
越前市子育て支援に関するニーズ調査

結果報告書

越前市 市民福祉部 子ども福祉課



Ⅰ調査の概要

１．調査の目的

「子育て支援に関するニーズ調査」

2．調査の名称

就学前児童…平成30年10月1日現在、越前市に住民登録のある0歳から

5歳の児童の保護者　1850人

就学児童…平成30年10月1日現在、越前市に住民登録のある小学1～4

年生の保護者　650人

郵送にて配布・回収

平成30年11月16日(金）～12月7日(金）

配布数

1,850世帯

650世帯

2,500世帯

1,258人 （39人）

435人 （16人）

1,693人 （55人）

68.0%

66.9%

67.7%

有効回答数 (うち外国籍） 回収率

3．調査方法と調査期間

4．調査の回収結果

調 査 対 象

調 査 方 法

無作為抽出抽 出 方 法

調 査 期 間

　越前市子ども・子育て支援事業計画(平成31年～36年度)」を改定するにあたり、子育てをさ

れている方に調査を行い、その結果を計画改定に反映し、越前市の子育て支援を充実していく

ために実施。

就学前児童

就 学 児 童

合　計
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1．ご家族の状況について

お住まいの地区

［就学前児童］ ［小学生］

Ⅱ調査の結果

子どもの年齢（学年）

0歳

1歳

2歳

3歳

4歳

5歳

無回答 無回答

17.2%
1年生

19.5%

2年生

23.9%

3年生

26.4%

4年生

29.7%

0.1% 0.5%

20.1%

17.4%

18.1%

13.8%

13.3%

回答数=435回答数=1,258

［就学前児童］ ［小学生］ 回答数=435回答数=1,258

兄弟数(対象のお子さんを含めた人数）

1人 2人 3人

4人

5人

6人以上

無回答

31.3%

1.4%

0.2%

3.3%

4人
6.7%

0.2%

5人

6人以上 0.2%

1.1%

43.4% 20.1%
［就学前児童］

［小学生］
回答数=435

回答数=1,258

東

西

吉野

大虫

白山

南

神山

坂口

王子保

国高

北日野

北新庄

味真野

粟田部

岡本

南中山

服間

無回答

東

西

吉野

大虫

白山

南

神山

坂口

王子保

国高

北日野

北新庄

味真野

粟田部

岡本

南中山

服間

無回答
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0 5 10 15 20 25％0 5 10 15 20 25％

　 4.1%

　　　　　　　10.1%　　　

　　　　　　　　　 12.4%

　　　　　　 8.7%

0.0%

　　　　　　　　　12.2%

 　4.4%

  0.7%

　　　　　　8.5%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  21.4%

　　　6.0%

　　 5.1%

　　  5.5%

0.0%

 0.2%

0.0%

0.0%

  0.7%

　　　　  7.1％

　　　　　　 8.5％

　　　　　　　　　  12.5％

　　　 6.0％

　　　 6.0％

　　　　　　　　　12.0％

  3.5％

  0.4％

　　  5.4％

　　　　　　　　　　　　　　16.6％

　 4.1％

  3.3％

       5.0％

      4.7％

         2.6％

 3.1％

      1.8％

        2.1％

0.5%
1人 2人 3人

15.2% 44.6% 31.7%

0 20 40 60 80 100%

無回答



お子さんとの関係

母親

父親

その他 無回答

89.5%

母親

86.0%

0.5%

9.6%
父親

12.6%

0.4%

その他 無回答

0.7%0.7%

［就学前児童］ ［小学生］ 回答数=435回答数=1,258

回答数=435回答数=1,258

回答数=435回答数=1,258

回答者の配偶者の有無

無回答

95.1%

配偶者（夫または妻）がいる 配偶者（夫または妻）がいる

配偶者（夫または妻）がいない 配偶者（夫または妻）がいない

91.7%

0.4%4.5% 7.6%

無回答

0.7%

［就学前児童］ ［小学生］

子育てを主に行っている人

無回答

46.8%49.0%

父母ともに主に母親

主に父親

47.1%46.0%

父母ともに主に母親

0.4%

その他 1.3%

0.3%

主に祖父母 2.2%

［就学前児童］ ［小学生］
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無回答
主に父親 0.5%

その他 3.0%

1.1%

主に祖父母 2.3%



2．子どもの育ちをめぐる環境について

日常的に子育てに関わっている人（施設）

［就学前児童］
回答数=1,258     

（複数回答）

父母ともに

母親

父親

祖父母

幼稚園

保育所

認定こども園

その他

無回答
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0 10 20 30 40 50 60％

子どもを見てもらえる親族・知人の有無

日常的に祖父母の親族にみてもらえる

日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる

いずれもいない

無回答

0 10 20 30 40 50 60％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 43.6%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  58.9%

 1.2%

　7.5%

　　8.6%

0.3%

　　　　　　 15.9％

4.5％

                              21.8％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 51.7％

　　  9.1％

                                                      34.3％

　　　　　　　　　　　　　　　　　32.0％

4.8％

       3.7％

緊急時もしくは用事の際には
祖父母の親族にみてもらえる

緊急時もしくは用事の際には
子どもをみてもらえる友人・知人がいる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44.6%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　53.8%

     3.0%

        10.8%

   6.9%

 0.9%

回答数=1,258     

回答数=435 

(複数回答)

就学前児童
小学生

子育てで気軽に相談できる人の有無

無回答

95.9%

いる／ある いる／ある

いない／ない

93.6%

0.6%3.6%

いない／ない

5.1%

無回答

1.4%

［就学前児童］ ［小学生］ 回答数=435回答数=1,258

　就学前児童、小学生ともに、「緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる」が最も高く、それ

ぞれ58.9%、53.8%となっている。次いで「日常的に祖父母等の親族にみてもらえる」がそれぞれ43.6%、

44.6％となっている。

　就学前児童、小学生の9割以上が、子育てをする上で、気軽に相談できる人は、「いる／ある」と回答している。

①子どもをみてもらえる親族・知人

②子育てで気軽に相談できる相手



3．保護者の就労状況について
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子育てに関して気軽に相談できる先

子育て支援施設
（地域子育て支援拠点、児童館等）・NPO

回答数=1,206  

回答数=407

(複数回答)

就学前児童
小学生

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

 保育士

幼稚園教諭

学校教諭

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

保健所・福祉健康センター

市役所の子育て関連担当窓口

インターネット・ＳＮＳ

その他

0 20 40 60 80 100％

                                                                               78.6%

                                                                          73.5%

10.1%

        7.1%

 1.7%

               23.1%

0.5%

      5.2%

 0.7%

 1.7%

    3.4%

   2.5%

    3.9%

                                                                                      84.7%

                                                                         72.9%

         7.5%

                                      43.4%

 9.1%

0.0%

0.4%

 11.4%

 1.2%

   2.7%

 8.6%

         7.4%

 1.4%

母親の就労状況

無回答

フルタイム

就労したことがない 就労したことがない

現在は就労していない

56.3%

パート・アルバイト

34.0%
パート・アルバイト

30.1%

フルタイム

50.9%

1.0%1.3%

16.7%

1.4%

無回答

1.1%

［就学前児童］ ［小学生］ 回答数=435回答数=1,258

現在は就労していない

7.1%

　就学前児童、小学生ともに、「祖父母等の親族」がそれぞれ84.7%、78.6％と最も高く、次いで「友人や知人」がそれ

ぞれ72.9％、73.5%となっている。

③子育てに関して気軽に相談できる先

　就学前児童、小学生ともに、「フルタイム」「パート・アルバイト」と就労している母親は8割を超え、父親は「フルタ

イム」が9割となっている。 また、子どもが小さい母親ほど、就労していない割合は高くなっている。

①父母の就労状況
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父親の就労状況

無回答

フルタイム

就労したことがない

現在は就労していない

89.0%

パート・アルバイト

0.3%

0.3%

フルタイム

92.4%

6.8%

0.1%

無回答

10.8%

［就学前児童］ ［小学生］ 回答数=435回答数=1,258

現在は就労していない

0.2%

父母の就労日数

［就学前児童］ ［小学生］

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0 10 20 30 40 50 60 70 80％ 0 10 20 30 40 50 60 70 80％

0.3%

0.0%

 1.1%

 　   6.1%

                                                                         79.0%

 12.4%

 0.4%

 0.8%

0.5%

0.8%

 1.5%

          10.2%

                                                                71.0%

   14.5%

0.5%

1.0%

父母の就労時間

［就学前児童］ ［小学生］

4時間未満

4時間

5時間

6時間

7時間

8時間

9時間

10時間

11時間

12時間

13時間以上

その他

無回答

4時間未満

4時間

5時間

6時間

7時間

8時間

9時間

10時間

11時間

12時間

13時間以上

その他

無回答

0 5 10 15 20 25 30 35 40% 0 5 10 15 20 25 30 35 40%

  1.0%

      3.0%

  5.7%

                     16.3%

              12.5%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  37.2%

      7.7%

            11.6%

  1.3%

    2.1%

 0.4%

0.1%

   1.3%

  1.3%

　6.6%

　　　 10.9%

　　　　  13.5%

　　　 11.2%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 39.9%

  6.1%　

 5.9%

  1.0%

   1.8%

 0.5%

0.0%

  1.3%

回答数=393    

回答数=387

母親
父親

回答数=1,019    

回答数=1,167

回答数=393    

回答数=387

回答数=1,019    

回答数=1,167

母親
父親

母親
父親

母親
父親

0.0%

0.0%

0.0%

   2.6%

                                                     59.7%

                        32.9%

   2.4%

   2.4%

0.3%

0.0%

0.8%

 2.1%

                                               54.5%

                              39.5%

1.0%

 1.8%

0.0%

0.5%

0.0%

 0.5%

 1.0%

                                                               37.2%

           11.4%

                               22.0%

  6.2%

                  14.7%

     2.6%

0.3%

       3.6%

0.0%

0.0%

 0.2%

 0.3%

  0.9%

                                                             36.2%

         10.3%

                               21.0%

      7.1%

                  14.3%

        3.8%

     2.2%

        3.8%



パート・アルバイトからフルタイムへの転換希望

14.5% 34.8% 43.3%

2.6% 4.7%

［就学前児童］

［就学前児童］

［小学生］
回答数=148

回答数=379

回答数=４
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フルタイムへの転換希望があり、
実現できる見込みがある

フルタイムへの転換希望はあるが、
実現できる見込みはない

パート・アルバイト等の就労を
続けることを希望

 パート・アルバイト等をやめて    
子育てや家事に専念したい

無回答

9.5%

25.0% 50.0% 25.0%

3.4% 5.4%

27.7% 54.1%

0 20 40 60 80 100%

母親

母親

父親

就労していない父母の就職希望

21.2% 48.2% 27.9%

2.7%

［就学前児童］

［就学前児童］

［小学生］
回答数=37

回答数=226

回答数=5

回答数=1

 子育てや家事などに専念したい
（就労の予定はない）

1年より先、一番下の子どもが   
年齢によるが就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に
就労したい

無回答

60.0%

100.0%

40.0%

29.7% 5.4%43.2% 21.6%

0 20 40 60 80 100%

母親

母親

父親

［小学生］父親

母親が就労する場合の末子の年齢

1歳

2歳

3歳

4歳

5歳

無回答

11.9%

0.9%

0.9%

7歳

7歳

4.6%

8歳以上

8歳以上

6.4%

34.9%

8.3%

75.0%

23.9%

［就学前児童］ ［小学生］ 回答数=8回答数=109

6歳
6歳

8.3% 12.5%

12.5%

　就学前児童、小学生の母親ともに、「パート・アルバイト等の就労を続けることを希望」がそれぞれ43.3%、54.1%

と最も高く、就学前児童の父親は、「フルタイムへの転換希望はあるが、実現できる見込みはない」が50.0%と最も高

くなっている。 

②パート・アルバイトからフルタイムへの転換希望

　就学前児童の母親は、「1年より先、一番下の子どもの年齢によるが就労したい」が48.2％と最も高いのに対して、小

学生の母親は、「子育てや家事などに専念したい」が43.2％と最も高くなっている。

③就労していない父母の就職希望

　就学前児童の母親は、「3歳」が34.9％と最も高く、小学生の母親は、「8歳以上」が75.0％と最も高くなっている。

④母親が就労する場合の末子の年齢
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就労を希望する場合の就労形態

18.0% 80.8%

1.2%
［就学前児童］

［就学前児童］

［小学生］
回答数=19

回答数=172

回答数=3

回答数=1

フルタイム

フルタイム パート・アルバイト

フルタイム パート・アルバイト

無回答

無回答

100.0%

フルタイム
100.0%

5.3%

15.8% 78.9%

0 20 40 60 80 100%

母親

母親

父親

［小学生］父親

パート・アルバイトを希望する場合の1週あたりの就労日数

0.7%

18.0% 25.2% 55.4%
［就学前児童］

［小学生］
回答数=15

回答数=139

2日

3日 4日 5日

3日 4日 5日
33.3%20.0% 46.7%

0 20 40 60 80 100%

［母親］

パート・アルバイトを希望する場合の1日あたりの就労時間

2.2% 0.7%

23.0% 41.0% 22.3% 6.5%

4.3%

［就学前児童］

［小学生］
回答数=15

回答数=139

4時間

4時間

5時間

5時間

6時間

6時間

7時間

8時間4時間未満 無回答

26.7%33.3% 40.0%

0 20 40 60 80 100%

［母親］

0.7%
無回答

4．平日の定期的な教育・保育事業の利用状況について

定期的な教育・保育事業の利用の有無 定期的に利用している保育事業

利用している

利用していない

78.4%

21.4%

無回答

0.2%

回答数=1,258

幼稚園

保育園

幼稚園（預かり保育を含む）

認定こども園（幼稚部）

事業所内保育施設

認定こども園
（保育部）

41.5%

40.2%

無回答 0.2%

1.5%

3.7%

0.9%

0.6%その他

11.5%

回答数=986

　就学前児童、小学生の母親は、「パート・アルバイト」がともに8割と最も高く、父親は、全員が「フルタイム」と回答し

ている。また、1週当たりの就労日数では、就学前児童の母親は、「5日」が55.4％と最も高く、小学生の母親は、「4日」が

46.7%と最も高くなっている。1日当たりの時間では、ともに「5時間」が41.0%、40.0%と最も高くなっている。

⑤就労を希望する場合の就労形態・日数・時間

　定期的な教育・保育事業を「利用している」が78.4%と最も高く、また、定期的に利用している保育事業は、「保育園」

が41.5%と最も高く、次いで「認定こども園（保育部）」が40.2 %となっている。

①定期的な教育・保育事業の利用
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定期的に利用している教育・保育事業の利用頻度(日数）

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

現在の1週当たりの日数

回答数=986

0 20 40 60 80 100％

現在の1日当たりの時間

4時間未満

4時間

5時間

6時間

7時間

8時間

9時間

10時間

11時間

12時間以上

無回答

0 5 10 15 20 25 30%

  0.9%

0.2%

 4.2%

              8.7%

                      12.2%

                                                               26.4%

                                                             25.7%

                                15.5%

3.8%

0.4%

     2.1%

 0.3%

 0.9%

 0.2%

 0.6%

                                                                      93.9%

    3.4%

0.0%

 0.6%

定期的に利用している教育・保育事業の利用頻度（時間）
回答数=986

　1週当たりの日数は、現在、希望する日数とも「5日」が最も高くなっているが、「6日」は現在に比べて、12.2%と高く

なっている。1日当たりの時間は、現在の「8時間」が26.4％と最も高いが、希望する時間は「9時間」が18.0%と最も高く

なっている。   

　また、現在の開始時間は、「8時から」が55.4%と最も高く、次いで「9時から」が35.2％となっている。希望する開始時

間も現在と同じく、「8時から」が36.9%、次いで「9時から」が20.6%となっている。現在の終了時間は「17時」が37.2％

と最も高く、次いで「16時」が23.4%となっている。希望する終了時間は現在と同じく、「17時」が36.9％となっている

が、「19時以降」も5.9%あり、現在より遅い終了時間を希望する保護者が若干多くなっている。

②定期的に利用している教育・保育事業の利用頻度と時間帯（現在・希望）

定期的に利用している教育・保育事業の開始時間 回答数=986

7時

8時

9時

10時

11時以降

無回答

希望の開始時間

0 5 10 15 20 25 30 35 40％

　　　9.0%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  36.9%

　　　　　　　　　　 20.6%

0.0%

0.0%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33.5%

希望する1日当たりの時間

4時間未満

4時間

5時間

6時間

7時間

8時間

9時間

10時間

11時間

12時間以上

無回答

0 5 10 15 20 25 30 35％

 0.3%

0.0%

  1.0%

        3.1%

      6.5%

                            16.2%

                                18.0%

                  12.4%

     6.1%

       2.8%

                                                                        33.6%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

希望する1週当たりの日数

0 10 20 30 40 50 60％

0.1%

0.2%

0.3%

0.3%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 54.3%

     12.2%

0.4%

                                  32.3%

7時

8時

9時

10時

11時以降

無回答

現在の開始時間

0 10 20 30 40 50 60%

 7.7%

                                                                    55.4%

                                       35.2%

 0.2%

0.0%

  1.5%



無回答 0.5%

3.8%4歳 3.3%
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　「子どもがまだ小さいため」が68.4%と最も高く、次いで「利用する必要がない」が34.6%となっている。

③教育・保育事業を利用しない理由

　「子どもがまだ小さいため」と回答した保護者でも「1歳」になったら利用したいと考える割合が40.8％と最も高く、

次いで「3歳」が27.7％となっている。

④教育・保育事業を利用したいと思う子どもの年齢

教育・保育事業を利用しない理由
回答数=269

（複数回答）

希望の終了時間

回答数=986

13時より前

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時以降

無回答

0 5 10 15 20 25 30 35％

0.3％

0.1％

  1.1％

4.6％

              11.2％

                                               24.3％

                                 18.8％

   5.9％

 0.5％

                                                                     33.3％

現在の終了時間

13時より前

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時以降

無回答

0 5 10 15 20 25 30 35 40%

  0.9％

0.1％

　  7.2％

　  7.4％

　　　　　　　　　　　　23.4％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 37.2％

　　　　　　　　　　　21.6％

 0.5％

0.0％

   1.6％

定期的に利用している教育・保育事業の終了時間

利用する必要がない

子どもの祖父母や親戚の人がみている

近所の人や父母の友人・知人がみている

利用したいが、保育・教育の事業に空きがない

利用したいが、経済的な理由で事業を利用できない

利用したいが、延長・夜間等の時間帯の条件が合わない

利用したいが、事業の質や場所など、納得できる事業がない

子どもがまだ小さいため

その他

無回答

0 10 20 30 40 50 60 70 80％

                                  34.6％

         14.9％

0.0％

  8.2％

     3.3％

 1.1％

0.0％

                                                                              68.4％

       13.0％

 0.7％

教育・保育事業を利用したいと思う子どもの年齢

1歳未満

1歳

2歳

3歳

23.9%

27.7%

40.8%

回答数=184



無回答

3.1%
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　現在、利用している、いないにかかわらず、平日に定期的に利用したいと考える教育・保育事業は、「認定こども園

（保育部）」が39.5%と最も高く、次いで「保育所」が34.5%となっている。

⑤平日に定期的に利用したい教育・保育事業

平日定期的に利用したい教育・保育事業
回答数=1,258

病気やケガのため平日の教育・保育事業を利用できないことがあったか

あった

なかった

17.5%

79.3%

回答数=986

保育所

認定こども園（保育部）

事業所内保育施設

居宅訪問型保育

幼稚園

幼稚園(預かり保育を含む)

認定こども園（幼稚部）

その他

無回答

0 5 10 15 20 25 30 35 40%

病気やケガのため平日の教育・保育事業を利用できなかった時の対処法
回答数=782
（複数回答）

父親が休んだ

母親が休んだ

親族・知人に子どもをみてもらった

父親又は母親のうち就労していない方が子どもをみた

病児・病後児の保育を利用した

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

その他

無回答

5．子どもの病気の際の対応について

　病気やケガのため平日の教育・保育事業を利用できないことが「あった」が79.3%と非常に高い。また、対処法と

して、「母親が休んだ」が78.3%と最も高く、次いで「親族・知人に子どもをみてもらった」が45.8%となっている。

①病気やケガのため平日の教育・保育事業を利用できなかったこととその対処法

0 10 20 30 40 50 60 70 80%

　　　　  20.2%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   78.3%

　　　　　　　　　　　　　　　　 45.8%

  9.5%

        6.1%

0.3%

    3.1%

0.1%

                                                                                        34.5%

                                                                                                       39.5%

   1.4%

  0.9%

                  9.7%

      5.6%

  4.0%

 0.6%

 3.9%



父親又は母親のうち就労していない
方が子どもをみた
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　「父親が休んだ」場合は、「1日」が37.3%と最も高く、6日以上になると、「母親が休んだ」場合が24.8%、「就労していな

い親」が28.4％、「親族・知人」が21.5％となっている。

②病気やケガのため平日の教育・保育事業を利用できなかった日数

　父親または母親が休んだ時に病児・病後児保育施設等を利用したいかどうかでは、「利用したいと思わない」が

68.6%と最も高くなっている。また、「利用したかったができなかった」が12.3％となっている。利用したい日数に

ついては、「3日」が21.2％と最も高くなっている。

　また、利用したいと思わない理由では、「病児・病後児を他人に看てもらうのは不安」が48.0％と最も高く、次いで

「親が仕事を休んで対応する」が45.3％となっている。

③病児・病後児保育施設等の利用希望

0 5 10 15 20 25％

1日

2日

3日

4日

5日

6～10日

11～20日

20日以上

無回答

回答数=104

病気やケガのため平日の教育・保育事業を利用できなかった時の対応別日数

37.3%

12.1%

13.7%

13.5%

22.9%

25.0% 12.5%  16.7%  16.7% 16.7%8.3%

25.0% 12.5%

2.1%

12.5%12.5%

4.2%

4.2%

8.3%

100.0%

13.5% 12.2%  5.4%

 2.7%

28.4%

4.1%

9.5% 10.8%

14.2%

3.4%

8.4%15.4% 15.6% 21.5%

2.5%

5.3%

13.6% 13.6%

5.1% 3.9%

5.1%24.8%11.3% 10.6%

23.4% 17.7%

4.4%4.4%

8.9%

回答数=74

回答数=48

回答数=2

回答数=24

回答数=158

回答数=612 

回答数=358

1日 2日 3日 無回答４日 5日 6～10日 11～20日 20日以上

0 20 40 60 80 100%

父親が休んだ

母親が休んだ

親族・知人に子どもをみてもらった

病児・病後児の保育を利用した

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

その他

3.2%

0.6%

病児・病後児保育施設等の利用希望 病児・病後児保育を利用したい日数

できれば病児・病後児保育
施設等を利用したい

68.6%

12.3%

16.6%

無回答

2.4%

回答数=625

病児・病後児保育施設等を利用したいと思わない理由

 病児・病後児を他人に看てもらうのは不安

地域の事業の質に不安がある

地域の事業の利便性（立地や利用可能時間、日数など）がよくない

利用料がかかる・高い

利用料がわからない

空きがなかった

親が仕事を休んで対応する

その他

無回答

利用したかったが
できなかった

利用したいとは思わない

　　　　　　　　 11.5％

　　　　　　　　　                    17.3％

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　   21.2％

   3.8％

　　　　　　　　　            15.4％

　　　　　　　　　 　　　　　 17.3％

      1.9％

2.9％

                    8.7％

0 10 20 30 40 50%

回答数=506

（複数回答）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 48.0％

 4.5％

                11.7％

　　　　　　　　　　　　　　　　　   28.7％

　　　　　 12.3％

 4.3％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  45.3％

　　　　　　　　　　　　　　　 25.5％

   1.2％



特に利用する必要がない

利用したい事業が地域にない

地域の事業の質に不安がある

地域の事業の利便性（立地や利用可能時間・日数など）がよくない

利用料がかかる・高い

利用料がわからない

自分が事業の対象者になるのかどうかわからない

事業の利用方法（手続き等）がわからない

その他

無回答
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不定期に利用している教育・保育事業等
回答数=1.258

（複数回答）

一時預かり

幼稚園の預かり保育

夜間養護等事業：トワイライトステイ

短期入所生活援助事業：ショートステイ

ベビーシッター

その他

利用していない

無回答

一時預かり

幼稚園の預かり保育

夜間養護等事業：トワイライトステイ

短期入所生活援助事業：ショートステイ

ベビーシッター

その他

5．子どもの不定期の教育・保育事業や宿泊を伴う一時預かり等の利用について

　私用、親の通院、不定期の就労などの目的で、不定期に「利用している」は少なく、89.9%が「利用していない」と回答

している。

  また、利用している日数は、「一時預かり」、「幼稚園の預かり保育」で、「20日以上」がそれぞれ34.0％、26.9％と最も高

くなっている。

　また、利用しない理由については、「特に利用する必要がない」が75.3%と最も高くなっている。

①不定期に利用している教育・保育事業等

0 20 40 60 80 100%

　 4.0%

  2.1%

0.1%

0.1%

0.2%

 0.7%

                                                                                  89.9%

   3.4%

不定期の教育・保育事業等を利用していない理由
回答数=1.131

（複数回答）

不定期に利用している教育・保育事業等の利用日数

16.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0%

4.0%

3.8%

50.0% 50.0%

11.1% 22.2% 22.2%11.1% 11.1% 11.1%11.1%

100.0%

100.0%

15.4% 23.1%7.7%

3.8%

26.9%19.2%

14.0%

回答数=1

回答数=2

回答数=9

回答数=50

回答数=26

回答数=1

1日 2日 3日 無回答４日 5日 6～10日 11～20日 20日以上

0 20 40 60 80 100%

34.0%

0 10 20 30 40 50 60 70 80％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　75.3%

6.6%

     3.5%

       4.9%

          16.6%

  8.3%

    11.1%

         15.1%

 7.3%

 0.4%
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　不定期の教育・保育事業を利用する必要の有無は、「利用する必要はない」が52.8%と、「利用したい」を上回って

いる。事業の利用を必要とする目的では、「私用（買物、子どもや親の習い事等）、リフレッシュ目的」が69.4％と最も

高く、次いで「冠婚葬祭、学校行事、子どもや親の通院等」が67.4%となっている。

　また、利用日数は、全体では「20日以上」が28.5％と最も高く、次いで「11～20日」が23.2％となっている。

②不定期の教育・保育事業を利用する必要の有無

回答数=487

不定期の教育・保育事業を利用する必要の有無 事業の利用を必要とする目的

利用したい

52.8%

38.7%

無回答

8.5%

回答数=1,258

利用する必要はない
不定期の就労

その他

無回答

私用（買物、子どもや親の習
い事等）、リフレッシュ目的

冠婚葬祭、学校行事、
子どもや親の通院等

0 10 20 30 40 50 60 70 80%

　　　　　　　　　　　　　　69.4％

　　　　　　　　　　　　　  67.4％

　　　 28.7％

    5.1％

  2.7％

　泊まりがけする事情があったかどうかでは、「なかった」が77.7%と、「あった」を大きく上回っている。

　対処法では、「親族・知人」が91.6％と最も高くなっている。その「親族・知人」の対処日数は、「1日」が33.8％と最も

高くなっている。

③泊まりがけで家族以外に子どもをみてもらう事情の有無

回答数=239

泊まりがけで家族以外に子どもをみてもらう事情の有無

あった

77.7%

19.0%

無回答

3.3%

回答数=1,258

なかった

全体

私用、リフレッシュ目的

冠婚葬祭、学校行事、子どもや親の通院等

不定期の就労

その他

不定期に利用したい教育・保育事業等の利用日数

5.1%

4.9%1.2% 2.1%

11.5% 20.7% 23.2%

5.3%

8.0% 8.0% 8.0%12.0% 12.0%

4.0%4.0%

24.0% 20.0%

4.6% 4.9%

13.1% 14.3%

3.4%

23.2% 10.1%23.8%

2.9%

7.9% 9.3%

2.1%

17.1% 19.3% 20.0% 19.3%

2.1%

6.8%

0.6%

11.5% 24.0% 14.8%18.3%17.8%

回答数=140

回答数=25

回答数=487

回答数=338

回答数=328

1日 2日 3日 無回答４日 5日 6～10日 11～20日 20日以上

0 20 40 60 80 100%

28.5%

2.7%

2.7%

0.9%

泊まりがけで家族以外に子どもをみてもらうときの対処法

親族・知人

その他

短期入所生活援助事業
（ショートステイ）

 仕方なく子どもだけで
留守番をさせた

 仕方なく子どもを
同行させた

認可外保育施設、ベビー
シッター等を利用した

0 20 40 60 80 100％

　　　　　　　　　　　　　　　91.6％

0.4％

0.4％

       10.9％

0.0％

0.8％
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親族・知人

短期入所生活援助事業（ショートステイ）

認可外保育施設、ベビーシッター等を利用

 仕方なく子どもを同行させた

その他

泊まりがけで家族以外に子どもをみてもらった時の対処別日数

33.8% 14.6% 11.0% 7.8%

50.0% 50.0%

57.7% 23.1% 19.2%

24.0%100.0%

100.0%

17.8%

回答数=26

回答数=2

回答数=219

回答数=1

回答数=1

1日 2日 3日 無回答４日 5日 6～10日 11～20日 20日以上

0 20 40 60 80 100%

17.8%

2.7%

4.6%

4.6%3.2%

7．子どもの土曜・休日や長期休暇中の定期的な教育・保育事業の利用希望について

　土曜日は、「利用する必要はない」が56.6%と最も高くなっている。日曜・祝日の「利用する必要はない」は78.5%とさ

らに高くなっている。開始時刻は、土曜日、日曜・祝日ともに、「8時」が最も高く、それぞれ52.6％、53.1％となっている。

終了時刻も「18時」がそれぞれ、30.2%、35.9%と最も高くなっている。

①土曜・休日や長期休暇中の定期的な教育・保育事業の利用希望の有無

終了時間

回答数=494

12時より前

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時以降

無回答

0 5 10 15 20 25 30 35％

開始時間

土曜日 日曜・祝日

定期的な教育・保育事業の利用の開始終了時間（土曜）

7時

8時

9時

10時

11時以降

無回答

定期的な教育・保育事業の利用の有無

利用する
必要はない

ほぼ毎週
利用したい

月1～2回は
利用したい

月1～2回は
利用したい

ほぼ毎週
利用したい

56.6% 利用する
必要はない

78.5%

8.3%

無回答

4.1%

無回答

6.3%

回答数=1,258

1.4%
31.0%

13.8%

0 10 20 30 40 50 60%

  10.3％

　　　　　　　　　　                             　52.6％

　                               32.4％

    2.8％

 0.6％

 1.2％

         8.1％

           8.7％

     2.2％

       7.1％

                       14.6％

                                                    26.1％

                                                              30.2％

     2.0％

 0.4％

 0.6％
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　幼稚園利用者の夏休み・冬休みなどの長期休暇期間中の教育・保育事業の利用について「休みの期間中週に数日利用

