また、とくに

冬場は出かけ辛く一度も利用したことがない。100 円バスなど送迎が

あれば利用したいと思う。 

未就学児 

5 子育てしている家庭への充実があまりなっていないと思う。福岡県か

どこかの県では子育がすごく充実しているらしく子育てがしやすいとテ

レビかなにかでききました。少子化で子供が少ない分もっと子育てに

協力していただき、もっと充実してほしいと思う。 

未就学児 

6 土、日、祭日、年末年始など本当に支援が必要な時に使えない、使い

にくい。 

未就学児 

7 子供のために必要な物・食費・教育費たくさんありますが、まだまだお

金がたりません。 

未就学児 

8 めん choco など県でやっている事業などで、○○のお店で割引なるな

どありますが、あまり意味ないし、一度も使ったことがありません。例え

ばおむつ割引券などわかりやすい事業を展開してほしいです。お誕生

の絵本はとっても感動しました。ありがとうございます。 

未就学児 



23 

No 意見 児童区分 

9 もっと経済的な支援策があってもよいのではないか？国や県の制度に

添ったものでなくても、それぞれの市や町独自の子育て支援があって

もいいと思う。 

未就学児 

10 出身地では子供の人数によってゴミ袋の無料配布制度があり、負担

軽減につながっている。小さなことでも支援策を増やしてほしい。 

未就学児 

11 子供が多くなると出費も多くなり、子供と一緒に過ごしたいと思っても

収入を得るために仕事をかけもちしたりしてます。そうすると、収入が

増えると税金とか保育園の保育料も高くなります。収入も増えますが

支出も増えるので、また生活が苦しくなります。２人目、３人目の子供

にもう少し手当をつけて頂けたら。保険料（病院での支払)をなくしても

らう等なにか手当をしてほしいです。市の子供向けの行事にも参加し

たくても、仕事（収入を得るため）があるため行けません 

未就学児 

12 他の市町村に比べて子育て支援（保育料）の問題など、負担が多いと

思う。七夕などにお金をかけるより、子育てしやすい環境を作る為に子

供や老人福祉など今かかえている問題にお金を使って欲しい。事業所

では今も育児休業を取得できにくい雰囲気の所がたくさんあります。 

未就学児 

13 めん choco のサービスがいまいちわかりづらい。どこの店でどんなサ

ービスがあるのか店頭に掲示しているとサービスをうけやすい。ガイド

ブックだけでは日頃目を通す機会もない。 

未就学児 

14 めんちょこカードを無くしてしまった場合、またもらえるんですかね？仕

組みが、よく分かりません。 

未就学児 

15 生まれた子供へ絵本をプレゼントしてもらいましたが、１人目のときと

選べる本が同じだったので、たまに変えてほしいです。民生委員さん

から子育て情報をまとめたファイルをいただきました。（２人目のとき）

大変助かりました。バラバラにならないし、他のプリントもまとめておけ

て便利でした。 

未就学児 

16 ２人目以降、祝金等あると助かります。（他の市町村では１０～３０万と

もらっているので）子供が小学校に入学する位までは、水道料等安くし

てほしい 

未就学児 

17 めんちょこカードを協賛しているお店で「めんちょこカードあります

か？」と一声かけてほしい。気付かずサービスを受けていない事が

多々ある。もしくは店内にめんちょこカード提示でこんなサービスがあ

ります等記載してほしい。一声あるだけで全然違うと思う。気付かない

人が多いと思います。 

未就学児 

18 誕生のプレゼントの絵本は秋田市などのようにたくさんの幅がもっとあ

るとよかったと思います。（他のものなど） 

未就学児 

19 三種町のように子供が生まれたらお金を頂きたい。 未就学児 
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No 意見 児童区分 

20 減額や補助金など手厚く充実してもらいたいです。３人目以降無料な

どなくなったのでまたやってもらったら経済的にも少子化にも歯止めが

かけられるのでは‥‥。生活保護を受けている人よりも子育て支援に

力を入れて欲しい。 

未就学児 

21 金銭的手当、援助はどの家庭でももっと高い額でも良いと思う。できれ

ば引き上げを希望します。 

未就学児 

22 他市から産後に能代市に引越してきて（就学前ですが）子育て支援の

充実さに驚きました。今、行われている事業をもっと周囲にアピールし

ていって欲しいです。そして、継続していって欲しいです。 

未就学児 

23 託児付きの料理教室や色々な講座があると息抜きになる。畠町新拠

点にも参加したいが、一時預り＋講座の料金となると高額になるので

補助などがあったらうれしい。 

未就学児 

24 育児用品など扱う店すべてで“ふれあいカード”が使えると、メリットが

大きい。 

未就学児 

25 各家庭の子供１人につき、お祭好きの能代ですから、子供が市内の祭

会場で使える商品券みたいな物を配布し、子供が（親も一緒に付きそ

い出かけるのも含む）祭りに出かけ、この町（市）を好きになってもら

い、将来この能代に定住してほしいねらい。各周辺、商店街への経済

効果も見込まれるのではないか？ 

未就学児 

26 児童手当など、能代市は充実していてありがたいと思っています。 未就学児 

27 もっと子供がいる家庭に対しての職場の補償や市の制度、他の県のも

っと子供のために充実した制度のある所をみならってほしい。パートで

も子育てしやすく補助がほしい。低所得者のためにもう少し援助してほ

しい。 

未就学児 

28 めん choco カード利用してます。 未就学児 

29 環境がどうのこうのよりも直接的な経済支援が一番ありがたい 例え

ば、出産お祝金とか、中学校まで入園、入学のお祝い金をするとか幼

稚園、保育園の補助金 UP、第二子以降は様々なメリットがあるとか 

医療費無料（就学前）正直、市役所を建て替える費用があるなら子育

て世代にお金をまわしてもらいたい。 

未就学児 

30 子育てにこれ程お金が必要になるとは思いませんでした。２人目・３人

目と向う気持ちはありますが、現実問題として、これ程までにお金がか

かると諦めざるを得ません。残念ながらウチは１人で打ち止めと考えて

おります。もし、あまりお金を必要としなくても子育てが出来るのであれ

ば２人目へと向いたいです。世の中の８割は我々のような低収入者で

すので、何卒手厚く面倒をみて頂ければ、子供を増やす事も可能にな

ります。 

未就学児 
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31 第三子以降の支援をもっとしてほしい。例えば、３人目がほしくても金

銭的に生活困難になるのでつくれない。保育料や医療費を免除にする

とか。育休や産休がない仕事（会社）の人に支援してほしい。 

未就学児 

32 生活水準が低いので、片親の稼ぎで暮らしていくのは厳しいと思う。共

稼ぎへの具体的な支援がほしい。 

未就学児 

33 お金がかかります。他の地域の子育て支援と比べ、充実していないよ

うに感じる。子供が多い程生活が充実するよう考えてほしい。 

未就学児 

34 双子のため、他の人より節々の（入学の準備とか…）お金がかかるの

で何か補助金とかあるとありがたい。 

未就学児 

35 第３子を妊娠中だが、今もこれからも経済負担が大きい、無償化など

経済的援助を充実して欲しい。 

未就学児 

36 能代市は他の地域に比べ子供に対する色々な面での（特に医療など）

支援が少ない様に感じる（補助金など） 

未就学児 

37 子ども２人目ほしいという考えがありますが、経済的にも難しいと思う

時があります、生まれた時のお金の支援がもう少しあるといいと思い

ました。 

未就学児 

38 子供手当も、大きくなるに従ってお金がかかるため、その辺も国全体

で検討してほしい。 

未就学児 

39 子供が生まれたとき、能代市から本をいただきましたが物よりも現金

が欲しいです。 

未就学児 

40 他の市町村では３人目出産するとお祝いが出るようですが、そういう

のがあると人口増につながる？ または、３人目の保育料を安くする、

無料など経済的に支援が充実している、それをアピールすることで定

住する人家族も増えるのでは？ 

未就学児 

41 低所得者で子供が多い家庭に対しての支援はこれからも継続して欲し

いです。 

未就学児 

42 医療費を無料にしたり、保育料をもう少し下げたりしてほしい。せめて

どちらかでも…働かないと収入が減るのでマル福の対象になったり保

育料も下がるが、子育ても働くことも大切だと考えているので、働いて

いても経済的に心配のない環境を広げてほしい 

未就学児 

43 結婚し、子供を欲しくて産み育てているが、子育てが苦痛を思ってい

る。母の育児相談は電話や市役所、サンピノとは思っているが、批判

されるのがこわくてなかなか相談はできない。もっと気軽に相談できる

場があったらいいなと思う。人の目も気になるし、児童相談所に通報さ

れても困るが。ショッピングセンターなどで出張相談などあったらいい

なと思う。また、母親同志の相談教室などもあったらよいなと思う。 

 

未就学児 
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44 在宅育児家庭のサポートも、あったらよいと思います。絵本を数冊選

ばせてくれて、それをプレゼントするなど。時短勤務での正社員登用を

推進するよう、企業等に働きかけ、サポートするよう動いて欲しいと思

います。期待しています。 

未就学児 

45 理由があって、働きたくても働けない状況もあるので、その支援（給付

金がでるとか）を考えてほしい。特定疾患の子どもの家庭補助（山形で

は病院までの交通費が補助でるそうです）を市や県でも行ってほしい。 

未就学児 

46 子どもの習い事の送りむかえのサービスが充実していると良い。他の

地区では、タクシー会社も行っているところもあります 

未就学児 

47 少子化問題が出ているわりには…といつも思う。・子ども手当はある程

度経済力のある家庭は子どものために使ってあげられるかもだけど、

そうでない家庭は親の都合（返済や支払等）に使用しかねない。 

未就学児 

48 障害のある子をサポートしてくれる施設がもっとあればいい。 未就学児 

49 金銭的な支援がもっとあっても良いと思います。子供の数がふえるほ

ど、教育にお金がかかる。子供には十分な教育を受けさせてあげたい

と思っているが、なかなか難しそうです。 

未就学児 

50 子どもの数に対しての支援をもっと手厚くしてほしい。 未就学児 

51 子供への補助金を増やしてくれたらありがたいです。少子化問題もか

いけつしてくると思います。 

就学児 

52 給食費など、毎月払うものを支援して欲しいと感じる。 就学児 

53 現在はほとんどのお子さんが習い事をしている。私も子供にはさせて

いるが、送り迎えが負担となっております。有料でもよいのでこのよう

なサービスがあれば良いと思います。小さい子供もサポートが必要で

あると思いますが、高学年や中等部にもサポートの手があれば良いと

思います。 

就学児 

54 経済的に困難なので、子育て支援、充実させて欲しい。 就学児 

55 めんちょこカードも利点がよく分からず持ち歩かなかったが、知人の話

で利用してみようと思うようになりました。でも、協賛店の方々自体、子

供を連れていても「めんちょこカード持ってますか？」と聞いて欲しいで

す。 

就学児 

56 子育てにはお金がかかります！充分な支援が必要です！ 就学児 

57 母子・父子家庭への児童手当ての見直し。 就学児 

58 来年には消費税も上がり、パートで一人親で子育て中の身には生活

が苦しい。祖父母と同居しても金銭的に余裕があるとは限らない。義

務教育の間は、学校、医療に係る経費を全て無料にするとか出来ない

ものか。 

 

就学児 
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59 少子化なら、子供３人以上いる世帯になんらかの待遇があってもいい

と思う！高齢者より、子供が居る世帯を大事にしてほしい！！ 

就学児 

60 第３子を妊娠中なので、経済的負担が大きい。（今もこれからも）保育

料、授業料の面での援助をもっと充実させて欲しい。（無償化） 

就学児 

61 給食料の無料化。 就学児 

62 医療や教育面など、これから地域を支えていく子供達に手当や補償を

充実させて下さい。能代という小さな町に大企業はなく、公務員の方以

外は共働きでも収入は少なく、子供を育てるのも大変です。（見捨てる

訳ではありませんが）これから生きていく子供よりも、先の短い老人に

手当や補償が多いのは納得いきません。捨てるほどたくさんの薬をも

らい、わずかのお金を払い、まだ家にあるのに、また薬をもらいにい

き、結局捨てられる薬。たくさんの貯金があり、子供や孫にたくさんお

金をかけれるほど裕福なのになぜ？と思います。 

就学児 

63 義務教育の間は、教育費、医療費を安くしてほしい。 就学児 

64 バス通学をしていますが、少しでもいいので助成してほしいです。他地

域では、スクールバスを出している所もあるようなので・・・ご検討いた

だきたいです。子供が多いと大変です。 

就学児 

65 学校指定の体育着が高すぎると思います。必ず使用する物ですし、成

長期の子供はすぐに小さくなります。一部でもいいので負担いただけ

ると助かります。 

就学児 

 

 

３．保育所や幼稚園、保育料等について 

No 意見 児童区分 

1 兼業農家で義祖父母の収入も入れると保育料が高くなってしまうの

で、あずけられずにいます。あくまでも両親のみの収入で保育料を決

定して欲しいです。 

未就学児 

2 うちは祖父母がいる為、特に子供を見てもらう事には困りません。た

だ、夏・冬ころの長期休みも幼稚園に預ける時は別料金がかかり、保

育園はかかりません。認定こども園の場合はそこらへんがなんとかな

らないかと思います。仕事に関しても、大きな会社は色々な制度があ

り、取れると思いますが、実際は休みの間も保険料を払ったりと出費

があり、休まれませんでした。子供をたくさん産む事はとても難しいで

す。 

未就学児 

3 この子が入るまで、浅内保育所が残っているか不安。ぜひ入れたいの

で残してほしい。 

未就学児 

4 第２子３子の保育料の助成があるとものすごく助かると思います。 未就学児 
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5 妊娠をきっかけに退職し、出産後に職場復帰をしました。子どもが１歳

の時でしたが、保育所に空きがなく入所できませんでした。両親と同居

していることで優先順位が下がり入所できないとのことでした。子ども

は両親に見てもらっていましたがとても大変そうでしたので、できれば

入所させたかったです。（一時預かりは利用していましたが、日数が決

まっているため）経済的な面でも今後、働きたいと思っていますが、保

育園に入所できるのかが心配でなかなか踏み出せないと思います。

下の子が１歳くらいになったら働きたいです。 

未就学児 

6 保育所に入りたくて申し込みする際に点数制だと聞きました。それを申

し込む時、求職中だったのでなかなか入れず、入ってからも仕事がな

かなか決まらなかったので、退所になってしまったらどうしようとあせっ

たりもしました。ある程度の猶予はありましたがもう少しそういう人達に

対する仕事の斡旋などあればいいと思いました。 

未就学児 

7 各保育施設にもっと男の先生がいてもいいのになあと思います。 未就学児 

8 保育園がとても充実していて子供を安心して預けることができます。頼

りすぎてはいけないと思いますが、保育士の方々がこちらの状況（仕

事が忙しいこと）を理解して下さり、ありがたいです。 

未就学児 

9 保育料が高い！！現在、我が子は保育園に入園できていますが、本

当に入園したいと思っても入園できない人がいるのに、就労せず子供

を預けて自分の時間を満喫しすぎている人を見ると、心が病みます

ね。 

未就学児 

10 乳幼児の保育料（幼稚園以外）は、親の収入によって利用料が違うの

だが、これから入園させたいという時に目安として利用料が知りたいの

で、もう少し分かりやすければ･･･と思う。 

未就学児 

11 地元の幼稚園に通わせたいと思い入園したが、先生の人数が少なく、

退職が近い年齢の先生しかいなかった。園や先生方には大変お世話

になり感謝もしているが、先生たちに活気がなく、園が暗い。先生たち

が施設を移動して交流し合える制度だったり、若い職員を採用するよ

うな取り組みをしてもらいたい。 

未就学児 

12 育児休業で入園していた保育園を離れ、年度途中で復帰しようとした

ら、きょうだいで別々となり、大変な事があった。そのような事がなけれ

ばと思いました。同じく育児休業中でも離れなかった子供さんもいて、

不平等さを感じました。幼稚園の預り保育に給食がなく不便である。父

母共に不規則なため、日、祝日に勤務もあるため利用したいが、料金

が高く感じる。 

未就学児 

13 保育園は満足している。 未就学児 

14 ０歳児の保育所等への人数枠をもう少し増やしてほしい。 未就学児 
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15 へき地の保育所がなくなり、両親、働いてないと保育所に預けられな

い。幼稚園に入園できるが、保育料が高すぎる。市や県の助成がもっ

とあれば良い（収入に応じてもっと助成してほしい） 

未就学児 

16 保育費が高い。所得に応じての金額であるが、幼稚園だと年度末に返

還金がくるようであるが、保育園もそのような制度をもうけて欲しい。第

３子以降なら、以前のように無料にすべきと思う。 

未就学児 

17 幼稚園は長期休みや預り保育があるが、別途お金がかかるので負担

が大きい。保育料以外には免除してくれる部分があると助かるんです

が。 

未就学児 

18 保育料をもう少し安くして欲しい。小さいうちは手もかかり保育料もか

かるのだろうけど、保育園に入れるために仕事をしているわけではな

いので、今より安くなると助かります。 

未就学児 

19 配偶者が育児休暇中の所得で、保育料金４分の１補助が受けられな

かった（前年度所得で評価されるため？）もう少し考えていただきた

い。 

未就学児 

20 保育所等の職員の人数が足らないのか入所できず、母親が仕事をし

たくともできない話をよく耳にします。保育資格・免許等を持っていなが

らその職につかない理由は賃金の安さだとも聞きます。ぜひ改善

を！！ 

未就学児 

21 三種町は、保育料が安いと聞くが能代市の保育料は非常に高い。少

子化という割りに子供にかかるお金が多く子供を増やすのが難しい。 

未就学児 

22 もっと保育園を５歳までにして欲しい！！フルタイムで働く母親にもっと

よりそって欲しい！！この地域は、１７時まで、長くても１９時。シフト制

の仕事、遅い時間までの仕事の方に全然優しくない！！もっと母親と

子供によりそって下さい！！ 

未就学児 

23 保育所利用料金をもう少し下げてほしい。 未就学児 

24 保育士の方も人間ですから、いろんな方がいます。（保育士の質につ

いて）子供のことを本当に考えてくれるかたが増えて欲しいです。おも

て向きの笑顔はいりません。逆に色々な保護者がいるからといって、

子供をはれものに触るように扱われるのもどうかと。愛情の中に厳しさ

が少しあっても良いかと思います。言いたいこと書いてすみません。 

未就学児 

25 第３子保育料無料化など、子が多い世帯に協力おねがいします。 未就学児 

26 現在認定こども園に通っていますが、先生方は「質のよい幼児教育を」

と研修などがんばっています。こうしたがんばりをもっと評価して園や

幼稚園へ通う方々に支援してほしいと思います。働くために預ける園

ももちろんですが大事な幼児期をしっかり育ててもらえる園にも同じく

支援していただきたいです。 

未就学児 
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27 すこやか子育て支援事業保育料助成（旧マル福も）の所得制度の設

定が低すぎる。上記理由から旧マル福がほとんど該当にならなかっ

た。世帯所得は私より高い世帯が旧マル福が該当しているため不公

平である。（当方は配偶者が障害者であるため就労困難である） 

未就学児 

28 子育ての環境で話すと東能代地区も決して悪いわけではありません

が、どうしても保育所・幼稚園・子ども園が能代駅側の能代市にたくさ

んあります。個人的には預けやすくなお迎えに行きやすい場所に子ど

も園があったら良いと思います。出来れば東能代工業団地内に子供を

預けられるようにしてほしいです。近くに選べるほどの保育園、幼稚園

が少なすぎます。もし東能代にイオンが出来たら世帯数も増えて子供

も増えるでしょうからそうなった時入れないという事になったらとても困

る。 

未就学児 

29 24 時間保育所を作ってほしい。 未就学児 

30 もっと保育所に入園しやすくしてほしい。仕事をしてないとダメとか聞き

ますので。 

未就学児 

31 保育料をもっと安くしてほしい。 未就学児 

32 保育園のお世話になり、大変ありがたく思っています。 未就学児 

33 保育所が多すぎる。何人もいない保育所に保育士が２人とかいるのは

おかしい。人件費をかけすぎ。へき地はやめるべきだ。 

未就学児 

34 保育料…高いですよね…何とかなんないんですかね…毎月、２万以

上は大変です。 

未就学児 

35 園の補助金の増額出来れば考えて欲しい。 未就学児 

36 何の為に働くのか、意味が分からない。今の現情としては、子供を預

ける為にお金が必要なので働くという現実。幼稚園代も、4 月 10 月の

まとめて振り込みよりも、月の支払いが安い方が助かる。  

未就学児 

37 現在は小学入学前ですが、保育所でもいろんな体験をさせていただい

てます。先生方にも楽しく接していただき、子供は元気いっぱい充実し

た毎日のようです。 

未就学児 

38 認可保育所はだれでもいつでも利用出きるようにしてもらいたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

未就学児 
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39 育休を１年間とることができましたが、子供は保育園で集団生活にな

ると同時に、発熱、かぜ、下痢、感染症にかかり易くなるので、仕事に

復帰するより、数か月前から、保育園などに預けることができればい

いと思いました。実際、保育園に子供が慣れるのにも１～２時間から始

めて、仕事が終わる時間まで段階的に増やすのに１か月はかかりまし

た。そして仕事復帰後、やはり子供が体調を崩して時々仕事を早退し

なければならない状況が半年程は頻度が多く、仕事先ではいつも申し

訳なく思っていました。幸い、職場の理解があったので早退、休みが比

較的とり易かったので助かったのですが… 

未就学児 

40 二ツ井の子ども園が統合になり、高丘がなくなる（古いから）は、理解

できるが、いざ二ツ井の改修？がうまくいかず子どもがたらい回し的な

感じ。お金も増額等、不満が残る。跡地には老人施設が建設と聞いて

いるが、そのお金（入浴施設にかかる維持・運営費）を考えれば、統合

した一つの子ども園を町に一つつくれば良かったのでは？児童館はど

うなる？小学校からも通いづらい（通が狭い、人目につきにくい場所も

ある）ので、保護者も心配している。ましてや、子ども園が無くなれば、

なおさらである。老人施設も重要だが、目先だけ考えず将来を考えれ

ば、二小、子ども園、児童館をバラバラにしない方が良いのでは？合

併してから二ツ井に良い事が無い！！育てづらい。 

未就学児 

41 現在通っている幼稚園に対してはかなり努力していただいています。

ですが、環境となると、まだまだ不便に感じます。まず、親が働いてい

るかどうかによって、幼稚園や保育所を分けるのは今の時代に合わな

いと思います。いつ働きはじめるか、いつ失業するかわからない中で、

子どもを｢たらい回し｣にするだけです。 

未就学児 

42 幼稚園の預かり時間は保育園より短いのに料金が倍以上高い。 未就学児 

43 保育料の事なんですが、子ども手当になったとたん、第３子の保育料

が無料→有料になり、保育園内に３人子供がいないと第３子とみなさ

れないのはおかしいと思う。第３子は第３子だと思う。保育園に３人同

時に入れる事はむずかしいと思う。 

未就学児 

44 これから、１才になる子を保育所に預ける予定ですが、保育料が心

配。お金がないから共働きをしなければいけなく、同居もしているの

に、保育料が高ければ意味がなくなってしまう。へき地の保育所まで

安くとは言わないが、もう少し安くするなり、もどってくるとか、そう言う

のがあればなと思います。と思ってしまいます。子供は２人ぐらいはと

考えてますが、収入、環境を考えるときびしいです。 

 

 

未就学児 
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45 幼稚園が楽しい場所になっているので、安心してあずけれてます。少

し、幼稚園の授業料が高いですけど、もどってくる額も多いので助かり

ます。 

未就学児 

46 子供が小さいうちは迎え前に買い物など済ませたいという思いがあり

ます。保育士皆さん気持ちを分かってくれる人が多いのですが、やは

り態度で示してくる人もいます。担任でない人なので、特に腹立たしく

感じることもあります。 

未就学児 

47 保育料をもっと安くして下さい。 未就学児 

48 幼稚園の夏・冬休み期間中の特別保育料についても助成があれば。 未就学児 

49 下の子（４ヶ月）が保育所に入る頃、どこの保育所に入れたら良いか悩

んでいます。上の子は、現在河戸川保育所に行ってるのですが、今年

で終わりなので。浅内保育所もあるか微妙な時期です。小学校の学区

内に１ヶ所でも保育所があれば良いと思います。そうすれば、友達とバ

ラバラになる事なく小学校へ通う事ができると思うので。 

未就学児 

50 二ツ井には、こども園しかなく、３歳以上の子供が入る時の手続きをも

う少し簡単にできないのでしょうか？下の子が小さく働けない人でもハ

ローワークに行き、カードをもらわなくてはいけないので、とても心苦し

い思いをしています。わかってくれる人もいれば、「本当に働くのです

か？」と聞かれることもあり、とてもつらいです。私のような母親はたく

さんいると思います。なんとかならないのでしょうか？ 

未就学児 

51 「へき地」保育所の「へき地」という語は変えた方がいいと思います。へ

き地は、広辞苑には、都会に遠いへんぴな土地。片田舎とあります。

そういったつもりで名付けたのではないと思いますが、市から名前を付

けたものが、へき地保育所では、時代に合わないと思います。呼び方

変えた方がいいですよ。前からこの名前だからと良くないものをそのま

ま続けることは、悪いことだと思います。子育ての環境を良くしましょ

う。 

未就学児 

52 消費税は上がる、さらに物価も上がりで、給料も上がれば良いのです

が、それは考えにくいので、保育料を減らすか、市独自の子育て支援

の助成がもらえるとうれしいです。子育てがしやすい市であれば、雇用

も増え、人口も増えるのではと思います。介護しか求人がないので。 

未就学児 

53 保育園や幼稚園はどうやって選べばいいかと。何を優先するものか。 

 

 

 

 

 

未就学児 
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54 小学校就学前まで保育園に預けたいのに、保育園は２歳まで、それ以

降は幼稚園へという施設が多すぎる。預かり保育をしてくれるといいつ

つ、お金がかかるので、仕事をしていて、子どもを預かってほしい立場

からすると、２歳までしか預かってくれない保育園は、何のメリットがあ

るのかと思います。結局、転園させなければ、幼稚園の時間帯などで

は仕事も出来ませんし、保育園に預ける親は、仕事をしているのだか

ら、そのまま幼稚園へどうぞ…みたいに園から言われても、無理だなと

思います。 

未就学児 

55 幼稚園入園までに入る保育園がスムーズにみつけられませんでした。

一時預り制度を利用しなければならず、保育料を稼ぐ為に働く日々が

一年弱続きました。質の良い保育が、就学してからの学習や、生活リ

ズム等へつながっていると長男を見ていて思います。保育にたずさわ

る方々の職場環境がもっと整うと良いと思います。 

未就学児 

56 ３園の保育園が２園に減らされ、今いる保育園が３月にはなくなりま

す。市の説明というのは、全て事後報告のようなもので、私たち市民の

声は今ひとつ届いていません。今小学校が１つなら、今後子どもが増

えるみこみもないのであれば、保育園も１つにしてほしいです。中途は

んぱです。特に二ツ井地域や子どもより老人のことばかり、未来ある

子どものためにもう少し考えては?今いる市議会議員も子育てはおわ

った人たち、もっと今の子育て世代の現状を知るべき。うわべだけの話

し合い、議論は必要なし。 

未就学児 

57 すこやかで保育料の支援がありますが正直、保育料が高くて生活が

辛いです。 

未就学児 

58 中途から保育所へ入所させたい時、なかなか希望の所に入れず困

る。(兄・姉がいる所に入れたいが、離れてしまうと大変である) 

未就学児 

59 保育料が高い。３人目、２人目の保育料をもっと減額するべきだ。 未就学児 

60 幼稚園等との間で、（保育者との）トラブルがあった場合、相談できる

場所が欲しい。もしくは、そういう場所をもっとアピールして欲しい。 

未就学児 

61 もう少し保育料を下げるや、無料化になったり 未就学児 

62 幼稚園に入園させたかったのですが、やはり月の支払い割が保育園

の倍だったこともあり、保育園に入所させることにしたのですが、幼稚

園も保育園と同様の保育料にしてほしい。後から戻ってくるのではな

く、一定の月払いにしてほしい。０～２歳までの保育園も、０～６歳まで

通るようにしてほしい。小さい時から通せた保育園で年長まで通せた

い。 

 

 

未就学児 
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63 保育所勤務をしていますが、保育士が足りないので増やしてほしいと

思う。預ける側として、預けやすい環境をつくってほしい。認可保育所

の場合、書類など規定がかなりむずかしい…。他の市町村はどうなの

か知りたい。話し合ってみてはどうか? 

未就学児 

64 ３人目の幼稚園料など、料金がかかるようになって負担が多い。 未就学児 

65 入所したい希望の保育園に空きがなく入所できない。働き先を探して

いる時からすぐ入所できる保育施設がない。 

未就学児 

66 保育所に入所できずに幼稚園に入園しました。地域的に収入が少な

い地域で共働き家庭が多くみられるのに、保育所の定員が少なすぎで

す。 

未就学児 

67 保育園等では０才児クラスの空きがなく利用できない方もいらっしゃる

と聞きます。０才児クラスの定員を増やしてほしい。定員割れしている

幼稚園や保育所を見直してほしい。 

未就学児 

68 保育園の保育料が高すぎる。もう少し下げて、利用しやすくして欲し

い。特に所得が高くないのに月５万は高すぎ。 

未就学児 

69 東能代地区は働いている保護者の家庭も、３歳未満児は保育園です

が、年少からは幼稚園になります。働いている保護者の多い幼稚園で

すが、職員の負担、保護者への協力が多いように思います。預かり保

育、便利ですが、もっと職員数増やして、ゆとりをもって保育にあたって

もらいたいです。そして保護者への負担を少なくして欲しいです。 

未就学児 

70 保育料の助成増額 未就学児 

71 子どもに携わる、指導者のプロ意識を高めてほしい。安心して仕事が

できない。中には一生けんめいやって下さる施設も沢山あります。保

育指導者の保証してあげるべきです。私たちの声には応えなければい

けないし、大変な仕事だと思います。ナース位給料をもらっていいと思

います。そうすることで、意識は変わってくれるのではないかと思いま

す。割に合っていないと思います。 

未就学児 

72 第四保育所に通ってました。上の子も含め、約 10 年通いましたが、見

直していただきたい点がいくつかあります。児童数に対して、駐車スペ

ースが少なすぎます。かつ、交通量が多く、なかなか停まってくれない

ので、吹雪の中もしばらく待ちます。押しボタン式の信号など・・・。建物

も古いので、夏は暑く、冬は寒い。駐車場は道路をはさまないであれ

ばいいが、難しいと思うので、横断歩道の位置をずらすと、皆渡ると思

います。先生方も横断歩道が離れてるからでしょうね・・・。利用せずに

横切りますから・・・。 

 

 

未就学児 
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No 意見 児童区分 

73 子ども園の閉園は、やはり残念に思います。在園の子どもたちも、友

だちと離れるのはさびしいと思うし、新しい園に慣れるまで子どもの負

担が大きいと思う。小さい子どもたちなので、少人数で目の行き届いた

保育をして頂きたかった。 

未就学児 

74 もっと保育園の定員人数を増やしてほしい。 未就学児 

75 幼稚園によって、散歩とか外遊びの時間が少ないので多くしてほしい。

幼稚園に男性の先生が少ないので増やしてほしい。母子家庭等が多

くなり、小さいうちから男性と触れ合う機会が多い方が良いので。小学

校に入ると男性の先生はいますが・・・。 

未就学児 

76 幼稚園の保育料の補助の対象外のため、月 23,900 円＋バス代で合

計３万円程かかっている。収入が基準を少しだけ上回っているので対

象外なのだが、補助を受けられる世帯と受けられない世帯の不平等

感がすごく大きい。「それなりの収入があるから、いいでしょ？」と言わ

れてしまえばそれまでだが、もう少し補助を平等にしてもらいたい。 

就学児 

77 転勤で市内に引越して来ましたが、母が勤務していなくても、すぐにで

も入れる幼稚園があり、とても助かりました。 

就学児 

78 入所希望の保育園に入所できるよう、人員配置や環境整備。 就学児 

79 すこやか子育て支援事業保育料助成（旧マル福）の所得制限の設定

が低すぎる。上記の理由から、旧マル福がほとんど該当にならなかっ

た。世帯所得は私より高い世帯が、旧マル福が該当しているため不公

平である。（当方は、配偶者が障害者であるため就労困難である） 

就学児 

80 子供が小さい時でも、自分が風邪をひいても、具合が悪くても、無理を

しなければいけないのが、今の子育ての環境だと思います。『私もそう

でしたが、子供を保育所に入所させる時、自宅から歩いていける場所

にあるにもかかわらず、遠い保育所に入所させなければいけませんで

した。』今は子供が大きくなったので、「あの時は大変だったね」で終わ

ってしまう話ですが、当時は、とてもつらかったです。なので、もう 1 人

子供が欲しくても、今の環境であれば、無理だなと思います。これから

子育てをする方にとって、子育ての環境が良くなるよう祈っています。 

就学児 

81 教育困難児でも、学校の先生方も根気強く教育にあたってくれており、

有り難く思っています。就学前に園の職員の方や私達親が、もう少し

就学を意識したしつけや教育を学び、接しておくべきだったかなと、学

校の先生方には申し訳なく思っております。 

 

 

就学児 
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４．一時預かりや休日・夜間保育等の子どもの預かりについて 

No 意見 児童区分 

1 買い物や休みを取りたい時、利用出来る所があればいいこと。 未就学児 

2 日曜、祝日、年末年始・ゴールデンウィークなど、公務員の方々はお休

みでしょうが、両親共に休みではない家庭がたくさんあると思います。

来年度からも早々に休日保育を実施していただきたい。あと、病児保

育も。そうでないと、フルタイムで働きたいのに働けない。お金がない。 

未就学児 

3 二ツ井地区には日・祭日、預けられる所がないため、不便。日・祭日も

預けられる所を１ヶ所、作ってほしい。北秋田市のわんぱあくの様な

所。 

未就学児 

4 今の時代、必要なのは、夜であっても安心して子供がいられる所。能

代はありますか？ 

未就学児 

5 子供のどちらか一方が入院等で、泊まりで留守にすることになったり

今後親の介護等で、泊まりで子供をみていただきたいと思ったときに、

１日単位でも良いので市内に２４時間子供をあずけることができる施

設があればありがたいです。 

未就学児 

6 日、祝日も預けられる所があると、仕事探しにも役立つ。預け先がない

ので、職探しも、大変難しい。 

未就学児 

7 日、祝日 保育を増やして欲しい。 未就学児 

8 幼稚園で特別保育（土曜保育）を利用した時、今は月\3,000 かかって

いるが、１回利用しただけでも\3,000 かかるので１回いくらにしてほし

いです。 

未就学児 

9 働いて保育所に預ける場合、日曜日も預けられればいい。 未就学児 

10 リフレﾂシュ目的での一時保育を受け入れてなどいない雰囲気でした。

あくまで緊急の時のみ、というように感じました。 

未就学児 

11 ２４時間保育施設、病児保育施設を増やして欲しい。 未就学児 

12 職場も多様化しているため、土・日・祝が休日とは限らない。その時、

預けられる場所があれば良いと思う。小学校６年生まで見てくれる場

があればいいと思う。 

未就学児 

13 未満児保育は一時預かりの枠を多めに設けてほしいです。 未就学児 

14 両親共に不規則な就労時間だと子供を預けるところがない。祖父母に

も頼れず、職場での勤務時間の調整も難しく、結果として、職場を辞め

なければならなくなった。辞めることにより、金銭的に厳しくなり、引っ

越さなければならなくなった。このような人はたくさんいないかもしれな

いが、何とか対応してくれる所があるとたすかった…２４時間保育とま

ではいかないが、２０～２１時頃まで子供を預けれるところがあると、離

職、引っ越ししなくてもよかったかも… 

 

未就学児 
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No 意見 児童区分 

15 夜間の子供の預かる場所がなく困ることが多いので（他にも夜、働き

にでている母子家庭は特に…）しっかりとした安心して預けることがで

きるところがほしい。能代は子育てする上に、中途半端な環境が多す

ぎる。 

未就学児 

16 小さい子供を、１時間～２時間くらいの短時間、預かりを安く利用した

い。 

未就学児 

17 夜勤の時みてもらえる施設があったらいいです 今は祖父母にみても

らってますが、いつまでみてもらえるかわからないためです（祖父母も

高齢のため） 

未就学児 

18 日曜日や祝日も保育園や幼稚園で預りをしてほしい。（仕事のため） 未就学児 

19 私（母）自身、病気で体調が思わしくないときがあり、もし入院でもした

ら子供はどうしようという不安があります。夜みてくれる人がいません。 

未就学児 

20 休日、祝日の保育を充実させて欲しいです。 未就学児 

21 保育所、幼稚園～小学校卒業までの間日曜、祝日、お盆、お正月休

みも１日預ける場所を作って下さい。 

未就学児 

22 日曜、祝日にみてもらえるようにしていただけると働きやすい。現在こ

ども園に預けているが、仕事もあるので休まざるをえないので。 

未就学児 

23 一時預かりがあると助かると思う。 未就学児 

24 小学低学年の、休日や土曜日の一時預かりをしてもらえる所が分から

ないし、４月に市内で探しましたが、６才（１年生）と言う事で幼児では

無いと断られた。施設もあり、結局つばめ保育所で預かってもらえる事

が出来ましたが、市内、近隣に親類も無い世帯としては非常に困りま

した。学童で放課後に預かってもらえる所だけで無く、一時預かりをし

てもらえる所を作って欲しい。 

就学児 

25 土・日・祝日（夜間）も預けれる一時的保育場がほしい。土日も仕事な

ので、すごく困る。 

就学児 

26 就学以前は保育所や幼稚園で平日（夕方まで）、土曜日共、安心して

保育してもらっていたが、小学校に入学と同時に、１日ごとの不安が増

したように感じる。我が家は両親共働きの上、どちらもサービス業なの

で、土、日、祝日や一般の方の長期の休みは、仕事がある為、子供の

預け先に苦慮している。→「子育てをしている親は、サービス業以外の

仕事を選ぶのが当たり前」と、行政は考えているのか？（どんな職種で

も、安心して子育てしながら仕事をしたい！！） 

就学児 

27 冬休みなどの長期の休みの間、朝７：３０ぐらいから見てもらえる障害

児専用のしせつの運営をしてもらいたい。 

 

 

就学児 
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No 意見 児童区分 

28 今はもう子供も大きくなり、短時間の留守も可能ですし、体力もついて

急に仕事を休まなければならないような、体調を悪くすることもなくなり

ました。しかし、小さい頃は母子家庭であり夜勤もある仕事の私ではど

うしても子供を預かってもらえるサポート体制が足りなく感じていまし

た。施設はもちろんですが、個人的に預けられるような”預かりママさ

ん”的な人がもっといれば本当に助かると思います。働けるし、子育て

もできる、という地域でなければ、能代で子供を育てていくにはむずか

しいと感じます。 

就学児 

29 夜勤があり、今は祖父母にみてもらっています（母子家庭）が、夜間保

育をしてくれる施設があればと思います。 

就学児 

30 幼稚園、保育園、小学校等、基本的に日曜、祝日、盆、正月は休みだ

と思いますが、実際、日曜、祭日等に仕事をしている父母の方々は増

えていると思います。そのような家庭には、カレンダーでいう休みの日

こそ預けられる場所が必要になってきていると思います。核家族も増

えていることもあるので、対応していただきたいと思います。 

就学児 

31 祝日、お盆、年末年始も預かれる所をつくってほしい。 就学児 

32 残業時、遅くまで預かってもらえる所があるといい。祝祭日仕事時の預

け先。 

就学児 

33 小４～６年生になっても、いつでも気軽に子供をあずかってもらえる所

があればと思います。（仕事が両親とも、土日に入ることもありますの

で） 

就学児 

34 小学生を一人でうちにおいているのは、すごく心配なので、高学年生

になっても、夏休み、冬休み長期休み中でも見てもらえる施設が近くに

あるとすごく安心して、仕事ができる。 

就学児 

 