したい」が47.2%と最も高くなっている。開始時刻は、「9時」が67.8％と最も高く、終了時刻は、「15時」が43.3%と最も

高くなっている。

②幼稚園利用者の教育・保育事業の利用希望［長期休暇］

終了時間

回答数=90

12時より前

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時以降

無回答

0 10 20 30 40 50％

開始時間

長期休暇期間中

教育・保育事業の利用の開始終了時間［幼稚園利用者］

7時

8時

9時

10時

11時以降

無回答

教育・保育事業の利用希望［幼稚園利用者］

利用する必要
はない

休みの期間中、
週に数日利用
したい 休みの期間中、

ほぼ毎日利用
したい

24.2%

28.1%

47.2%

回答数=128

0 5 10 15 20 25 30 35 40％

0 10 20 30 40 50 60 70%

終了時間

回答数=192

12時より前

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時以降

無回答

開始時間

定期的な教育・保育事業の利用の開始終了時間（日曜・祝日）

7時

8時

9時

10時

11時以降

無回答

0 10 20 30 40 50 60%

            5.7％

     2.6％

0.5％

          4.7％

                 14.1％

                                                     30.7％

                                                                 35.9％

       3.6％

 1.0％

 1.0 ％

   10.9％

                                                                53.1％

                             29.7％

      4.7％

0.5％

1.0％

0.0％

　　　　　　　 28.9％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 67.8％

　2.2％

 1.1％

0.0％

     8.9％

  1.1％

                 16.7％

                                                                43.3％

                       20.0％

        4.4％

        4.4％

  1.1％

0.0％

0.0％

5.5%

無回答



無回答 2.5%

11.6%
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利用していない

利用している今後利用したい 7.7%

78.1%

回答数=1,258

8．地域子育て支援事業の利用状況について

　子育て支援センターを「利用していない」は78.1%と非常に高くなっている。また、利用している人の中では、「月1

回」が33.6％と最も高く、次いで「月2回」が15.8％となっている。

①子育て支援センターの利用の有無

子育て支援センターの希望利用回数

子育て支援センターの利用の有無

2.7% 1.4% 2.7% 1.4%

回答数=146

9.6% 6.8% 10.3% 4.8%11.0% 33.6% 15.8%

0 20 40 60 80 100%

週1回 週2回 週3回

週4回

無回答

週5回

月1回 月3回月2回

月4回 月5回以上　
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　「知っている」と回答した割合が高いのは、「保育所や幼稚園の園庭等の開放」が80.1％、「両親学級、親子教室、育児相

談」が75.0%となっている。「これまでに利用したことがある」と回答した割合が高いのも、「保育所や幼稚園の園庭等

の開放」が53.3％、次いで「両親学級、親子教室、育児相談」が38.7%となっている。また、「今後利用したい」と回答した

割合が高いのは、「子育て情報アプリ えっつぶ」が48.1％、次いで「保育所や幼稚園の園庭等の開放」が44.8%となって

いる。

②子育てに関する事業の認知状況

子育てに関する事業の認知状況

75.0%

38.7%

42.0% 41.5% 16.5%

49.0% 12.2%

17.4% 7.6%

回答数=1,258

はい いいえ 無回答

0 20 40 60 80 100%

知っている

利用したことがある

今後利用したい

知っている

利用したことがある

今後利用したい

知っている

利用したことがある

今後利用したい

知っている

利用したことがある

今後利用したい

知っている

利用したことがある

今後利用したい

知っている

利用したことがある

今後利用したい

知っている

利用したことがある

今後利用したい

知っている

利用したことがある

今後利用したい

知っている

利用したことがある

今後利用したい

●両親学級、親子教室、育児相談

●家庭教育サロン(相談事業)

●保育所や幼稚園の園庭等の開放

●子ども・子育て総合相談窓口

●子育て支援センターの情報・相談事業

●公民館の子育てサークル

●児童館の親子教室・赤ちゃん教室

●子育て応援誌

●子育て情報アプリ えっつぶ

55.4%37.8%

21.6% 62.3% 16.1%

80.1%

68.7%

65.6%

54.8%

64.5%

33.1%

38.7% 46.5% 14.8%

54.8% 12.2%

46.2%

56.9% 35.4% 7.7%

46.7% 7.1%

27.7% 7.8%

38.2% 7.0%

26.9% 7.6%

24.3% 7.0%

11.4% 8.5%

6.8%

82.3% 15.2%

53.3%

44.8% 38.5% 16.8%

36.2% 10.6%

76.7%

32.8% 51.2% 16.0%

13.9%9.4%

28.0%

37.6% 16.0%46.4%

59.1% 13.0%

21.2%

32.4% 52.0% 15.6%

65.7% 13.1%

20.5%

45.4% 39.4% 15.2%

65.3% 14.1%

21.9%

48.1% 37.3% 14.6%

65.6% 12.6%

2.5%



無回答

4.3%

20.3%

23.5%

19

幼稚園、認定こども
園（幼稚部）を利用
する

その他

3.4%

48.5%

回答数=557

9．2019年10月に予定している3～5歳児の幼児教育・保育の無償化について

　3歳未満の子どもをもつ場合、「フルタイムの就労をし、保育所、認定こども園（保育部）を利用する」が48.5%と最も

高い。また、3歳以上の子どもをもつ場合では、「変わらず保育所、認定こども園（保育部）を利用する」が68.1％と最も高

くなっている。

3～5歳児の幼児教育・保育が無償化になった場合の考え

フルタイムの就労
をし、保育所、認定
こども園(保育部)を
利用する

パート・アルバイト等の就労をし、
保育所、認定こども園(保育部)を
利用する

［子どもが3歳未満］ 回答数=700

無回答

7.4%

18.1%

68.1%

変わらず、幼稚園、
認定こども園（幼
稚部）を利用する

変わらず、保育所、認定こども園
(保育部)を利用する

0.1%

3.1%

3.0%

フルタイムの就労をし、幼稚園、認定こども園（幼稚
部）から保育所、認定こども園(保育部)を利用する。

保育所、認定こども園(保育部)から幼稚園、
認定こども園（幼稚部）に変更する。

パート・アルバイト等の就労をし、幼稚園、
認定こども園（幼稚部）から保育所、認定こ
ども園(保育部)に変更する。

［子どもが3歳以上］

3～5歳児の幼児教育・保育が無償化になった場合の考え
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低学年の間、放課後の時間を過ごさせたい週あたり日数［就学前児童］

6.9% 16.8% 14.9%

26.1% 30.4%

2.2% 2.2%

6.5% 32.6%

48.0% 36.0% 13.3%

2.7%

17.9% 10.7% 7.1% 10.7% 53.6%

62.5% 12.5%

4.2%

20.8%

42.9% 42.9% 14.3%

31.3% 31.3%25.0% 6.3% 6.3%

4.5%

73.0%12.6% 5.4%

1.8% 1.8% 0.9%

5.9%

2.0% 2.0%

50.5%

回答数=28

回答数=24

回答数=111

回答数=14

回答数=16

回答数=101

回答数=46

回答数=75

1日 2日 3日 無回答４日 5日 6日 7日

0 20 40 60 80 100%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

児童館

放課後子ども教室

放課後児童クラブ〔学童保育〕

スポーツ少年団

その他（公民館、公園など）

1.0%

習い事（ピアノ教室、サッカー
クラブ、学習塾など）

低学年の間、放課後児童クラブの利用を終了したい時刻[就学前児童］

回答数=111

16時

17時

18時

19時

無回答

0 10 20 30 40 50 60%

  1.8%

                                                                                     46.8%

                                                                                       47.7%

 0.9%

     2.7%

10．放課後の過ごし方について

低学年の間、放課後の時間を過ごさせたい場所［就学前児童］

回答数=253
(複数回答)

                                                  39.9%

                18.2%

                                  29.6%

     11.1%

     9.5%

                                                        43.9%

5.5%

 6.3%

  7.5%

　就学前児童の放課後の時間を過ごさせたい場所では、「放課後児童クラブ」が43.9%と最も高く、次いで「自宅」が

39.9%となっている。

　また、週あたりの日数では、「週に5日」と回答した割合が高いのは、「放課後児童クラブ]で73.0％、「児童館」で

53.6％となっている。

①低学年の間、放課後の時間を過ごさせたい場所［就学前児童］

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）

児童館

放課後子ども教室

放課後児童クラブ〔学童保育〕

スポーツ少年団

その他（公民館、公園など）

無回答

0 10 20 30 40 50 60 70 80％
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放課後の時間を過ごしている場所の週あたり日数［小学生］

1日 2日 3日 無回答４日 5日 6日 7日

0 20 40 60 80 100%

9.8% 12.9% 11.2%

1.7%

24.3% 20.0% 5.7% 14.3% 1.4%

1.4%2.9%

0.5% 0.5%

30.0%

35.9% 32.8% 17.4% 6.7% 6.2%

15.8% 15.8% 10.5% 5.3% 52.6%

88.2% 5.9% 5.9%

9.7% 43.5% 38.7%

4.8% 3.2%

47.4% 31.6%15.8% 5.3%

10.1% 10.1%

3.4%3.4%

11.8% 61.3%

8.5% 47.5%

回答数=19

回答数=17

回答数=119

回答数=62

回答数=19

回答数=295

回答数=70

回答数=195

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

児童館

放課後子ども教室

放課後児童クラブ〔学童保育〕

スポーツ少年団

その他（公民館、公園など）

7.5%

1.0%

習い事（ピアノ教室、サッカー
クラブ、学習塾など）

放課後児童クラブの利用終了時刻［小学生］

回答数=119

16時

17時

18時

19時

無回答

0 10 20 30 40 50 60%

   1.7%

                                                               36.1%

                                                                                                               58.8%

   1.7%

   1.7%

　小学生が現在過ごしている場所は、「自宅」が67.8%と最も高く、次いで「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学

習塾など）」が44.8%なっている。

　週あたりの日数では、「週に5日」と回答した割合が高いのは、「放課後児童クラブ」で61.3％、「児童館」で52.6％と

なっている。

　また、放課後児童クラブ利用の希望理由は、「就労しており、子どもの面倒をみる人がいないから」が89.8%と最も高

くなっている。

②放課後の時間を過ごしている場所［小学生］

放課後の時間を過ごしている場所［小学生］

回答数=453

(複数回答)

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）

児童館

放課後子ども教室

放課後児童クラブ〔学童保育〕

スポーツ少年団

その他（公民館、公園など）

無回答

0 10 20 30 40 50 60 70 80%

                                                                                             67.8%

           16.1%

                                                         44.8%

      4.4%

     3.9%

                              27.4%

         14.3%

      4.4%

0.7%
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高学年の間、放課後の時間を過ごさせたい場所

回答数=253

回答数=453

(複数回答)

就学前児童
小学生

　就学前児童、小学生ともに、「自宅」がそれぞれ64.0%、78.4%と最も高く、次いで「習い事(ピアノ教室、サッカーク

ラブ、学習塾など）」がそれぞれ43.5%、45.5%となっている。

　また、週あたりの日数で「週に5日」と回答した割合が高いのは、就学前児童、小学生ともに、「自宅」が48.8％、

47.5％、次いで「放課後児童クラブ」が45.5％、40.7％となっている。

③高学年の間、放課後の時間を過ごさせたい場所

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）

児童館

放課後子ども教室

放課後児童クラブ〔学童保育〕

スポーツ少年団

その他（公民館、公園など）

無回答

0 10 20 30 40 50 60 70 80％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　64.0%

               17.8%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 43.5%

6.7%

  8.3%

                      21.7%

         14.6%

6.7%

    9.5%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                   78.4%

　　　　　17.9%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45.5%

    3.0%

       4.8%

　　　13.6%

　　　　　　20.7%

      4.4%

 1.6%

高学年の間、放課後児童クラブの利用を希望する理由

求職中、または就労予定であり、
子どもの面倒をみる人がいないから

その他　

就労しており、子どもの面倒を
みる人がいないから

89.8%

無回答

1.7%

1.7%
6.8%

回答数=59



1.7% 3.4%3.4%
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［就学前児童］

高学年の間、放課後の時間を過ごさせたい場所の週あたり日数

8.0% 16.0% 7.4% 48.8%16.0%

26.7% 22.2% 13.3%

2.2%

31.1%

4.4%

37.8% 41.4% 16.2%

3.6%

29.4% 5.9%

5.9%5.9%5.9%5.9%

5.9%5.9%17.6% 11.8% 23.5%

57.1% 9.5% 14.3%

4.8%4.8%

9.5%

35.1% 35.1% 24.3%

2.7%2.7%

47.1% 11.8%17.6%

5.5% 12.7% 23.6% 9.1% 45.5%

3.6%

1.2%

回答数=17

回答数=21

回答数=55

回答数=37

回答数=17

回答数=162

回答数=45

回答数=111

1日 2日 3日 無回答４日 5日 6日 7日

0 20 40 60 80 100%

0 20 40 60 80 100%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

児童館

放課後子ども教室

放課後児童クラブ〔学童保育〕

スポーツ少年団

その他（公民館、公園など）

1.9%

0.6%

0.9%
習い事（ピアノ教室、サッカー

クラブ、学習塾など）

［小学生］

6.5% 15.5% 13.5% 8.8%

2.6%

47.5% 5.0%

25.6% 30.8% 9.0% 5.1% 25.6%

1.3% 1.3%

1.3%

0.5%

28.8% 36.9% 19.7% 7.6% 5.1%

1.5%

30.8% 15.4%23.1% 23.1%7.7%

81.0% 14.3%

4.8%

18.9% 47.8% 26.7%

3.3%3.3%

31.6% 31.6%26.3% 5.3%5.3%

16.9% 28.8%

5.1%

40.7%

回答数=13

回答数=21

回答数=59

回答数=90

回答数=19

回答数=341

回答数=78

回答数=198

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

児童館

放課後子ども教室

放課後児童クラブ〔学童保育〕

スポーツ少年団

その他（公民館、公園など）

0.6%

習い事（ピアノ教室、サッカー

クラブ、学習塾など）

高学年の間、放課後児童クラブの利用を終了したい時刻

回答数=55

回答数=59

就学前児童
小学生

16時

17時

18時

19時

無回答

0 10 20 30 40 50 60 70 80%

0.0%

                                                           45.5%

                                                  40.0%

　   3.6%

     10.9%

0.0%

                                 28.8%

                                                                                    61.0%

0.0%

    10.2%



［小学生］
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　放課後児童クラブの土曜日の利用希望について、就学前児童は「利用する必要はない」が59.1%と最も高くなっ

ている。小学生でも「利用する必要はない」が81.1%と最も高くなっている。開始時刻は就学前児童、小学生ともに、

「8時」が半数を超え、終了時刻も「18時」が半数近くになっている。

④放課後児童クラブの利用希望（土曜日）

回答数=55回答数=38

放課後児童クラブの利用を開始したい時間［土曜日］

7時

8時

9時

無回答

放課後児童クラブの利用希望［土曜日］

低学年の間は
利用したい

高学年になっても
利用したい

利用したい

20.0%

利用する必要はない利用する必要はない

81.1%

13.0%

無回答

7.8%

無回答

6.2%

59.1%

12.6%

0 10 20 30 40 50 60%

［就学前児童］

［小学生］［就学前児童］

回答数=435回答数=115

7時

8時

9時

無回答

0 10 20 30 40 50 60 70 80%

                  21.1％

                                                                    55.3％

          15.8％

 7.9％

 12.7％

                                                       61.8％

       18.2％

       7.3％

回答数=55回答数=38

13時より前

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時以降

無回答

放課後児童クラブの利用を終了したい時間［土曜日］

13時より前

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時以降

無回答

［小学生］［就学前児童］

0 10 20 30 40 50％0 10 20 30 40 50％

     10.5％

   7.9％

0.0％

     2.6％

0.0％

                                          31.6％

                                                             42.1％

     2.6％

     2.6％

   1.8％

  7.3％

          5.5％

          5.5％

       3.6％

                         21.8％

                                                                   45.5％

          5.5％

       3.6％



［小学生］
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　日曜・祝日の利用希望について、就学前児童､小学生ともに、「利用する必要はない」が8割を超えている。開始時刻は就

学前児童、小学生ともに、「8時」が半数を超えている。終了時刻は就学前児童が、「17時」及び「18時」が41.7％と最も高

く、小学生は、「17時」が44.0％と最も高くなっている。

⑤放課後児童クラブの利用希望（日曜・祝日）

回答数=25回答数=12

回答数=25回答数=12

放課後児童クラブの利用を開始したい時間［日曜･祝日］

7時

8時

9時

無回答

放課後児童クラブの利用希望［日曜･祝日］

無回答

7.0% 5.2%

82.6%

5.2%

無回答

7.6% 5.7%

86.7%

0 10 20 30 40 50 60% 0 10 20 30 40 50 60%

［就学前児童］

［小学生］［就学前児童］

13時より前

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時以降

無回答

放課後児童クラブの利用を終了したい時間［日曜･祝日］

13時より前

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時以降

無回答

［小学生］［就学前児童］

回答数=435回答数=115

7時

8時

9時

無回答

0 10 20 30 40 50％0 10 20 30 40 50％

                        25.0％

                                                                        58.3％

 8.3％

 8.3％

          16.0％

                                                                     56.0％

                20.0％

 8.0％

低学年の間は利用したい

高学年になっても利用したい

利用したい

利用する必要はない利用する必要はない

0.0％

0.0％

0.0％

0.0％

0.0％

                                                            41.7％

                                                            41.7％

    8.3％

    8.3％

0.0％

　    4.0％

0.0％

       4.0％

0.0％

                                                                44.0％

                                                  36.0％

        12.0％

0.0％



［小学生］
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　夏休み・冬休みなどの長期休暇中の利用希望について、就学前児童は、「低学年の間は利用したい」が42.7％と最も高

い。小学生は、「利用したい」が49.0％と「利用する必要はない」を若干上回っている。開始時刻は就学前児童、小学生と

もに、「8時」が半数を超えている。終了時刻は、就学前児童は、「17時」が44.7％と最も高く、小学生は、「18時」が46.9％

と最も高くなっている。

⑥放課後児童クラブの利用希望（長期休暇）

回答数=25回答数=12

回答数=25回答数=12

放課後児童クラブの利用を開始了したい時間［長期休暇］

7時

8時

9時

無回答

放課後児童クラブの利用希望［長期休暇］

無回答

12.6%

42.7%20.2%

24.5%

無回答

2.8%

49.0%
48.3%

0 10 20 30 40 50 60%

［就学前児童］

［小学生］［就学前児童］

13時より前

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時以降

無回答

放課後児童クラブの利用を終了したい時間［長期休暇］

13時より前

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時以降

無回答

［小学生］［就学前児童］

回答数=435回答数=253

7時

8時

9時

無回答

0 10 20 30 40 50％0 10 20 30 40 50％

低学年の間は
利用したい

高学年になっても
利用したい

利用したい利用する必要
はない

利用する必要
はない

0 10 20 30 40 50 60 70 80%

          10.3％

                                                     60.6％

              24.9％

    4.2％

      12.9％

                                                               51.8％

                                  32.4％

    2.9％

     3.5％

0.6％

 1.2％

       4.1％

   8.2％

                                                                 44.7％

                                               34.7％

   2.4％

0.6％

 0.9％

 0.9％

 0.9％

6.6％

        12.2％

                                    28.2％

                                                                     46.9％

    2.8％

0.5％



無回答

無回答

5.5%

30.3%

15.4%

1.9%0.6%
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子どもが生まれた時の育児休業の取得状況

取得した（取得中）

取得した（取得中）取得していない

取得していない

働いていなかった

働いていなかった

8.0%

56.2% 82.0%

回答数=1,258

育児休業を取得しなかった理由
回答数=1042

（複数回答）

11．育児休業など職場の両立支援制度について

　育児休業について、母親は、「取得した（取得中）」が56.2%と最も高いの対し、父親は、「取得していない」が82.0％と

最も高くなっている。取得しなかった理由は、「配偶者が取得した」が38.6％と最も高く、次いで「仕事が忙しかった」が

25.3％、「職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった」が24.0％となっている。

　また、育児休業を取得した母親の76.8％、父親の95.8％は、現在は職場に復帰している。

①育児休業の取得状況［父親・母親］

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

産休後に）仕事に早く復帰したかった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだった

収入減となり、経済的に苦しくなる

保育所などに預けることができた

配偶者が育児休業制度を利用した

配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、制度を利用する必要がなかった

子育てや家事に専念するため退職した

職場に育児休業の制度がなかった

有期雇用のため育児休業の取得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを知らなかった

産前産後の休暇を取得できることを知らず、退職した

その他

無回答

「母親」 「父親」

無回答

0.3% 4.2%

取得していない

職場に復帰した 職場に復帰した

現在も育児休業中

現在も育児休業中

17.4%

5.5%

76.8% 95.8%

回答数=24回答数=707「母親」 「父親」

0 5 10 15 20 25 30 35 40%

　　　　　　　　　　　　　　　　  　24.0%

　　　　　　　　　　　　　　　　　      25.3%

  0.8%

3.6%

3.3%

　　　　　　　　　　　　　　　　　 23.5%

   1.2%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       38.6%

　　　　　　　　　　　　　　  20.5%

3.2%

　　　　8.2%

  1.1%

     2.0%

 0.3%

   5.0%

　　　　　　　　　   15.5%

育児休業取得後の職場復帰状況



無回答 無回答

28.0%

13.0%
4.3％
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年度初めの入所の
タイミング以外

年度初めの入所の
タイミング以外

年度初めの入所に合
わせたタイミング

年度初めの入
所に合わせた
タイミング

2.0%

70.0% 82.6%

回答数=23回答数=543

　復帰のタイミングは父親、母親ともに、「年度初めの入所のタイミング以外」がそれぞれ82.6%、70.0 %と非常に高

くなっている。母親の職場復帰時の子どもの年齢は、「実際」は1歳6ヶ月未満が90.2％になっているが、「希望」は1歳

6ヶ月未満が44.1%、1歳6ヶ月以上が46.5%となっている。

②育児休業後復帰のタイミング［父親・母親］

　希望と異なり早く復帰した理由は、母親は「経済的な理由で早く復帰する必要があった」が34.7％と最も高くなって

いる。希望と異なり遅く復帰した理由で、母親は「その他」が41.2％と最も高く、次いで「希望する保育所に入れなかっ

たため」が29.4％となっている。

③希望と異なる育児休業後の職場復帰について［父親・母親］

「母親」 「父親」

6ヶ月未満 6ヶ月～1歳未満 1歳～1歳6ヶ月未満 1歳6ヶ月～2歳未満 2歳～2歳6ヶ月未満

2歳6ヶ月～3歳未満 3歳～3歳6ヶ月未満 3歳6ヶ月以上 無回答

32.0%
0.9%

0.6%
0.6%
0.4%

1.7%

52.5%5.7% 5.7%

39.8%

0.6% 0.6%1.7%

23.0%

3.7%

13.1% 8.1% 9.6%

回答数=715

回答数=715

回答数=23

回答数=23

47.8% 47.8%

60.9%30.4%

4.3% 4.3%

4.3%

0 20 40 60 80 100%

母親［実際］

母親［希望］

父親［実際］

父親［希望］

希望より早く復帰した理由
回答数=366

回答数=12

(複数回答)

母親
父親

希望する保育所に入るため

配偶者や家族の希望があったため

経済的な理由で早く復帰する必要があった

人事異動や業務の節目の時期に合わせるため

その他

無回答

0 10 20 30 40 50%

                        14.8%

   5.7%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             34.7%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29.0%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31.7%

4.4%

          
          8.3%

                                                  25.0%

                             16.7%

                             16.7%

                                                                                                                 50.0%

0.0%

育児休業後の復帰のタイミング

育児休業から職場復帰時の子どもの年齢
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希望より遅く復帰した理由｢母親］

回答数=17
(複数回答)

希望する保育所に入れなかったため

自分や子どもなどの体調が思わしくなかったため

 配偶者や家族の希望があったため

 職場の受け入れ態勢が整っていなかったため

 子どもをみてくれる人がいなかったため

その他

無回答

※父親については該当なし

0 10 20 30 40 50%

                                                                        29.4%

                                17.6%

0.0%

　  5.9%

     5.9%

                                                                                           41.2%

     5.9%

無回答

0.4%

無回答

0.9%

16.8%

まあそう思う

あまりそう
思わない

全くそう思わない

わからない

そう思う

13.6%

そう思う

11.8%

3.1%

45.5%

22.3%

まあそう思う

あまりそう
思わない

46.9%

22.5%

12．越前市のこれまでの子どもの施策について

　子どもを産みやすい環境であるかについて、就学前児童、小学生ともに、「まあそう思う」が最も高く、それぞれ

45.5%､46.9％となっている。

①越前市が子どもを産みやすい環境であるかについて

　子どもを育てやすい環境であるかについて、就学前児童、小学生ともに、「まあそう思う」が最も高く、それぞれ

50.2% ､53.1％となっている。

②越前市が子どもを育てやすい環境であるかについて

わからない

12.2%

越前市が子どもを産みやすい環境であるか

［小学生］［就学前児童］

全くそう思わない

3.9%

無回答

0.7%

無回答

0.5%

18.5%

まあそう思う

あまりそう
思わない

全くそう思わない

わからない

そう思う

14.5%

そう思う

9.9%

1.9%

50.2%

18.8%

まあそう思う

あまりそう
思わない

53.1%

20.7%

回答数=435回答数=1,258

回答数=435回答数=1,258

わからない

8.3%

越前市が子育てしやすい環境であるか

［小学生］［就学前児童］

全くそう思わない

3.0%
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無回答 1.0% 無回答 0.9%

6.2%

なんとなく不安
や負担を感じて
いる

なんとなく不安
や負担を感じて
いる

あまり不安
や負担を感
じない

あまり不安
や負担を感
じない

全く感じない 全く感じない

どちらともいえない どちらともいえない

非常に不安や負担を感じる 非常に不安や負担を感じる

6.7%

12.2%

5.5%

44.4%30.7% 42.8%32.6%

回答数=435回答数=1,258

13．子育てについて

　子育ての不安や負担について、就学前児童、小学生ともに、「まあそう思う」が最も高く、それぞれ44.4%､42.8％と

なっている。次いで「あまり不安や負担を感じない」がそれぞれ、30.7％、32.6％となっている。

子育ての不安や負担などについて

10.6%

子育ての不安や負担などについて

［小学生］［就学前児童］

6.4%
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14．自由意見［就学前児童］

○自然(野外)の中で遊べるイベントはとても良いと思う

○子どもと一緒に体験出来るイベントにはいろいろ参加したいと思っています。いろんなジャンルの体験を企画して

欲しいです

○父親が仕事で忙しく、子どもの遊び相手ができない事及び祖父母が近くに住んでいないことから子の遊び相手がい

つも母親なのですが、男の子の遊び相手をするのに体力や技術、知識の面で限界を感じています。例えば虫捕り、魚獲り

等。そういった外遊びや自然の中での遊び等を教えて下さったり、一緒にして下さる場所や集まりがあったら利用した

いです

○【問32】福井市に比べると公民館などでの催し物が少なく感じる　

○金銭的に塾や習い事は利用料があるのでできるだけ安価に本当に触れさせる(芸術やスポーツ)体験の出来る所が欲

しい

○支援センター、中央公園、サンドーム横の公園、丹南総合公園など、子育て世帯にとって居場所を作ってくださりあり

がとうございます。強いて希望を言うと、雨や雪など天気の悪い日に過ごせる場所を作ってほしいです

○室内の遊び場がもっと充実すると良い（切実）

○小さい子（０～２歳）が遊べる施設が少ない

○室内の遊び場が少ないので増やして欲しい。有料でも構わないので、小松市にあるボーネルンドがプロデュースした

カブッキーランドみたいなところ

○子供を遊ばせる施設としてエンゼルランドやこども家族館のようなコストがかからずのびのびと天候に左右されず

楽しめる施設が丹南地域にもあると良いと思います。中央公園の整備や図書館19時までの開館をとてもありがたく思

います。雨や雪の多い時期に子供が走ったり体を動かせる場所を希望しています

○雨の日など天気の悪い時に利用出来る施設を充実させて欲しい

○だるまちゃん広場のおかげで外で遊ぶ機会が増えたと思います。屋内で遊べる場所や入院できる医療機関が出来る

とさらに住みやすさを感じると思います

○休日中に雨の場合、外で遊ぶことができないので室内で遊べるような場所がもっと増えるといいなぁと思います

○雨天時に遊べる施設が少ない。エンゼルランドのような中でも外でも遊べる施設が増えて欲しい　

○室外の遊び場や公園はたくさんあるが、室内の遊び場が殆どなく雨や雪が降ると子供の遊ぶ場所が少ないので、室内

の遊び場をもっと増やして欲しい

○子育て支援施設や地域での子供と関わる事が出来る機会も多くあり子育てに対してとても充実しているなと感じま

す。ただ冬や雨の日が多い北陸で、屋内で遊べる施設(小学生くらいも)がもっと増えると嬉しいなと感じます

○保育園の時間帯、曜日の充実を願っています。少しお金がかかってもいいので園や学童、小学校で移動せずカル

チャースクールみたいなのができたらありがたい。親や地区の人等を利用して勉強会や工作会などあると良いなぁ。昔

は親や親族がいろいろ知識や知恵を見せてくれていたけど、今はそういう場も時間もなければ安心して人にも見ても

らえない。学校や保育園内なら親も安心できるし、地域の人の事も覚えられる。だるまちゃん公園は本当にありがたい。

屋内巨大公園も出来ると良いなぁ

○だるまちゃん広場のような大きな公園や室内遊び場がもっと増えたら子育てしている親はすごく助かると思います

○屋内、外どちらとも遊び場を増やして欲しい　

○子供が小さく2人、3人いるとなると外へ出るのが簡単にいかないことも多く、なかなか時間通り、予定通りに物事が

進まない事も多いです。自分のペースでゆったりと遊べる場所はとても大事だと思います。中央公園のような大型遊具

の所は勿論大歓迎ですが、もう少し屋根付き(orテント等)の広場が身近にあると強い日差しや雨も気にせず遊べるか

なと思います

○屋内で子供が遊べる施設が欲しい　　

○だるまちゃん広場ができたことは本当に有難く感じていますが、ルールをつくることも必要かと思います。特にトラ

ンポリン。大きい子も小さい子も入り交り何度も危ないと感じる状況を見ています。正直、大きい子（小学生高学年や中

学生）が居るとトランポリンをやりたがっても危なかしっくて行かせられません。雨天時にダイナミックに遊べる施設

があるといいなと思います

○雨や天候の悪い日に無料で遊ばせられる室内の広い施設が欲しい。だるまちゃん広場ができてとても良かったので

屋内の施設も充実させて欲しい

○雨の日に子供と行ける場所がもっとあると良いなと思う(いつも家に居て退屈そうなので)。

○だるまちゃん広場が出来た事は大きいと思う。子供を遊ばせる場所の選択が増えた。今後はエンゼルランドの様に室

内での子供と一緒に過ごせる施設ができるともっと外へ出ようと思える

遊び場・支援センター
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○子供の遊び場(公園等)近年多数設置、新設して下さり充実してきたと思いますが、冬場の活動出来る場所(屋内で遊べ