 

５．病児・病後児保育について 

No 意見 児童区分 

1 病児保育あってもいつもいっぱいで利用できません 未就学児 

2 病児対応施設は能代のため通う、送迎が大変であるし利用料が高く、

申し込みも必要なため休める家族で対応した方が良いと思っている 

未就学児 

3 利用時間が短いので、もう少し長くできたらということをずっと感じてい

ます。利用者数が少ない等があるのは認知度が低いからではないで

しょうか？もしくは料金が高いなど場所が悪いなどあると思います。病

児預かりは１度だけ利用することができましたが、その後は利用時間

が合わずに利用できませんでした。シングルマザーなどの方も多いの

で、その事に見合ったものを考えてはいかがでしょうか？ 

未就学児 
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No 意見 児童区分 

4 子供が病気になった時にみてくれる場所がもっとあっていいと思う 能

代は自分が知ってるかぎり社会保険病院しかないのでは？病気にな

るたびに仕事を休む事になり今では職場でもあてにならない人になり

つつあります。 

未就学児 

5 子供が病気になった時「病児保育はっぴい」には大変お世話になりま

したが、利用したくてもできない場合が多々ありましたので、増やして

ほしいです。（とても安心して預けることができました） 

未就学児 

6 病児保育を利用できる施設が不足している。安岡先生が閉院されたの

で、社保だけとなった。しかも１日３人まで。いつ電話してもキャンセル

待ちの待ちの回答が返ってくる。いざという時は、とても不便だ。結局、

母親が休まなければならない。子供をもう１人産みたいと思っている

が、職場への復帰がとても不安だ。 

未就学児 

7 二ツ井町にも小児科があればいいし、病児保育してくれるところがあ

ればいいです。 

未就学児 

8 病気の時（子供が）に預けられる施設の充実、勤務時間にあった時間

帯など 

未就学児 

9 病気になった時に利用できる施設をもっと増やして身近に感じられるよ

うになればいいと思う。子供は風邪をひきやすいので、その都度仕事

を休むと働きづらい。 

未就学児 

10 病児保育の粋がせますぎる。利用したくても出来ない。 未就学児 

11 病児保育を増やして欲しい。 未就学児 

12 子供が０～２歳ころまでは毎月１回は熱をだし仕事を休んだり早退をし

ていた。病児・病後保育の利用も考えたこともあったが、病院ではどの

ように看てくれるのか？ということと、子供が不安がるのでは？と思い

利用はしなかった。今は、子供も５歳になり、理解できるようになってき

たので、制度はとてもありがたいと思うので、利用する時がきたら利用

したいと思います。 

未就学児 

13 育休後の復職してから最も困ったのが、「病児保育」に関するものでし

た。いつも社保の「はっぴい」を利用させてもらってましたが、どうしても

定員がいっぱいで預けられなかったこともたびたびありました。また、

熱は下がったけど病み上がりでまだまだ保育園には行けないかな・・・

という時に、家に来て見て下さる方がいたらなぁ・・・と思うことがありま

した。 

未就学児 

14 病児保育の受入児童数が少ない。 未就学児 

15 ２４時間保育施設・病児保育施設を増やして欲しい。 未就学児 

16 病児保育を行ってくれる所が増えてほしい。 

 

未就学児 
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No 意見 児童区分 

17 病児保育施設がとても少なすぎる。社保も１日３人だけ。山組や他の

小児病院でもやって欲しい。小さい子供はしょっちゅう病気をします。そ

のたびに職場にあやまり、迷惑をかけてしまう。 

未就学児 

18 病児保育に預けたくても、９時からなので、仕事に間に合わない。しか

もすぐに一杯になってなかなか利用できない。 

未就学児 

19 子供が病気の時に預けれる施設があったらよい（無料） 未就学児 

20 病児保育の施設が１つ減ったことにより、利用出来ないことが多々あ

る。早く増設してほしい。 

未就学児 

21 幼稚園で急な発熱等で連絡が来ても（就業中のため）すぐに迎えに行

ったり休みが取れないので病児・病後児保育を併設してほしい。また

病院の病児保育は常にキャンセル待ちで利用しずらい。定員を増やし

てほしい。 

未就学児 

22 病児保育を増やしてほしい。 未就学児 

23 就労する時、必ず面接で聞かれるのが、子供が急病の時、誰か他に

面倒を見てくれる人はいるか？との問いです。祖母がいるので何とか

祖母にお願いしますが、病児保育を利用できればそちらにお願いする

事もありました。社保のはっぴいは３人しか利用出来ず、キャンセル待

ちでも利用できた事がありませんでした。安岡は閉院されたみたいで

すが病児保育を利用した事もあったので、(古い施設だったのが残念

ですが)はっぴいで利用枠を増やして欲しいと思います。子供の病気を

理由に休みは取りづらいですよ。 

未就学児 

24 病児保育の施設がもっと多いと助かります。利用したくてもいつもキャ

ンセル待ちで、なかなか利用できません。 

未就学児 

25 体調の悪い子供をあずかってくれる所をふやしてほしい 未就学児 

26 各、幼、保、認で、病院保育ができるようにしてほしい。子どもが病気

の時に休めない、みてもらえる人がいないことが一番の苦しみです。

仕ごとをやめることも考えてしまいます。 

未就学児 

27 病児保育の充実を望みます。これからの時期、インフルエンザ等流行

するので病院内での保育人数増やしてほしいです。 

未就学児 

28 病児・病後児保育が一ヵ所しかないのですぐ予約が取れない。もっと

ふやしてほしい。 

未就学児 

29 子供が病気で休まなければならない時、病児保育を利用したいと思っ

ても断られる事が多くなかなか利用出来ません。枠があるかと思いま

すが、休みを続けてとらなければならず困ることもあります。 

未就学児 

30 病児保育には人数の制限があるため、急に預けたい時など必ずとい

っていいほど預けることができないので、預けられる場所を増やすか、

人数（見てくれる人）を増やすなどしてほしい。 

未就学児 
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No 意見 児童区分 

31 病児、病後児保育施設の増加（せめて３施設でもあると助かります）

（組合病院で行ってほしい）（幼、保に看護士を入れて作ってほしい） 

未就学児 

32 子供が体調をくずした際、連続して仕事を休むことに抵抗があります。

具合が盛り悪い時にはしょうがないですが、回復期に至った際には、

入所・園している保育所・幼稚園で保育してくれる制度があれば助かり

ます。 

未就学児 

33 他県に比べ、病児保育など充実していると感じていますが、休日保育

や病児保育の利用時間を通常の保育園の時間同等にして頂ければ

幸いです。 

未就学児 

34 小児科の病後児保育の人数をもっとふやしてほしい。 未就学児 

35 交流する場、相談する場等は前向きにいろいろと活動していただいて

いるのは目に見えています。が、実際に共働きの家庭が多く、単身家

族が多いせいもあり、病気等で預けたい場合も空きがありません。キ

ャンセル待ちも期待はできず。幼児は特に感染症等流行すると集団で

病気にかかりやすいので、集中してしまいます。病児預りの施設受け

入れを増やしていただきたいです 

未就学児 

36 病児保育の施設をもっと増やしてほしい。 未就学児 

37 病児保育してくれるところが増えたらうれしい。 未就学児 

38 もう少し病児保育の施設を増やしてほしい。子供は朝に熱を出したり、

急なので予約しないと預けられないというのは間違っていると思いま

す。 

未就学児 

39 父、母どちらもフルタイムで働いており、子供が病気した時等、すぐに

対応できません。長い期間休む事もできません。母方の祖母に協力し

てもらう事もありますが、距離もあるため頻繁には無理です。（特に冬

場）この様な状況なので、２人目、３人目…と考える余裕がもてませ

ん。子供を１番に考えられるような環境になれば良いのにと、いつも思

います。 

未就学児 

40 病児保育施設が増えてほしい 又、利用しやすくしてほしい。 未就学児 

41 子供が病気の時でもみてもらえる制度？体制がもう少し充実していた

ら、働きながら子育てをする人にとってはとても助かると思う。祖父母も

現役で仕事をしていたりすると病気中は仕事を休まなくてはいけなか

ったり… 

未就学児 

42 病児・病後児保育施設を増やし、利用可能人数を増やし、予約なしで

も可能になればいいですね。我が家の場合、祖父母に預けるより、プ

ロの方に預けてる方が親としては安心して仕事が出来るので、365 日

いつでも預かってくれる施設等があれば、すごくすごく助かります。 

 

未就学児 
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43 病児保育体制を整えていただきたいです。突然の病気時は予約制、

開始時間が遅く出勤にまに合わない等まったく利用できません。突然

の出来事の時はあずかり先がなく大変なおもいをしております。各保

育園、幼稚園に併設していただけると安心して仕事にも行くことができ

るかと思います。 

未就学児 

44 両親がフルタイムで働いて、子供が病気(他へうつすなどの理由)で保

育園を長期で休まなければいけない時、祖父母が近くにいなかった

り、頼れない人はとても大変だと思う。 

未就学児 

45 病気の時に、預けられるような場所が欲しいです。特に、感染症など

はやる時に、人数制限があっては入れない場合が多いような気がする

ので預けられる場所をお願いします。 

未就学児 

46 病児保育がもう少し利用しやすい金額であればありがたいと思いま

す。 

未就学児 

47 病気になった場合、見てくれる所が少ない（ない）ので、必ず親が休ま

なければならないので、市でも、病児保育をしてくれる所が欲しい。（特

に、冬のインフルエンザ、胃腸炎などの感染性が流行する時期には、

多くの人が登園出来ずにいます。その間、一週間も休める親はいいで

すが、休めない親（職場）の人にとっては、必要だと思います。） 

未就学児 

48 病児保育の場所を増やしてほしい。やすおか医院がなくなったためと

ても不便。保育園でも病児をつけてほしい。そうすると親としても、働き

やすいと思う。 

未就学児 

49 病児保育は 1 日 2,000 円です。月～金まであずけると、10,000 円とか

なり高額です。所得によって、費用が違うようですが、かなりの負担で

す。 

未就学児 

50 病児対応も能代まで行かなければならず、申し込みが必要であった

り、利用料も結構かかる為、有休を使ったほうが良いのかなと思

う・・・。 

就学児 

51 病児保育の充実。 就学児 

52 共働きの人が多くなり、又核家族化が進んでいることから、子供が病

気になった際、親の負担が大きい。祖父母が近くにおり、祖母が働い

ていないことから、病気の際は預かってもらえているが、高齢となり、

やはり負担になっていると思う。子育てしやすい環境は、共働きの人に

とっては、病気の時も近くで預かってくれる環境が整っていることだと

思う。仕事先から帰ってくる間等、電話一本で急な依頼でも受け入れ

てくれる所が理想。 

就学児 

53 病児保育の施設の受け入れ増員を希望します。 

 

就学児 
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54 子供が病気をした時に預ける所がない。何度か、病児保育を利用した

事はあるが、定員数が少ない事、感染する病気であれば受け入れをこ

とわられる場合があるかもしれない事、金銭面・・・など。 

就学児 

55 子供が病気の場合、近くに預ける人がいないと仕事を何回も休む必要

があるので、そういう場所（病気でも預けられる場所）が自宅の近くに

あるといい 

就学児 

56 病児保育を利用できるのが、現在は社会保険病院しかない為、予約

が取りづらいのが現状です。他にも受け入れてもらえる機関が増えて

くれるよう希望します。 

就学児 

57 病児保育は、時間、人数が制限されているので、子供に多い急病（発

熱）の場合、ちゃんと対処できないのでは？又、利用したくてもできな

い人が多いのでは？ 

就学児 

58 どこの職場でも、パートは立場が悪いと思います。子供が病気になっ

ても学校に行けるようになるまで仕事を休むということはできないし、

病児・病後保育を利用したくても人数がかぎられていてなかなか空き

がないことがあります。祖父母も高齢で預かるのも大変なところです。

病児・病後保育が一番安心なのでもっと人数を増やしてほしいし、小

学４年～６年まで預かってほしい。 

就学児 

59 全体的には満足ですが、今後以前のように看護師の職に戻りたいと

思っても、なかなかきびしい現状です。（他に頼りがないので）病気時

などのサポートをもっと考えて欲しいです。 

就学児 

60 病児保育をもっと充実させてほしいです。預かってくれる子どもの年齢

制限をなくしてほしい。事前の登録や当日朝の書類書きなど簡素化し

てほしい。突然行っても預かってほしい。１ｈ単位の料金体制にしてほ

しい。預かり開始時間を早めてほしい。8：00～では仕事に間に合わな

い人が多いと思います。7：00～にしてほしい。預けたい時（具合の悪

い時）は突然やってくるので、働くお母さんやお父さんが必要な時にす

ぐ預けられる環境にしてほしい。よろしくお願い致します。 

就学児 

61 私は仕事をしていませんが、病児、病後児保育が充実しているのであ

れば、就職も考えられるかも知れません。 

就学児 

62 病児保育の時間や預ける人数を増やして欲しい。給食もあればありが

たいです。病児保育をしてくれる場所も増えたらいいと思います。 

就学児 

63 病気の時もプロの方にお願いできればといつも思います。予約で人数

も限られてると聞き、利用できずにいます。突然熱が上がっても、祖父

母が留守の時もあるし、祖父母も年ですし・・・。病気の時、預かれる所

を増やしてほしい。（予約なしでも可能が理想） 

 

就学児 



44 

No 意見 児童区分 

64 病児保育についてですが、自費負担ありで良いので（あまりに高額だ

と困りますけど・・・）もっと、日数や、病児を受け入れ施設を増やして欲

しいです。祖父母が死去していない場合、父母のみしかいなく、働きず

らさを感じております。よろしくお願いします。 

就学児 

65 社会保険病院で病児保育をやっているようですが、人数に上限があり

子供の体調が悪く利用したいときに予約上限に達していて利用できま

せんでした。子供も心配だし仕事も心配だし、親としてまた社会人とし

て迷ってしまうこともあります。 

就学児 

66 病児、病後・・・は、施設あたりの受入れ人数が少なすぎる。時間も 8：

00～となると、仕事開始時間に間に合わないので、もう少し早ければ、

今後利用したいと思う。 

就学児 

67 今は病気をすることがへりましたが、保育園のときは、病気があたりま

えだったので、病児保育があったことは、すごくありがたかったです。

祖父母が同居の家と、そうでない家とあるので、祖父母同居の家と同

じ感覚であつかわれるのは、ちょっとどうかと思いました。 

就学児 

68 社保の病児保育の定員を増やしてほしい。対応がすごくいい。 就学児 

69 病児保育が充実できれば良いと思います。体調が悪くても保育園に連

れていくしかなく、連れて来て、具合が悪くても保育園にいる子どもが

かわいそうで・・・。また親も仕事が休めず、連れてくるという方も多い

です。 

就学児 

70 休めない場合、職場側が、病児保育をしてくれる体制だと安心して仕

事ができると思う。 

就学児 

 

 

６．子育て支援センターやつどいの広場、ファミリーサポートセンターについて 

No 意見 児童区分 

1 子育て支援センターの日程が専業主婦や育休中の母親向けのように

感じる（開催日や時間、場所） 

未就学児 

2 子育て支援センターの保健師さんには、いつも電話相談でお世話にな

っています。アドバイスがとてもためになり、感謝しています。転勤の都

合で地域に知り合い・家族がおらず、とても助けられています。ありが

とうございます。 

未就学児 

3 支援センターやぽけっとなどは利用させていただきとても助かっていま

す。 

未就学児 

4 子育て支援センター（サンピノ）は利用日が決まっているが、年齢ごと

にそれぞれ１日しかないのでもう少し日数を増やして気軽に利用でき

るようにしてほしい。 

未就学児 
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5 支援施設等を以前利用したが、初めて行く人には結構、抵抗がありま

した。ある施設で、初めて子供を連れて行ったら、もうすでに仲の良い

お母さん達がグループになっており、子供達も部外者をよせつけない

雰囲気があったのでそれから利用するのをやめました。子供が可愛想

でした。仕方のない事ですが…。 

未就学児 

6 子供が幼稚園に入園するまでは、月に数回、子育て支援センター「すく

すくひろば」を良く利用させていただきました。先生方は皆ベテランで頼

りになるし、いつも楽しい企画を考えて下さり、子供も毎回楽しみにし

ていました。今は幼稚園があるので顔を出すこともできませんが、子育

て中のママたちにもっと知ってもらい参加してもらえればいいと思いま

す。絶対に行った方がいいと思います。 

未就学児 

7 子育て支援センターのすくすく広場、毎回同じような内容で特に変わり

ばえもなく、職員の質もあまりよくない。もう少し工夫してほしかった。

勉強してほしいです。他の自治体など見てみては？ 

未就学児 

8 支援センター等、すべて平日で利用できない 未就学児 

9 能代市でも相談事業や母親学級と支援に力を入れていると思うが、両

親とも働いているとなかなか利用できないのが現実。利用できる時は

ぜひ利用したいです。女性にとって子育てしながらも仕事ができる環

境をこれからも目指してもらえたら嬉しいです。 

未就学児 

10 「ぽけっと」のような施設が少ない。 未就学児 

11 イオンにある「つどいの広場」は、仲の良いママ友たちのグル-プでの

利用が多く、母親一人で、子供と利用するのは、ちょっと居心地が悪か

った。本当に行く場所がない母親でも、一人で気軽に利用できる、場所

がほしいと思う。 

未就学児 

12 「ぽけっと」は休みが多すぎて使いづらいです。「ぽけっと」にいるスタﾂ

フは私語をしているだけで子供のめんどうは全く見てくれません。スタ

ﾂフ不在の施設で十分です。 

未就学児 

13 サポ-トセンターなどはこの次。充分な支援を望みます。 未就学児 

14 下の子が生まれサンピノを利用しましたが。働いている方に徹底して

ほしいことが。細かいですが、名前カード（名札）に、確認なしで住所を

記入され「きまりですので」と言われたが、他の人は、住所を書いてい

る方の方が少なかった。母乳保育の時代ですが色々な理由で、混合

やミルクになっている親もいます。「母乳でない」と答えたら、「なん

で？？」と聞かれた。初対面です。もう少し、聞き方を考えてほしいで

す。 

 

 

未就学児 
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15 子育て支援センターでおこなっているすくすく広場を時々利用させてい

ただいています。同世代のお友達と手遊びをしたり、触れ合う姿は本

当に楽しそうですし、私自身のリフレッシュにもなっています。ただ、少

し気になるのは、保育所内に支援センターがあるということで、感染病

がはやる時期になると、利用しにくくなるところです。１～２歳になると

総合体育館などを使用しているようですが、０～１歳までは支援センタ

ーを使用することが多いので、場所の検討をしていただけたらと思い

ます。 

未就学児 

16 つどいの広場「ぽけっと」は、イオンの中にあるので、ちょっと利用しに

くい。もう少し新しくした方がよいのでは。 

未就学児 

17 現在は支援センターを利用しているので、子供も親もストレス解消に役

立っている。 

未就学児 

18 近く空き屋になるであろう地域のへき地保育所において小さな子供（～

小学校まで）とその家族が利用できるような保育の場を作って頂けたら

とても良いと思います。ファミリーサポートをして下さる方をこの地域に

もお願いします（頼みたかったが近くにはいなかった）出産後のヘルパ

ーさん・サポーターさんを宜しくお願いします。 

未就学児 

19 とにかく能代市は０～３歳位までの子どもが遊んだり学んだりする場所

がないと思います。「ポケット」の様な施設は便利でとても良いと思いま

すが、休みが多すぎます。（１２月は１０日間しかやっていません（怒））

いつもイベント等で使用され、お休みになります。（１２月はイオンの福

袋の倉庫になるとか‥‥）最近行った湯沢市の同じ様な施設はとても

良い空間でしたよ。もう少し真剣に考えるべきです。独立して運営して

下さい。毎日利用できなければダメですよ。だから、子供だけでなく人

口が増えないんです。 

未就学児 

20 ぽけっとは親にとってもすごく良い場所であるが、休みが多い。場所が

イベント等で使えないのであれば、他の所でもいいので確保して欲し

い。 

未就学児 

21 子育て支援も、専業主婦しか行けない。働くママには何の意味もなく、

感心すらない。 

未就学児 

22 入所前もさんぽえむの存在がとても大きく、親子共々とても助けられま

した。 

 

 

 

 

 

未就学児 
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23 「すくすくひろば」を大館の「つくしんぼひろば」のように同学年少人数

のクラス制にしてほしい。大館ではクラス制のおかげでママ友も作りや

すく、そこから発展して育児サークルも作りやすかったが、能代では、

大勢で集まる分、特定の人と仲良くなるのが難しくママ友が作りにく

い。「つどいのひろば ぽけっと」の場所が悪い。ゲーセンの隣だし、１

部屋だと、思いっきり走らせられないし、すぐ飽きてしまう。平日午前中

ガラガラの子ども館を活用するとか、二小の校舎を活用するとか、もっ

といい場所が他にないだろうか。 

未就学児 

24 上の子も下の子も保育園に入園する前には、子育て支援をたくさん利

用させてもらいました。リフレッシュもでき、保育士さんにもあたたかい

声をかけてもらいすごく心強かったです。ジャスコのポケット（？）にもよ

く行きました。とても利用しやすく子どもも喜んであそべていました。お

っぱいのことを相談できる所があればもっといいカナとおもいます。 

未就学児 

25 イオンにある｢ポケット｣は常設ではないため、不便。また、大型遊具が

ないため、動くようになってからは物足りなさを感じる。子育て支援セン

ターでも色々と事業をやってくれているが、子供の体調不良などで行

けない場合もある。センターの事業とは別に、いつでも自分の都合の

良い時間に遊びに連れて行ける、常設の遊び場（屋内）が欲しい。でき

ればポンポコ山を少し大きくしたようなもの。屋内と屋外両方で遊べる

所が欲しい。 

未就学児 

26 子育て支援センター（サンピノ）を利用していてちょっとした相談もでき

るし、同じ月齢の子どもと接することが出来るので子どもの世界を広げ

ることもできてとてもよい。 

未就学児 

27 ｢ぽけっと｣をよく利用していますが、展示会や年末年始などお店の都

合で休みが多い月もあるので、市の施設（働く婦人の家や公民館な

ど）で平日は休みがなく、子供たちが伸び伸び遊べる場があれば助か

ります。｢ぽけっと｣は、冬場は室内でもとても寒いです…床はコンクリ

ートなので転んだ時心配です。｢子供が遊ぶ場｣としてはどうなのかな

…と思います。｢ぽけっと｣の先生たちは相談にのってくれたり、子供と

一緒に遊んでくれてみなさんとても親切です。 

未就学児 

28 イオン３階にあるぽけっとの遊具等を充実させてほしい。２歳ぐらいま

でのものが多く、下の子を連れて行きたいが、上の子が十分に遊ぶこ

とができない。 

未就学児 

29 子育ての支援センターのビラを配る事やら、ネットも、ひんぱんに更新

するなどしてほしい。参加した事がない為、写真やどんな状態なのか

を見れると、行ってみたいと思うかもしれません。行きずらい感じがあ

ります。 

未就学児 
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30 幼稚園が休みの日、祝日に預けられる場所がほしい。あったとしても、

子供が通っている幼稚園以外の幼稚園とかだと、なんとなく預けずら

いので利用したいが出来ずにいる。園ではなく"子育てサポートセンタ

ー"等の施設があると助かります。※例として北秋田市鷹巣の"わんぱ

あく"の様な場所があると大変助かります 

未就学児 

31 子育て支援センターは度々利用させてもらっていますが、とても役に立

っています。 

未就学児 

32 子供が入園前は、子育て支援センター（さんぽえむ）を平日毎日の様

に利用していました。私の実家の近くには、この様な施設はなかった

ので、とても大切な場所だと思いました。 

未就学児 

33 市の施設等で、長時間開設・開放している支援センターがあると助か

ります。利用した支援センターは１０時～１２時のため、午前寝の時間

にあたってしまったりして、準備ができなかったり、参加しても途中でグ

ズられたりと大変なことが多かったです。イベント性のない常時開放し

ているスペースがあると、息抜きに連れていけたのかなあと今なら思

います。（一保しか利用していませんでしたが、無料のそういうスペー

スがあったのかもわかりませんでした。） 

未就学児 

34 子育て支援センターなどのイベントで、土曜日を増やしてほしい。 未就学児 

35 ポケットが休みでも、同じように利用できる室内のつどいの場が欲し

い。土、日にすくすく広場を開催してほしい 

未就学児 

36 子供が１歳の時にはじめて｢ぽけっと｣を利用しました。数回行きました

が、とても相談など出来る感じではなく１人で行きづらい場所だと思い

ました。現場にいる先生方はしゃべってばかりいて話したのは｢こんに

ちは｣と｢さようなら｣だけだったと思います。支援事業の中にはぜひ｢人

材｣を含めてほしいです。 

未就学児 

37 つどいの広場｢ぽけっと｣を利用させていただいております。とてもあり

がたい場所です。小さい子供が遊べる場所、もっとあればいいです。 

未就学児 

38 日にちや時間を気にせずに子供とふれ合える施設があればいいなー

といつも思っています。仕事の休みが土日関係ないせいもあり、なか

なか支援事業(サンピノなど)に参加できずにいます。 

未就学児 

39 サンピノの集いも月１回。残りの３０日は？コミュニケーション取る所な

い。子供産ませる気あるの？ 

未就学児 

40 子育て支援センターに気軽に親子で遊びに行けるとよいのではないで

しょうか。 

未就学児 

41 子供の遊び場（特に歩くことのできない０～１歳児）がない｢ぽけっと｣の

様な場を多くしてほしい ｢ぽけっと｣の様な常時、開いている場がほし

い  

未就学児 
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42 ぽけっとの利用時間がかわり朝早くなったことで利用しやすくなったの

では。ただ常設できない施設の利用なので利便性、駐車場はいいが

課題があると思う・ファミサポが利用しにくい。登録した時点で預かって

くれる人との顔合わせもなく予定がかなり前から決まってないと利用で

きない（以前は登録→２～３人の方と顔合わせ→利用したい日・内容

に合わせてその中から合う人にファミサポが調整と利用しやすかった） 

未就学児 

43 すくすく広場のようなものにも、なかなか参加しづらい。 未就学児 

44 イオン３階のぽけっとの休みの日が多い、雨の日など駐車場からぬれ

ずに行けるので便利で先生もいてくれるので利用しやすいが、行きた

い時にお休みが多い。 

未就学児 

45 ジャスコ（イオン）柳町のつどいの広場ぽけっとは先生方が明るく、とて

もよい雰囲気だが、休みが多すぎる。また、少しせまい。二ツ井地区の

さんぽえむのような場所を能代地区にもつくってもらえたらと思う。旧

二小のあき教室を利用できないものか？さんぴのは、入口が保育園と

いっしょなので、以前、ウイルスに感染した。それ以来、いきにくい。そ

ういうお母さんは他にもいた。あと駐車場も少ない、こんだけ、車社会

なのに、なぜ駐車場を広くとってくれないのかが疑問だ。能代子ども館

は利用したことがないが、平日に利用するのは未就園児の０～３才くら

いだと思うので、活用する場にしたらよいと思う。とにかく、今ある施設

をうまく開放することが必要。 

未就学児 

46 子育て支援センターがもう少し増えた方が良いと思う。その方が、安心

した子育てが出来る環境が整う事が出来るかと思います。 

未就学児 

47 子そだて支援センターのひろば運営にもうひと工夫していただけたらと

思います。 

未就学児 

48 ファミリーサポートがもう少し利用しやすい金額であればありがたいと

思います。 

未就学児 

49 ファミリーサポートセンターって何でしょうか？ 就学児 

50 ファミリーサポートセンターについて知らない。 就学児 

51 ファミサポって何でしたっけ？私はよく、子連れであちこちイベント etc.

顔出しする方ですが、ファミサポ、名前はよくききますが・・・。 

就学児 

52 ファミサポを以前利用しようと思ったが、希望と合わず利用できなかっ

た。 

就学児 

53 ファミサポの利用について 問 16-4 病気の時や急な用事でどうしても

家族がみれない時に利用したい。定期的に利用したいのではないた

め、記入しませんでした。又近くにファミリーサポートセンターがあるの

か分からないが、突然の用事で子供を預けられる所があればうれしい

です。 

就学児 
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54 ファミリーサポートセンターがよく分からない。 就学児 

55 「サンポエム」では、二ツ井町に嫁いで来た女性はまだ、二ツ井町の

人々になれていないために、スムーズに参加できていません。さみし

い生活をしている方々も、たくさんいらっしゃいます。そんな方々をサポ

ートするシステムも必要です。笑顔でのサポートよろしくお願いします。 

就学児 

56 ファミリーサポートセンターの存在を知らない。どのような所？ファミリ

ーサポートセンターとは何ですか？ 

就学児 

57 ファミリーサポートセンターの利用状況についての項目がありました

が、ファミリーサポートセンター自体よくわからない。 

就学児 

58 ファミリーサポートセンターとは何か？ 就学児 

59 ファミリーサポートを、長期休暇の時、年間を通して利用している。養

護学校に通っているため、預ける方にも難儀をかけていると思うが、フ

ァミリーサポーターの方の中で、預かりをしてくれる人が 1 人なため、そ

の方が何かあったらという不安がある。利用したい人はたくさんいると

思うが、個別的なニーズがあると思うので、チームになってサポートし

てもらえたら、預かる方も安心かと思う。（自分の場合は、1 人に 1 人で

安心な面もあるが） 

就学児 

60 ファミリーサポートセンターが、正直よく分からない。 就学児 

61 ファミリーサポートセンターについては、どの程度までまかせられるの

か、いま一つ分からない。 

就学児 

62 ファミリーサポートセンターって何か分からない。 就学児 

63 現在は、実家の祖父母も元気で、子供を預けられるが、この先、状況

が変わって預け先がなくなった時のためにサポートセンターが充実し

ていれば、とても安心です。よろしくお願いします。 

就学児 

64 ファミリーサポートセンターの活動内容等も含め、認知度が低いと思い

ます。利用者が少ないのもその為かと思われます。以前、ジャスコ内

にあるポケットさんに子供を預けて、職安パートの面接に行きました。

職安の方にも子供をそこに預けて来たと話しましたが、費用を補助し

てくれる制度があったとは教えられず、後々ポケットの職員の方に聞

き、結局自払でお支払いしました。せっかくある市からの援助も知られ

ていないと、結局は無いものと同じだと思います。まずは、今ある制度

の周知徹底に力を入れて欲しいです。 

就学児 

65 「ファミリーサポートセンターの質があまり良くない」と、利用したいが出

来ないという友人がいます。（時間に来てくれなかった etc・・・）うちは

（今のところ）利用しなくても済んでいる状況ですが、困っている友人は

本当に気の毒です。 

 

就学児 
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66 気軽に子どもを預けられる知人、親せき等がいないので、何か用事が

あるときは夫婦の間で何とか都合つけるようにしていました。このアン

ケートを見てファミリーサポートセンターというものがあることを知り、利

用できるのであれば利用していきたいと思いました。 

就学児 

67 ファミリーサポートセンターって何？ 就学児 

68 ファミリーサポートセンターを知らない 就学児 

69 子育てタクシー、ファミリーサポートセンターの充実をお願いしたいと思

います。 

就学児 

70 現在、帰宅後の子どもの面倒は、祖母が元気なためみてもらっている

が、今後、祖母の健康状態等により、いつまでみてもらえるかの不安

はあります。緊急時に迅速に対応してくれるような施設があればたい

へんありがたかったなぁと思います。 

就学児 

71 ファミリーサポートセンターというものがあることを知りませんでした。 就学児 

72 家庭ごとに子どもを見守る方法や事情が違うので一概にはなんとも言

えない。ファミリーサポートセンターとはなんだろうと思った。とにかく、

子どもをもつ母親が働きにくいことはあまり変わらない。 

就学児 

73 ファミリーサポートセンターが、どういう施設か聞いたこともない。存在

自体知らない。 

就学児 

74 ファミリーサポートセンターの事を知らないのですが、どの様な制度な

のでしょうか。 

就学児 

75 ファミリーサポートセンターの事を知らないのですが、どの様な制度な

のでしょうか。 

就学児 

76 帰宅のバスの利用など、急用で祖父母の家に行くことになった時、す

ぐ利用できるようにしてほしい。 

就学児 

77 ファミリーサポートセンターが、どのようなものなのかわかりません。 就学児 

78 ファミリーサポートセンターが、どんな支援内容か、どこにあるのかよく

わかりません。 

就学児 

79 今回初めてファミリーサポートセンターの存在を知り、利用する機会が

あれば利用してみたいと思いました。 

就学児 

80 ファミリーサポートセンターが何かもよくわかりません。 就学児 

81 今後ファミサポを利用する機会が増えそうです。もっと使い勝手が良く

なるといいです。先日ファミサポを利用したくて「ぽけっと」に行きました

がお休みでした。利用したい時に利用できないのはとてももったいない

です。窓口が他にもあるなら「ぽけっと」の外の壁面（お休みの日でも

見られる場所）に書いておいてほしいです。（子どもの習い事の送迎に

利用したかったのですが、結局、タクシーを利用することにしました。） 

就学児 

82 ファミリーサポートセンターの実施内容、どこにあるのか分からない。 就学児 
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83 ファミリーサポートセンターを知らない。 就学児 

84 ファミリーサポートセンターとはなにか。サービスのオープンさに欠け

る。行っている事業所もめんどうと思っているのか、積極的な営業がな

いと思う。市は本当に支援をしたいと思っているのかも疑問である。 

就学児 

85 ファミリーサポートセンターがよくわからない。 就学児 

86 ファミリーサポートセンターとは、そもそもどこにどのような形で行って

いるのかさえ知らない。有事の際に利用したい。 

就学児 

87 ファミリーサポートセンターについて、それがどういったものなのかわ

かりません。 

就学児 

88 ファミリーサポートセンターを知らない。 就学児 

89 ファミリーサポートセンターの事をよく知りません。 就学児 

90 ファミリーサポートセンターがわからない 就学児 

91 ファミリーサポートセンターの存在を知りませんでした。 就学児 

92 ファミリーサポートセンターを知らない。 就学児 

93 ファミリーサポートセンターって何ですか？ 就学児 

94 ファミサポも急な病気の時に対応できていない。 就学児 

 

 

７．学童保育（放課後児童クラブ、留守家庭児童会）について 

No 意見 児童区分 

1 留守家庭児童会の人数が多い状況だと聞いているので施設等の充実

を希望します。 

未就学児 

2 学童保育の利用料が高い（三種町は 500 円と聞いている） 未就学児 

3 朴瀬小は放課後の児童クラブなどもないし、スポ少もないので不便な

所が多々増えてきている。地域に子供も少なくバス通学だが不安で１

人で登校する事になるので心配です。 

未就学児 

4 幼稚園や放課後児童クラブのスタッフが臨時採用の方やパートの方

等多く本当に安心して子供をみてもらえるような所なのか、教育や療

育についてしっかりと勉強しているのか心配になるようなことを聞きま

す。子供を預けるのはためらいます。信頼できる子育て環境を望みま

す。 

未就学児 

5 上の子が学童保育を利用していましたが、春・夏・冬休みの開放時間

が遅い為、預かれずに困りました。５千円も払っているのに実家に寝

泊りさせ、さみしさのせいか、未だに精神的に不安定になったりもして

います。あげくに、３年生になっても利用できるはずだったのに育児休

暇を取っていたのでやめさせられました。下の子が小学校に入る時ど

うなるのかと今からとても不安です。もっと親身に考えてほしいです。 

未就学児 
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6 問２３の放課後子供教室のようなものが、気楽に利用できると、とても

楽しそうだと思います。 

未就学児 

7 町中でたくさんみかける各地区の集会所他を利用した、地域のお年寄

りや住民たちにより運営される預かりなどもいいんではないでしょう

か。子供たちだけでなく、１人暮らしの人や地域の人であれば誰でも協

力しあって集える場として再活用できれば、大きくなっても地域に愛着

がわき、残ってもらえるのではと思います。能代をもっと楽しく、活性化

させるためによろしくお願いします。 

未就学児 

8 下校後の子供の留守家庭について→PM７時頃まで延長料金なく対応

して欲しい。仕事が６時すぎになるので（母親）。６時まで迎えに行くと

なれば、祖母一人に全部頼むしかないのがつらい。（職場のスタﾂフも

少なく、休みづらい環境にあるため。）あおぞら教室の環境を整えて欲

しい。周りのお母さん達から聞くと不安あり、西小の竹の子のように、も

う少し快適な場所を作ってほしい。指導する先生方の講習もお願いし

たい。 

未就学児 

9 子供が小学校にあがったら、不安の放課後の学童保育が 18 時までと

聞いたことがある。１８時までだと早い。１９時までに延長して欲しい。

フルタイムやサ-ビス業の家庭では、学童保育が充実していないと生

活していけないと思う。 

未就学児 

10 放課後の学童保育の利用時間が、１９時までであるとありがたい。 未就学児 

11 小学生になってからの預りの仕組みがよくわからないので、不安が多

い。 

未就学児 

12 核家族の上、就労時間が通勤を含め７時～１８時。今はいいけど小学

校にあがったら、夏休み等どうしたらいいのか不安。学童が７時から始

まる所があったら大変助かるんですが。 

未就学児 

13 現在はフルタイムで働いていても、保育所の体制が整っているので不

安はありませんが、小学生になってからは、学童保育の情報が少な

く、不安を感じています。小学校入学後だけでなく、入学前から色々な

準備をする必要があるため、学童保育についての情報も、もっと市役

所を通じて発信していただきたいと思います。 

未就学児 

14 職場だけの制度では３～１０才位までの期間の放課後などに対応でき

ない。現在の所、学童を選択する予定だが、地域の高齢者等の人材を

うまく活かし、子育てと高齢者が生き生きと暮らせる工夫、制度、しくみ

があればいいと思う。 

未就学児 

15 学童保育を６年生まで行ってほしい。（現在でも希望すれば、可能なよ

うですがほとんどの子が３年生までで利用をやめてしまうため、何だ

か、希望しづらいです。） 

未就学児 
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16 小学校の学童保育の環境をもう少し整えてほしい。（四小）あれでは子

どもがかわいそう！！！ 

未就学児 

17 小学校での学童保育も同じく、下校時に親が自宅に不在なこともある

と思いますし、不審者、災害など心配ですし少子化になった為集団下

校も難しくなり、子どもへの関心も少なく、被害が多くなるリスクが出て

いると思う中、親の就労によって、預けるところを変更せざるをえない

子どもがいるのは問題だと思います。(預け先の信頼も時間が必要な

時もあります。) 