る遊具等)が貧しいと思います。冬場はただでさえ外出する機会が減る為、そのような施設が近くにあると子供達も家

で引きこもる事が減ると思われます

○小さい間はいろんな体験をさせたいが、雨の日に遊べる施設が少ない。天候に関わらず体を動かして遊べる所が欲しい

○制度については満足していますが、雨や雪が降った時に無料でお兄ちゃん(現在3歳)が思いっきり遊べる屋内施設が

近くにあったら嬉しいです。弟が小さいと長い事外にも居られないので…(ex、加賀ニコニコパーク、大飯町家族館(広

いボールプール））

○子供が外で遊べる場(だるまちゃん広場等)が増えているのはとても嬉しく思う。まだ歩けない子がたっぷり遊べる

ような室内施設がもっと増えて行って欲しいと思います

○屋内施設で遊べる所が欲しい

○雨の日でも子どもの遊べる施設等あると嬉しいです。エンゼルランドのような室内での学び、遊べる所など…。大規

模な商業施設があると買い物、遊びに行けるので嬉しいです

○悪天候でも遊べる室内の遊び場（無料か格安の）　

○雨が降った場合、子供を遊ばせる場所が無い。広い家屋で遊ばせたい　　

○土曜、日曜でも親子で遊べる施設が近くにあるといいなと思う　

○子供を遊ばせる環境が少ない(室内があると良い）が、だるまちゃん公園はとても良いと思う。市内にある(町内)公園

の管理がとても悪い。トイレが汚かったり、雑草だらけだったり、良い公園が沢山あるのにもったいないと思う

○休日に無料(or安く)で過ごせる(遊べる)屋内施設が欲しい。・雨や雪の日　・ショッピングセンター内で無い所　・近

場　・広い場所　・母(子育てをしている人)の交流の場

○雨が降ったりすると遊べる場所が少ない

○遊び場として無料で利用出来る室内で走り回れるような施設があるとよい(小松市の航空プラザのような）

○雨の日、家の中で過ごすと子供にイライラする事が増える気がします。雨の日でも遊べる無料公共室内遊び場を造っ

て欲しいです

○平日、休日、祝日に室内で遊べる施設が欲しい。遊具等ほとんどなくても良いので、無料で開放してくれる体育館や短

時間保育、幼稚園など早いお迎えの時は園でそのまま親と遊べるスペースをつくるetc

○天気が悪い事が多いので、屋内で遊べる施設があるといい

○雨でも利用出来る子供向けの遊び場が欲しい

○屋内施設があれば雨の日等も子どもと一緒に体を動かすことが出来る

○公園がたくさんあるので良い。室内で遊べるとところが少ない(赤ちゃんのみのところが多い)。

○天候が悪い休日に遊ばせる場所が少ない　

○体を動かしたり、家族で気軽に使用できる体育館などがない。分からない(団体でないと借りれない？）。空いていれ

ばフリーで使用出来る体育施設を造って欲しい　

○休日の子供との時間に負担を感じています。父が土日祝は仕事があり、一人で3人みるので辛いです。たまに祖母に預

けたりしますが、毎週というわけにはいきません。無料で遊べる屋内遊園地のような場所を求めています。子供3人だと

ちょっと遊びに行くだけでお金がかかります。助けて欲しいです。新しい施設が出来ますように

○越前市は支援センターや公民館、児童センターの育児サポートが充実していると感じとても満足しています。郊外

(八ツ杉、坂口等)での親子イベントやだるまちゃん広場等の遊び場もありがたいと感じます。一方で中学生や小学校高

学年以降の子供が楽しめる遊び場、学びの場は少なく感じています。家庭、学校、塾、習い事以外にも子供達の居場所が

あると良いと思います

○室内で遊べる施設があると良いと思う

○公園に遊べる遊具が少ない。雨の日に遊ぶ場所が少ない

○教育に関しては実際数カ所の園(幼・保両方)に赴き、希望の園に入る事ができたので良かったです。公園もここ数年で

新しく整備された所が数カ所あり、子供達も楽しむ事ができています。ただ冬になるとどうしても遊ぶ場所が限られて

くるので、土日などに子どもが楽しめるイベントがあるといいなぁと思います(雪遊びのような身体を動かせることも

含めて)　

○屋内で遊べる施設があるといいと思う。外で遊べる所は沢山あるが、雨の日でも遊べるようになると良いと思う。

ボーリングなどの施設もあるといい。他の市まで行くよりは市内で遊びたい

○子供の遊べる施設が少ない様に思う。ショッピングモール等も少ない為、市外に行くようになってしまう。だるまちゃ

ん広場はとても良いが、中学生以上の子がサッカーをしていたりして、幼い子を広場で遊ばせる時、危険な時がある

○小松にあるような雨の日でも子供が遊びやすい施設を増やして欲しい

○屋内遊具が充実した施設があると良い(雨や雪の日は遊び場に困っています）

○園開放や支援センター等のイベントが平日が多いので土日に行く場所があまりありません

○子供が安心して遊べる、学べる環境になって欲しい
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○土日も利用出来る支援センターや児童館が欲しい　　

○｢子供が多いのは親が好きで産んでいる」となってしまい、なかなか助けを求められません。確かに好きで産んだので

すが、しんどい時期もあり助けて欲しい時も多いのですが、受け皿が少なく感じる事があります。0歳～小学校までが一

緒に過ごすのはなかなかです。児童館はよく利用させて頂きとても助かっていますが、そういう場所が近くに少なく、

増えるといいなぁと思っています

○越前市には屋内で子供が遊べる施設が少ないと思います。今後屋内で遊べる施設を増やして欲しい。

○０歳児の子供でもおもっきり遊べるような施設をもっと増やして欲しい　

○雨の日でも遊べる室内の遊び場が欲しいです

○公園など冬になるにつれ行けなくなり、室内に限られるが走れないし運動ができない　

○室内で遊べる施設がもう少しあると良いなと思う。雨が多いので家の中だとなかなか体を動かして遊べない

○体を動かすのが好きな子は今の市内の屋内遊具だと物足りない。

○あとは室内、屋内で遊べる場所(武生体育館開放とかでも良い)があると雨、雪の日に助かります。ゲームセンターとか

はいつもだと困るので…

○雨の日でも遊べる室内の遊び場が他にも数カ所欲しい　

○中央公園をよく利用させてもらっています。子供もよく遊び満足しています。冬にも遊べるように雪山(そり滑り)な

どあったらいいな

○休日、雨天時子供(4歳、1歳)を連れて遊べる施設が少ない

○室内で遊べる施設を設けて欲しい

○越前市の室内で遊ぶ場所が少ない

○昔に比べて子育て支援はよくなっていると思うが、越前市に限らず子供を連れて遊びに行ける施設が少ないと思う。

○保育園の休みである土日の天気の悪い日等、子供達を遊ばせてあげられるような施設があまりありません。子育て支

援センターのような所を土日も解放してもらえたら良いのにと思います。

○徒歩圏内に公園が欲しい　

○公園の多いのは良い

○公園が少ない。村国3丁目に公園があるが、同じくらいのものを馬上免とか国高交番辺りに欲しい

○公園も増やして欲しい

○徒歩圏内に遊具のある公園が無い

○近くに公園が欲しいと思う事がある。白崎公園は規模が大き過ぎて子供たちだけで行かせられる所(小学生)が近く

にないのは不便。自転車ＯＫは４年生からなので

○公園が近くに欲しい(歩いて行ける所)。

○公園が狭い

○自宅から歩いて行ける距離に公園が無いのが不便

○外遊びができる場所として武生中央公園が整備された事はとても嬉しく思っています。でも菊人形をはじめとする

各種イベントの度に駐車場も公園も混雑し、公園に入れなかったり、小さい子どもを遊ばせるのに危なくなるなどして

なかなか遊びに連れていけずに困っています。他にも小さい子どもを年中安心して遊ばせられる公園（子供用トイレや

授乳室があるような)があると嬉しいです

○越前市に子どもたちが遊べる施設を増やして欲しい　

○もっと近くに遊びやすい広場や施設があったら良いと思う　大きな公園があっても休日や祝日にはたくさんの人が

集まり駐車場がうまってしまい、駐車できなかったりするので、駐車スペースを考えて欲しい　

○近くの公園の砂場が手入れされておらず雑草だらけだった。砂場というよりも砂利が多い様に感じました(因みに今

立中央公園の話です)。ベンチもだいぶ古く(劣化しており)、利用しづらいなと感じました。旧武生はだるまちゃん公園

やかみなりちゃん広場があるけれど、旧今立は屋内のキッズ広場的な施設がない。池田にある「こどもと木」みたいな施

設があれば理想的。特に冬場の寒い日、短時間保育の母親は家で遊ばせるのが大変なので(テレビや動画しか見ない)、せ

めて外の施設で遊ばせて身体を動かさせてあげたい。

○公園が充実していてとても良いが、夏の暑すぎる時や雨、雪の時、とたんに遊ぶ所が無くなるのが困る。宛名の子は2

人目なので支援センター等あまり行っていないが、一人目の時は随分お世話になったのでとても満足している(今は上

の子の幼稚園の先生等に相談できている)

○土日に遊べる場所の整備をお願いしたい

○町内への遊具設置(滑り台)を区長を通してお願いしたが(数年前)、予算が無いとの事で断られてしまった。近所のブ

ランコしかなく、結局車を出して公園へ行かなければならない点はとても不便である。越前の里へ遊具を設置してもら

えれば近く(車で数分)で楽しく遊べて良い

○公園には休憩できる屋根付きのテーブル、ベンチがあるといい

○子供が子供どうして遊べる公園が少ないのが残念です
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○以前よりも子供が喜ぶ公園が増えて連れて行きやすくなった。中央公園の駐車場に停められない事があり(車が多い

為)、中央公園には土日行く事が減った。公園でイベントをやっていると特に停める場所がなくなるのでもう少し増や

すなり、路線バスを増やすなりして欲しい　

○地域に公園がない　

○越前市の市役所寄りではなく今立の方にも中央公園のような遊び場所が欲しい

○折角中央公園を整備して子ども連れがよく遊べるようにしたのに、遊具の目の前をスターバックスの為に駐車場を

潰して車が更に停めづらくなったのは失策だと感じました（ＡＷＩ体育館側に作れば良かったのにと思いました)(ス

タバ利用客と公園遊具利用者の利便性を考えれば)　

○一人歩きをするようになってきた子供が安心して遊べる(歩ける)ような芝生の公園が少なすぎる(徒歩圏内に無い)

○公園等、子供が遊べる場が少ない。危険を感じる。歩道がない。街灯もない　

○越前市は支援センターや児童館の行事等が大変充実しておりとても楽しく子育てできています。ありがとうござい

ます　

○下の子供をつれてよく支援センターピノキオに遊びに行っています。広い場所でたくさんのおもちゃが使えてイベ

ントもたくさんあって楽しく利用させていただいてありがたいです

○支援センター、図書館、中央公園など子供が遊べる(学べる)施設が充実していて、とてもありがたいです

○年齢によって(低年齢)でも遊べる所がもう少し欲しいと思った。あっても平日や早く閉まるのでいけない。

○ベビーマッサージ教室をもっと増やして欲しい。0歳児からの知育教室も充実して欲しい。室内の遊ぶ場所を作って

欲しい

○まだ子供が小さくて(1歳5カ月と0歳)子供の教育、保育環境について良く分かっていませんが、自分が仕事をしよう

かと思うと子供を預ける場所があるのかとか、病気の時看てくれる人が居ない時がある等不安もあり、まだ子供も小さ

いし育児に専念しようかなと思っています。私みたいな専業主婦で一人で子供をみている人が育児ノイローゼになっ

たりしないように気軽に親子で参加出来るイベント等がもっといろいろな所であると良いと思います

○支援センター等を利用したのは育休中の0歳の時だけだったので、0歳が利用するイベント等をもっと増やして欲し

い。子供連れで利用し易い飲食店等の情報を出して欲しい。少し違いますが、越前市の母子手帳のデザインが他よりあ

まり可愛くありません。「ちひろ」のデザイン等の母子手帳だと嬉しいと思いました。オリジナルキャラクター等は希望

しません

○初めて支援センターを利用する際は勇気がいったため、小さい月齢を対象としたイベントを充実していただけると

きっかけができて通いやすいと思う　　

○支援センターに行くと鯖江市から参加している人が意外と多い。越前市の事業に参加しないで欲しいとまでは思わ

ないが、定員があるイベントは市民優先にしたり、参加費を徴収したり、本人から徴収せずとも人数を把握して鯖江市

に請求したり、納税者に対して不公平がないようにして欲しい

○子供が産まれてから中央公園等をよく利用しており、子供をのびのびと遊ばされる場所があって助かっています。子

育て支援センターで配布される毎月の行事予定を見ながらいろんな施設を巡って子どもを遊ばせることができ、赤

ちゃん時期はとても参考になりました

○越前市は支援センター、公園など充実していて子どもや親にとってとても過ごしやすい地域だと思う。

育休中に子育て支援を何回か利用させていただいた。越前市は子育て支援が充実していると思う　

○子育て支援センターについて：利用時間や曜日を増やして欲しい。お昼寝後に買い物(夕飯)ついでに子育て支援セン

ターに寄りたいと思う事があるが、一番近い施設が15時までとなっており、利用しづらいと感じた事がある　

○子育て支援センター、市内4か所何度か利用したが、初めての利用の時はとても入りにくく勇気がいったので、入り易

い、利用し易い工夫をして欲しい。いつも利用している人向けという感じで数回は行ったけど続かなかった。利用した

かったけど、行くと居づらい感じで行きにくかった。逆に今ある「かみなりちゃんのおうち」は気軽に行ける感じで、

もっと早く出来てたら良かったなぁと思いました

○土・日の子育て支援センターを開放して欲しい。特に育児休暇を利用した後(職場復帰後)は地域の他の子育てママと

の交流の場が一気になくなる。

○父親も母親も働いていて子供を見ていくのは息が詰まる時がある。自分が休みでも相手が休みでなければ結局一人

で子供をみている。続くと疲れる時がある。その時にゆっくり遊べる場所、環境があると心強い。こんな時にどうしたら

いいかなど教えてくれる場所が欲しい。平日とかではなく、保育所など健診時にそんな話をしてくれるといいけど

○子育て支援センターや地域の子育て事業等が充実しているのでありがたいです。保育園や幼稚園について分からな

い事があるので10月の申し込みの前に説明会を何回かおこなったり、パンフレットを支援センター等において頂ける

と助かります（なかなか市役所まで行かないので）

○まだ子供が5カ月なので何が不足で何が必要かもわかっていないが、もうすぐある5カ月の子供が集まる会があるの

は助かる。何でもない時に子育て支援センターへ行くのは家族に言いにくい。自分に当てはまる様な会がもっとあれば

堂々と出掛けられる。もっとあるといいなと思うし、ママ友もつくりたい
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○昔と違って支援センターが沢山あるので利用し易いし、他の人達の交流が出来るので良い

○就園前は支援センターをたくさん利用させてもらい大変助かりました。今後も活動を充実させて続けていってもら

いたいです

○子育て支援センターがよくない。子供を遊びに連れていける公園や室内で遊べる施設がない（やっとだるまちゃん広

場ができたが、夏、雨天時使えない)

○子育て支援センターをもっと充実させて欲しい。以前、双子の会があったので入りたかったが、活動が無いと言われ

た。その後また新たに作ったようだが、来る人が全く居らず自分一人しかいなかった。やるのであればきちんとした事

をして欲しい　

○支援センター、児童センターが機能していてイベントも多く、他の子育ての中の方と交流も出来て有難いです。小さい子

供のいる家庭は特に二世帯だと息抜きも出来るし、休日も市内に出掛けるだけで過ごせて助かります(特に中央公園)　

○支援センターや最近できただるまちゃん広場、かみなりちゃんのおうち等、小さな子供を連れて出かけやすい環境が

より整ってきており、子育てし易いと感じます。職場も育休、産休がとりやすくとても有難いです。

○支援センターのイベントが充実していて、気軽に参加したり相談出来て良い。

○中央公園や絵本館などとても子どもにとって良い施設があり子育てしやすい環境で助かっています。

○支援センターなど狭く、走り回りたいうちの子には合わない

○支援センターなどに行きたいけどまだ生まれて３ヶ月ほどしかたっていないので行っても良いのか？　

○越前市は支援センターが数カ所あり、広いのでよく利用させて頂きました。現在は保育園へ通っている為、ピノキオ

に月に1度ほど遊ばせています。とても助かっています。かみなりちゃんのおうち(室内)も使用させて頂いています。情

報交換の場としてとても良いと思います

○子育て支援センターの先生、保育士ではない方がおり、相談しても解決につながらない

○支援センターも充実していると思う

○越前市に関しては雨天時でも遊べる場所があると助かる。体育館の開放や室内遊具がある場所の作成など。支援セン

ターについてはとても充実していると思います。子供が赤ちゃんの時には大変お世話になりありがとうございました

○もう少しだるまちゃん広場等の様に子供が遊べる所が増えるとよいなと個人的に思います

○中央公園も綺麗になり遊ぶ場所が増えましたが、まだまだ子供達が休む日蔭の様な場所が足りないと思います。

○武生中央公園（だるまちゃん広場）が出来た事により遊ぶ場所が増えとても良いと思う。

○子供が無料で遊べる公園が増えていてありがたい。中央公園はすごく活用させていただいている。

○だるまちゃん広場がとても充実していて助かっています。ただ人気がありすぎて駐車場がいっぱいで入れない時が

…(小さい子を連れての長い移動が厳しく)。もう一カ所あのような所があると良いと思います

○だるまちゃん広場の遊具の手入れをして欲しい（滑り台などコーティングがはがれて滑りが悪いです）　

○特に今立地区なので近くに大きな公園や子供を連れていける所があまりない。だるまちゃん広場のような大きな公

園を造って欲しい

○今では我が子が大きくなってきたのであまり必要ないけれど、だるまちゃん広場のような大きな公園ができて良

かった。お金がかからなく子どもが喜ぶ大きな公園は必要！しかも雨天時でも屋根のある場所や図書館があって便利。

今までは西山公園やエンゼルランドに連れて行っていたので今から子育てをする人達はいいなぁと思います

○だるまちゃん広場は子供もよく遊びに行きます。すごく楽しいみたいなので近くに出来てよかったです

○だるまちゃん広場はとっても有難いし良いと思います

○だるまちゃん広場等の公園で遊んだり、散歩したりできて良い。ただ土日は混雑していて行けない

○だるまちゃん広場にもう少し椅子があれば良いと思う。自販機をもう少し遊具の近くに欲しい。子供を見ながらは買

いに行けない距離。大きな時計も欲しい。針がどこどこまで行ったら帰ろうとか言いやすい

○だるまちゃん広場が整ってとても良いと思います。

○だるまちゃん広場(菊人形含む）はとても良いと思います。子供も喜んで遊んでいます。天気の悪い時等の室内の遊び

場もできたら嬉しいです

○街の中の活性化、街中のシャッターが閉まる様な中心ではなく、だるまちゃん広場から日常的に街に人が流れてく

る、親子連れが買い物、昼食、夜ごはんに出掛けたくなる街になって欲しい。

○公園を整備してたくさんイベントを企画して子育てが楽しく出来るよう色々して下さりうれしく思っています。

○だるまちゃん広場はとても良い。後は日差しや雨をしのげる場が増えるともっと有難い

○だるまちゃん広場など近くに遊ぶ所があり便利だと感じている　　　　

○だるまちゃん広場を使って思うが、ベンチや日陰が少なく(2人、3人と子連れの親にとってはなおさら)、もっと緑が

あれば親子共に過ごしやすいのにと思う

○だるまちゃん広場もとてもきれいでよく利用しています。

○今立地区の子供向け施設をもっと充実させて欲しい。旧武生市街地に遊び場などが集中しすぎて不公平感を感じる
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○越前市には産婦人科が少ないので、産む所が限定されてしまい、また大変な出産の場合、福井の大きな病院まで行か

ないといけないので大変。

○越前市には産婦人科が少なすぎる

○産婦人科が少なく産みやすくはなかった(福井市まで通った)。

○子供が夜間に熱が出たり急変した時に福井の子供急患センターや日赤や済生会などの大きな病院へ行くには遠いと

思います

○産院が少ない。夜間診療を行っている病院が越前市にない

○病気になった時、小児科がとても少ない事、子どもを産む為に近くに産婦人科がほとんどない事がいけないと思う。

周りのお母さん達もそれはみんな言っている。福井市までわざわざ行くのは本当にキツイ。無償化になったら3人目を

考えているという人も何人か知っているし、まずは越前市は産みやすい環境を整えて欲しい

○産婦人科が少なく、不妊治療を行っている病院も少ない(知らないだけかもしれませんが)。小児科も少ない。

○産院が一か所しかなく、また土日の診察に不具合な事が多い

○越前市に産める産院や小児科(通いやすい、休業がちでない)が少ない

○産院について：もっと産める病院が増えると良いと思う

○不妊専門の病院が市内にあるといいと思う。産院でもできるが、妊婦が近くにいると気持ちが不安になる。子どもを

連れて福井市内へ行くのは負担　

○一人っ子なので兄弟が欲しいと常々思っているが、現状の子育て環境だとなかなか不妊治療などに通う事ができな

い。通院時の預りサービス、支援や医療機関が増えて欲しいと思う(越前市は産婦人科が少なすぎると思います)。児童館

も私が住む国高地区は子供の人口に対して数が少ないと思う

○子供を安心して産める大きな病院がない

○制度や環境に問題があるとは思わないが、越前市内という点については出産出来る場所が少ないと思う。出産した病

院で産後のケアなどのそれぞれの違いを選べるようになればより良いと感じる

○産婦人科が少ない。

○妊娠、出産に関しては信頼出来る質の高い医療を提供してくれる病院が近くに無く不便だなと思いました。今は市外

で産んで市内で子育てするスタイルでやっていますが、妊娠中から安心できる環境があれば一番良いなと思います

○なかなか難しいと思いますが、子供を産める場所が越前市は少ないと思います。現在2人目を妊娠中ですが、福井の病

院まで通っています

○産院の少なさ

○越前市は小児科も少なく、救急だと福井まで行かなくてはいけないので何かあったらと不安に思う

○越前市は小児科が少なく、土日、夜間の緊急時には福井まで行かなければならない。越前市にも子供急患センターが

欲しい

○越前市に夜間で子供を診てくれる病院が無いのは不安です　

○越前市に小児科が増えると良い。

○小児科が少ない　

○夜間の小児科体制を本当にどうにかして欲しい。福井まで連れて行くのが本当に大変。特に急を要する時に困る

○小児科の病院が少なく急な病気な時、もう診察してもらえない事が多い。予防接種の予定が分かりにくい

○夜間、休日など緊急時の病院が近くにない。不妊治療費も助成があると良い

○平日は子供をすぐ病院に連れていく事が出来ますが、夜間や休みの日は子供救急センターまで行かないといけない

のは本当に大変です。越前市に救急センターがいるのではないですか？急病の子供をそんな遠い所まで連れて行けと

言うのはどうかと思います。救急センターを造って下さい

○越前市は小児科が少ない。少ないのはしかたが無いが、年末年始、ＧＷ、お盆などやむを得ず受診しなければならな

かった時、小児科のない当番医に出向いたがとても冷たい対応だった。高熱で辛そうにしていたのに当番医のスタッフ

が福井市でやっている小児科すら把握できていなかった事がとても残念でした。小児科が無いからといって無責任な

応対はしないで欲しい

○近くに小児科が無く不安。一か所に集中してとても混む　

○緊急時は福井市の病院まで行かなければならないのが辛い

○小児科専門がもっとあると良いと思う　

○小児科が少ない。病児保育が１件あるが、時間が遅くて使えない。夕方に高速を使って福井市内の愛育病院を利用す

るのが結果的に一番早い。教育も良いが子供の医療を充実して欲しい

○時間外、土日祝の子供の救急対応をしてくれるところが近くに無いように感じる

○子供が入院(小児科)できる様になると良いと思います

医療機関
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○子供が病気にかかった時、夜中の時などの病院案内とかの情報が欲しいです。救急車を呼ぶまでではないけれど、夜

中でも病院（近く）に行きたい時等は福井市の方まで行かなくてはいけなくて何かあった時に不安を感じます

○現在、子供をみてもらっている祖父母が病気などにかかった時、その面倒を看ながら子育てができるのか不安。休日

等に看てもらえる小児科が近くにあると良い

○越前市には産婦人科が少ないと思います。。産婦人科を増やしたり、子供が急変した時にすぐ行けるような病院が越

前市内にあれば少しでも産みやすい育てやすい環境になると思います

○越前市内に休日利用可能な小児科が欲しい

○夜、急病の時福井まで行かないといけない。

○子供の入院できる病院が欲しいです

○小児科が少ない

○健診や予防接種をしてくれる市内の小児科が少なく、ものすごく混んでいて予約がとりづらい。国立や県立等、大き

な総合病院、夜間受け入れてくれる病院が市内に無く、夜間の病気時にはとても不安に思う。

○子供が痙攣持ちのため夜間に小児科にかかりたい時があるが、越前市には対応出来る病院がない

○カルテを一つにしてかかりつけの病院を決めたいが、越前市は小児科が少ない。用途に合わせて病院が変わるので１

つで病気も予防接種も健診も診てもらえる所がもっとあると良い(フルタイムで働くお母さんにはきびしいような…

時間的に）

○今立方面の小児科が少ない様に感じる

○保育所等は多くしっかりしていると思うが、育てていくにあたって病気になった時に対応する小児科が少ない

○総合病院の小児科も少ない。一度病気で入院してからの定期通院は県立病院まで行っている

○病院で診てもらえる健診をもう少し増やして欲しい　

○緊急時(病気等)に予約なしで子どもを診てもらえると助かります

○病気になった時の信頼できる医療機関、特に夜間は福井市まで行く必要がある為負担です。近くに夜間、土日も対応

してもらえる病院があると心強いと思うのですが…

○小児科の待ち時間を減らして欲しい　

○病院に関して：子どもが病気になった際(特に夜間)、福井市まで行くのが遠いので市内で診てもらえる病院があると

良い　　

○休日の急病の際、福井まで行かないといけないのでとても不便だし、越前市にも当番制で診てもらえる病院があると

ありがたいなぁと思います

○夜間や休日の緊急受診できる医療施設は越前市内に1カ所は必ず必要だと思います　

○夜間、休日の急病に対応出来る小児科がない　

○健診や予防接種等、平日の日中だけというのが仕事の都合上難しい(有休、公休はなるべく急病とかの緊急時に使

いたい）

○越前市に産科と小児科が併設される総合病院がない。結局、鯖江や福井に行く事になる　

○市立病院が無い為、福井市まで行く事が多い。個人病院はやはり緊急時や担当医不在の事もあり、病気がちな子を持

つ親としては育てにくく不安である(鯖江市、敦賀市には私立や公立がある)。

○越前市は他市と比較して満足出来る病院が無く不安です。対応も悪く、住みにくい町と思っています。結婚、同居のた

め仕方なく住んでいる状態です。医療の質の向上、個人医院の利己的な考えだけでなく、安心できる病院が欲しいです。

子も高齢者も大きい病気になると福井市などに行かなくてはいけないのは不便です

○小児科が少ないので何かあった時に不安になります

○小児科の休日診療が不十分な為、福井市内まで行かなければならない事

○子どもの医療機関が少ない。待ち時間も長い

○越前市内には夜間みてくれる病院がない。1歳～3歳までの子供も辛さを伝えられない頃、親もどうしていいか分か

らず、県立病院や愛育病院に何度も通った。アレルギーもあるので何かあった時に夜でも対応してもらえる小児科があ

るといいと思います。

○越前市には夜間に子供が病気をした時に診察してもらえる病院がないので困る。仕事から遅く帰って子供の体調不

良に気付いても福井市までは行けない事が殆どである

○総合病院が遠くていざという時に非常に困る。時代に追いついていない

○夜間診てくれる病院が遠い(越前市にない）　　

○小児科が少ない様に思われる

○夜間の小児科の対応も越前市でも行って欲しい。福井市まで行く間にもっと悪くなるのではと不安になる。夜間小児

科救急を作って欲しい

○子ども医療の充実。越前市内に土・日・祝日に受診出来る医療機関を希望します。また入院できる小児科もあったらい

いなと思います(丹南ＨＰ以外に）　
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○また夜間の際、病院も福井市に行かなくてはいけない時があり、子育てがしにくいととても感じた。

○産婦人科が少なく小児科も少ない　　

○医療施設で小さい子供が遊ぶスペースをもっと作って欲しいです(待ち時間を埋める為）

○夜間救急で診てもらえる病院が市内にないため、夜間、子供が急に体調を崩した時に不安になる

○夜間子供が急病等の時、福井市内まで行かなくてはならないこと

○小児科の受診料の窓口無償なども助かっています。

○医療機関（小児科）が少ない。市から4カ月、10ヶ月健診などあるが、病院に予約をする為、連絡をしたら「うちは2ヶ月

から予防注射をしていないと受けられない」や「うちは健診は受け入れてない」などといった病院があり困った

○越前市内の産婦人科、小児科の充実。救急で駆け込める総合病院もあると良いかなと思います

○子供の病院が少ない。待ち時間が長い

○越前市はかかりつけ医(小児科)が少なすぎる。ぜんそくの娘を安心して病院に連れていけない

○小児科を増やして欲しい

○予防接種の際に予約票がないと受けれない点が不便である。以前住んでいた地域では病院に予備があったため忘れ

た時や紛失の際も病院が対応してくれた

○越前市も3人目を産んだら100万円当たるようにして欲しいです。

○南条のように子供が産まれたら祝金みたいなものがもらえると嬉しい

○高校、大学の費用

○越前市は他の市町村と比べると子供を産んでも育てやすいと感じたことがない。例えば南越前町(旧今立町）などは

第3子以降は100万円祝金が出るとか金銭的な支援もない。

○福井は共働きも多いですが、親と同居している家庭はフルタイムで働けると思いますが、私達家族は核家族であり、主

人の仕事も不定休、夜勤などから私がフルタイムで働くには難しい状況です。3人子供がいると経済的にも厳しい状況で

すが、3人目の保育料が無料などはとても助かっております。今後は他の市町村でも施行されている給食費が無料などに

なるといいのかなぁと思います。子供が3人、4人となり大学進学までのことを考えると経済的負担が大きいです

○子供が4人いる為、将来の学費などの経済的な不安がありサポート支援があると心強い

○２人目、３人目と産んでもお金の面での支援が少ないです　

○４人目からの支援がもう少しあると助かります

○先々の事ですが、大学の奨学金制度を充実させて欲しいです。大きな負担になりますので…

○出産した際、御祝い金や子供の服などがもらえる「お祝いＢＯＸ」があれば嬉しい(市や国からもらえる)

○第二子は保育料半額、第三子以降は保育料無料、病児病後児保育無料、子供手当、医療費の助成など中学生までは金銭

的な補償が充実していると思う。しかし高校、大学進学に伴い更にお金がかかってくると思うので不安も大きく、それ

以降の補償も充実させて欲しい

○経済的にも非常に苦しい。そのため仕事は休めない。かといって病児保育は1日2,000円と1回使用だけなら良いが、

病気が長引いて数日となると割高。1日目だけ2,000円、2日目以降は1,000円とかだと利用し易い。習い事の出来る数

が少ない。私(母)の収入の半分以上が保育料。毎月赤字。これ以上子供は産んで育てる事は出来ない。あと2人ほど希望

はあるが、経済的に無理。毎月支援がたくさんあるなら考えたい

○子どもが多いからお金の面でいろいろとすごくかかる。子供が多くいる人にもっと援助があると助かります

○飲食店(自営業)なので収入が不安定です。会社員と比べてみてもボーナスなんかも少なく、2人の子供を養っていく

のが大変です。子ども手当もどんどん少なくなるので2人の子供に習い事をさせたくても「やらせてあげよう」という気

持ちにはなりにくいです。もう少し子育てに対して支援や補助があると助かるのですが…

○子育てに対する支援金がもっといただけると良い

○子供が３人以上でうけられるサポートがあるが、子どもが１人や２人でも受けられるとありがたい

○補助金や免除等手厚くして欲しいです。児童手当等はありますが、産休育休が取れないと何かとお金がかかって大変

なので…

○子供の手当(金額)を増やして欲しい　

○やはり育児で考えてしまうのが経済面の事なので、子供手当が減ったり、保育料が高かったりする点をよりよくして

下さると「産み育てたい」気持ちを優先できます

○出産による一時金がもらえる自治体があるのがいいなぁと思う

○低所得世帯や母子(父子)家庭の子が無償で習い事が出来ると嬉しい　

経済的支援
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○少子化って言われていて３人、４人って子育てしている人に子育てカード(Ｆカード)があるが、使える所が少なく、そ

れも大事ですが、年に１回でも「5,000円の子育てカードで使える券」とかがあると嬉しい。お金ではなくオムツだけで

も助かると思います

○予防接種が無料になると良い

○以前住んでいた坂井市と比べると子育てしにくい市だと感じる。ワクチンの助成に関しても全然違う。

○坂井市はインフルの援助金など色々あるのに越前市は何もない。もっともっと子育て家族に優しい支援をしていた

だきたいです

○他の市町のようにインフルエンザ予防接種を助成して欲しい。医療費も18歳まで無料化して欲しい

○インフルエンザの予防接種の料金が高いので老齢の方の様に少しでも助成して欲しい。保育園でうつって家族全員

ということもあるので、家では5人全員接種すると結構お金がかかる。越前市に在住する人に年齢問わず助成を少しで

もしたら受ける人も病院も助かるのではないか

○南越前町のように子どものインフルエンザの予防接種を助成して欲しい

○インフルエンザなどの予防接種を希望者だけでも良いので保育園で集団接種できるといいなと思う。そのために仕

事を早退したりしないといけないのは困る時もある。

○インフルエンザ予防接種を他の町のように補助をしてもらいたい。大人の風疹の検査及び予防接種をできるだけ補

助して、妊婦の不安を少なくしてもらいたい。越前市が全国に注目される取り組みとして余計な建設に力を入れず、こ

ちらに税金をつぎ込んでもらいたい

○インフルエンザの予防接種の費用を無料にして欲しい(2回接種希望)。子供3人で1回3,000円程度として、約18,000

円程度かかります。又、受けないと子どもがインフルエンザにかかった時、親も仕事を休まないといけなくなります。子

供が別々にかかったり、親もかかったりしたら有休はなくなります。インフルエンザの時期は病児保育もほぼ受け入れ

てもらえず(越前市、鯖江市でダメでした)、越前市から受け入れ定員がないといっても愛育病院まではなかなか行けま

せん。一人でもかかる子どもが少なくなればと思っています。12月上上旬～3月末まで体調管理のストレス大です。宜

しくお願いします

○インフルエンザの無償化(小学校での接種)

○予防接種などの無料はありがたい。県外の友人は子どもの注射(予防接種)代がものずごく高いので、すごく経済的に

負担が大きいと言っていた。保育園に入る面接等の時、役所の方の対応がすごく丁寧で嬉しかったです

○他の市町ではインフルエンザの助成(予防接種)があるのですが、越前市ではないのですか？一人親世帯のみならず

共働き世帯のことも考えて欲しいです

○子供が３人いるのでインフルエンザワクチン接種や菊人形のフリーチケットなど、大家族にとっての金銭的負担の

軽減をお願いしたいです。子育てナンバー１の自治体と自負するならば、保育料の無償化は検討して欲しいです。愛媛

県のオムツ無料は画期的と思います。福井は繊維企業が多いので、チャイルドシートを作って無償配布して欲しいです

○医療機関での窓口支払いがなくなったことがとても便利で助かっています　

○病院にかかった時に窓口無料になったのはとても助かります

○子を産め！少子化だという割には子供への手当等も安い。越前市は特に子供に対しての手当等が安いと思う。南越前

町等は医療費(子供)も無料。高校生まで伸ばす事を考えていると聞いた事がある。越前市は500円かかる。子供が少な

い？人口が少ない南越前町には余裕があるの？子供が多い家庭にとっては500円も…。なぜ南越前はかからないの

に？と思う。母子家庭や一人親には手当制度はあるが、子供が多い家庭には今は特に何もない(就学援助ももらえるか

は所得によって違うらしい）。よっぽど一人親の方達の方が裕福だと思う。少子化だ、なんだ子供を産めと言うわりに子

供をたくさん産んでも何もない。そんなのおかしい。結局、アンケートをとろうが何も改善されない。越前市も、国も!！

○平成30年4月～医療費はとてもありがたいです。幸いあまり通院の機会は少ないですが、子供が3人いるので安心です

○未就学児以外(小1～中3）まで医療費無料にして欲しい

○以前住んでいた県外の市は全員中学校卒業まで医療費が無料でした。市民に全く関係のない事業(市役所建設等)に

多額の金額を使用するくらいなら、乳幼児や学童、高齢者の方々に使っていただきたいです　

○医療費が窓口0円になったのは助かる。小さい病院にかかる機会も多いので。ミルクやおむつ代も結構かかるのでそ

れに関する補助等もあると良いと思う(児童手当は含めずに違う形で)

○医療費が無料というのはすごく助かります。子供を育てやすい環境にするにはお金の余裕と時間の余裕が必要だと

思います。支援はたくさん欲しいです

○30年4月から医療費が窓口無料化になったのはとてもでかい。子ども3人いたらもっといろいろ安く買えてもよいも

のもたくさんあると思う
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○せっかく頑張って働いていても保育料が高すぎて何の為に働いているかわからない。今2人で3人目を考えている

が、仕事と家事と育児、経済的な事を考えるとあきらめてしまう。医療費窓口無料はお金を出さなくてもいいのも助か

りますが、お会計をする時間等も短くなり、子供を連れているので助かります。子育ては本当に大変、ママにも子供にも

優しい環境作りをお願いします

○子供の病院通いが多い為、医療の助成についてとても有難いと思っています　　

○子供の医療費無料について中学生まで完全無料にして欲しい　

○来年の消費税10％に増税することは本当に生活が苦しい。子供は多い方が地域や日本の為にとっていいのだろうけ

ど、2人までが限度である。地方の給与に関して企業や政府が見直して欲しい

○3人目が欲しいのに金銭的な事を考えると産めない

○子供が多く居ても小さいうちは支援が充実している様に思うが、小→中→高と大きくなるにつれ負担が大きくなり、

生活にも負担がくる

○子供の手当があっても、国保に加入していると支払いに使わなくてはいけなくなり、意味が無い気がする

○子供が4人いる為、金銭的に厳しい。子4人の年齢幅が狭い為、小学校に行った時にかかる月々の支払いについて不

安。今は何とかなっているが、4月からまた小学校に入学するので更に厳しくなる。再来年には4番目も入学するので、

小学生が4人となり集金がかさむので払えるのか本当に不安。なのでスポ少など習いたいと言われても難しい

○未満時2人を保育園に預けてパートタイムで働いています。子供を1人病児保育に預けると1日のパート代と相殺さ

れます。毎日、何のために働いているのかわからなくなります。子育てし易い環境に向かっているとは感じますが、まだ

まだ過渡期で大変です。楽しく子育てと仕事が両立出来る地域に早くなって欲しいです

○産休、育休がとれなくて金銭的にきつかったので良い制度があると嬉しいです

○やはり仕事でフルタイムの求人を探すと子供が小さいと不利だし、休まざるを得ない時も休みにくいし申し訳ない。

育児短時間がもっと取り易いと良い。

○仕事で残業などある日はできれば保育園に預けたい。18時までとか短すぎます。この時代なかなか18時までは厳し

い。土曜日、日曜日なども仕事が多く、子供とのコミュニケーション不足を感じている。生きていく為には仕事は辞めら

れず、子育て支援を強化していくというより社会の根本的な部分を時代に合わせて変えていかないと親、子供等が苦労

していると思う

○女性活躍が言われる今、育休は人生の夏休みのようなものだと思う。職場に戻ればまた仕事に追われる毎日であるの

だから、会社が認めている状況下で育休が2年取れるのであれば、園入所問題にとらわれることなく長期の休みをとれ

るのが望ましいと感じる

○母親の社会生活の維持が困難。両立と言いつつ、かなり無理を感じる。でも収入は必要。働く必要ある。頼る人がいな

い→自分でしなければならない→正社員の条件をクリアできない→パートになるしかない

○出来れば求職期間を3ヶ月にして欲しい。落ち着いて仕事を探したいので

○子育て中でもフルタイムで働いてみたいと思った。子供を産んでからの就活ができる環境にして欲しい

○現在は少し改善されたようだが、下の子を出産した際、下の子の体も弱く育休中に6ヶ月で上の子が退園させられ一

時保育の金額も高く、大変つらい思いをした。3人目も産みたいと思うが、できれば2歳まで育休を取りたいが1年で上

の子2人が退園となるので育休2年取得できない。他市町では0歳児保育を増やすと保育士を増やさないといけないの

で、待機児童を増やすことになるので育休延長は大歓迎と聞く。こども園なら幼稚部に異動できるのに、遠方にしかな

いのでそれもできない。人数の少ない幼稚園を存続させるよりこども園にして欲しい

○仕事を辞めたタイミングで妊娠し、出産したので子供が満１歳になった時に保育園に預けて働きに行きたいと思っ

たが、求職する場合は４月からしか申し込みできなかった。その間に２人目を妊娠したので出産し、今度の４月に保育

園に入れるように申し込みをしたが、１歳になる前に入れる事になるので少し不安。求職する場合も４月からではな

く、子供が１歳になってから入れるといいと思った。結局、働いている女性には手厚いが、働きたい女性は応援してくれ

ないのだと感じる

○１年間の育児休業後の職場復帰はせめて子供の誕生日の次の日であって欲しい。また仕事の育児短時間勤務制度も

３歳まででなく５歳まで取得できると良い

○職場がもっと休みやすい環境になって欲しい。｢子供を産め」と国はいうのに、職場はそんな感じではなくすごく休み

にくい。｢小さい子供がいるから」と再就職が決まらない。会社側がすぐ休むから嫌がる。

○病気等で会社を休んだ時に有休で休ませてもらっていますが、子供が小学校にあがるまでは特別有休（制度）みたい

なものがあると助かります（自分が本当に休みたい時に有休がない）

○日曜日仕事でも預けられる所がないので、子供かキャリアの二択になってしまう(平日代りに休ませられるとしても）

仕事と育児
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○会社が子供受け入れている所になっていても現地はいろいろ言われます。上手く休みをとってるだとか、育児休業給

付金もはじめはパートだからともらえない感じでした。雇用保険払っているのに…と思ったし、その手続きも大変だか

らか産休とる時に辞めないのかと言った話しぶりでした。自分達の時代では無かったとずっと言われます。子供の病気

で休む時もやはり色々あります。子供が大切と言うわりに歓迎されていない感じを受けます。寂しいです

○女性の話でやっぱり家庭と仕事の両立は厳しいと思う。女性活躍で会社は動いているけど、やっぱり家庭と仕事とな

ると壁があるから自由に動けず、仕事も家庭も中途半端になってしまう。だから男性の意識も変えて欲しい。ただ子供

を犠牲にしてまで仕事？と言われると複雑なとこ。これを考慮した仕組みが出来れば共働きナンバー1福井県で、育て

やすく働きやすい地域が出来るのではないでしょうか

○フルタイムで働きたいが、子供の病気の時や早退の時も多く、母親が対応する事が多いので難しい。育休から復帰し

て今はフルタイムで働いているが、子育てとの両立ができずライフワークバランスのとり方が難しい。でも働かないと

生活できないし…。子供の小さい大事な時期に一緒にいてあげられないのが辛いです。女性の働き方、働く環境をもっ

と良くして欲しいです

○4月から公立学校の教員として勤務するのですが、教員は時短制度などが無い(利用している人が居ない)ためどうし

ても長時間労働になる為、仕事と子育てが両立できるのか不安があります

○フルタイムで働きたいと思っているが、職場がフルタイムになると終わる時間が遅く、土曜日や2カ月に1度は日曜

出勤がある。小1までは時短ができるが、児童館は18時まで、小学校から家まで40分以上はあるので歩いて帰らせるの

も心配。土曜日に子どもをみてもらえる施設があっても、子どもの人数が少ないのでかわいそうだな～とも思い、まだ

まだフルタイムになるのは難しいなぁと考えたりしています

○子どもが病気になる度、または保育園から電話がかかってくるたび仕事を中断したり休まなくてはならず、職場の上

司から嫌味を言われたりと大変だった。もう少し何とかならないかなぁと思う

○育休明けにフルタイムで復帰予定。今後もフルタイムで働きたいと考えてはいるが、夫婦ともにシフトということも

あり、子どもが精神的に不安にならずに過ごせるのか(生活のリズムだったり、預け先を探さないといけなかったり、コ

ロコロ変わったりするので)長いスパンで考えると心配。もっと子育てに時間をかけたい気もするが、社会(職場)の雰囲

気に難しいと感じる

○子どもが小さい頃だからこそもっとそばにいてあげたいので、育児休業の期間をもう少し長く取りたい。病気の時も

休みをもらいやすい職場環境になって欲しい。乳児保育や小・中学校の無償化も考えて欲しい。宜しくお願いします

○核家族の状況への理解が低い(世間が)と感じる事が多い。特に主人の職場が同居が多く、家事、育児に男性が必要な意

識があまり感じられない(主人は意欲的にしてくれるが、職場の雰囲気に反して？までは出来ないので、結果、時間や体

力的に厳しくなっている感じ…）

○経済的負担を考えると共働きでないと生活が成り立たない。母の職場では給料が上がった事が無い。

○少子化で子供が減っている現状で、理由の一つとしてはやはり女性の負担が大きい事があると思います。出産等の身

体的な事はもちろんですが、その後の子育てについても女性の負担は大きいです。それに加えて家事や仕事もあり大変

です。子供が病気や熱を出した時、なんとなく当たり前に母親が対応しなくてはいけません。社会的にまだまだ男性の

育児への参加が認知されていません。どんなに良い制度を作っても、実際に使わなければ意味無いですし、それを認め

る意識改革もまだまだな気がします。難しい事ですが、解決しない限り少子化に歯止めはかからないと思います

○問30は産まれてからの内容ですが、妊娠中、職場での男子上司の理解は低かった。辛い対応が時々ありました(妊娠は

病気ではないのだから…等)。育休自体は1年取らせてもらえて有難いなと思いましたが、復帰後の時短勤務希望に対し

て業務量の調整等はほぼなく、定時になってしまうことが多かったです　

○祖父母と別居、夫も単身赴任中でほぼ一人で子育てをしていますが、子どもが大きくなる(小学3・4年生頃)には少し

ずつ働きたいと思っています。が、実際、夏休み、冬休み等の長期休み中、子供の預け先が無い為現実的に働くのは難し

いのかなと…。学童も「週何日以上、何時間以上の労働が条件」とか。働く気があってもなかなか働けないのが現実なの

かなぁ。人手不足って言われているのに残念です

○保育園に入る時、｢就職活動したい」という理由で入れるようにして欲しい。働きたいのに働いていないと入れないの

でとても困りました。もともと仕事を続けたかったのに、職場の体制が整っていなくてやめざるを得なかったので。子

供の両親や祖父母がいる私でも大変だったので、一人親家庭や頼る人が無い方は本当に大変だと思います

○保育の充実よりも両親の働き方改革をして欲しい。土・日も忙しいと子どもと触れ合う時間が無い。無償化のリスク

は子供達の世代につけが回ってくる。越前市の補助金等の使い方をもっと考えるべきだと思う

○夫の祖父母が高齢なので2人目が欲しいが遠慮する気持ちがある。一人目の自分の子供の世話が仕事が忙しすぎて

出来ないのでストレス

○現在は育児休業中である為、毎日子供と一緒に過ごせていますが、仕事に復帰すると私(母親)が1日平均11時間の勤

務になり、子どもと過ごせる時間が余り取れなくなります。そこが一番悩んでいるところです
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○企業が出産、子育てに理解を示さないといけない。県や国からの支援は十分に感じているが、社会の受け入れ方が全

く(特に福井はそれが強い)なっていない。企業が出産、子育てを支援する事で将来的な企業の発展につながる何かがあ

ると良いのか？単純に皆が理解できる様に教育から変えていくべきなのかもしれない

○子供が病気の時、預けるのではなく親が気を使う事なく仕事を休めるような社会の実現を願います

○病児、病後児保育の充実。これだけ共働き世帯が多いにもかかわらず子供が熱を出した時等どちらかの親が仕事を休

まざるを得ない現状である。親としては家でゆっくり看てやりたいがなかなか休めないんです　　

○母親が病気にかかったりすると父親は長期休みが取りにくいのでどこかの施設で子供を見てもらえる所を増やして

欲しいです。

○フルタイムで仕事をして家事、育児とハードです。もう少し男の人の理解が欲しいです。女の人がやるのが当たり前

とか、どこかそう思っているのでしょうね。子供と一緒に過ごす時間は大切ですが、一人の時間も欲しいのが現状　

○経済的に共働きで両親ともフルタイム勤務をしているが、早く帰宅できる方に子育てや家事の負担がかかってしまう。

○母親も働きたいが、県外から来て結婚していると求職していても断わられる。祖父母が現役だと特に。幼稚園にはと

ても満足しているが、小学生にあがってから働きたくても土日休み希望は難しいと聞くので、結婚前のキャリアや技術

がもったいないなぁと思う

○福井県は両方の親が働く家庭が多いと思います。それに対しての女性の負担が多く働きにくいです。仕事を探すにあ

たり「子供の事で絶対に休まないんですね」という会社もあるくらいですから、子育てをしている母親にしたら職につ

きにくい、ついても煙たがられるこの社会だから少子化になってしまうんでしょうね。

○母親への子育て支援は充実していると思いますが、夫(子の父)が子育てに協力してくれるきっかけをもてるような働き

かけがあると良い。母親の大変さ(育児、家事、仕事のトリプルワーク)を余り理解している男の人が少ないように思う

○子供は大好きだけどたまには1日ゆっくり休みが欲しい（できたら1ヶ月に1回でも）。仕事と育児と家事って本当に

大変。みんな乗り越えてきたから頑張れるけど、母親の負担はみんな大きいと思う

○仕事で疲れて家事・育児がしんどい時がある。子供にあたってしまう

○お金のためにはフルタイムで働きたいが、祖父母の助けを受けられない。熱の時には休まないといけないので、子供

が小さい間はフルタイムでは働けない。保育園も18時までは預ってもらえるが、毎日朝から遅くまでは可哀想。子育て

のお金は国からもらっているが、もっといろんなところにお金がかからないようにして欲しい

○越前市だけの事ではないが、予防接種(インフルエンザを含む)が無償になるとありがたいです。仕事で時短制度がな

いので、絶対に子供を保育園に迎えに行けない

○父親の育児参加はまだまだ母親に追いついていかない。母親ばかりが忙しく働くのは私達の親の代で終わりにした

いと夫にお願いしつつ頑張っているが、なかなかうまくいきません。自分は祖父母の協力が充分に得られ、比較的楽だ

からいいが、子に苦労させないように世の中を変えたいものです

○未熟児1年と正産期に生まれた子どもに対しての育休制度が同じになっている事に疑問を感じる

○仕事をしている事によって姑に文句を言われた。旦那の帰りが22～23時で夜は全て一人でしないといけない

○長い時間保育園に子供を預けられることよりも仕事をしていても子供との時間を確保できるような社会になる事を

望みます。つまり必要なのは充実した制度というよりは、人々の意識改革だと思います。家族を優先する事を申し訳な

く思わないといけなかったり、それが駄目だという雰囲気がある限り、本当の意味での仕事と子育ての両立は不可能だ

と思います。社会みんなで子どもを育てられる越前市になる事を願っています

○仕事をしていても子供に何かあった時、気兼ねなく休める環境が大事だと思う

○問31、32で答えた越前市が子育てしにくいと言うのは上の子が3歳未満児で保育園に行っていて子供を産んだら半

年は保育園で見ててもらえるけど、半年たって家で下の子を育てていると保育園から出されるっていうのは微妙でし

た。家に居るのなら家で見れると言われました。実際産んで1年間は見ててあげたいし、夜のミルクで起きて大変なのに

……。私は半年で仕事を見つけて働きながら夜もミルクで起きて体はすごくきつかったです

○子供がいるとハローワークなどに行く事も難しく、働き口も見つけられない(一時保育も利用したいがお金が高い)

○現在祖父母に幼稚園の送り迎えと帰宅後の面倒を見てもらっている状況だが、高齢の為いつまで継続できるかが不安　

○私は育児休業を3年で申請しているのですが、復帰後は子供が小学生になるまでは時短勤務や短日数勤務があるの

でまだ良いのですが、小学生になってしまうと泊まりの仕事(不定期勤務)が入って来ます。土日でも保育園等で見ても

らえると助かる時もあると思います。近くに自分の両親がいるので復帰後は頼る事になりそうです

○福井市が職場のため冬の雪の日は4～5時台に家を出ないと間に合わない為、冬のみ早い時間からみてもらえる保育

園（制度）が出来ると嬉しい。協力してくれる人がいないと毎日休み又は遅刻扱いになるため

○子育てをしながらの正社員での就活を目指していますが、5歳の息子が幼稚園に通っている為、最長でも5時お迎え

でなかなかそんな早く仕事が終わる仕事を見つけるのが難しいです。保育園も検討しましたが、幼稚園が子供にとても

あっているので転園はしませんでした。以前それですぐ他の園を辞めました。市が色々と相談機会を設けているのは

知っていますが、家庭を理解した上で総合的に見てもらえる相談があったらと思います。実際にパートですが、仕事、子

供3人の学校、園の行事に忙しく相談に行く時間もないですし、就活の時間すらとれません。現在42歳ですが、将来的に

経済的不安があります
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○出産にあたって退職をし、職を探したいのに探せない現状があります。保育園に預けられたら…と思う事が多々あり

ます。働いていない母親が職探しをしやすい環境が整ったらもっと女性の活躍できる場所が増えるのでは？また今後、

子供が成長するにあたって健康に元気に育つ為にも｢体にいい物を一緒に作る」というような料理教室があるといい

なぁと思う事があります

○土曜の仕事があるが、保育園の一日保育の利用は難しい(なるべく祖母にみてもらってと言われる）。しかし祖母は平

日の朝と夕方以降で1日4時間は子どもを見てくれており、すでに70歳で本当に大変である。自営の仕事もあり、祖父の

面倒もみているので、倒れてもらったら父母は仕事ができない。保育園の半日保育と土曜の仕事が重なる事も多い。仕

事は毎日持ち帰り。目に見えない残業ではっきり言って過労だ。保育サービスの充実も有難いが、働き方(仕事量の軽減)

の方が大事であり急務のような気がする

○小学校の近い所が子ども園だと兄弟が多い人は助かる。小さい子ども、赤ちゃんを連れたまま仕事がしたい

○日曜、祝日などはどこの施設でも子供の面倒を見てくれる場所が無く、自営の人やサービス業の人にとっては仕事を

休まなくてはいけないのが不便。休む時にすごく周りの目を気にしなくてはいけないのが辛いです

○子育て中の母親が働きやすい環境が悪い

○私が知らないだけかもしれませんが、福井市だと私用であっても1時間単位で子供を預けられ、料金も助成があり低

料金であると友人から聞きました(理由は問わない)。越前市もそういった事業があると助かります。ちょっと病院へ

行ったりするにも母等に頼む手配をする必要がある為、息抜きにランチに行けたりするだけでも心にゆとりができる

○越前市では保育園の入所が希望月から予約で可能な所がとても有難いと思います。希望を言うなら土日に利用出来

るサービス、施設がもっとあると良いなと思います。また、土日にも利用出来る一時預かりなどがあったら利用してみ

たいです

○一時預かり制度をもっと利用し易くして欲しい　　

○一時預かりを利用する頻度が高そうな家庭(夫婦2人で近くにお互いの両親がいない場合等)などには、母子手帳を配

布する際に事前に近くの一時預かり対象の施設に登録できる様にするなどして欲しい

○保育園の一時預かりの利用料が高くて預けたくても預けられない　　

○離れた施設に子供を預けるのには不安がある。できれば美容室や病院内等に子供を見てくれるところがあったりす

ると利用し易い。例えば施設内ベビーシッターやそういう場所を作り助成金が出たりすると、そういう施設が増えるの

ではないかと思う

○日、祝日でも子供を預ってくれる施設をつくって欲しい

○ハーツキッズを利用しようと考えた時に越前市は福井市に比べ助成される時間が少ないのでやめた。

○核家族がもっと子供を預けやすい環境を整えて欲しい

○子どもが泣いたら可哀そうで預ける事を避けてきた。でも一人でどこか行きたい。親に預けるのは負担になってき

た。2人いると親は疲れ果てるし…

○よくハーツキッズを使用させて頂くのですが、越前市の補助が鯖江市に比べ足りなく感じます。もっと預けたいと思

うのですが…。働き方が多様化している事で保育所の細かい審査が煩わしく、幼稚園に入りたいと考えています。保育

の場も10年前に比べ多様化し、預けやすくなったと思います。行政の努力も感じつつ、我が家にあった保育、教育の場

を探していたきたいと思います

○土曜日に子供を預けられる所はないのか(利用料金はかかっても良いので）？

○一時預かりの充実(以前、産後の保育利用期間終了後、一時預かりを園に申し出たところ、最初は週3回までなら可能

だと言われ、週1回の定期利用をお願いすると、結局特に理由もないのに定期利用はできないと断られました。一時預か

りの利用事由に｢リフレッシュのため」とあるが結局機能していないように思います。何をもって「リフレッシュ」なの

か、月1回なら良いのか数ヶ月に一度なら良いのか良く分かりませんでした。明文化して欲しいです）　

○育てる環境については周辺他自治体と比較しても充実している様に思いますが、すみずみ子育てサービスが35時間

上限となっていることや育休1年を超えると退園となる事(それによって転園など親子とも負担がある事)、産褥期のサ

ポートが手薄な事など、まだまだ改善の余地があるように思います。行政のサポートだけを望むのではなく、民間のサ

ポートを活用する(それに対する補助は有難いです)、住民相互の助け合いを促す事、そして何より子育て世代に対する

周囲の寛容な目視、雰囲気を醸成するような働きかけを希望します

○一時保育の実施場所、金額、利用可能時間、利用方法が分かり易くまとめられているものを郵便でもらえるとありが

たいと思います。私は何処に行けばそれが知る事が出来るのか分かりません

○子供がまだ1～2ヶ月の頃に私が乳腺炎のため何度も通院している時、子どもをみてくれる施設が無くとても困っ

た。月齢が小さい時に短時間でもみてもらえる事業があると助かります。また、5カ月セミナーなど、ママ友さんと関わ

る機会があるのはとても助かりました。ありがとうございました

子育て
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○出産の時に陣痛が来た場合の事を事前にシュミレーションしましたが、越前市には妊婦さんをサポートするサービ

ス(・陣痛が来た時に利用したい旨を伝えておける　・住所をあらかじめ伝えておける　・かかりつけの産婦人科を伝え

ておける等)のあるタクシー会社はありませんでした。あったらとても心強かったです

○買い物などリフレッシュ目的で事業を利用することへのためらいを感じてしまう。自由な時間は必要で欲しいと思

うが、若干の後ろめたさがあるので　

○要らなくなった服などを自由に交換したりできる場所があると良いと思います。例えば大野の支援センターでは洋

服等を持ってきたり、あげたりすることができ、遊び場で汚れた時にもすぐに着替えさせることもできます

○越前市中心部よりも鯖江市中心部の方が近い為、子連れのお出かけが鯖江市中心になるので越前市のサービスを上

手に活用できていないと感じる　【幼稚部利用中のお兄ちゃんについて】幼稚部の夏休みなど日中同年代の子供と遊ぶ

機会を作りたいが、保育部を利用中の子供が多い為平日の日中は大人だけとの関わりになる事が多い

○もっと子供に向き合って一緒の時間を作ってあげたいけれど、主人の帰りも遅く、ほぼ一人で子育てをしているため

その時間が作れない。

○離乳食を母のかわりに手作りで作ってくれているサービスがあるといいなと思う　

○子連れでもランチ、食事し易いサービスのある店があると嬉しい

○ショッピングセンターに使いやすいショッピングカートを常備して欲しい(2人乗りのカート)