未就学児 

18 就学後の放課後の過ごし方にはすごく不安があります。もっと充実さ

せてほしいです。 

未就学児 

19 学童保育などの情報をもっと周知しておくべき。小学校の説明会で話

されると思うが、遅いんじゃないかなと思う。小学校になったら、パート

で働くかなと思う母親にとって、不便だと思う。核家族が増えているん

だから、共働きも多いわけで、学童保育も少し多くてもいいんじゃない

かなと思う。選択の自由がない状態だと感じる。閉所した保育所を学

童保育の場として、利用できないか…。 

未就学児 

20 小学校に入ったら、学童保育を利用したいと思っているが、しくみがよ

く分からないので不安。 

未就学児 

21 学童保育の時間帯(～19 時まで)や年齢(4 年生くらいまで OK etc)、長

期休みでの給食希望性などがあると助かる。 

未就学児 

22 小学校４～６年でも放課後児童クラブの利用や、病児保育や一時預か

りなど利用出来る環境があれば、仕事を続けやすいです。 

未就学児 

23 近所に同じくらいの子供がいない。小学校入学時も、人数が少ないの

で、寂しい。学童もないので、帰りは、どおしようかと今から、気がか

り。 

未就学児 

24 小学生になったら学童を利用したが、学区の学童には行かせたくな

い。公共施設内にあるにもかかわらず、子どもの名前を大声で呼びす

てにしたり、大人が書いたと思われる｢反省中｣と書かれた札を首から

下げている子どもが立たされていたりなどといううわさを聞いたので

…。多少、自宅から遠くても、あすなろを利用したいが、人気があるた

め、待機になったらどうしようという不安もある。働く親のために、もう少

し、学童保育を充実させてほしい。(先生方の質とか…) 

未就学児 

25 通学予定の小学校には学童保育がないので、設置を検討してほしい。 未就学児 

26 浅内地区での学童保育がほしい 

 

 

 

未就学児 
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27 学童が６時半で、保育園が７時までなんですが、必ず学童の方に先に

むかえに行かなければならないので不便です。※通勤経路上の話な

ので、個人的に… 他の市から引越してきましたが、学童は７時までで

した。 

未就学児 

28 学童保育の質をあげてほしい。６年生まで利用できるようにしてほし

い。利用できなければ離職につながると思います。１人で放課後家で

待たせることは不安です。 

未就学児 

29 学童保育は３年生までですが、核家族で両親共働きのため４年生以

降が心配です。 

未就学児 

30 自宅の近くに、放課後子ども教室のような無料の教室があるといい

が、有料の教室になると、利用することは、考えにくくなるので、有料と

無料の教室の数をもっと増やして欲しい… 

未就学児 

31 第１子が小学生１年生～２年頃まで、放課後児童クラブを利用してい

ましたが、先生方の口調が命令口調だったり、お迎えの時、お母さん

待っているから早く準備したら？という態度で逆に利用することにため

らいがありました。また、土曜は児童クラブで給食おやつが出ないの

で、準備して利用するのも疲れてきました。土曜日は人数が少なく、１

人の利用者の時もあったようで、逆に子供たちがストレスたまるよう

で、預けたあと後悔したこともありました。 

未就学児 

32 放課後児童クラブがないため（常盤）、学校に入学する時どうしたらい

いかとても悩んでいます。 

未就学児 

33 高丘こども園の閉園後、児童館の保育時間を延長してほしい。長期休

業中、朝、児童館が開くまでの時間、高丘にいられた小学生達は、閉

園すると行く場所がなくなってしまいます。保護者の勤務時間を考え、

児童館を７時からにしてほしいと思います。また、児童館の施設も改善

していってほしいと思います。 

未就学児 

34 学童があったほうがいいと思う。以前、市役所に聞きに行ったが予算

がないとの事。残念です。学童がある場所へうつりたいです。 

未就学児 

35 鶴形はへき地のため、じいさんばあさんがいるのが前提になっている

のか、仕事をしたくても夏休み冬休みの長期休みは、祖父母も働いて

いれば、子供みる人がいないため出られない。生活が苦しいです。 

未就学児 

36 放課後は学校の空き教室で児童クラブを運営して頂ければと思う。

（利用料はとても満足している）そうなれば帰宅にバス利用もできるの

では・・・スクールバスを出してもらえればと思っている。 

就学児 

37 学童保育も利用していますが、誕生日会のときなどは、お菓子などが

大量で、そこまで多くなくてもいいから会費をもう少し下げてくださると

か・・・。よろしくお願いします。 

就学児 
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38 放課後児童保育の料金を安くしてほしい。￥3,000.-くらい 就学児 

39 父が最近なくなり、母の私だけで３人育ててます。小１の子を学童に預

けるようになりました。四小で青空会ですが、駐車場がじゃりであなだ

らけ、雨の日はひさんです。四小から青空に向かう小道も必ず水たま

り（かなり大きいらしいです）があり、雨の日はおきがえをしてきて、くつ

もぬれて大変です。青空の周辺の整備は市でできないものでしょう

か。青空にはしゃがみのトイレしかありません。それも直してほしい！

青空に男の先生もいたほうがいいと思います。各教育しせつ（幼児教

育も含め）に男の先生の割合をもっとふやしたらどうでしょう？若くて元

気な男性の就職率 up にもつながるのでは？学童でのイベント（お料理

教室、製作、etc.）ももっと都市部なみにあると安心してみなさん働ける

と思います。 

就学児 

40 能代市の学童は兄弟割が効かない為とても金額的に不安がある。父

母どちらも日中仕事をし、近くに見てもらえる人がいないし、祖父母も

仕事をしている為３人の子供が小学校に入学した場合、生活面で苦し

くなる可能性が出てくる。 

就学児 

41 サンウッドに設置してある「たけのこ」は１室にずっと閉じこめられビデ

オを見ている。エアコンもなく、体育館も利用できず、学校のプールに

連れていくだけで、近くに風の松原があるのに外への引率もない。まる

でペットホテルの様でとても残念でした。 

就学児 

42 放課後児童クラブは、利用したいが、常盤地区にはない。少子化問題

があちこちで話題になっていますが、行政も子どもを育てる環境をもう

少し考えていただかないと悪化するばかりだと思います。近所に同年

齢の子どもがいない地区の我が家は、子どもたちだけで家で留守番す

ることも多く、何をしているのか親の私も分かりません。長期休暇中も

居場所もなく、本当に心配なものです。何度も学童保育がこの地区に

あったら・・・と思い、学校やその他のアンケートにも書かせていただい

ています。田舎の方だからこそ学童保育の充実をはかっていただけれ

ば、もう少し若い人たちも残るのでないでしょうか？何か事故や事件等

を引き起こしてしまわぬうちに、子育てしやすい環境整備をしていただ

けるよう願います。 

 

 

 

 

 

 

就学児 
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43 小学校に入る前の保育園、幼稚園のサービスにくらべ、小学校に入っ

てから子供を預けるにあたり、サービスの違いにおどろきました。今の

時代、両親働いている人はたくさんいるし、土日休みの仕事がとても少

ない中、もう少し小学生の放課後の子供を預かる施設への市の援助

があっても良いのではないかと思います。又、預かる側の人材にも力

を入れていただき、雇用の場が増え、質も良くなり、少子化へ良い影響

をあたえてほしいとのぞみます。 

就学児 

44 放課後クラブ（学童）も４年生以降の留守番を心配する声を聞くことが

ありました。核家族のご家庭は色々ご苦労があるのだなぁと思ってい

ます。 

就学児 

45 学童保育に申し込みしているが、子供に障害がある為に１人で行け

ず、結局会社に無理を言って２時に終わらせてもらい、むかえに行って

います。雇用保険の関係で労働時間をへらせないので、昼の休憩時

間をなくしてもらったので昼食兼夕食が 17 時くらいになります。学校か

ら学童まで連れて行ってくれる人がいればな、と思います。付き添いの

支援があればとても助かります。学童は主に土曜と長期休みになって

しまってますが、本当は平日も利用したかったです。障害の為に祖父

母も預かりは大変であろうと思います。もちろん、学童でもですが・・・。

仕事はしないといけないので。 

就学児 

46 留守家庭児童会の運営に積極的に金銭面も含めて、自治体の協力を

お願いしたい。 

就学児 

47 ボランティアの方々により、放課後 17：00 までは見ていただいている

が、共働きが多いこの時代、17 時では正社員で働くのは困難。常盤地

区にも学童保育を作って欲しい。また、長期休暇は祖父母は農作業で

忙しく、日中のほとんどを子供だけで家で過ごしていることになる。友

達とも遊べず、安全面での心配もあり、平日（休業中）の保育をして欲

しい。 

就学児 

48 学校終了後は「留守家庭児童会のあすなろ」を利用していますが、あ

すなろの建物が古いのが気になります。夏は暑く、冬は寒いという状

況のようです。すこしでも子供たちが過ごしやすい環境作りのために

も、少しリフォームするなり改善していただきたいです。よろしくお願い

します。 

就学児 

49 学童保育で外遊びや工作をたくさん取り入れてほしい。 

 

 

 

 

就学児 
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50 子供に習い事をさせたいのですが、放課後送迎ができません。祖父母

宅に放課後は預かってもらっていますが、祖父母宅の近所にある習字

教室へ習わせることは出来ています。ピアノ教室や英語教室など、学

童保育の中にできたらなぁと思うことがあります。例えば月曜は英語の

先生、火曜日はそろばんの先生がきて教室ができて、学童保育を利

用している子も利用していない子も親の送迎なしでも、習いたいものを

習える環境ができたらすごくうれしいです。 

就学児 

51 留守家庭児童会が午前８時からなので７時３０分頃から開いていると

助かります。 

就学児 

52 放課後児童クラブについて、一時あずかりがあると利用したいです。

例えば、土曜のみとか、５～６年でも、どうしてもこの日は・・・という時

など。 

就学児 

53 学童保育の月額利用料が高すぎる！！ 就学児 

54 放課後児童クラブをどの学校も学校の敷地内でやってほしい。 就学児 

55 以前秋田市に住んでましたが、児童会館があり、仕事の時間大変助

かりました。能代市はなく、なおかつ 5000 円かかり、かつ、とても厳し

いです。 

就学児 

56 学童保育（第五小・白鳥クラブ）に子供を預けています。先生達の対応

もよく、親子共に満足しております。特に、母親は安心して就労ができ

ていると申しております。 

就学児 

57 高学年でも学童保育があったらすごく助かります。 就学児 

58 学童保育の利用時間が 18：30 迄だと迎えに行くために、残業できない

ことが多い。学年が上がるにつれ、学童保育の利用したい時間帯や期

間等変化した時に、希望通りの利用が難しい。（例えば、夏休み、冬休

み等長期間のみの利用がかなわない等） 

就学児 

59 放課後クラブに預けていましたが、ほかの町はもっと安くやってくれて

いるので、能代市も料金を見直してほしいです。（おやつをやめると

か） 

就学児 

60 学童が人数が多すぎる。 就学児 

61 学童保育で長期休みのみ預かってほしいという友人もいるので、柔軟

に対応してほしいと思う。 

就学児 

62 小学校４年生になると学童がなくなるので、長期休みの時１人で家に

いなければいけないので困る。子供も親も１人でいるのは不安だ。共

働きでないと生活していけないので、４年生以上の学童が近くにあれ

ば助かる。 

 

 

就学児 
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63 常盤小学校には、学童保育がなく、図書館で子どもが待っています

が、５時すぎまでいる事ができません。利用料がかかっても平日や夏・

冬休みなどに対応してほしいと思います。 

就学児 

64 学童保育も小学４年～６年まで預かりをお願いしたいものです。とくに

冬場は一人留守番をさせてもストーブとか心配です。夏休みや冬休み

だけでもいいので預かれたら安心です。今は日曜、祝日も休みです

が、来年から仕事が休みをとれるかわからない。 

就学児 

65 まだ１年生のため、４年生になった時でないと、放課後の時間をどのよ

うに過ごさせるか、何とも言えない。おそらく、自宅だと思うが、本人が

心配なら、放課後子ども教室も考えたいと思っている。 

就学児 

66 今は祖母が元気で子どもの面倒をみてもらえているが、年齢を考える

と、今後心配である。そういったときに不安がある。児童クラブも利用し

たことがあるが、人数も多く、宿題をやったりする状況もなかなか難し

いようであった。 

就学児 

67 放課後児童クラブの質が悪い。おやつとして、ほか弁やハンバーガー

を出された事がある。晩ご飯、食べられなくなるので困った。クラブ内

でトラブルがあった時の相談先がないので、結局辞めざるをえなくなっ

た。 

就学児 

68 母親が働ける環境にしてほしい（土、日、祝休み）、児童館が３年生ま

でなので、４年生になったら夏休み、冬休みに家に１人になるので心

配！ 

就学児 

69 昔と違うのだから、祖父母と同居が多いとみられるへき地でも、学童は

作ってほしい。市役所に申し込れても「近隣の人にみてもらえ」と窓口

で門前払いをくらうのは、如何なものかと思う。 

就学児 

70 放課後児童クラブを利用していますが、向小の様に学校内で預かって

くれるとありがたいと思います。 

就学児 

71 私たちは転勤族のため、お互い（夫婦）の親族も遠方ですぐに来れる

場所ではないため、万が一何かあったら、子供をどこに預けたらいい

のかわからず不安です。児童クラブなども小学３年生までで、せめて６

年生くらいまで、子供を預けられる場所があれば・・・と思います。1 人

で留守番するのも怖いらしく、働きたくても働けない状況です。（子供は

小学３年です）学童も入るのが大変とも聞くので・・・何かよい改善策を

期待します。転勤族の家庭事情も、少し理解してほしいです。 

就学児 

72 就労するにあたって、図書館で放課後みてもらってますが、時間が 4：

30 までなのでフルタイムでの就労は困難な状態です。５時～６時位ま

でみて頂けるようになると、フルタイムでの就労が可能になります。 

 

就学児 
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73 留守家庭児童会の指導員の中に、子どもにすぐ手をあげる人がいる。

子どもの方に原因があるのかもしれないが、その様子におびえている

子どももいます。他の指導員は見て見ぬふりです。直接はとても言い

づらいし、でもどうにかしてほしい。「偉い人が見にくると優しくなるよ」

と、子どもが言っているくらいです。もっと厳しく指導員を管理、指導し

てほしい。こちらは預かっていただいているという、どうしても面と向っ

て言いづらい立場なのでもどかしいです。 

就学児 

74 子供の障害があるないにかかわらず、学童保育などを利用させてもら

いたい。障害があるからといって、あれもこれもダメでは、子供が良い

方向に伸びません。もう少し理解して頂ければ・・・と思います。 

就学児 

75 浅内小学校に通わせる事になって不便に思っている事は、放課後児

童クラブや学童が無い事です。市内より人数が少ないので子供達は

のびのび過ごせていて良い事なのですが、核家族の私達には子供を

見てもらえる所が無くこまっています。祖父母もまだ仕事をしているた

め、みんなで協力してはいるもののとても大変です。特に長期休みは

子供達だけを家で留守番させる事が多く不安です。何かいい対応があ

ったらお願いします。 

就学児 

76 放課後児童クラブを小学６年生まで利用できたら良いと思います。働

きたくても、帰って来る時間を気にしたりして、なかなか働けない状態

です。 

就学児 

77 児童館の場所が悪い。（出入口の見づらさ、せまさ、駐車場がせまい、

冬の除雪が遅い、雑、小学校からも遠い）先生方から、私達が言って

も聞いてくれないので、お母さん方から要望を伝えて下さいと言われま

した。来年度には高丘こども園もなくなるので、児童館の場所の移動を

お願いしたいです。 

就学児 

78 放課後クラブが高いと思いました。１ヶ月５千円は少し高いなぁーと感

じながら預かっていました。おやつの質も悪く、帰宅後の夕食にひびい

ていたので、２年生の夏休み後はやめました。市町村での差があり、

同一にしていただけたら良いと思います。 

就学児 

79 児童クラブは基本、小学３年生までのようですが、放課後、自宅に帰る

途中 200m くらい周りに家がなく、歩道もせまく、見通しも悪く、「さる」も

良く出没する場所なので、４、５、６年生も普通に利用できるようにして

ほしいです。そんな危険な場所を一人で歩かせたくないです。 

 

 

 

 

就学児 
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80 学童の料金が少し高いです。青空会だと 5000 円です。他では 2000 円

の所もあるようです。能代市の少ない給与で子供を育てていくのは大

変です。お金も大切ですが。仕事をしていても安心して子供を育ててい

けるサポートをお願いします。フランスでは国の努力で子供の減少に

歯止めがかかり、少し増えているそうです。各家庭へベビーシッターを

派遣してくれたり、働きながら子育てが可能だそうです。 

就学児 

81 留守家庭児童会を利用しています。大変ありがたい事業で助かってい

ますが、利用時間の拡大の要望の声をお聞きいただき、対応をお願い

します。また、屋外の広場などの遊び場を利用できず、室内で遊んで

いることが多く遊び場の確保もできればありがたいと思っています。指

導員の方々の対応は大変良く、ご苦労をおかけしています。指導員の

増員も考慮いただきたいと思います。 

就学児 

82 「放課後こども教室」の利用方法について、自由利用（こどもが行きた

いときに・・・親子で相談して・・・）ということで、しばられない事が良い

面もあると思うが、安心感がもてなかった。（特に小１に入学当初）ある

程度、親が子供を心配して預けたいと思い、お願いするという場所で

あるならば、もう少し改善してほしい点があった。 

就学児 

83 児童クラブの開放時間がもう少し長くしてほしい。 就学児 

84 学童は、学校が早くおわるときとかも、すごく助かります。ただ、３年生

までしか利用できないので、４年生からの帰りが少し心配です。今はす

ごく学童を楽しがっているので、安心してあずけれてます。 

就学児 

85 学童保育の設備等をもう少し充実して頂きたい。指導員の人数、バス

の確保など。冬期間のみで可能なので。 

就学児 

86 留守家庭の夏、冬休みなどの開始時間が 8：00 だととても不便です。

仕事場へその時間頃着かなければならず、夏は良いですが、これから

の冬、一人歩かせていくのは、とても不安です。（送ると開いていない

為。）また、子ども的には遊ぶ相手がいるので、（土）も行きたいと言う

のですが、先生からは親が休みの時は一緒にいて下さいと・・・。料金

も払っているのに・・・と思う事があります・・・。もっと気軽に利用できれ

ば良いのにな・・・と、よくばりな希望ですが・・・。 

就学児 

87 夫婦２人で店を経営しています。店と自宅が離れているので、放課後

は学童を利用、病気の時、学童がお休みの時は、祖父母にお願いして

ます。学童は今の所３年生までですが、小学校の間は学童にお願いし

たいです。春、夏、冬休み、１、２時間ではなく、１０時間近くも１人で家

にいると考えると心配です。学童保育を６年生までにしてほしい。 

 

 

就学児 
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88 常盤小は、児童クラブではなく、授業が終わると図書館にいっていま

す。夏休み、冬休みの間は、図書館も休みになるので、児童クラブをな

んとかできないでしょうか？スクールバスが行っている所は、いいので

すが・・・。 

就学児 

89 仕事が忙しく、残業も多いので、学童保育の終了時間を 19 時くらいに

したり、長期休みも弁当より給食（料金は負担するので）を希望制にし

たりして欲しい。 

就学児 

90 学校が終わってから図書室で２人の方が５時まで子供を預かってくれ

ていますが、地区に空いている施設もあるので、その様な所を利用し

て、せめて６時まで預かってくれたら助かります。仕事をしていますが

（パート）、フルタイムで働く事が出来ない。 

就学児 

91 祖父母が同居でない為、母親の就労を見送っている状態です。上の

子が高学年になったので、放課後児童クラブが利用出来ず、留守宅に

出来るか、その為の教育はこれから出来るのかなど、不安は尽きなか

った事もあります。そういう意味でも、放課後児童クラブは、高学年でも

受け入れがあると助かると思います。（就労は未定）その場合、スポ小

に入団する予定なのですが、週２～３回、料金も利用した日数分だと

いいのですが、土日にも預かってもらえるともっといいと思います。今

は、子供同志、留守番をさせる自信がないので、内職を頑張っていま

す。 

就学児 

92 留守家庭児童会にお世話になって助かっていますが、児童会はいつ

もさわがしく、落ちつかない環境のようで、子供がいやがり、行きたが

らず困っています。長い休みの時は、給食があれば親は助かります。

放課後こども教室があれば利用したいです。 

就学児 

93 年末年始、お盆期間多忙になり、みてくれる人がいない時があり、ひと

りで留守番をしてもらうしかないのかなと思っております。祖父、祖母も

まだまだ働かなければならない昨今、母と祖母の休みは、いっしょにな

らないように、孫には、できるだけひとりにさせないようと心がけており

ます。現在は学童保育を利用しており、やや満足しています。 

就学児 

94 学童保育を利用してますが、道路が狭く、送り迎えの困難な場所にあ

り大変です。学校内に施設をつくる事は不可能なのでしょうか？ 

就学児 

95 家族が入院した時に、１週間ほど放課後クラブを利用しましたが、利用

額がとても高かったです。1 ヵ月分か半月分の支払いということでした

が、緊急の場合は１日分から計算してほしいと思います。預かってもら

って助かりましたが、お金に関しては不満が残りました。 

就学児 

96 学校に学童がなく不便。どうして学童がないのでしょうか。 

 