○下の子を出産後、上の子の保育園等への送迎サービスがあったら良かった(ファミリーサービスは近くに条件にあう

人がいないと行けないと言われた）

○子育てをになっている母親がもし入院などした場合子供をどうすれば良いのかという不安は多少あります　　

○今の越前市の子育て環境が悪いとは思いませんが、やはり子育ては大変ですので、今の感じのまま支援をお願いでき

ればと思います。いつもありがとうございます。これからも宜しくお願いします

○新ママ、新パパの支援を宜しくお願いします

○子供が小さい時に子育てについて不安な事や分からない事があったのですが、Ｐ11・問23のような事業でもっと相

談すればよかったなぁと思いました。この様な事業があるのはとても助かるので有難いです。3～5歳の保育料無料化

について、無料化になっても英語を教えてもらったり体操をしたりとサービスを減らさないようにして欲しいです

○親の勝手かもしれないが、たまには夫婦で出かけたいと思う。祖父母には預ける事が難しい。悪いと思ってしまう

○越前市は子育てしやすい町だと思います。病院や買い物に行っても周りの方、皆優しい方達ばかりです。だるまちゃ

ん広場もできて4歳のお兄ちゃんは大喜びです。欲を言えば「かみなりちゃんのおうち」のおもちゃ(中身)をもっと充実

させて頂ければ嬉しいです

○越前市の子育ての環境はとても充実していると思います。特に思う事はありません

○越前市は他の市と比べて子育て支援には力を入れていないイメージです。子供を産んで預ける事ができる施設が少

ない。とても大変な1年半でした。結局は他の市に頼り何とかこなしてきましたが、もしその施設が「市民に限る」という

風になったら(ならないと思うが)、私は追いこまれていたと思います。近くに親族がいる人にすれば良い市なのかもし

れませんが、私のように主人の仕事の関係で住んでいる者には頼れる施設もサービスも少なく、近くの親族がいること

を基本に考えられているこの市は県外で住んでいた時の方がまだ住みやすかったなと思う次第です。住みやすさ№１

とは思えないです

○現在3歳と9歳(小学3年)の子供がいますが、幼稚園、小学校どちらの先生も子供のことをよく見て考えて下さるので

安心して預けています。公民館や図書館、支援センター、市の職員の方もとても親切で公共のイベントや教室もよく利

用しています。楽しく子育てできてとてもいい環境だと思っています

○越前市は色々なサポートがあり子育てはし易いと感じる事が多いです。中央公園の整備もされ、環境も良いと思います

○越前市は鯖江市と比べて悪すぎるので本当にどうにか考えて欲しい

○調査をして変わりますか？他の市町村は給付金もしっかりしています。調査して集計する時間があれば行動して欲

しいです。必要の無い施設等を造る位なら、違う事にお金を使って下さい（保育、福祉、低所得者等）。子供にとって住み

やすく安心して暮らせる環境を望みます

○子供用品や普段の買い物ができる施設が少ない。種類が少ない。物価が高いのに時給が低い。活気が無い

○県外から嫁いだ人向けのフォローがあると良い　

○もっと子どもを育てるにあたって良い環境作りをしていただきたい

○地域や近所で子供のいる人達と仲良くなれる様な所がない(子育てセンターに皆が来るわけではないから)

○お父さんが子育てに参加してくれる気持ちが無いこと。一緒に遊べないように思えており、それが家族のコミュニ

ケーションから外れていってしまうように思える。仕事が忙しいので仕方がないのか、でも休みも出掛ける様子も無い

ので子育てが更に私（母）に負担になり疲れます。でもなるべく子どもと居たいし…と思います

○食事を作るのに負担を感じる。栄養全てが自分にかかっている事、好き嫌い食べムラがあるためメニューに困る。た

まに誰かに作って欲しいと思ってしまう。支援センターでお試しランチがあり利用するが、新しいメニューの参考にも

なるし、他の子供の食事の様子も見れて良いと思う　　
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○今は良いが、大きくなるにつれ学費や塾に行かせるかとか考えると少し不安。最近は低学年から英語や公文など習っ

ている子が多い気がする。周りが習い事をしている子が多いと習わせないといけないのではないかと思ってしまう

○どちらかの両親(祖父母)が近所、近隣に住んでいたり、同居している家庭が理想的だなぁと思います(人間関係で色々

あるとは思いますが)　

○お年寄りの方の小さい子に対する接し方がとても温かい。スーパーなどでよく声をかけて下さる。他人なのに。地域

の特性、風土なのでしょうか

○町内に子供が少ないので、遊び相手がいない。保育園ではお友達がいますけど…

○利用に制限があり過ぎる様な気がする

○まだ兄弟、姉妹はいないが、年の差を考えて産む事になるかなと思う。３歳の方が良い気がする

○大阪に住所があり子供を見ている。仕事はしていない(専業主婦)。夫は殆ど仕事で自宅にいる事が少ない。用事がある

時は祖母の私が見ている。何の不自由も今の所なし(１ヶ月に１～２回大阪へ行く)

○今はまだ子供が小さいので分からない

○何も辛い事はないはずなのに、とても毎日が苦しいです

○市街地とその他の市内で支援が違う事に疑問を感じる　　　　

○少子化の中、近隣の鯖江市等、人口増がある中、越前市の若者(子供等)が増えないのは世帯への補助が無い等の要因が

増加傾向にシフトしない原因に思える(市民(子供)に還元して欲しい）　

○高齢者への優遇やこうのとり事業＞子ども(将来を支える)への優遇になっていると思う

○市長や市議が未就学児の現状を現場に出向いて実感しないと変わらないと思う。票数の多い年配者への配慮に比重

を置いているのが問題

○地区の同世代の人との交流をもっと増やして欲しい

○夫が単身赴任の為、父親の分を祖父母に対応してもらってい状態です。越前市やその他の環境を整えてみんなで子育

てをしやすい環境が出来るといいなと思います

○負担は感じて当たり前と思っています。かえがたい喜びもあります。結婚すらしない方が増えているので少子化打開

して欲しいです。35歳でお見合い義務化

○子育て支援については、他市町村より充実したものにしていって欲しい。保育料や子どもの遊び場、公園の設備など、

また隣の鯖江市と比べゴミの分別の不便さが気になります。何とかして欲しいです

○子育て支援等いろいろありますが、仕事をしていると利用する時があまりありません。育休中も支援センターなどに

行っても既に輪になっているママ友さん達がおり、話しかけられても友人とは違い表面の付き合いに疲れます。保育園

などは保育～小学校、中学校と付き合いができるため気持ちも楽になります

○共働きの家庭への支援だけが検討されている様に感じます。福井は3歳未満時で入園することが普通という空気に

なっているので、本当に必要に迫られていなくても入園させて仕事をするという意識になりがちのように感じます。専

業主婦は肩身が狭いです。共働き率全国1位は素晴らしいかもしれませんが、子供との時間を大事にしたいという思い

も尊重されて欲しい。家庭での保育への支援(経済的にも)を充実させればその選択肢も選ばれやすくなり、本当に入園

が必要な家庭への支援も充実させる事ができるのではないでしょうか。今は働く事が前提の環境整備ですが、仕事と育

児の両立、子育てに専念の両方の環境を整えることできちんと選ぶ事ができ、本当の意味での子育てしやすい町になる

と思います

○幼稚園等に入れる前に働きたいと思っても一時預かりが空いていなかったり、金額的に難しかったりする。2人の子

供がいると2人分の料金が取られてしまい、働いた分の全額が一時預かりで無くなってしまうと残念に思う　

○第1子妊娠中に退職（期限付雇用の為）し、現在無職で子育てに専念し、子供は幼稚園に通わせている。その事に不満は

ないし、自分の判断なので現状で良いと思っているが、現在の制度は｢仕事をしている核家族」が優遇されているように

しか思えない。「同居しているからみてもらえる人がいる」というのは違うし、待機児童も出ている中、新たに仕事を探

そうと思っても永遠に順番は回ってこないように思う。他の市に住んだ事はないのでわからないが、駅前に貼ってある

｢子育て環境日本一」は誇大広告であるようにしか思えない

○男の子は自分の性と違うので分かり辛いなと感じる

○低月齢でも出かけやすい場所を設けて欲しい。子連れで行きやすい食事処など

○子育てサービスをもっと充実させて欲しい。買い物での割引等

○地区の方が独自にいろいろ企画してくれて行事が多いのは良いと思う

○子育てするには良い環境だとは思う
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○来年から無償化となりますが、とても良いと思います

○「無償化」という経済的支援を行うのは非常に有難いと思いますが、同時に教育・保育の受け皿を確保し、なおかつ環

境を整備、充実させていく事が大事ではないかと思います。さらに幼児教育そのものの質を担保し、高めていく施策を

並行して進めていく事が必要と思われます。非常に先生方一人一人にかかる負担も小さな御子さんの場合大きいと思

われますので、給与の面で支援したりバランスの良い経営が出来るように全体をよく見ていく必要があるのではない

でしょうか

○保育園の無償化よりも土日預って欲しい。サービス業なので社員になりたくてもなれず、パートで働いています。出

産前に社員で働いていた所も販売職だったのでやむなく退職しました。今から就職しようと思っても土日休み、17時

半まで年齢(40歳)の事もあり難しいかなと思います。子供はかわいくて幸せですが、2人目は全く考えれず、少子化とは

言いながら保育環境にいろんな矛盾があり改善していくとは思えない

○保育料の無償化はとてもありがたいが、それと共に保育士の仕事量の軽減、処遇改善をもっと充実させる必要があ

る。そうすればもっと質の高い保育、保育士の確保ができると思う。1クラスの保育士の人数が少ない様に思うので、

もっと多くの保育士に手厚くみてもらいたい　

○幼児教育、保育の無償化より保育士の確保につながる方を充実して欲しい。土曜日の保育日がどんどん減っているの

で、仕事の調整が出来なくなってきた。保育士が足りず入園の制限をかけるためか入園手続きも複雑になったような気

がする

○保育料が無償化になる事はとても良い事だと思う。パートに出てる人の給料のほとんどを保育料にとられて何のた

めに働いているか分からないと聞いた事が頻繁にあるから。園の環境を整え、質の高い保育を目指すには保育士や保育

教諭の仕事量や賃金を見直して欲しい。今のままでは潜在保育士が増えていくばかりである。どれだけ大変な仕事であ

るか、市の上層部の方々は理解していますか？分かっているのであれば今の様な状況にはならないと思う。とてもじゃ

ないけど質の高い保育はできません。将来を担う子供達の事を考え、児童福祉の方にもっとお金をかけて欲しい。絶対

無駄にはならないはず。税金を無駄に使わないで下さい

○無償化により保育の必要が無い人が利用し、必要としている人が希望の園に入れなくなる事が無い様にして欲しい。

無償化により保育士の職場環境や給与等を向上させて欲しい。又、園児が安全に遊べる広い場所の確保等に予算を使っ

て欲しい

○市は保育園児対象に3人目以降保育料など負担を少なくなしてくれているが、私達親からすると保育園の年齢の時

は今思えばある程度の負担があってもどうにかなるが、逆に小学校→中学校→高校生になるにつれ1人にかかる生活

費が増えていくばかりで、4人も子供がいると最初大人2人の生活が20万以内(月額)におさまっていたが、今6人になり

月額40万以上の生活費がかかっている。親の収入からいくとかなり厳しい現状なのでいろいろ我慢もさせているが、

保育園料無料よりはるかに小・中・高無償化の方がありがたく思います。それは私達だけでなく他の母方様も同じ意見

の方がたくさんいます。これが現状です。保育児は収入に応じての支払いで、大きくなるにつれ無償化の方が確実に子

供を産みますね。みなさん子供の将来の生活費が不安だから産みませんね。私は子供4人でいっぱいいっぱいの生活な

のでこれ以上産みません

○3～5歳児が無償化となるならば　★幼稚園(部)、保育園(部)の区別を無くすべき。一律無料なのに保育時間が違うの

はおかしく感じます。★子供3人以上の世帯への支援を充実させるべき。保育料が3人目以降無料なのが大きな支援と

感じていたのだが、皆無料ならさらなる支援を。3人以上は経済的にかなりの負担です。少子化に貢献しているぶん行政

からの支援が必要です。スマイルＦカードももっと内容を充実させて欲しいです。3人目を出産する決意の後押しにな

ります

○保育料の無償化をするくらいなら保育士の給料を上げたり働きやすい環境にするなどして、保育士不足を解消する

方が子育て支援になると思います。ますます保育士不足になり、預けたくても預けられない、保育士として働きたいけ

ど働けないという事が増えるのではないかと思います。無償化にする事が子育ての支援になるとは思いません

○保育料無償化が実現できるととても助かります(共働きの為、保育料が高くなる）

○保育料が高いので働いてもほぼ保育料でお金が無くなってしまうので貯金ができない。毎月赤字。早く無料になって

欲しい。このアンケートを書いている時も「ママ、ママ～！」と言って来て大変でした。次回からはもう少し簡素に！

○今から無料になって、卒園する前で今まで払った分返して欲しい

○保育料が無料になるとの事ですが、無料化になる前にもう少し保育料を下げるなど方法をとって欲しかったです。所

得に応じて保育料も分けられていますが、所得が多いから保育料も高くなるというのはずっと疑問に思っていました。

経済的な理由もあってフルタイムで働いていても保育料が高すぎて、特に育休明けで収入が無かった時の前年の所得

に応じた保育料の決定額は本当に大変でした。子供が増えるとこれ以上金銭的に負担が大きくなると思うし、しばらく

子供が産めないと思いました。保育料の無料化はいいことかもしれませんが、みんな平等になる方法(例えば子供手当

を増やす等)を考えて欲しかったです

保育園・認定こども園
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○保育料の無償化を全てに推進してもらいたい

○保育の無償化、是非して欲しいです

○保育の無償化には疑問がある。するべきではないのでは？

○なぜ保育の無償化が3歳からなのか？

○子育て支援に関する情報がたくさんあって活用しきれていないので勿体ないと感じる事もある。越前市では待機児

童がいるのかわかりませんが、無償化よりもそちらの対策を優先すべきと思います。あと保育士の待遇についても改善

されていくとは思いますが、無償化は正直二の次でよいのでは…と、ありがいたですけど。

○3歳未満の保育料無償化希望　　　

○下の子の育児休業中に上の子は保育所を退所になると子供の事を思っても可哀そうに思う。小さいうち親がかなり

大変。大きくなると子供が保育園の子と仲良くなるのでしばらくだけ家でみるというのもどうかと思う。無償化ができ

るぐらいならもう少し制度をゆるくというか状況に応じて対応して欲しい

○65歳以下の祖父母がいれば保育園に入れないという制度も辞めて欲しい。体力的に無理です

○幼稚園に行っている間に働こうと思っても夏休み冬休みの事を考えるとなかなか難しい

○子ども園の先生方もお休みしなくてはいけないのは分かります。でもお盆や年末年始等、どうしてもお休みできない

場合に一時的にでも預ってくれるところがあれば気持ち的に安心します　

○2人目も1年以上産休を取れるようにして欲しい(1人目は保育園にいる状態で)

○児童手当の支給や医療費が無償であること等、子育てで助かったことは多いと思う。特に保育園の存在はとても大き

く、私は子供が1歳の頃から預けていたのだが、当時から勤務の関係で遅い時間まで預ってもらえたのでとても助かり

ました。やっぱり一番大変だったのは病気の時で、家は核家族で両親以外に子供をみれる保護者が近くに居なかったた

め、子供が急病で具合が悪くなった時に仕事の都合をつけるのが難しく苦労した。責任問題などいろいろ課題があるの

だろうけど病気の時の対応がもっと充実すると良いと思う

○土曜保育を希望したくても機能しづらい環境の保育園もあると聞きます。預けたくないけど働かなくてはいけない

気持ちも理解してもらえるといいなと思いました

○英語を習える保育園があったり無かったり、差があると感じる

○学校、保育施設での空間除菌の実施(テレビでＣＭしているジアイーノなどの導入)

○保育園に子供を預けられる｢条件」が厳しすぎる。同居の祖父母65歳以上の場合のみ認められてもらえるが、64歳以

下でも親の介護を抱えていたり、年度途中に家庭の事情が変わったりすることは有り得る。｢規定だから｣ではなく各々

の境遇をちゃんと理解してもらえると有難い

○4月1日は保育をして欲しい。3月30日・31日も預け先がなくて困る

○保育園に落選した方のみが育休が延長できる事に不公平さを感じる。祖父母がみてくれるので幼稚園に入園させる

予定だが、できれば2歳まで育休を延長したい

○保育園の入園は予約入園ができるので希望通り出来て良かった。3歳から幼稚園に入園したいのですが、夏休みなど

短期で利用できる所が多いと良いと思う(有料で良いので)

○知人から聞いた話ですが、保育園(又は子ども園)に土曜日の保育をお願いすると、嫌な顔(雰囲気)をされるそうです。

仕事でみれない時に子供を保育してもらう施設なのになぜ？とこの話を聞いた時疑問に感じました

○出産後(生後3カ月）になると上の子の保育時間が短時間になるのが不便。まだ授乳感覚も短い時期なのに、完全に寝

不足になる。せめて生後6カ月まで延ばすか、希望制にして欲しい。延長料払ってでもみて欲しい

○子ども園のおやつ、内容がおかしいと思います。保健指導で習う時のお勧めしないお菓子が良く出て来ます。子ども

園で出ているものを参考に家庭でおやつに与えている親も多いと思います。勉強して欲しいです　

○学校と同じ献立は子ども園、特に未満児向けではありません。自園給食をお願いします。小さい時の食事がその子供

の基本となります。健康な大人になることは市にとっても嬉しいことだと思います

○保育所も福井市などにある特色ある所がなく、ただ預けるだけの所のような感じがする

○育休中の人に対して上の子を保育園から出されるのが困る。下の子をみるために育休をとっているのに、上の子を家

でみると喋って自己主張の強い上の子の世話に労力をとられ、下の子はほったらかされることになる。出掛けるのも上

の子合わせになる。支援センター等も行きづらい。コミュニケーションも上の子より不足する

○保育料が高すぎる。保育料の為の勤務?みたいな感じ。特に時短で働くうちは給料の殆どが保育料。保育料が無償にな

ると給食施設はどうなるのか？委託？ますます給食費がけずられるのか不安。内容が質素にならないか不安。そこは

しっかり費用を捻出して質の確保(向上は求めません)をして欲しいです

○保育園について育休を1年以上取得すると以上児(3～4歳)であっても退園となるのは見直して欲しい(短時間でも良

いから預って欲しい）

○保育料等安くなって欲しい

○土・日・祝の保育園への預りを出来るようにお願いしたい(土・日・祝に仕事がある場合、預け先が無く非常に困る)
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○今通っている保育園について一切不満はないが、通えるようになるまでに色々と大変な思いをしました　

○同居の祖母が65歳以下で仕事をしていないため、兄弟を保育園に預ける事ができない。そのため仕事にも制限がで

き、希望通りに働けない。保育園をもっと増やして条件も見直して欲しい

○保育環境に関しては問題はありませんが、10月に市より配られる次年度の入所申込書は園から配られてくる事に

なっていますが、勤務先や勤務の状況等、プライベートの事も園の方であからさまになってしまうのが嫌だと思う。プ

ライバシーの保護という観点より園への提出を変更したい。

○宛名の子どもは第3子の為、多少なりとも時間をかけてやれるので特に困る事は少なくなってきた。上の2人の時は

自分の急病や下の子の病気で苦労する事があった。保育園には幸い入所でき、先生方にも恵まれ今のところ環境に不満

はありません。

○保育園によって英語を教えていたり、差が生じるのは少し良くないと思う(保育料が同じなのに…)。他の保育園では

英語、ＥＶＴの先生がいたり、動物を飼っていたりと聞いたことがあります

○保育園に空きが少なく入所したいが無理な事　　　

○現状に満足しているが(保育園に入れない等もないし)、保育園により対応等に差があるので(おむつの持ち帰り等)同

じ様な感じだといいなぁと思う事はある

○保育園をもう少し増やして欲しい。入るまでに1年以上かかり、決まっていた仕事も断らなければならなかったため

○保育園への入園基準が少し厳しい様に思う。3歳から幼稚園に入るにしてもそれまで祖父母が毎日保育するのは無

理な家庭もあると思う

○保育料の無料化に伴い、保育の質が下がったり保育士さんが減らないようにして欲しい

○認定こども園を増やして欲しい

○土曜保育が通常通っている保育園では利用できなくなり、土曜保育をお願いせざるを得ない状況にあり、利用するが

慣れない保育園に預ける事に不安を感じる

○保育園の入園条件が厳しすぎる　◎保育料無料化になっても保育園に入れなかったら無意味。絶対的に保育園の数

を増やすべき

○現在下の子の育児休暇中であるが、産後2ヶ月後より上の子が保育短時間になり、主人も毎日帰りが遅いため1人で2

人の子供をみる時間が長くなった為とても大変である。毎日家事、育児に追われている感じが強い。普通時間で預って

いただけると有難い。また産後1年が経過したら上の子が退園させられるという制度には納得がいかない。職場からは

年度初め等、区切りの良い時期での復帰を求められている。待機児童や保育士の不足等の理由があるようだが、市町に

よっても制度が異なると聞き、越前市での子育てに不満を感じてしまう。早急に見直しを強く希望する

○今現在、上の子が幼児部（こども園）に入っていますが、下の子2人を家で見ているとお昼寝の時間をとる事がかなり

厳しい状態です。お迎えの時間と重なり寝ているとしても起こして行く。とても大変でかわいそうです。幼児部ももう

少し時間を取る事はできないのでしょうか

○私立の保育園は土曜日も1日保育をしている所があるが、公立はあまりやっていない。出来るだけ休むようにと言っ

ている。働いている側としては土曜日も預けたいし、サービス業の人もいるので日曜・祝日も月に数回は預けられたら

有難い。無理な事も分かるが、これだけ休みが増えてきているので市としても考えて欲しい

○保育所を決める際、希望する保育園になんとか入れたが、他の家では希望する園(第3希望さえも)に入れず、家から遠

い保育園に入らざるを得ないご家庭もあったと聞いています。今2人目を考えていますが、2人目が産まれると1人目が

園を退所しなければならないといううわさを聞き、2人目をどうするか迷っている状態です(1度園を出てしまうともう

入れないと思うので)。越前市の保育所の数がもっと増えてくれないと働きながら子育てをするのは無理だと感じてい

ます

○認定こども園についてです。第3子出産時、第2子は2歳児でした。第3子出産後、半年が過ぎれば第2子は退所と言われ

ました。生後6ヶ月の乳児と言えば離乳食がはじまり病気になるリスクも上がる時期に第2子は保育園を退所しなけれ

ばいけないというのは産後の母親にはすごい負担です。第2子はトイトレやイヤイヤ期の大変な時というのもあり、そ

の時はとても悩みました。保育園の先生は｢市の決まりだから…」という事だけで何の解決にもならず。それなら第3子

も保育園へ入り仕事に戻るという選択もしたかったが、保育園に空きはなく入所できずで仕事へは第3子を連れて復

帰しました。調べてみると越前市だけが6ヶ月で退所というルールのようでした。産後負担はありませんか？とよく聞

きますが、何よりこの6ヶ月で退所というルールが負担でした

○土日、祝、休みの関係のない仕事をしています。保育園は日曜、祝日はもちろん休み、土曜日もなるべく家で見て欲し

いというスタンスが殆どかと思います。現状、保育士さんの数等からしてもしょうがないとは思うのですが、土、日、祝

休みの正社員の仕事を見つけるのも大変かなと思い、祖父母に頼って働いていますが、少しかわいそうな気もしていま

す。何か良い方法はないかなぁと考えているところです
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○一生懸命子供の為に働いていても育休が長くとれる会社の為、地区外の認定子供園にしか入園できませんでした。隣

のパートの方々などは普通に入れてご主人も早く帰宅しています。復帰後遠い場所まで長時間働き、遅くなる帰宅で事

故でもおこさないかと不安です。子供も環境にとても変化されやすい子と言われました。今後どうすればいいのでしょ

うか。不満です

○現在通っている保育園では保育短時間だと朝の受け入れは8時30分からなので9時～16時などの働き方を考えてい

ても朝の時間に間に合わず、なかなかこの時間での仕事に変更できないのが困ります。夏などは良くても、雪の時期で

も仕事に遅れないようにする為に延長保育料を払う事を考えるとなかなか難しく思います

○保育に関わる人を増やす為に保育士に対して補助金を支給したり、経済的サポートと保護者との間にトラブル回避

の為に決まりをつくる等して今保育から離れる人に戻ってもらえるような制度があると良いと思う。

○産前、産後の保育園に通える期間が半年では短い。年子で下の子が半年の時に上の子の保育園利用期間が満期になり

退園になってしまうため、仕方なく下の子が半年で保育園に入れ働いたが非常にしんどい(体力・精神的に)

○もっと障害者が気持ちよく利用出来る保育園等をつくる

○越前市は土日預かる所がなくて困っている。仕事がサービス業なので。現在、保育園に入れていますが、園では毎週

(土)預ってもらえない

○介護では事故や苦情など一つ一つみんなに伝えていますが(利用者家族等、地区の会議等で家族参加型)、保育でもそ

んな場があったりするのか知りたいです。また園の方からもお便りなど教えて欲しいです

○標準時間保育を利用しているが、いざ出勤に合わせ７時すぎに保育園へ子供を預けると｢早すぎる」と言われる。フル

タイムで３交代勤務だと土日も仕事になるが、土曜日は半日の日もあり利用し難い。また早めに土曜利用の希望を出す

ように言われるが、月末にならないと来月のシフトも出来ず結局申し込み出来ない

○現在認定子供園に通っています。私立で開放保育等ありましたが、良い点しか見せていなかったせいか今は入った事

にとても後悔しています。子供にとって英語の授業や工作の授業が多いのでのびのびとしているようですが、親には毎

月のお弁当の日(多い月は１週間に３回もありました)や手作りのスモックや夏のプールにつかう水着用のオムツを買

わされたり負担が多い事ばかり。また土曜保育もなかなか受け入れてもらえず、受け入れてもらっても土曜昼までにも

かかわらずお弁当を持参する事です。保育園の先生も園長先生の言いなりで独裁的です。このような実態が明らかに分

からなくても入園時に月１回のお弁当や土曜保育の受け入れ拒否等が分かっていたらこの保育園を選びませんでし

た。保育園時は子供に手がとてもかかるので少しでも保育園の負担を減らしてもらいたいです。お弁当の日は子供の為

に１時寝の５時起きで、月曜は仕事が眠たくてできません。保育園は抽選ならせめて同じ様に弁当なしや土曜保育等し

て欲しい

○質問の中の方に書きましたが、もっと子供が簡単に保育所、幼稚園に通える様にして欲しい(親の就労や家庭の事情

とか関係なしに）　

○土曜日の保育の回数が少ないので多くして欲しい(サービス業の為）

○子供達に手厚い分、保育士の方の負担が多いと聞きます。有給休暇がとても取りにくいそうです(南条の子供園とか

他も同じかな）なので保育士さんがもっともっと働きやすく、保育士として元気に子供達と接していける環境をしっか

り作ってあげて下さい。私は全く保育士とは違いますが、一人の母として、働く母として切実に思います。我が子の運動

会やたくさんの成長を見られないという保育士さんが居なくなりますように。

○保育園は土曜日が殆どの所が半日か休日になっているので、普通に利用出来るようにしてもらいたい。そうでなけれ

ばフルタイムの正社員で働くのが難しい（1日保育だといつもとは違う保育園に行かないといけないとかあるため、子

供に負担がかかると思う）。保育園は働いている人が預けているのに、結構平日に色んな行事があるのはどうかと思う。

仕事を休んでいかなければならない

○仕事が8時に始まるので7時に保育園に預けられると良いのですが、預けられず出勤日には9時出勤（平日）にしても

らって他の人に迷惑をかけてしまった。できれば働いている人に園も対応して欲しい。はじめに保育園を探した時、途

中入園では全く入園できず、毎日河野まで（祖父母宅)朝6時半に家を出て送り迎えしながら仕事へ行った。途中入園で

もスムーズに出来るようにして欲しい

○保育園を増やして欲しい

○現在上の子を保育園でみてもらっています。園の先生達には良くしていただきありがたいです。下の子が産まれた事

により育休を長くとる事で上の子が保育園から退園させられるのは納得がいきません。色々な事情があってのことだ

と思いますが、その理由も何処にも明記されておらず、ただ｢退園｣の一言のみ。理由もはっきり分からないまま納得が

いかないと私も含めよく耳にします。上の子も大きくなってきて園では友達も出来て楽しく通い、これからますます集

団生活が大切になってくるこの時期に退園になります。仮にその後、幼稚園に入れたとしても仕事復帰と同時にまた保

育園なんてことは子供にとってとても過酷な事です。育休を長くとる事でこうなるのであれば、育休を長くとる事にた

めらいを感じる人もいると思います。昔と比べ子育てにおいて様々な面でサービスが受けられとても有難く思います。

ただ上記の事はずっと思っていたことなので書かせてもらいました
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○現在フルタイムで就労していますが、以前は預けられた土曜保育がどんどん厳しくなり困っています。就職を決めた

時は毎週1日（通常通り朝から夕方まで）預けられるという事で土曜勤務のある会社に決めたのですが、今では会社の証

明書が必要になり、預けられない日や半日しか見てもらえない日もあり、休みをもらう日が多くなってしまいます。仕

事は続けていきたいので改善していただけたらと思います

○私は現在2人目出産後の育休中ですが、上の子の保育園入園に際し、妊娠、出産扱いでの入園となり、産後半年で退所予定

です。今後一時預かりも利用予定ですが、半年で退園する子、1年在園出来る子等の条件がよく分かりません。同じ環境下で

も強い要望があれば1年在園できたという知人もおり、同じ自治体なのに不公平だと正直なところ思いました

○来年の４月から仕事に復帰しようと思っているが、ちゃんと保育園に入れるのか不安　

保育園や幼稚園に空きが無く、2人目出産時も利用出来ないことが困ります

○育児休業中の短時間保育を通常保育にして欲しい（兄弟が保育園に通っている際に適用される決まり？）

○現在、校区外の通勤途中ではない保育施設に子供を預けているので、校区内もしくは通勤途中の施設に預られるとい

いなと思っています。日曜、祝日に小学校低学年以下の子を預けられる場所があると良い。児童センターは警報時、休み

になるため仕事を休まないといけない

○育休中は産まれた子の世話をするための期間であるのに、上の子の保育時間を数カ月で標準保育から短時間保育に

変更しなければならないのに不満です。変わらない保育時間を希望します

○現在利用しているこども園の土曜保育が整っておらず、就業証明書(各月)を出しても、園の都合でみてもらえないこ

とが1年で何回かあった。土曜保育を利用する事自体、園長があまり良いと思っていないようで、毎月面談して本当に必

要なのかを確認される(1～2回/月)。生活をしていく上で、仕事をする必要があるので預けるお願いをする度に複雑な

気持ちになる

○2人目が産まれたら上の子が認定子ども園で今までの標準時間18時まで預ってもらえていたのが短時間になり16

時になるのが厳しい。退園とならなくていいのは有難いのですが、晩御飯の支度をする一番忙しくなる時間なのでそこ

をどうにかならないのかなと思います

○子ども園(幼稚部)の預り時間(料金)を見直して欲しい。現在9時～15時で15時以降は16時まで1000円の追加料金が

かかる。たった1時間1000円は高い　　　

○9時前に連れて行くのに何時からという定めが無いので早く登園させたら止めてくれと言われた。預り時間とは別

に登園可能時間も定めて欲しい

○産後半年で上の子が保育園を退園する事が不服です(息子が退園した後、待機児童が入園するわけではなく、保育園

の枠は空いているので)。子どもの生活の一部であった保育園が行政の決まり事という理由で奪われて、子どもに「なん

で保育園に行けなくなったの？さみしい」と言われても説明のしようがありません。こんな田舎には不必要な措置だと

思います。子ども福祉課の職員さんがいつも感じが悪いので毎回嫌な気分になります

○保育料が高く負担です

○土曜日の保育がなかなか取りずらいので働きづらいなと感じます

○地元の保育園に入園希望を出したが入れず、他の保育園に通っている。転園の相談したが、幼稚部は入れるが保育部

は空きが無いから難しいと園長先生から聞いた。今の保育園をとても気に入っているが、小学校に入る時とても不安が

ある（地元の保育園行っていないから）

○保育士の方が足りないと言う理由で、預り時間を遅くするのは困ると感じています。近場の職場でない限り無理があ

ります

○近所に子ども園がありながら、学区外の幼稚園に子供を通わせる知人から聞いた話です。｢以前、子供園に見学に行っ

たが、子供園は保育部と幼稚部が一緒になっているので人数が多く、子供に対して先生の数が少ない。子供園に子供を

通わせている友人からはなかなか子供の名前を覚えてもらえないと聞く。またいつもが小学校の休み時間の様な感じ

で放って置かれている感じがした」と。また、先日どちらの子供園か幼稚園かはわかりませんでしたが、集団で歩道を歩

いているのを見かけました。2～3人先生は同行していましたが、最後尾につくはずの先生が最後尾より4～5人前に付

き、携帯で話をしながら歩いているのを見ると、これから子供を預ける立場として大変不安な気持ちになりました（も

し、子供が道路に飛び出したら…と思うと)。たまたまかもしれませんが、そういう事の無い様にお願い致します

○保育園の定員がもう少し多いといいなと思う

○希望する人が保育園に入れるように引き続き宜しくお願いします

○同居(親)しているだけで日中見てもらえないのに保育園の審査では厳しいのは働く自由が無くなってしまうと思う

○前回のアンケートにも書きましたが、土曜保育が利用しにくい。他の園に預ける事の子や親の負担。子育てをしやす

い環境を求めます

○保育園の先生方のご指導や保育園の自由な雰囲気のおかげで娘ものびのび毎日嫌がることなく、むしろ早く保育園

に行きたいぐらいの気持ちで親としても嬉しく思っています　
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○保育園はすぐに迎えに来てほしいなどと連絡がある為、仕事を休まなければいけなくなってしまいます。少しぐらいの

眼やにや微熱ぐらいなら仕事場に連絡せずに最後までみて頂きたいです。また保育園の入園についてですが、希望する所

に入れると良いです(家や仕事場から遠かったり、小学校の校区ではない保育園に入園することもあるようなので)

○公立の保育園より私立の保育園の方が施設も整っていて教育の内容や給食が充実している様に感じられる。また公

立の保育園には外国の子供さんが多くいるような気がして、なんとなく子供にとって私立の方がよい環境ではないか

と思い私立の保育園を希望しています。公立と私立の保育料が同じなので私立は入り難いのかなと思うので、保育料以

外の保護者会費や教材費など私立の方が高い等といった何か保育園を選ぶ時に指標などあると良いと思います。また

保育園のお金が他の市町村より高いと思っていましたが、実際にかかる費用のうち市の税金が一人に対しどれだけか

かっているかも何かホームページや広報で分かるとお母さん達の考え方も変わると思います

○保育園や認定こども園への入園や産後6ヶ月経ってからの第1子に対する対応が厳しいと思います。6ヶ月経ってか

らの入園する為の書類の提出も役所の中での情報の共有が不足で手続きが大変な事もたくさんありました。しっかり

と情報の共有や引継ぎをして頂かないととても困ります。役所の人も保育園やこども園へ行き実際の情況を把握すべ

きだと思います。書類だけしか見ていないので実際の現場の事が分からないのではこちらがとても困ります。役所の中

での職員の対応もしっかりして頂きたいです

○第2子の育児休業の際、第1子が退園処分になるのはおかしいと思います。しかも3歳以上の子はそのまま入園でき

て、3歳未満の子は退園扱いになるのは意味不明です。2歳のイヤイヤ期の大変さと下の子が6ヶ月経って目が離せなく

なり離乳食が始まる頃と重なって負担は大きいと思います。上の子も遊ぶ友達がいなくなるし、下の子にとってもママ

との時間も少なくなりメリットはないと思います

○出産後に就職活動がほぼできない(母親)。基本的に土・日曜日に入って欲しい所しかなく、保育園が土・日曜日休みな

ので就職するにも土日、育児が無理である。父親は4班3交替なので土日関係なく仕事なのでそこらへんをどうにかし

て欲しい

○会社では2年間育児休業が取得出来るのに、産後1年で保育園が退園になってしまったり、育児休業中にもう一人出

産したら上の子が産後半年で退園になってしまったりと制度的にどうなの？続けて子供を産むのは悪い事なの？と思

う事が何度もありました。決して保育園に預けて楽をしているわけではないので、今後出産する人が安心して子供を産

んで育てていけると思えるような制度を考えて欲しいです

○土日の保育　

○下の子が6ヶ月になると上の子は保育園を強制退所させられた。最低な事をする市だと思った。他の町へ転居するの

で別にもういいですが…

○育休中の16時迎え(保育園)は早すぎる。せめて17時にして欲しい　

○吉野地区の保育所に入所させたいと思っているが、0歳児の受け入れが少なく感じる。働きたいがその為に動きづらい

○現在週3日一時預かりを利用していますので、回答の仕方に誤りがあったら申し訳ありません。以前に子供福祉課の

担当の方にも要望をお伝えしましたが、再度書かせて頂きたく思います。現在、育児休業中で年子の兄弟を育てていま

すが、下の子の出産に際し、上の子が保育園を利用させて頂きました。下の子が6ヶ月になったため退園となりました

が、他の年子を育てているママは1年間利用出来るとの事でした。一度職場復帰したかどうかでこの差が生じると知り、

育休中に続けて出産した事が悪かったのように感じてしまいました。担当の方に問い合わせたところ、仕事理由と出産

理由の違いとの事でしたが、産後の情況としては同じ様に感じています。現在は有難い事に利用していた保育園で一時

預かりを利用する事ができ助かっていますが、生後6ヶ月からの方が離乳食の準備等で保育園の必要性を感じました。

教育現場で働いていますと復帰してすぐ産休に入るのでは迷惑がかかると思い、育休中に年子を出産した次第です。私

のようなケースは少ないのかと思いますが、今後同じ様な思いをされる方がいなくなりますよう改善を要望致します。

長文失礼致しました

○認定子ども園の幼稚部に通わせていますが、年少の頃はお迎えの時間が午後2時30分なのですが、給食後1時間で良

いので昼寝させて下さると助かるのになぁと思いました。帰ってから寝かせると夜に寝つきが悪かったり、昼寝しな

かったりで調整するのが難しかったので。食後は保育部とは別室で絵本を読んでいるそうですが…。各イベント行事で

工作をしてきますが、たまにここにお金をかけなくても良いのでは？と思う事があります。家族の日等もキットになっ

ているものに少し子供の手を入れて持ち帰って来ますが、家族としては家族の絵を描いてくるだけで充分嬉しいもの

です。こいのぼりも立派な風車のついた棒にこいのぼりをつけてきますが、おりがみの風車を紙の棒につけて作っても

十分かなと思います。入園式に｢大きな栗の木の下で」を歌うのは季節的に合っていますか？長期休暇中、数日登園日が

ありますが、もう少し増やすか帰る時間を通常時間にするかにしてもらえたらとても助かります

○保育所や幼稚園について詳しい事はよく分かりませんが、働いていないと保育所に入れないというのは残念です。実

際は違うのかもしれませんが、そういうイメージがあるので保育所などについてもっと詳しく分かり易く教えてくれ

る冊子が早めに欲しいです。幼稚園でも16時頃まで子供を預ってくれれば生活にいろいろと余裕が出るのになと思い

ます
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○土曜保育をもっとしっかりしてほしい。土日仕事の立場からすると、土曜日も日曜もつぶれると仕事にならない。同

居していて祖父母の勤務証明を出すのに、お迎えがおばあちゃんがするのは関係ないと言われた。保育園が点数が高い

順なのはしょうがないけど、保育園が身内でバラバラだと災害の時に困ると思う

○来年入園にあたり幼稚園に入れたかったが、住んでいる地区には公立幼稚園はつぶれて無くなってしまい、子ども園

の幼稚部にいれることになりました。子ども園の幼稚部も保育部と同じ活動ではなく幼稚園みたいに小学校前準備等

お勉強等も教えてもらえるようにして欲しい。ただ帰る時間が違うだけではあまり魅力を感じない

○現在、国高地区に住んでいて国高地区の保育所を利用しています。人が多いので父母ともにフルタイム勤務のため保

育所に入所出来たのではと聞いています。母は出来ればパートタイム勤務で子供を預けたいと考えていますが、パート

タイムになると保育所に預ける基準が低くなり預けられなくなるのではと不安です。国高地区など人の多い地区にも

う少し保育施設が増えて欲しいです

○昨年、子ども園の入園を希望したのですが、３つとも落ちてしまい働く為に就活したいのに出来ず困りました。働い

ている人が優先なのは分かりますが、働いていない→入園できない→働けないという感じでどうなのかと…。今2人目

を出産し、家で1月から1日中、二人の子育てが始まり、上の子は運動不足など心配です(下の子が居るとどうしても家の

中での遊びが中心になってしまいます)。子ども園に4カ月入園出来たのは助かりましたが、慣れた頃に退園で子ども園

がいっぱいの為、週1回ぐらいの1時間保育も断られてしまい不安や不満があります

○疑問に思っている事があるのですが、なぜ育児休業の場合は産後1年まで保育が必要とされ、退職や無職の場合は産

後6ヶ月まで保育が必要とされてしまうのですか？就労している権利で産後7ヶ月～1年は保育が必要とされているの

でしょうか？就労しているしていない関係なく母親が子育てしているという環境は変わらないので期間が違う事に疑

問を感じます

○将来下の子が幼稚園に入る年になったら働きたいが、保育所、子ども園のような人数の多い所に入れたくない。幼稚

園でも親が働けるよう夏・冬・春休み中の保育を増やして欲しい。あと幼稚園の送迎バスが無いのは本当に困る。他の県

ではあって当たり前のものがなぜ無いのかと思う。子供3人連れて雪や雨の日送り迎えするのは本当に辛いです

○保育園の募集定員が少ないと思う(特に0，1歳児)。同じ時期に出産した方が集まり知りあえる機会が少ないと思う

○3歳未満が入園しにくいと聞いているので不安　3才未満の保育料も安くして欲しい　　

○2歳から認定子ども園での幼稚部の新設　

○サービス業に従事している為、毎週土日や祝日は仕事です。数年前までは保育園を平日に休ませて、日曜、祝日にその

分を振り替えていただいて給食費のみの支払いでしたが、近年別料金で子どもが何人もいると通常保育の場合、2人目

は半額、3人目は無料にしていただけるのに人数分の料金がかかると1ヶ月かなりの保育料になってしまい預けたいの

に預けられなくなってしまいました。また保育士さんも毎週代るので小さい子だと慣れなくて可哀そうです。昔の方が

良かったなぁと思っています

○保育園が労働人口を支えており、保育士の働く環境が産業を支えていると考えても過言ではないと思う。子育て世帯

の支援は大変有難いが、それよりも保育士への待遇改善が何よりも重要と考える。給料面、労働時間の改善を地域社会

全体の問題として考えていかないと、今後求人倍率が高い為他の職種へ転職する人が増える可能性→預けられない→

働けない→産業、生産の縮小を防ぐためにも一刻も早く保育士への支援を急いでもらいたい

○待機児童「０」かもしれませんが、望んだ保育園、子ども園に入って「０」になって欲しい　保育士に負担がかかりすぎ

ないような働き方が出来るよう市がしっかりサポートして欲しい　

○24時間の保育施設があると良い

○学区内の保育園が少ない　

○土曜日保育をして欲しい　

○問10にも記載しましたが、働いている人に対して保育園やその他の事業所の開園時間が短すぎる。働く人が多いの

に結局子どもを産むとパートや退職をせざるを得ない状況にさせられる。全然幸せ度高いとは感じない。保育園入所も

祖父母が居るならダメというが祖父母が全て育児に協力的なわけではない。後は1歳半や3歳の健診の時間帯が午後イ

チというのはおかしい。一番眠くて期限の悪い時間になぜするのか分からない。子供の普段の発育状態をみたいのなら

一番機嫌よくいれる午前とかにするよう考えるべきでしょう。結局市の都合でやっている。福井市には24Ｈ保育の所

があるらしいが、越前市にはない。土・日も公立保育園はやっていると聞いたが、私立の保育園に行っている人は土曜は

公立利用しては駄目と言われた。それもおかしい。公立か私立かで保育園を決めていない。同じ子どもを持つ人なら市

がトップにいるならどんなんでも利用できるよう改善していくべきでしょう。一つの意見と思って聞き流すのではな

く、このような意見があり、それに対してどの様な対応をとった(とる)のか返答がなければこういう風に意見を書くの

もアホらしくなる。あと毎年のインフルエンザ予防接種、三国とかのように助成すべきでは？毎年自費（しかも2回接

種)負担大きいですけど…　
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○2人目出産後に上の子が保育園を退園になりました。育児休業を1年以上取得するからとの事ですが、家庭で4歳と1

歳の子供を1日中みる事は大変だと感じます。2人の活動量が違う為、どちらかに我慢させていました。上の子を幼稚園

に入れたので今は負担が減りましたが、育休が終わるとまた転園しないといけない、元いた園に入れるかも分からない

という現状は是非改善していただきたいと思います。福井市のように幼保連携型の子ども園が増えて欲しいです

○保育園が土曜保育をしていない日があるので、その日に祖母に用事がある時は仕事を休まないといけないので、年に

1・2回困る事がある

○【問31】越前市は仕事を辞めたりすると上の子(3歳未満児)の保育園を退園しなくてはいけないので出産する際すご

く大変と感じた。せめて保育園側と相談したい(市の決まりとかにして欲しくない)　

○土曜日の勤務については土曜保育があるが、父母双方が仕事があって行かなければならない時、日曜に対応できない

為やむを得ず高齢の母を頼る事になった。義母は家を出ていて全く役に立たず、義父は子育てに無関心。義曾祖母は高

齢すぎるため3歳児の動きについていけない。日曜に子どもを預けられる所はないでしょうか？高齢出産だったので

周囲も高齢者。今でも辛いが将来の事を考えると子どもが大変だと感じています。土曜保育についても20日前に申請

が必要なので急の時に使える所が分かると有難いです

○もう少し保育園等に入り易くして欲しい。求職中だと入園しにくかったり、2ヶ月以内に職を決めなくてはいけない

など条件が厳しすぎると思う。働け、産めという社会のわりには預けにくい。子持ちだと働きにくい。どうしたらいいの

か悩んだ時期がありました。そのせいで2人目もつくるのを悩みます

○夫の転勤で地元に戻ってきたが、働こうにも子どもを見てもらえる状況になく(保育所に空きが無い)、職を探すのも

難しい。しかし働いていないと保育所にも入れないと言われ、どうやっていけばいいのか？と思う

○もう少し希望した保育園に入れるようにして欲しい

○完全に土日休みの仕事の人は少ないと思うので、土曜保育がもっと利用し易かったら良いと思います

○子ども園化が進んでおり、3歳以上の子供にとって親の就労等の変化にかかわらず継続して同じ環境で過ごせるよ

うになるので良いと思う。しかしながら、3歳以下の子供は幼稚園が減っているので行き場が無くなってしまうのでは

と心配しています(今まで未満児を受け入れていた幼稚園がなくなる→子ども園に入る為にパートを探す→待機児童

が増える→入園させるため、入園年齢の低下が進むなど)。育休1年という人が多いので、1歳～3歳までの子供が園以外

で出会う事が少ないと感じています。そうなると行き場を求めて保育園、子ども園への入園を考える人も出てくるので

は？と思います

○保育園の保育士不足(保育園入園希望だったが、第3希望まで通らず、幼稚園に入園する事になった子供が周りに2人

いる)　　

○保育園に預けているが核家族を前提としていない行事などが多い(祖父母がいある事を当たり前として予定が組ま

れている)。居ない子はどうするの？　保育園の預り時間を伸ばして欲しい。共働きだと18時までの迎えに間に合わな

い事も…

○土曜保育をしてくれているが、実際は月2かいぐらいしか見てもらえない(園の行事等で預けられない)。また年度末

に必ず休みになるのは困る　

○入園時の求職者に対する期限が短い

○第2子以降の出産後、以前は上の子の保育園が生後半年までは通常保育、半年後、短時間になっていたのが、生後3カ

月以降短時間に変更になっているようですが、以前のように半年までは通常保育して頂けるとありがたいです

○公立、私立では保育の質が違う様に思えた　小学校にスムーズに慣れる環境が年長児クラスに1～2ヶ月に最低1回

はあるといいなと思う

○産後6ヶ月を過ぎると上の子が保育園(子ども園)を退園する決まりになっていますが、できればその制度を廃止し、

子どもを産みやすい環境にして頂きたいと考えています。3歳以上児は短時間保育への変更で対応出来るように、3歳

未満も退園ではなく短時間保育へ変更で保育継続はできないのでしょうか

○夫婦共に祝日が仕事で、祝日に子供を預けられる場所がどういうところなのかがわからず祖父母に現在みてもらっ

ている。しかし祖父母も高齢になってきているので今後もみてもらえるか不安。祝日もみてもらえる保育所があって欲

しい

○保育士を増やして、保育の充実を図って欲しい

○幼稚園に出来れば入れたかったが、夏休みや冬休み中の就労ができないので保育園に入れました。保育料は高く、

パートの半分は保育料に消えていきます。でも保育園に早く入れて人見知りも治ったし、おしゃべりも上手だし、良い

事もあったなぁと思います。今、第2子妊娠中ですが、越前市は育休1年取得中には上の子が退園せずにみてくれるので

その制度はありがたいです。保育園の入園も人気のある保育園は入り難いというのを聞きます。国高地区もなかなか無

職では入り難いそうです。働きたいのに子供を預ける所が無いというのは厳しいなぁと思います
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○今は職場の保育所に預けていますが、自分が休みの日は子供も休みになります。子供は可愛いですが、日頃の仕事疲

れを取る時が無くとても疲れます。今後2人目を考えていますが、育休中、上の子が途中退園になる事を考えるととても

不安です(仕事は休んでいますが、体調不良時2人みる事を考えると…）

○保育園に入園するにあたり、前年度の10月に申し込みをしないといけない事を知らなかった。もう少し大々的に知

らせて欲しい

○母子手帳をもらう時にでも良いので、保育園の申し込みをお腹の中に要る時にした方が良い等、一言伝えて欲しかった

○保育士(認定子ども園)の数を増やして欲しい。越前市内の認定子ども園に入る事ができず、所定の金額より高い保育

料を払った預けている。また兄弟で別の園に通園することになり、時間、金銭的にとても負担を感じた子育てをしてい

る。仁愛大学と協力するなりして、必要数の保育士の確保をする努力を越前市にはして頂きたい

○会社のお盆休み、年末年始休みと認定子ども園の休みの期間がずれていることがある。例)会社は8/11(土)～8/13

(月)、認定子ども園は8/14(火)、15(水)など休みが同じ区間なら問題ないが、上記だと一般的な休みの区間とずれてい

る。大雪や大雨、台風の時には自宅での保育を要求される(認定子ども園より)。先生方も出勤できないと思うので理解は

するが、保育料はそのまま

○保育料が高くてパート代のほとんどがもってかれる　　

○保育園を休んだ日の給食代、保育料が減らない意味が分からない

○園に駐車場が無く、道をわたり玄関に行く道が危なすぎる　3歳未満の教室のおもちゃが汚かった

○園の先生の仲の悪さが伝える感じが嫌

○第2子が6ヶ月になった時、第1子の保育園一時退園は非常に困ります。第1子が未満児、以上児に限らず継続して保育

を受けられる環境にして頂けませんか？(短時間保育になるのは問題ありません）この一時退園は越前市だけの取り決

めなのですか？検討をどうかお願いします

○越前市は2人目妊娠時に育休中にも1人目を保育園に1日預けられるように変更になり、とても母親に寄り添った子

育て環境であると思う。産後に急に2人を24時間、365日みるのは大変だし、体もついていかないので。

○育休中に上の子を保育園に入れていたのですが、育休中で仕事をしていないという理由で上の子達2人(年長と年少)

の子が短時間保育で4時にお迎えが決められていました。年長にもなると4時から自由時間でやっと園庭で遊べると

いった時間を奪ってしまい、子供達も遅いお迎えが良い！と言われたり…。離職中とはいえ、育休中は生まれた子供と

の大切な2人だけの貴重な時間でもあるのにその短時間は子供の為の制度だとは思えません。それはただの大人の都

合であって、まして園を出される子供達には関係ないと思います。今すぐに辞めるべき制度です。何のアンケートもな

しに市が決めるのも納得がいきません

○園で行事が多いのは子供にとっては良いかもしれないが、その都度親が出なくてはならないのは辛い。特に平日の数

分～十分程度の面談会の日や保護者だけの掃除の日、遠足や避難訓練等での早く終わる日まであっては(特に複数の子

供を預けているので)予定を細かく合わせたり、有給休暇がギリギリになるのも辛いです。上の子が小学生、真中が以上

児、下が未満児で共働きでダブルケア、こちらが体調を崩してようやくわずかに育児を手伝う夫にもイライラがつのり

ます。子供達の為にと離婚の決断こそしていませんが、いっそシングルマザーの方が夫に割く時間が無いだけ楽なので

はないかと考えてしまう事もしばしば。子供達の為！と頑張っていてもモチベーションが上がりません

○保育時間について、産後3ヶ月を経過すると短時間に変更になりますが、保育料も殆ど変わらないので…長時間のま

ま預けられると有難いと思います。子供の集団健診がいつも午後からですが、午後はお昼寝の時間とかぶったりするの

で、午前中にしてくれると助かります。その方が子供もご機嫌に受けれると思います

○近くに子ども園はあるけれど、越前市の子ども園(保育部、幼稚部含む）には食に関して良いと思える所があまりとい

うか殆どなく、もっと食育を推進してもらいたい

○育休中だと子供を保育園や子ども園に預けられなかったり、金額が高かったりと悩まされた。特に2人目を妊娠中は

体調がすぐれなくても預けられず辛かったので妊娠中に上の子を預けられる施設、制度がもっと多くなるとありがた

いと感じた

○夜間保育は越前市にあるのか？

○保育園、幼稚園の質をどこも同じぐらいにして欲しい

○個人的な意見になるが、保育園、幼稚園、子ども園ともに保育士の確保が大変。人数がいれば良いというものではない。

資質も大切だし新人教育も大切。サービスを受ける側(親)ばかり大切にされるが本当に重視すべきは園の体制や保育士

の質や確保。今、園や保育士さん本当に大変。給与も低い。仕事は多い。家に持ち帰ってやる事も多く、みんな続けるのが

辛くなっている。子供を預ける親として園や保育士さんに子育てをしてもらっていると思うほど、園、保育士さんは大

切。サービスを受ける側を無償にするのではなく、園や保育士さんの処遇改善や事務処理の改善をしてあげて欲しい　

○土曜日が仕事もあるので希望保育だと何となく申し込みするのが手間だったり、園に対して気を使ってしまうので、

通常土曜日も保育をして欲しいです。平日、仕事を休みづらく、平日の保育園行事や小学校の振替(月曜日)休日をやめて

欲しい。できれば少なくして欲しいです　　
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○平日は認定子ども園(保育部)で預ってもらっているが、土日は仕事が休み(父のみ、母は仕事)のため預ってもらえな

い。父一人で子育てするべきなのだろうとは思えど、やはり大変。自由に土曜日も預ってもらえるようになると嬉しい

○３歳未満の子供を持つ家庭が２人目出産後６ヶ月で退園という制度はやめて欲しい。上の子と同じ保育園、幼稚園、

子ども園に入れるようにして欲しい。公民館や市で行っている子育てイベント(ベビーマッサージ等)をＡＭだけでは

なく、ＰＭも行って欲しい

○保育所に預けていますが、土曜日や朝・夕のお迎えなど仕事にもかかわらず出勤時間ギリギリに５分でも遅く預け

ろ、もっと早く迎えに来れないのか、下の子が風邪でお休みなら16時までに迎えに来いなど頻繁に言われ続け、子供も

小さく手がかかるし、仕事も残業が出来ないため日中ハードな労働に加えて保育所からもいろいろ言われ、年長になる

くらいまでずっと保育所ノイローゼぎみだった。家にいるお母さんは育児ノイローゼ防止のため一時保育もできるの

に、働いているお母さんは休める時間が全くない。そういう支援が無い事はとても残念に思う。共働きでないと生活で

きない家もあることをもっと理解して支援を考えていって欲しい　

○園を病気で欠席する際、園によって出席して良いタイミングがバラバラだったりするので、全幼稚園、子ども園、保育

園全て統一して欲しいです。(例)水いぼは人によってとらなくてもいい。ネットでは｢熱が下がって2日休む」になって

いるのに2日も経たないのに登園してくる子がいる…等。我が子がすごくうつって困りました。拡がるとプールに入れ

ないのが嫌なので我が子は頑張って取ったのに、園で「とらなくてもいい」というので取っていない子もいると言われ

悲しくなりました。曖昧なのはやめて欲しいです

○長期の育休中でも退園させられず通園できる環境になってくれると子育てしやすいと思います。我が子は年少児の

時に退園させられ悲しい思いをしました。一時保育扱いになった時の育児の負担は多く、子育てに手厚い市ではないな

と感じました

○保育料が高い。育休中に保育料が上がり生活が厳しい

○保育士の人数が足りないという理由で、希望する保育園に入れない事がある。保育士の給料を上げる等、保育士の人

材確保に努めて欲しい

○保育料が高く負担が大きい。鯖江市のように安くして欲しいです

○育児休業中でも幼稚部ではなく保育部に子供を預けられるといいと思う。短期間なのでなんとか対応して頂けると

いいと思う

○保育園の先生が母親を追い詰める。もうちょっと寄り添って欲しい

○保育園や子ども園に入る為の条件が厳しい。高齢出産も増えているのでもっとそういう人達の為の事も考えてみて

欲しい。仕事もなかなか無い

○フルタイムで就労していますが、自分の母親(50代)が家にいる為、校区内の保育園に入れず公立の幼稚園は廃校に

なってしまいました。保育園に入れようにも結局、校区外のそれも認定保育園での預かりになると言われ、その上条件

的に13時30分に帰ってくると説明されました。校区外に勝手に振り分けられるくらいならと結局、校区外の私立の幼

稚園に入れました。小学校は6年間と一番長く、友達の事を考えると校区内の保育園、幼稚園に入れたかったです。福井

は共働きも高く、女性労働者も多いのに都会と変わらない子育ての難しさだと思います。将来もっと子育てのし易い環

境になるよう願っています

○2人目を産むと3カ月頃から時短保育になってしまうのが困る　　　

○保育料が高い

○祝日希望保育をやっていると助かる

○保育園によってスイミングなどを保育園から行っている所と言っていない所の差が大きい。保育園から行っていない

と自分で習わせないとならなく、平日は無理で休日で行くしかない。同じ保育料を払っているのに少し不公平感がある

○今通っている保育園だが、昔は急に仕事の為預ってもらう事が出来たが、今は急に仕事は入ったといっても絶対にみ

てもらえない時がある(土曜日の時)

○保育園は楽しく行っていて感謝していますが、保育園の先生の退職が多すぎていきなり担任が消えてしまったり、い

なくなったり、子供がバイバイ、ありがとうのお別れが出来ず寂しいと言っているのか、少し寂しく思っている事です

○土曜日の保育所の利用をもっと利用し易い環境にして欲しい。自営なので預けたいが、土曜日は断られたりするので

頼みにくいです

○保育園の相談に相談したい事があっても聞きにくい

○今はどうかしりませんが、生後6カ月からが寝れなくて大変なのに上の子を退園させられるのはよくわかりません。

1年で復帰するならそれまで置いてもらえると言われたのですが、育てやすいのかと言われればそうでないと思って

しまいました
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○今回は長女を対象としたアンケートでしたので、回答には反映してきませんでしたが、次女を出産し育休を取得した