就学児 
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97 学童保育についてですが、自費負担ありで良いので（あまりに高額だ

と困りますけど・・・）祖父母が死去していない場合、父母のみしかいな

く、働きずらさを感じております。よろしくお願いします。 

就学児 

98 学童保育が三種町より高いのを最近知りました。 就学児 

99 常小地区には学童保育がないので、とても困っています。（とても利用

したいと考えていますが、ないので利用できないです。）放課後こども

教室では時間が合いません。学校ごとでなくてもバス等で送迎し、利

用できるようにしてほしいです。利用地区でなくてもバスを出していると

ころがあると聞いたことがありますが、私が問い合わせたときはそうい

うことはしていないと断られました。なぜ？子供が減っていくような地区

にお金はかけられないと言われたことがあるそうです。であれば、常盤

地区はこの先一生子どもの支援に関して、他の地区のような支援はう

けられないのでしょうか。市街地の小学校は利用できるのに、同じ能

代市民なのに、常盤地区は利用できないのは、とても不公平に思いま

す。同じく税金を払っているのですから、利用人数が少ないとかの理由

で却下されるのは納得できないです。（そもそもが子供が少ないので、

人数がそろうわけがないのですから・・・）平等なサービスを望みます。 

就学児 

100 学童保育の時間が短い。就労に支障が出る。・料金が高い。他の市町

村と違うのは納得がいかない。 

就学児 

101 放課後児童クラブは、預かるだけ、みてるだけなので、質はきたいでき

ない。 

就学児 

102 放課後児童クラブを利用させていただいていて感謝していますが、高

学年になっても見ていただきたいです。全員が部活動に参加するわけ

でもないですし、近くに祖母や祖父はおりますが、毎日となると負担に

なるのではと心配です。また、一ヶ所の学童定員人数が多くて、環境

が悪くないか不安があります。 

就学児 

103 児童館の場所を学校のそばにしてほしい。高学年になったら、１人で

留守番させるのは不安だから、学校内で親の帰宅時間まで待っていら

れるようにしてほしい。 

就学児 

104 ファミリーサポートと同じように、公民館など開放できる施設があれば、

放課後に利用できる子供達も沢山いると思います。子供達同士で宿題

をいっしょにできたりすると良いのではないかと思います。 

就学児 

105 学童（放課後クラブ）はとてもよくしてくださっているし、学校との連携も

とれている。大変ありがたい。今後も手厚い支援をお願いしたい。（さら

なる人材の確保など） 

 

 

就学児 
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106 児童クラブが低学年しか利用できないのはこまる。平日は良いにしろ、

長期休みや、土曜日は高学年でもお昼を１人でとらせる事に不安があ

るので、利用できるようにして頂きたい。 

就学児 

107 二ツ井地区の学童ではスクールバスで自宅近くまで送り届けてくれる

と聞きましたが、能代地区もお願いしたい。子どもへの支援に地域で

差をつけないでほしい。 

就学児 

108 高学年になってから、留守番をさせなきゃいけないのかと不安です。近

くに親族等がいないので、高学年になっても学童保育に入れるように

してください。 

就学児 

109 現在、核家族で両親共働きのため、学童保育を利用させて頂いていま

すが、４年生以降の放課後の過ごし方が不安です。 

就学児 

110 核家族は学童保育がないとたいへんです。助かります。ただ、４年生

～は入れないのですか？退職しなくてはなりません。 

就学児 

111 祖父母とも病気もちではあるが、今のところ子どもをみてもらえるため

安心しているが、今後何かあった時に、留守家庭の児童施設等に気

軽に預かってもらえる施設はあるものかと思いました。 

就学児 

112 低料金（できれば無料で）学童保育、延長保育をおこなって欲しい。 就学児 

113 今、求活中ですが、放課後児童クラブがないためなかなか仕事につけ

ずにいます。夏休み、冬休みになると、家に誰もいないのでどうしたら

いいのかとても悩んでいます。できるだけ早く常盤にも放課後児童クラ

ブを作って下さい。私だけじゃなく、たくさんのお父さん、お母さんが思

っていると思います。 

就学児 

114 学童保育の先生たちの言葉使いが少し気になります。 就学児 

115 児童数が少ない地域には学童はつくらないのか。これから先、児童数

が増える事はないと思う。 

就学児 

116 学童も入所する時の条件などで、離職→就職時に大変である。（空き

がないため）小４以上でも学童のようなものがあるといい。 

就学児 

 

 

８．ひとり親家庭への支援について 

No 意見 児童区分 

1 父子家庭に対する支援がもう少しあるといい。 未就学児 

2 母子家庭の児童扶養手当の支給停止の考え直しをして欲しい。祖父、

母と同居の場合（自営業の為、所得が多くみられる）所得制限限度額

以上になってしまう。せめて全額停止をやめて欲しい。 

未就学児 

3 子育て支援の児童扶養手当がどんどん額がへり困っています。ひとり

親の事をもっと考えてほしいです。（特に父子家庭の事） 

未就学児 
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4 児童扶養手当の支給額を減額したのが困る。もう少し、子育てしやす

い環境にしてほしい。 

未就学児 

5 ひとり親家庭ですが、病気治療を２～３年前から続けていて、体調が

不安定なため、フルタイムで働けません。そういった人達への支援や、

働ける場所などの情報がないので情報がほしいです。病気でひとり親

家庭の親の働ける場所も考えてほしいです。 

就学児 

6 もう少し、ひとり親家庭に支援を考えていただけたら・・・と思います。私

は、離婚をして実家に戻り、両親と子供たちと住んでいますが、子供た

ちも大きくなってきて、手ぜまになってきました。更に、私自身、昨年病

気を患い、入院、手術を経て、現在治療をしながら仕事をしています

が、毎月私の医療費だけでも２万円程かかります。病気もあるので、

仕事を続けていけるかどうか、住居の問題、子供の学費など将来に不

安を感じています。所得によって、扶養手当も該当にならず、それはそ

れでいいのですが、例えば、住居の提供（低価格で）など・・・。せめて、

ひとり親家庭にやさしい支えがあれば心強いのですが・・・。 

就学児 

 

 

９．教育環境、小中学校について 

No 意見 児童区分 

1 小学校の学区に関して（中学校も含む）家庭の事情等により通わせた

い学校が有る方々がいますが、現状は以前より厳しくなり、学区内へ

の引越し等々に頭を悩めています。もう少し個々の事情に配慮して頂

けたらと願っております。 

未就学児 

2 二ツ井地区ですが、スクールバス（帰り）のバス、車で１０分の所、運行

ルートの関係で１時間以上バスに乗っていなければならず、いつもぐっ

たりして帰ってきます。運行ルートの見直しをお願いしたいです。 

未就学児 

3 小学校入学時４名しかおりません。複式学級になると思います。部活

動の選択肢もなくなってしまいます。統合のご検討お願い致します。 

未就学児 

4 ３人の子供が居るが、地域に子供が少なくなっている。先の事にはな

るが、小中学校が存続しているか不安である。 

未就学児 

5 小学校の部活動が復活してほしい。(スポ小でなく)※スポーツをやらせ

たいが親の負担が多くなる。先生や指導者を支援してほしい。 

未就学児 

6 自宅から遠い小学校はあり得ない。結局、親等が送りむかえするのな

ら学区は必要ない。一人徒歩しかないのであればスクールバス等を導

入すべき。昔と今は違う。一般人と公務員も違う。 

未就学児 

7 子供が少ない地域や、学校が遠いと不安がある。 

 

未就学児 
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8 これからどんどん子供が少なくなっている中、スクールバスなどの利用

を考えてほしいです。現在の状況は（聞く話によると）小学校はほとん

ど家族の送り迎えだと聞いています。共働きの家族が多いし、祖父母

の高齢になってきているので、本当に大変だと思います。民間のバス

会社と提携してでもスクールバスを検討ください。よろしくお願い致しま

す。 

未就学児 

9 現在の校長先生がとてもかっぱつ的で何でも挑戦させてくれるので親

としては大助かりです。 

就学児 

10 小学校から自宅まで約１時間～５０分位かかるため、冬期間だけでも

スクールバス等があるとありがたいです。猛吹雪で歩道の除雪も不十

分なままの登下校に時に不安を感じる（これから４年生になると学童を

利用なしになるかもしれないので・・・） 

就学児 

11 学校の検査で副鼻腔炎ではないと診断を受けました。ずっと副鼻腔炎

で治療を受けていたのに、今年の春にそのような診断をされ、治療費

が自腹になりました。そのあと田中耳鼻科さんで検査してもらうと、や

っぱり副鼻腔炎でした。市役所での対応も非常に悪く、腹がたちまし

た。春の学校での検査がアレルギー性鼻炎だと、そのあと、副鼻腔炎

と他の耳鼻科さんで検査したとしても、援助される対象からはずされる

そうです。ずっと副鼻腔炎で治療を受けていたのに、その検査の時だ

けアレルギー性鼻炎になっていることなんておかしい話です。四小は

人数も多いので、きっと検査もきちんとしなかったんでしょうね。来年は

きちんと検査してくれる先生を学校に来てくれるようにしてください。期

待しています。 

就学児 

12 保育の時は、希望保育園には預けられず、遠い所に送り迎えをして、

小学校に行くようになれば歩道も無く、車道の幅が狭くとても危険な道

を歩かされ、中学校に行けば、一部の地区だけ優遇され、通学バスを

出され・・・。今日の車社会で、必要なのかも分からない。出すなら、必

要とする人すべてに使わせた方が良いと思うが、学区も考えてほし

い。人数の多い学校と、少ない学校の差がありすぎではないかと思う。 

就学児 

13 常盤小学校へ通学中です。スクールバスがあるにもかかわらず、距離

が少し短いという理由で久喜沢からは乗車できず、結局夏は路線バス

（秋北）を利用し、雨天時や降雪時は自家用車での送迎となる。スクー

ルバスは空席も目立つのに、どうして乗せてもらえないのでしょうか？ 

常盤地区だけがどこの中学校へも合併せず少人数となっている。これ

では部活動もやりたいものができず、また高校へ入った場合、なじめな

いのではないかと不安。常盤中学校も東か東雲と合併して欲しい。 

 

就学児 
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14 子育て環境や支援とは、全く違うと思いますが、地域にある小学校（現

在通っている学校）の閉校にならないことを願います。地域の児童の

減少はありますが、少人数で仲間と過ごす時間を大切にしてほしいと

思います。 

就学児 

15 複式学級になる事、部活動（人数が足らず、団体競技が出来ない etc）

事を考えると、統合を考えなければならない時期だと思います。ご検討

宜しくお願い致します。 

就学児 

16 小学校の学区分けが、距離で遠い学校に区域分けされているのをや

めてほしい。子供のことを本当に考えてくれているなら、一番近い学校

に通わせてほしい。 

就学児 

17 小学校の下校時間についてですが、低学年でも６校時まである日があ

り、夏はよいのですが、日の短い日には４時頃で暗くなり心配になりま

す。冬期の時間割など考えていただきたいです。 

就学児 

18 中学になったら、送りむかえができるか（冬場）、父母のみで対応でき

るのか心配。 

就学児 

19 入学したばかりの頃は、近所に同じ学校に通う子がおらず、１人で登

校していたので、少し心配しました。同じ学校に通っている子が、近所

に住んでいるという様な情報がわかれば、いろいろ教えてもらえて安

心かな？とも思いました。実際、今はプライバシーの問題等で、幼稚園

や学校でも住所入りの連絡網は配らないので、少し寂しい気もしま

す・・・ 

就学児 

20 転勤族で、親以外に子供を預ける事が出来る知人はいません。が、こ

の近所（学区）の方々はみんな地元の方が多く、預ける人がいない家

庭の状況を分かっていないと思える。子供２人小学生です。学校の

PTA 会員不足の為、必ず役員を一度はやらなければいけない空気で

す。事情を話せば免除してもらえるのでしょうけど、役員を一度もやら

ずに卒業など出来ない空気。しかし役員になれば必ず集まりは夜。う

ちは主人の帰りが遅く子供を２人残して、それらの集まりに参加しなけ

ればいけません。子供だけの留守番です。しかも夜に。その辺の理解

度が低いと思います。 

就学児 

21 小学校の地区ですが、現在住んでいる所から遠いので、少し不便で

す。 

就学児 

22 雪の降る地域なのだから、小学校の通学用のバスを出して欲しい。 

 

 

 

 

就学児 
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23 学校から自宅まで距離が長い為、八峰町や二ツ井町のように、バスを

出してほしいです。中学校も、冬道になると親が送迎している状況で

す。仕事をしていて送迎ができません。来年、娘が中学になる為、能代

市でも何とかできませんか？お願いしたいです。二ツ井町だけ、どうし

てですか。 

就学児 

24 クラスメートに一時期、友達をひっかく児童がいて大変困りました（最

近はだいぶ落ち着きましたが）。この様な児童が大事を起こす前に対

処できる仕組みがあればと思います。 

就学児 

25 児童の数が圧倒的に少ない。向能代小学校などの大きな学校と合併

するのには抵抗があるので、朴瀬小や常盤小などの、小さくて地域に

密着した学校どうしで合併すれば良いと思う。その際、移動手段がネッ

クになるので、スクールバスを活用できるようにして欲しい。管轄省が

違うから仕方ないのかも知れないが、轟保育園で人格形成のための

保育に取り組んでいるのに、小学校ではしつけと勉学に力が注がれて

いる気がする。高い点数を取る事も大切だが、豊かな心を育てるには

どういったプログラムが必要なのか、今ひとつ検討して頂きたい。しつ

けの良い子、そうでない子、運動ができる子、できない子、健常者、障

がい者、みんな同じ人間で、助け合って生きていくんだという事を、体

験を通して学べるプログラムを創設して欲しい。フルーツバスケットの

ような、いじめを冗長するゲームでなくても、敏しょう性を高められる方

法はもっとあると思う。佐々木正美先生のような方の講演会を、先生も

親も聞けるようなプログラムを開催して欲しい。色々書きましたが、現

場の先生には良くしてもらっています。 

就学児 

26 宛名の姉は中学生ですが、通学時間のバスの時間について要望があ

ります。私達両親は共働きで、中学校の始業、終業時、間に合うように

迎えに行けません。秋北バスが通っていますが、時間が合わなくて困

っています。できれば、市、教育委員会、バス会社と話しをしていただ

き、使いやすい時間割を考えていただければと思っています。（出来れ

ば学区ごとスクールバスがあれば安心できます。） 

就学児 

27 スクールバスをお願いしたいです。冬の間だけでもいいので、スクール

バスをお願いします。 

就学児 

28 昔は部活動というものがきちんとあり、今みたいにスポ小というものは

あまりありませんでした。平日働いて、土日はスポ小の練習試合でほ

ぼつぶれるとよく聞きます。親たちはつかれたを連呼しています。学校

の先生はなぜ部活をやらないのでしょうか？昔の先生達とは違い、や

らなきゃいけないことを今の先生達はやっていないと思います。先生の

負担は軽くなり、親の負担が増える、どうなんでしょうか・・・ 

就学児 
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No 意見 児童区分 

29 近所や学校など、子供の人数が少ない状況。他の学校の子供達と、も

っと交流がほしい。 

就学児 

30 土地の分譲等、郊外に住む子育て世帯が増え、学校に通うことが困難

になり、車での送迎が増えてきているが、送迎が通勤時間と合わない

場合、誰かに頼らなくてはならない。スクールバスを朝、夕（特に朝）、

民間委託等して、学校の先生が乗って走らせることは出来ないでしょう

か。夕方は、高学年生は、スポ小に入っている子が多いので、利用数

は少ないかもしれないが、朝は利用したい子が、沢山いると思います。 

就学児 

31 小学校の統合は必要とは思うが、家庭からの送り迎えなどを考えると

負担が増える。また、地域から元気な声がなくなると、活気がなくなる

ので慎重に考慮してほしい。 

就学児 

32 学校への行き帰り、特に帰り道スポ小や学校の部活で帰りが６時近く

になったりすると送り迎えは親がします。その時間に合わせるために

会社を休む訳にもいきません。土曜日に試合があったりする場合も同

じで、会社を休む訳にはいきません。それが理由でスポ小や部活に入

れさせない場合もあると思います。学校の登下校、特に下校時に細か

く合わせたスクールバスのようなものがあれば心配ないのですが、タク

シー等でも割引がきいていてくれれば学校から家まで利用させたいで

す。 

就学児 

33 高学年の長期休暇中のスポ小、習い事以外の時間を、どのように過ご

させたら良いかのモデルもあってもいいかと思います。 

就学児 

34 共かせぎが多いのでかならず、家に誰かいるわけでもないのに、と思

うときが多々あります。行事も、土、日に集中していて、必ず休めるわ

けでもないので、もう少し考えてもらえるとありがたいです。 

就学児 

35 通学する学校は、地域の方々に見守られ、安心して登校させることが

できる。校長先生の取り組みで学校も開けているので感謝。低学年と

はいえ、１人で留守番も半日くらいならできるようになっている。あずか

り等の放課後のサポートはあまり必要としなくなった。 

就学児 

36 交通が不便。（冬場は特に）近所の子どもが少ないため、遊びに行くに

はおくりむかえが必要。人数が少ない学校にかよっているので、先の

ことを考えると、学校同士の交流があれば良いなと思いました。 

就学児 

37 他の学校と一緒（合併）する話しはでていないのか。児童数が減り、部

活も出来ず、子供達がかわいそうです。西、南小などへ転校も考えた

が現実的に無理でした。 

就学児 

38 小学校の登校時は地域の人が横断歩道のところへ立ち、安全を見守

ってくれていて、大変ありがたいことと感じています。地域の人たちの

心に感謝し、大切にしていきたいと思います。 

就学児 
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１０．スポーツ少年団について 

No 意見 児童区分 

1 スポ小の限りがある。子供が市内のサッカーチームに入りたいと言っ

ていた時期があり、親の仕事の都合があり送迎が出来なかった為、子

供に事情を説明した経緯があります。子供の夢をできるだけ達成でき

るような環境作りをしていただくことはできないのでしょうか？ 

就学児 

2 今回の調査には直接関係がないのかもしれませんが、スポ小が学校

の管理から離れ、保護者主体で活動しておりますが、親も仕事をして

いると、スポ小の希望どおり動けないことが多く、大きな負担です。そ

のためにスポ小に子どもを入部させたくてもできない家庭も多くあり、

昔のように部員は多くなく、活動にも限界が出てきています。行政とし

て何らかの対策をして欲しいと思います。 

就学児 

3 高学年になるにつれて、スポ小など検討していますが、親の送迎など

負担が大きいです。学校での活動として体を動かせる機会があれば

利用したいと思います。 

就学児 

4 まだ少し先の事ですが、部活がなく、ほとんどがスポ小になっていると

聞きます。その中で、練習量がとても多かったり、保護者同士のトラブ

ルも、とても多いと聞いています。土、日休みではない親（保護者）も多

い中、親が車に乗せて遠くまで行かなければならないなど、負担が大

きすぎるような気がします。この先子どもがやりたいスポーツなどがあ

った時に、対応できるのか不安になります。 

就学児 

5 小学校の運動部活動は「スポ小化」がほぼ進んだが、文化面でも地域

が受け皿となるような体制はとれないものか。すべて学校任せにする

のはおかしいと思うので・・・先生方の実態も大変そうである。 

就学児 

6 学校単位での部活があった時の方が、子供も親も知っている人達だっ

たので人間関係が楽だったのでは・・・？スポ小は、他校との交流もあ

るかもしれませんが、人見知りの子供は、やりたいスポーツがあって

も、なかなか思いきれません。 

就学児 

 

 

１１．保健医療や医療費等について 

No 意見 児童区分 

1 耳鼻科に通っているのだが、毎週のように通っているので、二ツ井地

域にもあればと思う。 

未就学児 

2 中学生まで医療費を上限 1000 円にしてほしい。 

 

未就学児 
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No 意見 児童区分 

3 予防接種（インフルエンザ）の補助をしてほしい。子供が３人いるので、

そうとう金額的負担が多いため。認可保育園でも先生たちの質に差が

ありすぎる。 

未就学児 

4 予防接種の支払い負担や受診時の支払いなど、他町と違って少な

い。能代市もがんばって欲しい。 

未就学児 

5 任意の予防接種の費用を助成する制度があったらうれしいです。実際

に藤里町では、おたふく風邪や水ぼうそうの予防接種の助成があるみ

たいです。 

未就学児 

6 定期検診が少ない。 未就学児 

7 能代市は予防接種の無料などがあるので心強い。欲を言えば、おた

ふく等の自費分も補助を出してほしい。（三種町のように） 

未就学児 

8 任意の予防接種においても、補助があればと思う。 未就学児 

9 マル福が１歳からは自己負担があるが、３歳まで無料だと助かります。 未就学児 

10 能代地区はマル福カ－ド、負担をもう少し考えてほしい。他の地域は、

小学校まで０円や、中学校まで千円など、その地区によっていろいろで

すが、保育料負担も多く、あまり援助がなされてないように感じます。 

未就学児 

11 住んでいる地域によって医療費の自己負担額が違ったり、同じ日本に

住んでいながら差があることに、不公平感を覚える。 

未就学児 

12 マル福１０００円負担廃止してもらいたい。三種町・八峰町は負担あり

ませんよ。しかも、小学生もマル福ありますし。 

未就学児 

13 保健センターが遠くて行きずらい。車の運転が出来ない母親はタクシ

ー利用になり片道で２０００円も払える家はない。いつまでも古い家族

形態で考えてほしくない。職員の都合で考えるのはやめるべきだ！！ 

未就学児 

14 マル福も１才からお金がかかる。どうして能代市だけこんなにお金が

かかるのか。 

未就学児 

15 予防接種の補助範囲を広げてほしい。 未就学児 

16 インフルエンザなど毎年する予防接種を無料にする。マル福の年齢を

高校生までにする（５才までは無料など） 

未就学児 

17 任意予防接種の費用助成をしてほしい。 未就学児 

18 子供を病院に連れて行く時、仕事が終わってから、バタバタして行かな

ければならず、もう少し遅くまで病院がやっていてくれると助かる。 

未就学児 

19 予防接種（特にインフルエンザ）の補助をしてほしい。（金銭面） 未就学児 

20 健診は、もっとしっかり丁寧にやってほしい。身長や体重、医者の健診

はとても助かるが、相談したいことがあっても時間でうちきられたり、相

談しても｢お母さんの判断で｣とか｢心配だったらお医者さんへ｣と言わ

れた。それで健診の意味はあるのでしょうか。１回だけではありませ

ん。とても残念でした。 

未就学児 
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21 ＜アレルギー対応に関して＞市が独自に（国や県からの対応）を超え

てアレルギー対策に取り組んで欲しいです。子どもが食物アレルギー

です。給食の対応等、各施設によって異なる対応に公平さが欠いてい

ると思います。市の業務としては、国の政策でガイドラインを周知して

いるようですが、単に周知業務で済ませているのではないでしょうか。

アレルギーを持つ家庭は想像以上に大変な生活をしています。市が

独自に対応を先導して下されば、どれ程救われることかと思います。

以上は切望ですが、アンケート項目には関連するような設問がありま

せんでしたので、少しでも思いを取り入れて下されば感謝いたします。 

未就学児 

22 マル福カードの使用期間を中学生までにしてほしい 未就学児 

23 日曜日に小児科がやっているので、とても助かっています。 未就学児 

24 予防注射などでも、もっと支援があるといいなと。他の市町村では、子

供に対しての支援が多いので、なぜ能代だけ？ 

未就学児 

25 予防接種の負担を減らしてほしい。 未就学児 

26 医療費の自己負担無料の期間をもう少し延ばしてほしい。１歳までで

はなく、２歳か３歳までに。 

未就学児 

27 医療費(マル福)の期間を中学卒業までにして欲しい。 未就学児 

28 小児科の日・祝日 休診をなくしてほしい。子供の病気に日曜も祝日も

ありません 

未就学児 

29 マル福カードが中学、高校まで使えたら嬉しいです。子は成長していく

のに、親の所得は一定…の世帯もあります。ボーナスがない世帯もあ

ります。将来が不安です。小児科が多数あって助かります。年末年始

や休日に歯科診療をしてくれる医院があったらいいです。弘前市には

ありました。 

未就学児 

30 医療費の負担が多い 未就学児 

31 乳幼児健診の回数を増加してほしい。４ヵ月、１０ヵ月、1 才６ヵ月では

期間が空きすぎているように思う。他県では１才児健診もあるようだ。

双子の家庭を支援してくれるような制度も何かあると助かる。(妊婦健

診の段階から単胎児よりも費用がかかっているのが現実) 

未就学児 

32 任意の予防接種(みずぼうそう、おたふく)にも助成してほしい。 未就学児 

33 マル福カードがとてもありがたいです。子供が何度も病気したので助

かりました。 

未就学児 

34 医療費を中学校卒業まで無料にしてほしい。 未就学児 

35 医療費の無料化（できれば小学生まで）、有料予防接種の助成又は無

料化を希望します。 

未就学児 

36 病気になった時に病院に行けないと困るので、マル福の制度はとても

ありがたく、助かっています。 

未就学児 
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37 中学生は部活でケガをすることもあるので、病院代が安くなるとうれし

いです。 

未就学児 

38 所得による保険料の免除（マル福制度）などありますが、他の市のよう

に千円の上限もなく、小さいうちは全額免除となるとありがたいです。

病気で病院にかかると経済的に負担が大きいと・・・言っていられませ

んが、支援が多いともっと子育てしやすい環境になると思います。 

未就学児 

39 任意の予防接種（インフルエンザや水痘、おたふくなど・・・）の助成を

ぜひお願いします。その医療機関により料金が変わりますが、安いも

のではありません。兄弟がいればその分費用がかかります。インフル

エンザだけでも１万円近くかかります。お金に余裕のない家庭の子ども

は予防接種を受けさせてあげられません。高齢者だけでなく、子どもに

も・・・よろしくお願いします。 

未就学児 

40 18 時～20 時もみてもらえる病院がほしいです。 未就学児 

41 幼稚園、こども園などで、フッ素を行っているが、安全面に疑問があ

る。未就学児童なので誤飲の心配もあるが個人的には現在は、ただ

実験をしているだけと考える。「フッ素」は必要か？ 

未就学児 

42 二ツ井地域にも小児科があればと思うことがある。（少子化のため、あ

り得ないと思うが・・・能代まで通っている為思う） 

就学児 

43 子ども手当てやマル福など、とても助かっています。 就学児 

44 医療費を中学生まで、上限 1,000 円もしくは無料にしてほしい。 就学児 

45 医療費など助成がありものすごく助けられています。 就学児 

46 児童手当やマル福など子育てに関しての支援をしていただき、感謝し

ております。おかげ様で楽しく生活をさせていただいております。これ

からもよろしくお願いいたします。 

就学児 

47 所得にあまり関係なく、マル福のサービスを受けられることに、とても

感謝しています。これからも続けてほしいサービスです。（カードは紙で

なく財布に入るプラスチック製にしていただけるとありがたい）やはり医

療費の補助があると非常に助かります。 

就学児 

48 母子家庭で子供達はマル福なので、金銭面でも助かっています。・・・

が、私が病気になった場合、仕事も出来なく給料が入らなくなり、病院

代などの負担が・・・と思うと、病院にもなかなか行けない。 

就学児 

49 義務教育期間はマル福を対象にしてほしい。 就学児 

50 他の自治体のように、福祉を充実させてほしい。（医療費が中学生ま

で無料とか） 

就学児 

51 高齢者に対しては補助や支援が色々ありますが、子供に対しては少

ないと思います。インフルエンザの補助は子供にもあって良いと思いま

す。２回接種しなければならないので。 

就学児 
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52 予防接種該当児に対し、個々に通知する。（接種忘れ防止） 就学児 

53 子どもの医療費ですが、所得制限をなくしてほしいです。家は３人目で

ようやくマル福の恩恵を受けてありがたく思いました。せめて小１ぐらい

までは、病院にかかることが多いので考えていただきたいです。 

就学児 

54 小学校、幼稚園、保育所での集団フッ素洗口は必要ないと思います。

（歯科医師、ドラックストアなどで、個人的に行うことが可能で、効果や

危険性に疑問があるため）この予算を違うところに使ってほしい。（読

書環境の整備とか、保育所の環境、人の充実とか） 

就学児 

55 インフルエンザの予防接種に対して補助を出してほしい。お年寄りに

は、出ていたりしたことがあるが、子供は２回の接種が必要なため、同

じように補助をしてほしい。 

就学児 

56 インフルエンザ等の補助も統一したら良いと思います。 就学児 

57 予防接種の無料券数をもっと増やしてほしい。水ぼうそう、おたふくな

ど感染症に指定されているものを無料にしてほしい。後で大流行され

ても困る。自由診療だと高くてできない。ためらう。 

就学児 

58 障害児のためのデイサービスや療育等の拡充も検討して頂ければ助

かります。 

就学児 

59 医療費負担の軽減。現在 1,000 円負担になってはいるが、子どもの

数、レセプト毎となると（診療+薬局）×子供の数となると負担が大き

い。自分も通院が必要だが、子供に医療費がかかる割合が高くなると

自分は通院を控えるのが現実。子供に慢性的な疾患があると尚更。イ

ンフルエンザの費用についても助成があればありがたい。現在３人の

子供を育てる上では医療費の負担は削る事が難しく、割合も少なくな

い。 

就学児 

60 高齢者医療には、色々と改善されたり、負担の軽減など実施されてい

る。三種町など、子供の医療負担は全くない。ランドセルも支給され

る。高い税金をとられ、核家族で働いているのに、能代市は、どうして

マル福を負担ゼロにできないのでしょうか。インフルエンザの予防接種

も、２人の子供に１万円かかる。少子化と騒いでいる割に、住みやすい

のは老人だけ。児童手当も、年齢が行くに連れてお金がかかるのに、

減額になる意味が分からない。祭より、もっと子育てに能代市は予算

を使うべきだ。 

 

 

 

 

 

就学児 
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61 毎週日曜日にどこか小児科外来が診療してくださることは、本当に助

かります。一番困っていることは、日曜日や祝日に緊急で歯科を診てく

ださる歯医者がないことです。仙台市では年末年始や夜間、祝日に歯

科を診てくださるところがありました。能代市・・・せめて県北ででも休日

の歯科診療に力を入れてくださると嬉しいです。ご検討ください。マル

福カードも三種町は中学生まで対象なのですね。近市としてうらやまし

いです。能代も何かを大変革していかないと、出生率も下がったままだ

と思います。子供をたくさんほしい人はたくさんいます。しかし経済的に

無理で、１人っ子でとどめている人もいます。 

就学児 

62 医療費助成増額又は無料化を希望します。 就学児 

63 収入の多少にかかわらず、中学生以下の医療費無料化を進めていた

だきたいと思います。 

就学児 

64 都市部では小学校卒業まで医療費がかからないという支援もありま

す。能代市もお願いしたい。 

就学児 

65 市町村によって医療費免除のところもあるので、能代市もそうなってほ

しい。 

就学児 

 

 

１２．仕事と子育ての両立支援について 

No 意見 児童区分 

1 産休があるだけまだいいのかも…産後６週検討してくれたのは市役所

でなく今の認定こども園でした。社保と国保でも産休手当てが違うのも

友人と話していて知りました。せめて！！産休産後 8 週は絶対！にし

てほしい！！育休は小さい職場はとれないのが普通！！育休産休が

とれるのは公務員くらいじゃないかと！？いろいろ法はあるかも知れま

せんが利用できないのが現実です。 

未就学児 

2 問２６ 育児休業中に退職勧告があり従わざるをえませんでした。 未就学児 

3 パートは、育休がありません。働いてお給料をもらうしかありません。

泣く泣く、０才３ヶ月から赤ちゃんを保育園へ預け淋しさをガマンしなが

ら、オッパイがはる痛みをこらえながら笑顔をつくり、職場復帰するの

です。 

未就学児 

4 現在の職場は、もし産休に入ることになれば産後社内に残ることはで

きますが、違う職種に移動させられます。今の仕事（保育士）にやりが

いを感じているのでずっと続けていきたいですが、そのシステムにより

２人目を考えるのが難しい現状です。産休に入れば退職せざるを得な

いので…。産後も安心して復帰できるような職場であってほしいと思い

ます。 

未就学児 
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5 出産までの妊婦健診、無料券は以前より増えたが、それでも費用は結

構かかる。 

未就学児 

6 予防接種・健診の為職場を早退しても良いという制度を作ってほしい。

子育ては母親がするもの！という概念がまだまだ根強いです。結局、

産んだ人が一番頑張らなければならないのは重々承知していますが、

有給休暇を取りやすい雰囲気ではないし、無理して頑張っている姿が

やっと職場で認められているような気がします。 

未就学児 

7 母親としては、育児休暇取得したいが、職場は認めてくれないし、辞め

るしかなかったというのが本音です。今後、小さい子を抱え、再就職を

考えたところで、厳しい現実もあるのは自覚している。子育て環境とし

ては整備されているが、経済面ではかなりきつい現実があります。 

未就学児 

8 男性（父親）の育休を義務づけるべき（出産後の母親の精神的、肉体

的負担はとても大きいから） 

未就学児 

9 子育て支援（私にとっては保育園の充実ですが）を充実させることも大

切ですが、それ以上に職場の理解（仕事の軽減や休みのとりやすさ）

を充実させることの方が親が子供と関わる時間がふえるために必要だ

と思います 

未就学児 

10 子供が理由で欠勤する時の給料補償制度などがあればいい。半分で

も･･･ 

未就学児 

11 育児休業への対応が職場ではまだ受け入れていないので、子育ての

環境が厳しい。その結果、子供がほしくても辞めざるをおえない状況に

なるため困る。もっともっと子育ての関心を持ってほしいと思う。 

未就学児 

12 現在、２人目妊娠中。１人目の時育児休暇取得できたが、育児休暇期

間が契約期間を超える日数であったため、今回は育児休暇取得でき

なかった。再就職を希望する際、また年子になるため、今後子育て相

談を利用するかもしれません。 

未就学児 

13 仕事場にもよるが、子育て中の母親にとって、子供が病気で休んだ

り、急に具合が悪くなって早退したいと申し出たとき、嫌な顔をする人

がいる。対策を考えてもらいたい。 

未就学児 

14 フルタイムだが、正社員ではないので、子育てに不安がある。息抜き

ができない。（同居の親があまり協力的ではない） 

未就学児 

15 １人目の時に妊娠中にも仕事を休まなきゃいけない状況のときとても

言いずらい環境にあり、育休も３ヶ月以上は取得できないと知り退職し

ました。２人とも２才未満で抵抗力がなくしょっちゅう風邪などをひき、

次の仕事につくのをまよっています。もっと市で働く母に対して良い環

境がほしいです。 

未就学児 

16 病気の時休みにくい。 未就学児 
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17 やはり、職場で、"子どもの体調が悪くて、お休みを頂きたいのですが

…"と上に申し出るとすごく嫌な顔をされてしまいます。時差出勤の為、

カバーする人がいない状況なので…子どもの為に休みを取る事がす

ごく難しいので、それに母親として涙することが今まで多々ありました。

働きやすい子育てしやすい環境は、夢のような話なのでしょうか…？ 

未就学児 

18 職場・企業の育児をする母親への理解がもう少しあってほしい。上司・

先輩等、口を出す人が多すぎる。もっとしっかり、国、もしくは地域で規

定をしっかり決めてほしいです。 

未就学児 

19 育児休日がない職場が多い。子供がいる（子供が小さい）と再就職が

むずかしい。（会社の方でとってくれない） 

未就学児 

20 職場での子育ての理解を深めてほしい。雰囲気作り（制度利用、子供

が病気になった時の対応の仕方） 

未就学児 

21 育児休暇の給付金が１歳まででなく、２歳までもらえるようになれば、２

歳まで休めてました。歩くか歩かないかのうちに、経済的な理由で保

育園に預けたのは、親として少し悲しかったです。 

未就学児 

22 育児休業を取得したのですが、復帰後給料が年に１度昇給するはず

なのに、「休んだから昇給はありません」と言われました。育児休業を

利用しない方が良かったのかと悩んでいます。 

未就学児 

23 育休、産休が保障されている雇用の場が少ない。正職で働きたくとも

働けない 

未就学児 

24 育児休暇を長くとれるのは公務員だけだと思います。一般の企業では

ムリだと思います。私も５ヶ月で復帰しましたが、できれば短くても１年

程度休みたかったです。５ヶ月休みをとるのもやっとでした。仕事をしな

がらの子育てはきついので、何かサポートがほしい。 

未就学児 

25 仕事をしていた時に産休は取得できたが育休については会社の方で

ふれてくれなかった。あとになって（退職してから）育休を申し込めば良

かったのにと言われた。育休の制度があるのかないのかが全くわから

なかった。産後１年くらいは休みたいと言ったら、退職の手続きをさせ

られた。もっと子育てについて育休制度をもっとちゃんと説明してもらえ

る所があれば良かった。友達も育休制度を利用出来たのに出来なか

ったと言っていた人が多かった。職場の理解が必要ではないかと思

う。母親になると冷たい気がする。 

未就学児 

26 育児休業はもちろん、復帰後に休みが多くなる点など、1人 1人がほん

の少し心を広く持てば良いだけ。そういった雰囲気作りもしていってほ

しい。 

 

 

未就学児 
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27 育児休暇の制度があっても、実際は妊娠を報告すると、会社（事業主）