際には育休1年を経過すると上の子が保育所を退所する必要があるということでやむなく育休を1年で切り上げて職

場復帰しました。職場環境としては育休を2年など取れる制度が整っており利用したかったのですが、上の子がせっか

く慣れた保育所を退所する事になり、また次に入所できるかわからない状況では困るので諦めました。育休で家に母親

がいるのだからと言われたらそれまでかもしれませんが、1人で1日中幼い子を2人、3人とみるのは非常に負担です。育

休制度として1年以上が認められているのですからそれにあわせて保育所入所理由の要件｢育休1年以内」の設定を見

直していただくか、慣れ親しんだ園を退所せず幼稚園部に移る事が出来る子ども園への移行を希望しています

保育料設定が納得いかない。長時間、短時間での料金が100～200円？預ける時間が短いのに収入も違うのにそんなに

差がないのはおかしいと思う

○幼・保・小でのブラジル人の対応を何とかして欲しい。先生達がブラジル人親子への対応で時間をとられ日本人に対

する対応が手薄になりそうで心配(一緒の学校、クラスにいるのは歓迎です。国際人を目指すには良い環境だと思うの

でそれは維持して欲しい）

○子どもが２歳になってから保育園に入れたいが、途中入園は難しいためそれよりも早く(４月に)入れる事にしまし

た。でも第一希望の所に入れるか不安です

○夫婦共働きですが、保育料無料は大変有難いと思う。今後の教育資金を貯める事も必要なので

○保育料が収入によって全然違うのは納得がいきません。払っているお金の金額が違うのに同じ対応っておかしいで

しょ

○私立の幼稚園に入園する事が出来、2歳から両親以外の人と関わりいろいろな経験をさせる事が出来て大変有難く

良かったと思っています

○夏休みや冬休みの幼稚園の開放をすすめて欲しいです

○幼稚園の夏休み、冬休み等、長期休暇は高齢の祖父母にとっては正直負担が大きい。預り保育等の充実は必須　

○幼稚園の設備の古さ(夏あんなに暑かったのにエアコンもついていなく、子供が熱中症になりかけた（ほぼ毎日））

○幼稚園の開放デー(遊びにおいて)の日と児童館の日程が今年はかぶる事が多かったように思う。どちらも利用した

い内容の時は非常に困った。地域のイベント等にも配慮して日程を決めることはできないのかと思う　

○国高地区では子供の数が多く、パート等仕事をしながら近くの保育園、認定こども園を希望していましたが、特に途

中転園等はほぼ不可能といわれ、幼稚園に決めました。しかし長期休暇もあり仕事をしながら幼稚園は厳しいのが現状

で、公立の幼稚園でも認定こども園のように一時預かりをしてくれると助かるなと感じています

○吉野幼稚園の利用人数がかなり減っているようです。広くて沢山遊ぶ所があるのに全園児20人程度ではもったいな

いと思います。ひかり幼稚園のように2歳児から入園できたり、もう少し長い時間預ってもらえる、夏休みも(有料で)み

てもらえる等してもらえると入園してもよいかなと思います。吉野地区は保育園も少ないので、子ども園になってくれ

ると良いと思います

○幼稚園が過疎化してきている　

○幼稚園に通うと平日に行事が多く、両親が働いている場合、親が仕事を休まなくてはいけなくて負担になっている

○幼稚園での特色ある教育に力を入れて欲しい

○教員に不満があっても言うところがない。改善して欲しくて園の他の教員に言っても改善されない。子育てだけでな

く教員や園に対しての要望を伝えてくれる第3者的機関が欲しい

○病児・病後児保育を充実して欲しい。インフルエンザの時期等、定員になってしまい預けられない

○子供が病気の時でも預ってもらえる場所が増えると良い。

○育休明けで職場復帰し、娘が保育園に行き出したのですが、良く体調を崩し保育園に行けなくなっています。周りに頼

れる人もいないのでそういう場合は病児保育を利用したいのですが、越前市の病児保育は数、枠が少なく、希望している

日に利用できない事が多々あります。キャンセル待ちをしていても当日になってやはり利用する事ができなくて仕事を

休まざるを得ないことも多く、復帰して2ヶ月で有休を使いきってしまうほどでした(入院etcあった為)。愛育病院(福井

市)のように、当日行ってそのまま受け入れてもらえるような施設があればとても有難いです。切に願っています

○病児保育を増やして欲しい(市内には１つしかないので）

○現在は曾祖父母、祖父母が元気なため、子どもが病気になっても対応出来ているが、曾祖父母等の介護や入院が必要

になった時に病気の子どもを預けられる病児保育を充実させて欲しい　

病児

幼稚園



○仕事をする上で子供の病気で休まないといけない事は一番の負担になります。病児保育を利用し易く分かりやすく

する事は大切だと思います

○子供が病気の時は預け先がなく働きにくい。病児保育も必ず利用出来るとは限らない。病児保育の預けられる時間が

遅い

○数年前までは県外の県庁所在地の中心部に住んでいたが、子供向けの施設(児童館、公園等)が充実しており、病児保育

施設等も利用しやすく便利であった。越前市に転入してからは特に居住地が郊外だからかそうした施設が少なく不便

を感じる

○もっと病児保育が出来る所を増やして欲しいです

○病気で預ける施設の値段を年で変えたり、収入で変えてくれたら嬉しいです

○子供が入院していて退院した次の日に病後保育を使用したかったのに｢病児の子供達と同じ部屋になると」と聞いて

びっくりした。病後保育の意味がわからない

○病児保育の出来る場所や利用しても良いとサインをしてくれる病院を増やして欲しい。時間も8時～18時迄しても

らえるととても助かる

○病児デイケアの充実。困っているのに人数が限られているため預けられなかったりという事がたまにあるため、仕事

を休まざるを得なかった。祖父母の協力が得られず頼りたいのに祖父母の都合等で協力してもらえない事も多々ある。

祖父母の意識も低い様に感じる。祖父母向けの講習会をもっと開催して欲しい○病気の子供を看てもらえる病児保育

の施設を増やして欲しいです。預けた事があるんですが、定員も少なく当日電話で空いているかの確認では正直仕事に

行けるか、休まないといけないかが分からなく困ります。もう少しスムーズになってくれるとありがたいです。最近は

祖父母も60歳過ぎても働いている方が多いので、預けられる環境がもっと整ってほしいなと思います

○病院と保育が連携して病気や怪我をしてもそのまま預ってくれる様なシステム

○病児保育に預けたくてもいっぱいで預けられない事が多々あり、どうしても仕事を休めない為、県外に住んでいる祖

母に仕事を休んで泊りがけで預けるしかなかった。もう少し余裕が欲しいです　

○オムツ替えのスペースを増やして欲しい。特に男性の方にあると便利です(もしくは父親も入り易い）。

○通園、通学の際の歩道がその地域によりますが、大変狭かったりガッタガタだったりで、車道すれすれのところがあ

り危ないです。冬も積雪の際、ほとんど除雪がされておらず、車道を歩かなければならないのには疑問を感じます

○中央公園の駐車場が狭く、遊びに行っても車を停められず帰宅する事がある。どうにか駐車スペースを確保して欲しい

○丹南グランドの遊具がもう少し増えるともっと利用する人が増えるように思う。夏場、日差しが強すぎる為、ベンチ

に日よけ付きが何か所かあるといいなと思う

○武生中央公園がパワーアップしてとても良いが、スタバも増え駐車場が足りていないので立体駐車場を造るべき。

もっと気軽に利用できるようにして欲しい

○子供を散歩していると市内は歩道が無い道、あってもガタガタの道など整備が出来ていない箇所が多く感じます。公

園整備も良いですが、普段の生活の中で不便を感じています。市役所から公会堂までベビーカーを押した事はあります

か？だるまちゃん公園以外の遊具は点検していますか？私の町内の遊具はぼろぼろです。

○道幅(歩道)が狭い道路や川沿いなど子供に危険な場所が見受けられます。対策をお願いします

○武生駅の南側の地下通路がベビーカーが通らない為スロープの幅を拡げてもらいたい　

○公園のトイレを使いたくても汚い時がある。子供達が使用する時汚い所では使わせたくない事もある

子供が小さいうちは駐車場も近くに停めたいので、そういうものを作って欲しい

○昔ながらの土地なせいか、人の死角となる小さな道が多く、散歩なども大変である

○交通の部分でも子供中心に考えられていない。町内から市へ要望を出しても全く聞いてもらえていない。働く母の為

の環境作りというより子供中心に子供がどうしたら幸せや喜びを感じながら育っていけるかを考える環境作り、政策

をして欲しいと思う

○自転車や車の走行マナーが悪く、子供と安心して歩く事が難しい。速度超過、信号無視、スマホ等のながら運転

○アルプラの４Ｆに子供を預けるのにわざわざ立体駐車場に入らなければならず、運転が苦手なため億劫になる

○小学校の下校が殆どの時間一人になるので不安。スクールバスなどは出してもらえないのか？多少の負担があって

も良いのでスクールバスがあればと思う

○交通の便を良くして欲しい　◎健診の為に福祉健康センターに行かなければならないが、バスの利用がしにくい。タ

クシーを使ってまで行こうとは思わない

○小さな子供でも事故、事件や犯罪に巻き込まれたりしない様、危険な時の対応、対処を強化していって欲しい

○エアコンがあれば夏休みはいらない

○市バス等が少ないので子供のみで移動できない
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○来年から学童保育の利用を希望しているが、一施設の人数が多いと聞いているので目が届くのか多少不安である。

○(児童センターについて）今年の夏休み、外が暑く学校等のプールも使用禁止の日が何日かありました。そういう時に

児童センターへ子供が遊びに行く日がありましたが、中で遊んでいる子供さんが多すぎて入られなかったり、高学年の

子達からの仲間外れをされて気分悪く帰ってくることがありました。子供達の間にそういったトラブルがあった場合、

それを止めに入ってくれる大人の方は児童センターにはいらっしゃらないのでしょうか。子供をセンターに行かせる

のも不安です

○第1子が来年度小学校に入学にするにあたり下校後の対応について不安を感じている。平日や長期休暇時にどうす

るか、また高学年になると学童に預けられないと聞いているので家に大人はおらず仕事が終わるまでどうするか、一人

で留守番させておくのも不安である　

○夏休みをどうにか過ごせる場所が欲しい

○テレビで小学校で朝食が食べれる支援があった。いつかはそういう制度が出来たら助かる。勤務時間が18時迄なの

で学童保育が19時まで延長料金無しになって欲しい

○小学校の学童保育の内容は地域によって差があると感じている。春江などでは学童で琴や書道、ダンス等をしている

と聞いた。そういった内容もあると時間が有効に使えて良いと思う。

○越前市の学童の料金が他の所と比べると少し高いように感じます。3人子供が居るのでこれからを考えるとお金に

関して少し不安なところもあります

○こども園は延長保育が19時までなので日々これを利用し助かっている。小学校に入学したら学童を利用すると思う

が、学童の受け入れは18時までと聞いている。毎日迎えに行けるかとても不安だ。勤務が遠い所に変わる事もあるの

で、子ども園同様19時までにして欲しい

○フルタイムで働いているので、小学校にあがっても慣れた(通っていた保育所)環境の学童を6年間預けたいが出来な

いと聞いた。仕事を辞めないといけないのか？

○小学校へあがってからの放課後の過ごし方、親の勤務について悩んでしまう

平日はもちろん、土日は父親不在でずっと母親がみている。預けたい時は夫の母に頼らざるを得ず、市の問題というよ

り家庭の問題。貧乏暇なし。友人の家庭が地域に放課後みてもらえる児童クラブみたいなのがないと困っていた。子供

が少ない地域でもそれがないとなるとそこでは育てられない

○放課後に行ける所を増やして欲しい。今は数も少ないし、行ける子供が少ない(人数の制限があり、行きたいのに行け

ない）

○学童のお金が高い

○問10に書いてしまったが、学童保育利用した場合の夏休みや土曜などの弁当持参を無くして欲しい。お金を払って

でいいので給食等出して欲しい。ランドセルも安い布のものに統一するなどしてほしい

○核家族での世帯の場合、安心して子供を預けておける場所が少ない。以前学童を利用していたが、対応が悪かった。そ

の結果、子供も行きたがらなかった。学童利用のお金も高い

○今立地区はあまり学童に入れず、祖父母宅や自宅にいる子が多いです。外をふらふら歩いていたり、親のいない家が

溜まり場になっていたり、あまり良い環境には思えないので、安全に遊べる場所があると良いと思います。自由にス

ポーツが出来たり(道路で野球、サッカーをしている子がいる)宿題ができたりする場所があれば、そこに集まれば良い

と思う事も多いです

○学童保育が小学校3年生までのところが多い為、4年生以降が不安です。平日は下校後数時間で親等が帰宅するが、夏

休みなどの長期休暇時にずっと自宅に一人でいることが不安です。子供だけで遊びに行くようになるとも聞きますが、

サポートできる体制を作って欲しいと思います。例えば①半日だけ学童等を利用する　②週何回と決めて学童を利用

する　③子ども教室等でボランティア体験等(清掃等）。費用が発生するのはやむを得ないと思いますが、地域と関われ

る機会を作って頂き防犯面も含めて孤独、孤立を減らしていただけるとありがたいです

○子育ての為にこのような調査をしていただきありがとうございます。我が家には小学校高学年の兄弟もいるのです

が、夏休みなど長期休暇時だけ学童や児童館などに預けられないか申し込みに行ったのですが、低学年も多く高学年は

無理ですという理由でどこもみてもらえず1人で留守番をしていました。今年は特に猛暑で1ヶ月以上子供が大丈夫か

心配しながら仕事をしていました。祖父母、夫、私も仕事をしていてなかなか休んで子供をみることができないので、高

学年でも長期時に預けられる場所を作っていただけると幸いです

○来年小学校に入学するが、子どもが大きくなるにつれて学童等にいかなくなり友達と家で遊ぶようになると思いま

す。フルタイムで働いているので親が不在の時に友達同士(子どものみ)で家にいると思うとすごく不安です

○小学校から下校してから無料又は低費用でみてもらえる所があると助かります

○学童を利用するにあたり、家に高齢でも祖父母がいる場合、基本利用できないとのことだが、高齢の祖父母では子ど

もの面倒を見きれない。保育園と同じ様に高齢の祖父母しかいない場合は利用出来るようにして欲しい

夏休みなどの長期休暇、預り保育の日が限られてくるためなかなかパートに出る事が厳しい

学童
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○1歳6ヶ月健診など午前中の方が子供も機嫌がよく、能力テストもちゃんと出来ると思う　

○3歳児健診がお昼(13:30～)なのが困りました。仕事の都合はつけやすいですが、3歳児はまだ昼寝をしますから昼寝

時間リズムが一定の子は眠いのに次々と課題をさせられ、実力が出せないと思います。Ｄr等の都合でお昼に設定され

ているならば、例えば内科診察は係医に事前に見ていただき、書類に記入してもらう等の対応が出来るのではないで

しょうか？大事な健診だからこそ大人の都合ではなく、子のリズムに合わせた配慮をお願いしたいです

○市の健診や歯科健診等、時間がかかり過ぎて時間帯も良くない。午後から始めて1時間ぐらいで終了するなら良いが、

3時間ぐらいかかり子供がぐずぐずになり困った。また健診中、他の兄弟を預って欲しい

○市の1歳半健診や2歳半健診など毎回午後からなのが嫌でした。お昼寝の時間で一番眠い時間でぐずるので午前中に

して欲しかった。今後の人達の為にも改善すべきだと思います

○保健師さんによって言う事が違うから、相談しても余計に悩むだけだった(何が正解かというのはないと分かってい

るが…）

○新生児訪問はとても良かった。助産師さんに子育ての悩みをしっかり聞いてもらえ満足している。ただ第一子の時し

か訪問しないと聞いた。第二子目以降も訪問してもらえたら…。まだ子供一人しかいないため分からないが、イメージ

的に第二子目が産まれてからの方が大変そうなので

○健診で指摘して下さり「なないろ」に通うきっかけを作って下さいました。ショックでしたが、一歩踏み込んだご意見

を下さった事を感謝しています。このご指摘が無かったら今頃幼稚園等にも入れず、親子二人きりで過ごしていたと思

います。｢発達障害」の子どもがこの先どの様に成長するのか不安はありますが、なないろの先生方、同じく通われてい

る方々、幼稚園の先生方のおかげで以前の様な大きな不安は無くなりました。幼稚園の隣に小学校があり、｢子供の事を

しっかりと申し伝えをします」と言われているのでその点についての安心しております。越前市の数々の連携の強さに

は驚かされています。感謝しております

○健診の時の保健師さんの対応が少し冷たく感じた。健診の項目で子どもが出来ないであろうことがあるとさせてみ

てももらえず、他の子はしているのに…と親としては寂しく思った。また子によって保健師さんの考えも異なるのだと

思うが、他の市では「まだお子さんは小さいし、様子を見て行きましょう」とだけ言われた事が、越前市の方では(早期発

見や手だての一つになる事もあると思いますが…)すぐに支援の施設等に誘ってくれ、良い事をしていると思う反面、

すぐに｢気がかりな子｣｢発達支援が必要な子」と判断されている様な気持ちにもなり、親としては不安や心配が大きく

感じられた。保健師さんとして保護者にしっかり伝えなければいけないということもとても理解できるが、もう少し柔

らかい口調で「今後もまだのびしろもあるし、様子みましょう」など親へのフォローも入れて欲しいと思いました。また

すぐ施設に通すだけでなく、具体的に｢こういう事を遊びの中に取り入れてみて様子をみましょう」など知識やアドバ

イスをいただけたらなと思いました

○以前、越前市の子育て相談に電話した時の保健師の対応がとても悪かった。こっちの話を全く親身になって聞いてく

れない。何のための相談する電話番号かと思った。適当にしか仕事しない保健師なら必要ない。

○出産前の教育講座にて頭のゆがみの話を取り入れて欲しかった。乳児期に頭の形が変わる事を知らなかったため、絶

壁、斜頭症になってしまった。知らない人も多いと思うし、絶壁、斜頭症になっている子供も多いと思う

○健診に行った際に相談した内容全てに対し、｢お母さんがもう少し頑張らないといけない」と言われた事があり、自分

の子育てに自信が持てない時期もあった　

○市で相談しても保健師は共感するのみ。なにも解決しない。毎回同じ様な共感の仕方でもう相談しても仕方ないと

思った　

○育児ノイローゼや児童虐待等の心のケアや気軽に相談等ができる所があると良い

○越前市に知人がいないため子育ての悩みを共有出来なく、同じ月齢の子を持つ親も知人もいない為、専門の人にしか

相談していないのでちょっとした相談は市の機関にするのは敷居が高く感じる

○ずっと子どもの成長具合に不安があり、年中の時、家庭サロンの相談に申し込んだ時がありましたが、相談員の方が

当日遅刻され連絡もなかったので相談窓口自体に不信感をもっています。話の内容も通り一遍なもので勇気を出して

申し込んだのに…とも思いました。病院にかかるまでもないような気がする、保育士からはあれも出来ない、これも出

来ないと報告を受け、「お家でも練習してみて下さい」と言われどうしたらいいか悩んだ時期がありました。年長になり

小学校に進む為にカウンセラーの先生と連携をとれるようにして頂けて今は不安を解消出来るようになりました。同

じ園のお母さんとは話しづらい内容で相談していませんでした

相談

健診
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○子育て相談等あるのは知っているが、行きにくい。切羽詰まっても相談しに行きにくい感じがするのです　周り(家

族)の協力を得たいが、考えが合わない。こちらが常に意見等聞き入れなければ協力を得られないなど精神的にしんど

い思いをすることが多く、周りのサポートを…と世間では言われているが苦しい思いをしたりもする。そんな時、相談

事業等に行けたらなぁと思うが、時間もなく断念。子育ては色々難しいかなと思う

○子育ての悩みや相談など、もしあったらこちらから出向いたり、電話をしたりという事がなかなか「そこまでは…」と

思う事があります。定期的というか節目節目で子育て相談窓口の方から｢最近どうでしょうか」と電話なりあるといい

と思います

○ただ事あるごとに夫の親との同居が苦しく、相談先も解決の方法も見当たらないため、結局我慢してしまい情緒不安

定になる事が多いです

○子育ての悩みや行き詰った時、イライラした時、手助けが無い時等24時間窓口を設けて欲しい。どこかに助けを求め

られると思うと安心。役所の開所時間だけでは共働きの核家族世帯にはとても不便である。子供の病気の時に相談でき

る＃8000はとても便利だと思う

○家庭内では相談相手はいるものの、直接子供を預けたり任せられる所が無く、自分自身がなんだかすり減って疲れを

感じる事はある。自営業の為、子どもの通院や急病に融通は利く方だが、会社員の人はどうしているのだろうと思う事

がある(我が子が通院する事が多い為。体が弱く療育にも通っているので…）

○子供食堂ではないが、いろんな事情でいる方(父母)が気軽に利用出来て、気持ちが楽になる場所が欲しい。

○日系のお子さんが増えてきて、色々トラブルを聞きます。これからどんどん進級する中で、お互いにうまく関わりあ

えるのかが心配です

○私の一番下の男の子は「ダウン症」です。担当医の先生からはダウン症の中でも良い方と言われていて、これまでに重

い病気は一つもありません。発達障害やダウン症だから同じ年の子と比べるとできることが少ないです。だからこそ保

育園や幼稚園はもっと協力して欲しいと思います。やはり健常児と比べお金はかかります。早く入園させてもらわない

と仕事が出来ません。どこかに預けるとお金がかかるし、こういう子こそ優先的に保育園に入れて欲しいです。成長の

部分でも他の事一緒にいる事で伸びて行く部分が出てくると思っています。｢ダウン症」という字だけで判断はしない

で欲しいです。私も実際、自分の子供が障害をもって生まれてきて考え方が大きく変わりました。それまでは他人事で

した。しかし、障害があるからと健常児との差があるのは納得できません。もっと住みやすい環境になっていって欲し

いです

○子供が障害があると病院に連れていったり、リハビリに連れていったりと親、家族への負担が多い。でも仕事をしな

いと生活していけないし、体の負担もかかる

○子供は障害がある為どうしてもぬぐいきれない先の不安があります。小学校は支援学校？支援学級？どちらが良い

のか？中学、高校、卒業した働けるのかな？働けなかったらどうしよう？親が先に死んだらあとはどうなるかな？様々

な事があります。そいった質問をどこにしたら良いのか？地域の保健師さんとも一度顔合わせしたのみですし、やはり

こちらから動かねばだめなのでしょうか？

○祖父母の協力(同居)があるので発達遅れ、てんかん、ぜんそく(第2子)、先天性心臓病(第1子)の2人の子育てができて

いるが、夫と2人で共働きをしていたら体力的にも精神的にも難しかったと思います。小学校、子ども園、主治医、療育セ

ンター、越前市の担当の方、たくさんの方に助けて頂いており本当に感謝しています。ありがとうございます

○子どもに障害がありますが、障害児の対応をもっと充実させて欲しいと思います

○子供の発達ケアを行ってくれる環境があると良いと思う

○障害児の施設や交流の場などコミュニティはあるが、行政主導での場がない。専門家がいない

○障害(児)福祉の不十分さが目につく。障害の有無で壁を作り過ぎている様に感じる。皆が当たり前に地域の中に解け

込み、当たり前に認められのびのびと共生し合える子育て、教育環境を未来の明るい(18歳では終わりではない)越前市

の市政に期待しています

○母子家庭という事でいじめなどないのか不安。先生の前では皆良い子。いなくなるといじめあるとか聞いた事がある

から

○母子家庭への支援ももっと手厚くして欲しいと自分が子の立場になってとても思った

○片親なので寂しい思いをしていないか心配

○夜間にみてもらえる所が越前市にも欲しい(例：福井市のあしおとさんのような）。だけど夜、子供達を預けてまで働

きに出る事に対して後ろめたさもあって、だけどお金は必要だし(母子家庭のため)、おばあちゃん達にもあまり負担を

かけたくないし、そこが一番の不安要素です

○母子(父子)家庭の収入にかかわらず入学準備金が支給されると嬉しい

支援を要する
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○子育て支援などの情報を調べないと分からない事が多い。受動的に入ってくる情報が少ない。忙しくて調べている暇

がない　

○情報を分かり易く提示して欲しい

○越前市の子育てマップなどがあると良い(あるのかもしれないが、見た事が無い)

○結婚、出産を機に転入してきた場合、病院の情報や支援センターの情報、保育園申し込みについての知識に乏しく、ま

た聞ける知り合いもいないため、分かりやすくまとまっている資料があると有難い

○予防接種の案内をしなけれならない月、毎回葉書等で知らせてもらえるととても助かります

○保育所の利用方法が分からない。いつも空きが無い。不便。見学等できるのか分からない。ＨＰがないので調べようが

ない　

○幼児向けのイベントをまとめたチラシやサイトを作って欲しい。→休日出かけようとWebで検索しても見つけにくい

○えっつぶの中身を充実させて欲しい。アプリを入試したが、中身がホームページと一緒で必要なかった

○市内で行っている子供向けのイベントの情報がより入り易くなると良い（ＨＰ、アプリ、チラシなどで）。

○産婦人科、小児科が少ない。県外から来たのでどこにあるか、何処が良いか分からなかった。支援センターでどんな事

が出来るか等、子育て施設の様なものを知りたかった

○また子供の遊べる施設やイベント等がわかる情報サイトなどあった方がいいと思います

○支援センターや子育ての支援についての情報を広く知らせて欲しい。実際にどんな感じなのかと言った事がよく分か

らない。市役所の情報はインターネットでもう少し分かり易く記載して欲しい。初めての子育てで良く分からない事も

多いのでモデルケースといったわけではないが、一般的な事を広く教えてもらえるような場があると良いと思います

○各保育園の開放日や保育園が開放する日、その園ではどういう遊びをするのかなど「えっつぶ」アプリに情報を追加

して欲しい

○大変だと思うが行政側からの連絡があると良い。積極的に制度等活用する人はするだろうが、積極的でない人は制度

を調べることすらしないと思う。そういった人達に末端まで浸透させなければならない。調べない方にも責任はあるだ

ろうが、行政がよい制度を売り込むも大事ではないか

○子育て支援センター等の日程が分からない

○3歳になったら幼稚園か認定子ども園に通わせようと思っているが、どちらにするかまだ決めていないので、園の開

放日に見学に行こうと思っている。実際に通っている人に聞くか自分で見ないと園の雰囲気など分からない事も多い

と思うが、それぞれの園の情報一覧があると良い(園児、先生の人数、年間行事等)

○子どもを産み育てていく環境として、他市町と比べたことがあるわけではないのではっきりと分かりませんが、越前

市は相談窓口や病児保育施設など整っているほうなのではないかと思います。ただネット社会が進む時代、子育てに関

して困る事があったら、今の親たちはまずネットで検索をします。市のＨＰやアプリなど今後ますます活用されていく

と思いますし、私自身も分からない事があったらまずＨＰやアプリで見てみたりすると思うのでより一層充実した内

容が閲覧出来ると嬉しいです

○支援センターなどのイベントがいつ、何があるのか分からないので、お知らせして欲しい。郵便などで。アプリならな

おいいと思う

○シングルマザーなので小学校に入学してから学童へ本当に入れられるかやお金がどれだけかかるか不安です。小学

校にあがってから受けられる援助などがあるのであれば市の方から通知が欲しい　　

○市で行っている子育てサークル、ママサークルなど対象のお子さんのいる家庭に案内のチラシなどを送って欲しい。

いつおこなっているのか分からない

○小さい子供が入れるスポーツクラブや習い事について情報が欲しいがなかなか見つけられない。市役所に行った時

に聞いてみたら｢自分で調べて下さい」と言われた

○えっつぶが見にくい　

○えっつぶなどのアプリがあるのはすごく便利で良いと思う

○制度の手続き、対象等がいまいちよく分からない

○母親は新しい知識を市やＳＮＳ、インターネットから知る事が出来、子どもの成長の為に気をつけているが、祖父母

は甘やかしにみられる様な間違った行動をとる事があり(歯のために母が気をつけていても、与えた事のない甘い物を

勝手に与える、アレルギーがあるのに勝手に与える等)、市は母親教室の様なものをしているが、祖父母のための子育て

教室の様なものをしてはどうか？離婚や核家族が少しでも減るのでは？と思う

○新しい制度を作る場合、わかりやすい制度にして下さい

　

情報
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○無償化になるのは嬉しい気持ちはあるが、どこにその財源があるのかなと思う。それよりも学校にクーラーをつけて

欲しい。暑すぎる

○越前市の中学校では給食が無い？(スクールランチを選べるが美味しくない）と聞いた。私は福井市出身ですが、小中

学校共に給食でとても美味しかった。中学校でも美味しい給食が出るといいな

○小学校の話なので本アンケートの趣旨と合わないと思うが、保護者会の順番(時間)等、学校から指定で通知され、「も

し都合が合わない場合には保護者同士で話をして時間を調整して下さい」と言われ驚いた。県外から転入してきて子の

つながりでの知人も少なく、「それはないでしょう」と。「親同士でどうにかして下さい」のスタンスは他所でもよくある

ことなのでしょうか？改善を望みます

○通学路、歩道と街灯、押しボタン信号を作って欲しい

○小学生の子供達が安全に帰れるようガードレールなどを増やし川対策をして欲しい　　

○大雪などの時の休校等の連絡を1分でも早くして欲しい

○見守り隊の方々を見かけるととても安心します。いつもありがとうございます

○今夏、子どもが毎日汗だく、顔を真っ赤にして帰ってきました。先生方も汗だく。教室にクーラーの設置を強く希望し

ます。越前市は外国人児童の支援の話ばかりで、日本人の子供を大切にしていないと感じます。企業の誘致ばかりに力

を注ぐのではなく、子どもを他県や他市町村に行かせて色々な体験をさせて欲しいです。また田んぼや畑を活かした学

習を増やしてほしいです。学校に2学期制を取り入れてほしいです。

○スポーツ少年団がハードすぎる。土日のどちらかを基本休みにする。平日は2日までなど福井市は制限があるので、越

前市の現状を知って欲しい。体罰、暴言がまだ許されているので、ダメなものは駄目と指導者の指導教育をして欲しい

○外国の方が年々増えている為、学力の低下が目立つようですが、クラス分けをして学力の低下につながらないような

方法をとってもらえないと近くの小学校に行かせる事に真剣に悩み、違う環境で育てる事も考えています

○学校の先生の教え方がよくない時があるので、先生の質を上げて欲しい

○核家族なので子供のコミュニケーション能力が不足している様な気がして不安になる。現在、専業主婦でできるだけ

子供達の話を聞いたり、しつけをしたいと思っているがやはり疲れる。これで働きに出たら本当に疲れきってしまうよ

うに思う。小学生の上の子(6年、3年)がいるが、がんじがらめの学校教育にうんざりしている。特に福井は宿題が多い。

海外での教育のやり方を教育者の人はもっと勉強して欲しい

○岡本と花筺、小学校の距離があんなに近いのに別々の小学校にしている意味が判りません。自宅から歩くと花筺小学

校の方が近いのに実際は岡本小に入学する事になることや、小学生の間は認定こども園あわたべ内の学童保育を利用

したいと思っている事からも少し不便を感じています。旧今立に住む子供の人数が少なくなっていることからも小学

校数を見直した方がいいのではないでしょうか？

○小学校によっては一学年一クラスしかない所に通う事、またその後少ないクラスだった小学校から中学校に通うこ

とへの不安がある

○国高小は人数も多いし、瓜生町や稲寄町や高木町からは遠いし、登下校も危ないと思う。新しい小学校を造るべきだ

と思う　

○旧今立は一つの園から一つの小学校に入ります。今年度定員いっぱいで南中山小学校に入る事になる子供が子ども

園を南中山ではなく岡本となりました。友達づくりなど学校に入る頃にはグループが出来ているのにです。定住するか

分からない子達が沢山だっためと聞きました。村田等、外国の方を雇うにあたりインターナショナルスクールを作りた

いとの申請を市が許可しなかったとも聞きました。子供の為を思うなら分からない日本語で週一ぐらいのサポートよ

り母国語をしっかりした上での日本語の定着だと思います。日本語もブラジル語も中途半端では子どもがかわいそう

です　

○まだ先の事にはなりますが、子どもの小学校から中学校へあがるときの地域の区別を見直して欲しいです。同じ小学

校から違う中学校へあがる…もともとのお友達と離れてしまうのが…と思ってしまいます。選べる所もあるみたいで、

子どもが選択出来ると良いと思いました。東地区は一中と三中の様な。選べるようにして欲しいです

○最近、外国人の方が増えてきて国際色豊かになるなど良い事も多々あると思いますが、小学校の授業など同じカリ

キュラムで進めていく事が可能なのか不安を感じます

○2人(小2男子、年少男子)の子供がいますが、小学校での様子が分かり難いので不安、心配な事がある　　　　

○学校の授業だけではついていけない気がする。でも塾は高い

○小学校の他地区からの入学通学について両親共仕事をしており、母方の祖父母の家にいる事が多い。祖父母と家の地

区が違うので小学校に入学する際、家に誰もいない。鯖江市は他市からでも祖父母の家の地区の小学校に通学できるそ

うなのでそのようにして欲しい

○東小学校に通う予定ですが、人数が少ないとの事で少し不安です。中学校で急に人数が増えるので不安です

○学校給食の無料化(集金する手間、滞納整理の手間が無駄)