から、産休とらないで辞めるんでしょ？と退職せざるを得ない会社がま

だ多いと思うので（実際、自分自身がそうでした。）再就職するにはい

ろいろ大変なので。 

未就学児 

28 市役所職員は育休が取得できるのに、臨職には適応せずやむを得ず

保育所を利用させている。家庭内の経済的理由もあり、退職すること

はさけたいため更新契約してもらいありがたいが、短時間勤務制度も

なくフルタイムで働いている。上の子供の食事の支度や、今、下の子

の離乳食が始まり、食生活リズムが不規則で、就寝時間がどうしても

遅くなり、制度が適応したらいいと思うことが増している。一般企業でも

子育てに対し、協力、理解のない所は多いと思う。同じように共働き世

帯で、困っている家庭はあると思うため、制度で会社に対しても子育て

の支援協力を求めてもらうような制度をつくってもらいたい。また、子育

て中との理由で就職先に面接で落された経験もあります。メディアでも

子育て支援と謳っているが、現状は何も変っていないです。子育てしな

がら働かないといけない女性（男性）に特に支援を求めます。臨職にも

育休ください。 

未就学児 

29 産休や育児休をさせてくれる職場は少なく、子持ちならあまりとりたくな

い会社が多い。もっと理解がほしい。 

未就学児 

30 市内の企業については、育児休業制度が無い企業が多いと思いま

す。 

未就学児 

31 仕事は 17:00 までとなっていますが、常時、残業で母は帰宅が 20:00、

21:00 となることも多く、子供に十分に関われない。父も 18:00 までは帰

れない。今は保育園があるからいいが、小学生になったら、どちらかが

仕事をやめないと、見てくれる人がおらず大変である。子育て支援だ

けでなく、子育てと仕事が両立できるように、子供がいても仕事が続け

られる労働環境の整備も必要だと思う。小学校の学区によっては十分

な支援がこの先受けられるのか心配。 

未就学児 

32 自営業にとっては、妊娠、育休まで経済的に不安があり、子づくり、出

産を考えるまでかなり時間が必要だった。妊娠、出産は病気ではない

という理由で、自営業者向けの、作業保障制度の保険は適用されず、

生活は厳しく大変だった。２人目を考える時も考えた。これから出産す

るにあたり、育休を取ってる間は生活を考えると不安です。 

未就学児 

33 ３才まで育児休業があったとしても現実を考えると、復帰を思うと取得

を考えられません。短時間勤務制度や子供の具合が悪い時など、休

みを取りやすい環境になればと思います。 

 

未就学児 
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34 育休３年取得や短時間勤務制度の利用は、教職の人以外聞いたこと

がない。他の公務員、例えば県職の人であっても、取得できる状況で

はないようで、心身ともに壊しかけながら、支援もない状況でフルタイ

ムで働いていると聞いている。民間企業であれば、育休も取れないか

産休のみのところも多い。働き方が０か１００かしか選べないのは厳し

いと感じるが、この地域で仕事を続けるためにはそれしかない。働き方

がもっと柔軟であれば、子育て環境も変わると思う。 

未就学児 

35 育休や育児時間など取得しやすい環境を整えて欲しい。子供が体調

悪い時は、心よく休みをくれる職場環境であればいいですが・・・。 

未就学児 

36 一応産休とか育休とかの制度はありますが取りづらく、産前に仕事を

辞めざるを得ない状況にあった事もあります。今不況なので大変かと

思いますが、子供を育てやすい職場が増えるといいと思います。子供

と一緒にすごせる時間をもてるような勤務体制をどこの職場にもあると

いいと思います。 

就学児 

37 仕事中、子供の具合が少しでも悪くなると、学校からすぐに電話でお迎

えはしかたがないが、母親が（とくに冬場）仕事を休む、早く帰宅する

事になり、感染病だと子供が３人も居ると何週間も休む事になり、給料

にも仕事場にも迷惑がかかるので、何か、共働きなので、保障がある

と嬉しいです。 

就学児 

38 もっと子供と一緒の時間が取りたい。（フルタイムの上、土曜、祝日も

出勤のため） 

就学児 

39 子育てしながら、安心して働くことができる環境づくりをお願いします。

例えば、出産後、育児休暇をいただきたくても、思うように取得できな

い職場もまだまだたくさんあります。（職場の理解不足も考えられま

す。）いい職場に就きたくても、自宅からかなり離れた職場に通ってし

まうケースもあり、仕事と子育ての両立はかなり厳しい状況で、子育て

の環境や支援に必要な要素だと思います。 

就学児 

40 親が安心して働ける様にして下さい。 就学児 

41 病児保育があることは大切だと思いますが、有休があるのにあずけて

働いている人たちをみると、かわいそうだと思います。職場の雰囲気を

市が改善してほしい。 

就学児 

42 育休が取りやすい環境を望みたい。子どもが病気になった時、休みが

取りやすい職場環境を望みたい。母親も働く時代になっているため、そ

れを理解できる職場教育を行って欲しい。 

 

就学児 
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１３．子育て関連行事・イベントについて 

No 意見 児童区分 

1 就労していて平日休みなので、なかなかイベントと合わなくて参加した

くてもできないことが多いです。おさがり交換会をもっと多くやってほし

いです。ママ友がもっとできれば、もっと色々なイベントに参加するか

も？参加したくても足がない(車がない)人もいて、市内のバスとかを母

子または子育て支援のイベントに参加する時(人)無料にするというの

はどうか？とも思います。少し遠いですが、鶴形保育所とかでおでか

け広場をやって試食や体験があるのはすごく良いと思いました。 

未就学児 

2 おひさま親子教室、とても楽しかったです。能代市は子育てに関してい

ろいろな支援をしてくれていると思います。これからも予算をつけてい

ってください。 

未就学児 

3 子供を持つ家族が交流できる場所やイベントなど実施してもらえたら

いいと思います。 

未就学児 

4 年長児を対象とした親子参加の「おひさま教室」に参加しました。内容

もとてもよく、全ての回が親子共々楽しく勉強になりとてもよい取り組み

だと思います。 

未就学児 

5 子どもが安心して遊べる場所（遊具・広場ｅｔｃ）やイベントをもう少し開

催してほしいです。 

未就学児 

6 仕事に復帰していると子育て支援の事業がほぼ全くといって利用でき

ません！！！！！保育所だけですね。なぜですか？仕事しているから

そういう支援は不要との考えでしょうか？事業はほぼ平日ですよね？

平日は仕事です。どうやって利用しろというのですか？仕事休んで利

用したらいいのでしょうかね？子育て支援は在宅で子供をみている親

だけのものみたいですね。子供を生んでからそういうのが分かっても

のすごくがっかりしました。もう少し仕事をしている親の事も考えて、土

日（特に日曜）も事業をやってくれることを望みますが、土日お休みの

お役所のおえらいさんは何も考えてはくれないでしょうね。本当にがっ

かりです。 

未就学児 

7 子供がまだ０才の為、様々な事業や支援活動に参加しておりません。

また、自営の為、参加する機会を作ることが中々できません。 

未就学児 

8 子供を連れて遊びに行ける場所が少ないため、親子で参加できるイベ

ントを企画してほしいです。 

未就学児 

9 年中通して外でのびのびと過してほしいので、もう少し子供が参加でき

るイベントが増えるといいです。 

未就学児 

10 子供のためにも土日等のイベントをやってほしい。 未就学児 

11 キッチンキッズや子ども館のイベント等、広報で告知してくれているも

のもとてもためになるので、時間が合えば利用しています。 

就学児 
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12 子どもむけの講座などもっとあってもいいと思います。 就学児 

13 週末や長期休みの時の小学生、幼児向けのイベントがたくさんあるの

が、楽しくとても助かっている。夏休み中は、お祭りがたくさんあって、

祭り疲れとなることも。活気があってよいと思う。 

就学児 

14 何か子どものイベントがあっても、ほとんどが市の中心部（能代地区）

で、二ツ井からだと遠くて困難です。 

就学児 

 

 

１４．子育て支援の情報発信、広報、周知について 

No 意見 児童区分 

1 支援や免除等をもっと分かりやすく用紙等で知らせてほしい。(対象で

あってもなくても) 

未就学児 

2 引越してきて市役所にて子育てに関する事などの情報誌をもらった記

憶がありません。どの公園がおすすめだとか写真付きでの資料がほし

かった。 

未就学児 

3 様々な施策が行なわれていますが、対象になる人にはよく理解されて

いないと感じています。例えば能代市や秋田県が独自に行っている支

援なのか、国が行っているかの区別もつかないケースが多いように感

じます。能代市は子育てに力を入れているのが伝わらないと感じてい

るので、アピールをして頂けると、子育てしている、また、これから子育

てする親などの理解を得られると思うので、今後共よろしくお願いしま

す。 

未就学児 

4 時間的な制約（平日も遅いと申し訳ないので）等ありますが、我が家の

場合は近くに祖母がいるので恵まれている状況にあると思います。こ

のアンケートでいろいろなサポート事業があると改めて知りました。情

報提供を今後もお願いしたいと思います。(私が見過ごしているものも

あるかもしれません。) 

未就学児 

5 支援事業等もっと伝わる取組みをしてほしい。 未就学児 

6 出産して半年のため、どのようなサービスがあるかも分からないです

し、調べる余裕がないです。 

未就学児 

7 もっとアピールしてほしい。 未就学児 

8 どこでどのような事業・支援が行われているのかよくわからない。より

分かりやすくアピール、宣伝して欲しい。 

未就学児 

9 引っ越してきたばかりで、子育てに関する情報があまりないため、子育

て支援に関する情報をもっと発信してほしい。 

未就学児 

10 色々と情報が得にくいので、子育てに関するイベントや月ごとの情報を

もっと得やすくしてほしい。 

未就学児 
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11 転勤で引っ越ししてきた為、何がどこにあるのか全くわからなかった。

家で育児をする事に関して問題はないが、もし、地域で育児関連の場

所があるなら、もっとわかりやすくして頂けると大変助かります。 

未就学児 

12 子育ての情報誌（地域版）なども発信していただきたいです。 未就学児 

13 市の子育て支援事業については情報も少なく分かりづらいです。（ア

パート利用しているため広報も届かず特に情報が入らないように思う）

能代市は幼い子供がいる母親にとって働きづらい環境だと思います。 

未就学児 

14 役所で子育てに関する場所などのマップとか案内がなく、自分で調べ

たりするのが大変だった。子育て支援に熱心な所ではないのかな～と

思った。 

未就学児 

15 施設や募集枠を増やすなど子育ての情報をメールマガジンみたいに

配信してほしい。 

未就学児 

16 子育て支援は何があるのか、よく分からないので、分かりやすく周知し

てほしい。 

未就学児 

17 能代市内の子育て支援の内容がよくわかりません。 未就学児 

18 子育て支援センターなどの親子が集まるというのを全く知らず利用した

ことがありませんでした。入園前に初めて幼稚園のほうへ参加させて

もらいました。広報以外にも子供をもつ人へわかるようにしてもらいた

いです。 

未就学児 

19 ファミリー・サポート・センターなど初めて聞いたので子供のいる家にパ

ンフレット等ほしい。 

未就学児 

20 育児や妊娠についての助成や、講習会など、関することすべて、もっ

と、いろんな所で教えてほしい。市役所や、保健センターに行かなけれ

ばわからないので、情報を求めている、いないに関わらず、もっと情報

を発信してもらいたいと思う時がある。新聞で、育児の講演をしました

という記事を読んで、私も行きたかったと思うことがあったので。 

未就学児 

21 子供がある程度大きくなってから転入してきた為、制度や事業につい

て教えてもらえず、資料を見てもよくわからなかったり、場所がわかり

にくかったり、利用しやすいとは思えなかった。こちらに来て友人・知人

もおらず、作る事もできず、悩んだり行き詰まっていると感じた事はあ

るが、結局何もしていない状態で、実は相談に乗ってもらいたいと思

う。でもどうすればよいかわからない。 

未就学児 

22 ファミリーサポーターの存在を知らない方が多いのでお知らせしてほし

い。自分が体調悪い時、誰も頼れる人がおらず子どもを見ながら寝て

る状態がツライので、その時助けてもらいたいと思う。 

未就学児 

23 もっと情報等を会報誌等で提供してほしい。 

 

未就学児 
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24 平日、就労していて子育てにおわれ、様々な事業がある事も知らず、

利用の仕方もわからないです。 

未就学児 

25 情報が少ない（わかりずらい）と、２人目妊娠中に転勤できましたが感

じました。すぐ出産だったのでわからないまま出産・育児が慣れない土

地ではじまりました。ただ２人目だったのでこれが１人目だったら不安

ももっとあったと思うし、ひきこもりや育児がつらくなっていたかもしれな

い。産後の支援も必要だが出産前からのケアも同じくらい必要だと思

っている。 

未就学児 

26 支援の内容等、分からないことが多く、自分（家庭）でどうにかしよう、

という考えが強い。今、必要としない支援であっても内容を理解してい

れば、選択肢は広がるだろうと思う。 

未就学児 

27 子育て支援に関する情報をもっとわかりやすいように提供してほしい。 未就学児 

28 各種の手当など制度が不安定で予定どおりすすまない。仕事と家庭

が忙しく、集まりに参加できないため制度をよくわからない。一率に子

育て家庭にアナウンスを、例えば幼稚園を通してなどで良いので、伝

えるしくみを作って頂きたい。 

未就学児 

29 情報の浸透が薄い 未就学児 

30 学童以外の利用方法がわかりません。ファミリーサポートセンターって

何？って思います。家の用事（病院などもあるので）等たまに預けられ

る所が欲しいと思います。わからない事が多いので、色々な事、もっと

詳しく教えて欲しいと思います。病人がいるので、少しの時間でもお金

かけてでも見てもらいたい時あります。そういうサービスがあると良い

なと思います。 

就学児 

31 習い事の施設に関する情報がほしい。 就学児 

32 ファミリーサポートセンターや夜間預かっていただける場所があるよう

ですが、情報が分からない。資料等があれば教えてほしい。 

就学児 

33 幼稚園生用の子育て情報はいろいろ発信されていますが、小学生用

はなかなか情報が少ないです。 

就学児 

34 どんな子育て支援を、どこでどんな風に提供しているのかがよくわから

ない。 

就学児 

35 どのような人が、どんな子育て支援のサービスを受けられるのか、もっ

と広く積極的にアピールしてほしいと思いました。 

就学児 

36 ファミサポは利用してみたいが、システムが分からないので、定期的に

広報など活用し情報を載せて頂ければと思う。（使い方、料金、実際使

用、利用している方の感想等）知らない方に、子どもを預ける不安等も

あるので、安心して預ける様な情報があればと思う。 

 

就学児 
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37 まだまだ子育て支援についての情報がよくわからず、利用の仕方や、

申し込みなどの手続きが詳しくわかりません。そのため、安心して子供

をあずけようという気持ちにならないという状況です。できるだけ、子供

も安心できる、祖父母などにお願いしようと思っています。 

就学児 

38 ファミリーサポートもあるようですが、正直どのようなシステムかわかり

ません。私のまわりに利用している方はいないので、広報などで教え

てほしいです。利用されているかたの体験談もききたいです。 

就学児 

39 結婚で他県より能代に来ました。全く知らない土地で、妊娠、出産をし

ました。上の子が、すくすくひろばに行くようになり、少しずつ知り合い

が出来ました。すくすく（の先生）や、幼稚園、小学校はとても良くしてく

れ、素晴らしいと思います。ただ、出産直後よりすくすくに行くまで（うち

の場合は１才頃にすくすくひろばを知りました。）の間は、主人と子供し

か関わりがなく、何をどこに相談していいものか分かりませんでした。

行政なりに、広報等で知らせていると思いますが、知らない所で出産

し、自ら情報を求める余裕がなかったです。もっと個人にお知らせを出

して頂けるとありがたいです。 

就学児 

40 現在、別居中です。小学校、学童での行動が気になりますが、だれか

に相談したらよいのか詳しくわかりません。これからの生活に支障が

ないとは限りませんが・・・相談機関のオープン化を希望しています。 

就学児 

41 いろいろ取り組んでいると思うが、情報が少なすぎる。情報を発信して

いても、受け取れてない。この調査を役立ててほしい。 

就学児 

 

 

１５．ニーズ調査について 

No 意見 児童区分 

1 内容が難しく、書きにくい。回答欄が単一であり、｢○～○｣という回答

ができず、やはり書きにくい。時間がかかりすぎる。 

未就学児 

2 結果を表に出してほしい。公表してほしい。何のために、どうするか？

確実に活かしてほしい。(この結果を) 

未就学児 

3 書いていることが、よくわかりませんでした。なので、てきとうに書いた

所もあります。 

未就学児 

4 少しわかりづらいアンケートでした。 

 

 

 

 

 

未就学児 
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5 まず、このアンケートが多すぎる。せめて書く人の身になり、もっと設問

をかいつまんで一目でわかるような工夫をしてもらいたいと…。太字・

アンダーライン・フォント（文字ポイント大小）の工夫など読むのも大変

でした。地域の支援が十分知れわたっていないか？不十分か？ その

他 宛先(氏名)｢～様方～さん｣←戸籍筆頭者でなく子の保護者（親）に

してもらいたい。 

未就学児 

6 このアンケートも難しいし、ややこしいし、わかりづらいし、言いたい事

が伝わらない。仕事をしている両親にはとても不安な子育て支援の状

態です。 

未就学児 

7 アンケートの量が多く解答が大変でした。 未就学児 

8 このアンケートも生かすことが出来ないことのないようにしてほしい。結

果を報告するべき。 

就学児 

9 このアンケートが、子育てするに当たっての環境や支援に役立つこと

を願ってますが、ただアンケートを実施しただけで満足されるようであ

れば、紙代、郵送代、時間等のムダになるので、そのようなことがない

よう、よりよい環境になることを期待しています。 

就学児 

10 地区と生年月を記入すると、小さい学校の場合、個人が特定されてし

まうのでは・・・。 

就学児 

11 保護者が常に土、日休みではないのですが、その事についての調査

はないのですね。 

就学児 

12 このアンケートは能代子育て支援の充実に本当につながりますか？ 就学児 

 

 

１６．その他 

No 意見 児童区分 

1 初めての子供が産まれ、職場復帰するため保育園に預ける予定にし

ていて、市役所に保育園の申込み等について聞きに行ったところ、対

応していただいた方はこちらから質問しないと答えてくれず、わからな

いことだらけなのに保育所の申込みについて全然くわしく教えてくれず

がっかりした。後日、ネットか広報等で自分が調べたりした。もう少し親

身になってくわしく説明してくれたりしてもいいのでは？と思った。とっ

ても残念です。ちなみに男性の方です。女性の方はとても対応が良か

ったです。 

未就学児 

2 市などから子育てについて提案がほしい。 未就学児 

3 開業助産師さんのところで出産したかった。 未就学児 

4 市民福祉部子育て支援課を１階に配置したらどうでしょうか。先日子供

を抱っこして階段の上り下りをする際に足元が危険だなと感じました。 

未就学児 
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5 子育て支援課が二階にあるのはちょっと利用しにくいです。小さい子を

連れてあの階段は不安でした。（妊婦にもきついしこわいです。） 

未就学児 

6 保護者同士でネットワークを組んで、子供を預かれるグループを作っ

ても良いと思うが、具体的に保障のことを考えるとどうしたら良いか分

からない 

未就学児 

7 広報のしろ、全戸配布と言っているが、我家には一度も配られない。子

供の予防接種等スケジュールが分からず困った時があった。一度、保

育所・幼稚園利用に関して市役所２Ｆの支援課を訪れたが、対応が冷

たく、ただ資料を渡された様な感じ。もう行きたくないし、子供の件で相

談にも行きたくない。 

未就学児 

8 具体的に何をしているのか分からない。 未就学児 

9 子育て支援課、毎日遅くまでお疲れさまです。これからも、よろしくお願

いします。 

未就学児 

10 地元の人は、利用しやすいが、転勤者など、外から入ってきた人にとっ

ては、知り合いもいないと、なかなか利用しづらい。 

未就学児 

11 保育園や小学校の給食で使用されている食材の放射能の検査につい

て、検出限下値が高いと感じます。より、厳しい検査で安心して給食を

食べられるようにして欲しいと思います。 

未就学児 

12 一番上と一番下、また３番目と４番目は歳がはなれているので、提出

物によくある小３以下の子どもの数とは１人になってしまいます。単純

に子どもの数（せめて 18 才以下とか）にしてほしいと思います。 

未就学児 

13 利用しようと思った事が無いのでよくわからない。 就学児 

14 要保護児童の基準を明確にわかりやすくしてほしい。 就学児 

15 親子関係は親の考え次第のところもあるので親にもその指導が必要

ですね。 

就学児 

16 ”まなぶカード”って何ですか？ 就学児 

17 市の方達は、それなりに親切に、親身になってくれている方だと思いま

す。 

就学児 

 