小中学校
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○小学生になるため環境が変わるので不安。友達との関わり、勉強、いじめの問題、担任の先生の対応等

○学校に利用する備品や制服の補助やリサイクル制度が盛んになると嬉しい。体操服や制服はすぐにサイズアウトし

たり膝が破れたりする為

○小学校の夏休み、冬休み、春休みが仕事をしているので困る(子供に合わせて休めない。休めて賃金も保証されたら一

番良い)。学童はあわないようで1日中は居たがらない。保育園やサマーキャンプ的な別の施設でワクワクドキドキする

様な学校では出来ない体験が出来る場所を提供して欲しい。子供時代の貴重な時間がもったいないと思う

○スポ少も盛んですが、終わる時間が遅すぎます。週3練習、土日は試合で拘束時間が長すぎ、就寝時間も遅く、子供の発

育に逆効果だと思います。時間について市から指導またはガイドラインを示して欲しいです

○スポーツ少年団等に入れたくても夕飯を食べさせたり送り迎えの時間をつくるのが難しい

○小学校には子ども会があるが、未就学児はない。あわたべと岡本は学区が近いので、あわたべのこども園にいても小

学校は岡本。その逆もある。地域の交流をは図る場が欲しい。あわたべから岡本小へ行く子が少ないので心配

○小学校からのいじめ防止対策をして欲しい

○学区の分け方が曖昧だと思う。遠い学校に通わなければならない　

○自転車に乗れる区域が決められているのは何故？　

○小・中学校の教育は充実していると思います。

○学校の無償化といっても教材、給食費はかかっているのでそれも無償にして欲しいです

○保育園入園のことなど分からない事を尋ねた時の職員の方の対応が冷たい。母親の事や子供の事を考えて発言して

いる様子が無い

○子供福祉課の対応を改善して欲しいです。イレギュラーなケース(あまりないケース)だと対応が担当の方によって

違い何度も不便な思いをしています。書類を保育所に提出してと言われたり、役所に提出して欲しいと言われたり、た

らい回しにされた事がありました。ケース別の対応を統一し、情報共有して欲しいです。それと窓口で書類を受理する

際にその場で不備がないかさっとチェックして受理して欲しいです。以前提出後、2度保育所を通して別の書類を追加

提出するよう言われ手間でした。役所の空いている時間に伺うのは仕事もあり難しいです。なるべく1度で済むよう効

率化を進めて下さい

○子ども福祉課へ保育園の相談に行きました。思うような回答がもらえずわざわざ行ったのにと思った事がありまし

た。本当に考えてくれたのか、真剣に受け止めてもらえたのか分からなかったので…。窓口での対応、その後の電話での

回答を見直して下さい

○保育園に関しての役所の人の対応が冷たい　

○市役所の窓口の人によって知識が全く違う。出産予定日から遅れたので入園が遅くなるのは困ると相談した時は｢大

丈夫だと思います」と言われたのに結局叶わず、上の子が退園になるのを防ぐ方法は昨年中に新たな内定(子供をみる

ために転職予定だった)をとらなければ無理と言われ、その時はまだ妊娠中なのにそんな先の内定など取れるはずが無

いと泣く泣く元の職場に戻った。現在、融通してもらってはいるが嫌な顔はされる。しかし後から聞くと今年度より1年

間育児休業を取得しても上の子が退園にならないと聞いた。それなら産後すぐにでも必死で就職活動したのに、大変時

間を無駄にしたと感じた。現在は平日は仕事をして保育園にすぐにお迎えに行くため就職活動をする時間がない。マ

ニュアル対応はわかるが、間違った認識で期待させたり、がっかりさせたりということがないようにして欲しい

○越前市の子ども福祉課の窓口には子育て制度や手続きに関して精通している方が少ない様に思います。丁寧な説明

と対応を今後していただける事を願います

○子供福祉課と健康課と子供が関わる部署は情報の共有をして欲しい

○昨年、保育園に入園申し込みましたが、会社の託児所があるのならそちらを利用して下さいと面接で言われました。

託児所にも利用時間等の問題があったので申し込みしたのに市役所の方の言い方が気にくわなかったです。申し込み

をしているということは理由があるはずなのに、上の子と園が別々になる、など言われました。応募人数に限りがある

のは分かりますが、少し対応を考えていただきたい。その場で応募を取り消しになりましたし…

○以前、越前市の職員の方に越前市の子育てＰＲをもっと幅広くされたらどうですか？と言ったら「それは自分達で

行って下さい」と上から目線で言われ、まるでそのＰＲする仕事は私達の仕事ではないような言い分でした。越前市職

員としてその態度はいかがなものかと思われます。職員としていかなる時も恥じない態度でいて欲しいです

職員
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○問23、事業1・2・4・5がそれぞれどう違うのかよく分かりませんでした。県外から来られた方だといろいろ調べて利

用されているのかなと思います。越前市がもともと地元なので1歳半すぎあたりからはそんなに悩み、不安なく子育て

ができていたように思います。各項目の中では３．保育園開放日が気軽に利用しやすいかなと思います

○東地区の子供の数が少なくて寂しいです。町内に一緒に遊べるような子供はごくわずかです。東地区で土地を探して

も全然見つからないから入れないという声をよく聞きます。空き家が多いのでしょうか？

○北陸最大のイオンモールを造って下さい

○自宅の近くに大きな工業団地ができることが最近分かった。保育園の方(父母)から聞いたのですが、工業団地ともな

ると環境や交通量の増加が予想される。地域住民といってもごく一部の地主さん等の人にしか説明がなかった事に憤

りを感じています。近くには公園やサッカー場などあり、子供とよく遊びに行くのでとても残念に思います

○買い物を転々としないといけないので一か所にまとまっている大きなデパートがあると嬉しい

○質問が長すぎて子育ての時間が削られた

○知り合いから聞いたのですが、福井県は恐竜博物館があり恐竜好きの子供が多いですが、高校で地学を学べるところ

が少なく大学の学部や恐竜発掘の仕事につながりにくいそうなので、多くの高校で地学を教えるようにして福井への

郷土愛を育むようにしてはどうですか

○東地区はお年寄りが多く子供が少ない様に感じる。また空き家が多く、学校周辺の道も細い。子供を持つ若い夫婦が

引っ越してこれるような地区になってくれたら、子どもに関しての環境も変わってくれるのでは…と思います

○高齢者ばかりでなく子供を育てている家庭をもっと優遇して欲しい。このままでは人口が下がる一方です　　

その他
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15．自由意見［小学生］

○問17、18に関して：越前市は自然も多くごみごみしていなくて良い環境だと思う。反面、小学生以上の子供達が遊ん

だり、体験する施設ほぼない。スポーツ系に力が入っているようだが、プログラミング教室や体験も他市と比べ少なく、

物づくりイベント等も年に数回の大掛かりなものだけに思う。もっと子供達の個性を大切にし、自然や地元の特産を生

かした親子で楽しめるイベントを増やして欲しい

○武生なのにフェンシングにふれる機会が少なかったり、武生で経験できるスポーツ、武術など経験できると市として

のスポーツの活性があるのでは？アスリートが居てもつながらないように思う

○鯖江のように(スポーツに関して)色々なスポーツを気軽に学ぶ事ができる場が越前市にもあったら良いと思う(今、

体操や新体操を鯖江市まで学びに行っている為）

○スポ少に入っていない子供でも土日、スポーツを楽しめるイベントが広がるといいです

○せっかく南越駅ができて新幹線が停まるなら、県外の親子連れも｢新幹線に乗る経験」と｢遊びながら学べる施設」が

あればたくさん来てくれると思います

○市外に比べ公の室内遊び場が少ない様に思います(知らないだけならスミマセン)。だるまちゃん広場に県立？など

の建物ができたら嬉しいです。やはり親としては雨の日、家で子供とどう過ごすか？にとても悩みます。特に小学低学

年、保の以上児さん、活発な時期の子達、スポ少はまだ早いかな…どうしよう…結局ゲーム???になってしまっている

のが現状です。よくエンゼルランド迄出掛けますが、ちょっとが遠いです。赤ちゃんも良いのですが、次の年代の子達に

もスポットを当ててもらい、そこに相談出来る方がみえるととても相談しやすく時間的にもその子自身も居て…とて

も嬉しいです。御検討下さい

○天候の悪い時にも遊べる屋内施設がもっと充実してくれると嬉しい

○未就学児だけでなく、小学校高学年も楽しめるような科学館などの施設の充実を求めます

○子供達が雨の日でも遊べるような施設が増えるといいと思います。

○小学生にはあまり場所がないので、エンゼルランドのような学習面も兼ねた場所があると良い。又、室内で遊べる施

設がないのであると良い。

○児童館も気軽に利用出来てお友達とも会える環境ではあるが、図書館のような施設が増えてくれれば子供の放課後

の利用の場所として考えたいと常に思います

○室内で遊べる所がない。

○室内でももっと遊べる場所、学べる場所が欲しい。例えばエンゼルランドみたいな施設が欲しい

○子供が遊べる場所(特に屋内）

○広い屋内施設があると良い

○エンゼルランド等のような雨や雪の日でも遊べるような施設が越前市にも欲しい

○坂井市のエンゼルランドふくい、敦賀市のあっとほうむのような遊びながら学べる施設が越前市内にあると良いと

思います

○自分が住んでいる所に公園がない　

○昔みたいに外で遊ばせれる所が少なくなった

○遊べる場所が近くになく、家の前等で遊んでいるが、車の通りも多少あり危ない。だるまちゃん広場まで大きくなく

てもいいが、大虫にも広く遊べる場所があるといい

○子育て支援施設が少ない。気軽に行きやすい場所にあると相談等もし易い

○子育て支援センターの閉所時間がもう少し遅いともっと利用しやすくなると思う(17時くらいまで開いていると良

い)。下の子と上の子を連れていけない

○子育てに関する施設を増やすと良いと思う。

○武生に商業施設が少なすぎる。遊ばせたくても遠出するしかないのでもっと充実させて欲しい

○だるまちゃん広場ができて小さい子の遊び場があり便利になったと思う。

○スポーツが出来る環境、広場がもう少し増えると放課後利用する事ができ助かります

○問15の放課後児童クラブですが、我が家は土、日は仕事も休みなので利用する必要は切実にはないが、｢子供が遊び

に行っても良い場所がある」という点においてはあるといいな、利用してもいいならいいな、という思いはあります。な

かなか近所の子供どおし遊ぶ場所もないので。そういう近隣の面識とかコミュニケーションの場所というものが多い

と地域のつながりとか地域の目というものも行き届きやすい町になると思います

○学校の振替休日が月曜日だが、施設は月曜日は休館日なので全く利用できない

遊び場
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○兄弟の年齢がはなれていると、上の子の授業参観や説明会などの時、下の子はじっとしていられず大変と思う事が何

度かあったので、そのような時に短時間預って頂ける所があると便利だと思う

○土、日に出勤しなければならない時の預け先があると良い。安心して預けられるところがよい。環境が整っていると

ころ。

○土曜、日曜日も仕事があるので、仕事の時に子供を預ってくれる場所が近くにあると良い

○私の両親はおらず夫の親は離れて暮らしていて頼む事も出来ない。今はもう２人の子供も大きくなって留守番が出

来るようになったが、小さい時に土曜の午後見てくれる所がなくすごく困りました

○土曜、祝日など子供を預けられる場所がないので困る　

○子供の年齢に関係なく、用事の内容に関係なく一時的に子供を預ってくれる場所が欲しいです。他の子のスポ少の大

会等に一日家を空けるのでその時に預ってもらえると助かります

○日曜日、祝日、ＧＷ、盆、年末年始に子供の預り出来る場所があると有難いです

○越前市は気軽に預ける事の出来る託児所がない。また支援もしていないと思う。

○児童館など子供達が気軽に行ける施設がもう少しあればと思います

○学校後、児童館へ行って欲しいと(小2.3頃)思ったが、行きたくないと言って行ってくれなくて困った事があった。夏

休みや春休み、冬休み児童館に行って欲しいと思うが、お弁当が大変で行かなかった。

○個人的な意見ですが、長期の休暇期間も学童をしてもらいたい。それが下の子と同じ保育園の学童に入れると良いん

ですが…。学童で習い事が出来るといいなと思います。英語、習字等

○弟が通っている保育園の学童に兄が入れず、2ヶ所にお迎えに行っています。間に合わずスピードを出す事も多いで

す。弟や妹がいる場合は優先して入れていただけると助かります(同じクラスの保護者も数人同じ事を言っていまし

た)。毎日15～20分は無駄になっています　

○越前市でフルタイムで働こうと思った場合、残業の多い会社が多い為、学童の迎えの時間に間に合わない。夏休み、冬

休みなども朝が勤務8時～8時半の始業の所に対して、学童を利用出来る時間が8時からとかなりの矛盾を感じていま

す。もっと利用時間の幅を広げて欲しいです

○6年生まで学童保育を利用出来る様なのですが、実際には定員が少なく3年生又は4年生には利用できなくなってし

まう。定員をもっと多くして欲しい(夏・冬休みなどだけでも）

○同居はしているものの、まだ祖父母も仕事をしなくてはいけないが、学童保育には駄目と言われ自分自身も休みを取

る事が出来ない。1人で置いておくことも不安。そこを分かってもらいたいのに分かってもらえない

○保育園以下の子供の事がよく優遇されているが、小学校に上がると支援が無いように感じる。学童もだいたい小３ぐ

らいで人数がいっぱいになってしまいそれ以上は入れない感じ

○義理の母と同居をしているのですが、70歳過ぎている事と全く子供達をみてくれないので土曜日仕事の時と夏休

み、冬休みは児童センターを利用していました。上の子2人の時はフルタイムで仕事をしていたため毎日利用させても

らい、何も言われる事はなかったのですが、下の子が小学生になり利用させてもらうようになると、児童センターの先

生から「おばあちゃん居るんですよね？」とか、いてもみてくれないし出掛けてしまうので１年生の子供を一人で家に

はおいておけないと説明すると｢１人でも大丈夫ではないでしょうか？」等、何度も言われ、子供にも直接「おばあちゃ

ん居るんでしょ？」等よく言われていたそうです。今2年生になり子供も先生に言われるのが嫌らしく児童センターへ

行きたくないと言いだしたので辞めました。同居していても各家庭いろいろなので子育ての支援の場で「この様な事を

子供にも直接何度も言われるのはおかしいと思います

○現在通っている学童が３年生で終わってしまうので、４年生からの過ごし方を悩んでいます。みんなどのようにして

いるのか!参考にしたいのですが、赤ちゃんの時のように情報があまりないように思います

○子供は学童に行きたくないといいます。通っていた保育園が運営している学童に通っていますが、保育園の時の様な

運営を期待していましたが全くでした。ただ学校終わり、家に帰るまで預っているだけという意識をとても感じます。

学童も教育の一環としてもっと充実した放課後の過ごし方を子供が楽しいと感じる時間を親のニーズにもっと即した

運営を目指して欲しいです。今の内容では料金は高いし、子供も嫌がるので４年から通うのは無しです

○保育園に併設されている学童の使用環境があまりよくない。園児優先、卒園児優先な問頃を改善して欲しい

○祖母と同居の為保育園、学童保育に入れる条件が厳しく苦労しました。やっと入った学童保育も大人数のためと２年

生までで断られました

○放課後子ども教室のお迎え時間が18時頃まで可能になると利用しやすい。17時までだとフルタイムで仕事をしてい

ると迎えに行けなくて利用できない

一時預かり

学童
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○国高地区は子供の数が他地区より多い為制限が色々と厳しいと感じています（保育所入園、学童利用、児童館等）。他

の地区との環境差をもう少しなくして頂きたいと思います（規約上と実情が違いすぎます）。放課後の児童教室がもっ

と充実して頂けると良いなぁと思います

○児童館に行かせたいけど子供が行きたがらず、すぐに辞めてしまった事があります。大きい子が邪魔したり占領した

りと嫌な思いをしたからです。児童館は不安です

○今は我が子も小学4年生となり一人で家での留守番も出来るようになったので問題ないが、低学年の時は学童など

もっと利用し易い環境にして欲しかった。利用料が高額など利用しにくかった。保育園時代にも教育面では問題無かっ

たが、利用者の立場としては休日には保育園も休日で預けにくかった。休日こそ子供を預っていただけるとこちらとし

ては休日ならではの仕事が出来て助かったものだが…

○保育園、学童保育とも認定は頂いていますが、身体の不自由な高齢の祖父母でも同居していると「なるべく家で…」と

言われてしまい、仕事を休んだり早く帰る段取りをしなくてはならなかったりと満足と言える充実度はないと感じて

います。もちろんお世話になっている間はとても良くして頂き施設や先生方に対してはすごく感謝しています。土曜日

や時間外は人手が不足している事も理解はしています。でもこれからますますニーズが増えてくると思いますので、行

政としてご検討くださる事を望みます

○今は６年生まで希望すれば学童に行けてありがたい。夏休みなど長期間学童に行かせたくても、学童がつまらないの

か家もしくは祖父母宅に行きたがる

○児童館の利用をしてみたいと思う事がある。祖父母が高齢の為、また、用事がある時等。こちら側はお友達がいっぱい

いるし、時々行ってみるか？と聞いても行きたがらない。意地悪をする子がいるらしく、子供にとっても居心地が良い

環境でない事が分かる。それが理由で行っていない子供たちがいますという事もあり、子供をみてくれる方も子供達に

目が届いているのか？心配になる(児童館の方）

○福井県では共働きが多いので学童等の充実を期待します(学校が終わった後で自宅に家の人が居ない場合のサポート)

○学年が上がると学童へは行けなくなったりするので、高学年でも行きやすい集まれる場があれば安心

○児童クラブの金額が高い。利用したくても諦めざるを得ない

○越前市の学童の料金が他の市町に比べて高いと思います。また年間契約で月謝の為、体調不良等で利用できなくても

満額支払わないといけないため辛いです(仕事は休まないといけないし、お金は支払わないといけないし）仕事をする

上で学童等はとても有難いのですが、お金の面をもう少し配慮して頂けると有難いです。私の周りのお母さん達情報に

よると鯖江市：月3,000円、越前町：10日以内月2,000円、10日以上月4,000円、宮崎地区は0円、今利用している越前市

の学童は月8,000円、8月12,000円(夏休みの為)

○今立地区は児童館の学童保育が小学6年生まで大丈夫と聞いたのですが、国高地区は3年生までのようなので小６ぐ

らいまであると嬉しいなと思います。学童の土曜保育が月２回までなのでそれも困っています

○上が小学校(低学年)、下が保育園(未満児)の今がとてもきついです。学童にも行けなくなったらどうなることか…

○３年生までしか学童が利用できないので高学年になっても利用出来るような体制を作って欲しいです

○児童センターでの受け入れもしてもらえて大変助かっています

○学童に4年生まで入れるとはいっても、実際には2年生までだった。人数の関係で…。そんなの意味ないと思う。夏休

み、冬休みだけでも…といってもダメだった

○学童保育について夏休み等の長期の時は利用したいのだが、地区の学童はどこも入れなかった。子供の人数が少ない

地区だと祖父母が家にいても通年預ける事ができ、地域で不平等だと感じる　

○母子家庭でありフルタイムで仕事をしているので放課後児童クラブに毎日お世話になっています。土曜日や夏休み

も早朝から利用させてもらいありがたいです。児童センターがなかったらフルタイムでは仕事はできていません。児童

センターでも色々なイベントがあり、子供も楽しいと喜んでいます。これからもお世話になります

○フルタイムで働いており、学童保育にて預ってもらえている点は安心していますが、習い事に通わせたくても時間的

余裕がない　　

○放課後子ども教室について知りませんでしたが、参加させたいです

○越前市は保育園、幼稚園など保育、教育環境は比較的整っていると思いますが、一方で産婦人科や小児科が不足して

いると思います。私の子供自身もはっきりとしたかかりつけがなく、病状によって病院を変えています。なかなか難し

いとは思いますが、対応していただけたら有難いです

○もっと産科、小児科を増やして欲しい

○夜間子供が熱が出たり病気になった時に診てもらえる病院が越前市内にあって欲しい。子供急患センターも福井だ

し、そこが閉まってしまうと診てもらえる病院は結局、福井市内の病院で、越前市内は診てもらえず、辛そうにしている

のに行くのが大変　　

医療機関
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○問18の④を選んだ背景として小児科が少ない為、すぐに診察を受けられなかったり、土日、夜間の受診が出来ない事

にあります。

○病院の診療時間が労働時間に合ってなく不便に思っています。夜間対応等近くにあると便利だと思います

○休日や夜間に小児救急を診療できる機関が越前市内であると便利である

○産院が少ない事

○(教育委員会の方へ）対象の姉妹の担任の先生について：児童への関わり方が異質なことがあり、親も子供も大変心配

したことがあり精神的にも苦しい事がありました。それぞれ先生の教育方針や方法はある事は分かりますが、安全に安

心して学校に通えるよう先生方の教育や管理の方面で力をお入れ頂きたくお願い致します

○ＨＰが学校毎に違いすぎる　

○小規模の学校出身ということもあるのか子供の学校は子供1人1人の事を詳しく分かっていない感じがしてしまう

○宿題が多すぎて平日子供と楽しい会話が殆ど出来ない。学校でも家でも勉強ばかりで可哀想だと思う

○小学校までが遠い。通学路が夕方になると暗くなるので今は低学年だが高学年になると不安がある　◎中学校まで

も遠い。冬になると自転車がダメな分、歩くにしても1時間以上かかる。送り迎えが出来ない分不安がある。祖父母がい

るが事故とかの問題も心配しなければいけない分不安だ(祖父母も高齢になるため）

○学校(小、中）の先生への教育をお願いしたいです。私には起立性調節障害と診断された長男がおりますが、自分の子

供がなって初めて理解出来る事が沢山あります。そして自分の子以外にもたくさんいることも分かりました。ですが、

先生はごく一部の方しか理解してくれません。カウンセラーの先生ではなく、実際に直接子供達と接する先生が分かっ

てくれなければ(病気の事)、子供の気持ちの行き場がないと思います。もちろん親が子を守るのが一番であることは分

かっていますが、子供達と長く時間を過ごす学校の中でももっと目を配る必要があるような気がします。またそのよう

な子たちのサポートの場が余りも少ないと思います(親はどんなに相談すればよいのかわかりません)

○学校には網戸がありません。そのため夏等の蚊が出る季節はよく刺されて帰って来ます。安全のためにも網戸の設置

を検討して欲しいです。永平寺の方では給食の無料化が進んでいます。越前市では無料化の検討はされているのでしょ

うか？来年度より消費税も上がる為、早めの対応をお願いします

○学費が高いと思う。ドリル専用ノートなんていらないと思う。教育に力を入れるなら行政が何かしら負担してくれれ

ば有難い

○小学校ですが、勉強だらけで遠足もないに近い状態なのはどうかと思います　

○登下校時に保護者や地域の人達が協力して見守り活動をしていただけると安心できるので、もっと力を入れて欲し

い所ではあります(特に下校時)

○都会では小４から受験体制に入っているが、こっちの方では皆受験など意識をしていない。福井は公立校の中での学

力は高いが、都心部の私立等には到底及ばない。上を目指せる体制も選択できる環境を整えて欲しい

○東小学校のプールがゆくゆくは閉鎖されるという話を聞いています。十分な予算をとってどうか維持して下さい

最近クラスの中にも発達障害を抱えている児童がいるように思う。普通クラスでは仲間と上手く接する事ができない

子もおり、親のプライドなのか分かりませんが、子どもためにも支援学級に進んだ方がクラスの中も上手くいく様な気

がしています。そこの支援体制を強化して頂けたらと思います

○学校の先生方の勤務時間等が長時間なのでとても大変そうに感じます。もう少し地域の年長者やボランティアの方

の活動に頼っても良いと思います。時間をもてあましている方も多く居ますし、年配の方の御知恵を若い人達に伝える

場にもなると思います

○ｉｐａｄ、ゲーム、ＳＮＳ等の教育指導を進めて欲しい。禁止制限、悪い事のように言うだけではなく、利便性や活用

法を教えてあげて欲しいです

○特別支援学級の子供に対してももう少し配慮して欲しい。先生の不在になるからと参加しない児童は学校を休まな

ければなくなる

○福井人は自分対にコンプレックスをもっている。そのせいで何かと他県と比較し、それが上位だと大げさに宣伝す

る。それが教育にも現われていて、勉強を無理強いする。宿題の多さ、内容(同じ問題を何回もさせる)が異常。制服は体操

服だけでいい

○少し違うかもしれませんが、小学校の集団下校の体制、低学年の担任の指導のやり方に疑問を感じます(同じ下校時

間であっても、兄弟バラバラでの下校があったり、低学年と思われるお子さんが一人で下校していたり)。低学年の担任

は低学年、特に新入生の指導に定評のある先生にご指導頂きたいです。学校側の定評ではなく、ＰＴＡ等まわりの定評

○学校や学童で嫌がらせを受ける事がある。例えば無視、体をけられる、話しかけるな等。仕事を抱えている状態で子供

が学校や学童に行きたくないと言われたらどうして良いかわからない。子供から学校でされた嫌な事を聞いた時、共感

と常に味方でいることを伝える事以外何もできない。とてももどかしい。無力を感じる

学校
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○小学生になってからではなく、入学前からゲーム機、スマホについての使用についての影響、早寝早起きの大切さ、思

いやりの心(道徳)など学ぶ事も必要ではないかと思います

○寺子屋等のサービスがあったとしても基本的、送り迎えは保護者となると時間帯的に無理で利用機会を逃す事が多

い。学校終了時間後、学校教室で残って宿題や復習等が出来る場の提供をしてくれると有難いと思う

○小学校の制服の必要性が感じられない。いらないと思います。小学校1年生がランドセル＆冬と夏の体操服、学童の服

をもって通学するのは全くおかしな話だと思う。重すぎ。個性や自立も育たないと思います。制服がある地域は珍しい

です。制服がなくても子供が育っている地域は何処にでもあると思います　

○ＰＴＡは必要ないと思います。共働きが多い越前市の保護者の負担が大きいと思います。ＰＴＡ無くても無い中でや

れる事をすればいいのではないでしょうか？　

○勉強の進み具合が早すぎて、毎日余裕がない

○学校で使う道具は次々と新しい物を買うのではなく、下へまわす活動があったらいいなと思う(お下がりが嫌な親も

おられると思うので、それは希望者だけでも）。算数セットとか制服とか。物を大事に使うと子供にも何か良い事がある

となると、子供達も物を大切にするのではないのでしょうか

○小学校は1クラス30人位にして欲しい。１学年120名を超えていて3クラスは教室もぎゅうぎゅうで圧迫感があり、

先生の目も届きにくそうで不安。教室や教員の確保も難しいと思うが、特に住宅が増え子供の数が増えている学校は再

検討して欲しいです

○小学校のエアコンを早急につけて下さい。今年何度も子供が熱中症になって学校から帰って来ました。

○永平寺町のように小学校の給食費を無料にして欲しい。

○ランドセルが重すぎて子供の身体にかなりの負担になっているので、市から置き勉を推奨して欲しい。

○早くエアコンの設置を全学校、全幼稚園にお願いしたいです

○登下校の見守りをもっと強化して欲しいです

○小学校に通う今も良い環境で保育(?)

○今年の夏は暑く、教室に居る間に熱中症の症状が出た子が居た様です。エアコンのある図書館などに避難…みたいな

事があったようで予定通りエアコンの設置をして欲しいと思います

○とある小学校はブラジル人が多く教育が個別対応にともない人で不足だそうだが、日本人生徒の教育がおろそかに

ならないか心配です

○とある小学校はブラジルの生徒が多く、これからも増えると言われています。そのせいとは言いませんが、学力が落

ちているのは事実です。もっともっとブラジルの方に親御さんが勉強に携われる様に環境を整えて頂きたいです。はっ

きり言ってブラジル学校を別にして頂きたいです

○下の子の出産で6ヶ月をすぎると上の子も保育園を辞めなくてはいけないようだが、下の子に手がかかるように

なって大変になる。上の子も一緒にみるべきだろうが、やっと慣れた保育園だから半日だけでもみてほしい(どこの保

育園に入っても)。親の心のゆとりが良い保育(子育て)環境につながるのでは？保育士不足もあり大変だが…

○以前通っていた保育園でお若い保育士の先生が毎年のようにご退職されていました。どのような理由でご退職する

決断に至ったかは分かりませんが、ベテランが育ちにくい環境で保育園が今後うまく運営されていくのかとても心配

です。

○親の有休の時は保育園を休ませて下さいと言われる。夏(盆休み)、冬(正月休み)、保育園の休みが長すぎる。親も休み

の時にやりたい事があります。先生に「お休みですか？」と聞かれると嫌な気持ちになります。保育園によって長期休み

の日数が違うのは何でですか

○障害を持っている子の安全確保ができるだけの保育士の数が揃っていないですね。結果、子どもさん本人が辛い思い

をしています。一番大切な時期を力でつぶされて可哀そうです。保育士の数を増やしてあげて下さい

○保育園に子供を預けるにあたり母親の就労時間が厳しく指定されている事に疑問をいだきます。母親というのは家

事という大きな仕事があります。家に帰りご飯を作る、掃除、洗濯、スーパーに買い物、その上子供の事(宿題、塾の送り

迎えetc)、そういう事をきちんと配慮して頂きたい。イライラしてては子供に悪影響かと…。まずは子供を環境作りに

専念して欲しい。

○保育士の質を上げて欲しい。悪い人が一人でもいる程度が悪い園だと３人目を産む気がしないし、預ける気もしない

○保育園の１年しかみないしばりを緩くして欲しい（そんな縛りはしなくてもいいのでは…)

○保育園に通わせるのに審査が必要とか意味がわからない。希望者が全員入園出来る仕組みを作って下さい。子供達が

大人になってもこの町に住みたいと思える様にあなた達が頑張って下さい

○希望保育園への入園がなかなか厳しく少し困っていました

保育園・認定こども園
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○私の子供はもう関係ないですけど、近所の人の未満児が近くの保育園に入らず遠くの保育園に通っているそうです。

先生が少ないからって言われたと言っていました。近くに保育園があるのに入れないのは不便だと思います

○保育園ももう少し開放すべきだと思う

○保育環境の充実を…と言われるが、働く側は？保育士の就労時間、給料の低さで3人の子育てをする中で余裕のある

生活をさせてあげられているか不安もある。そこを見直して欲しい

○もう少し保育園の先生を増やして欲しい。幼稚園(市立)が2歳から受け入れてくれると助かる。途中入園を可能にし

て欲しいし、福井市とかと違って越前市は入れないのが困る

○保育士、教師など子供の教育に関わる職業の方の勤務状況・形態があまりに過酷だと思います。自分のお子さんの成

長や家庭を犠牲にして本当に他人の子供の為に働けるのでしょうか？そんな中でも愛情いっぱいで育てて頂いた愛星

保育園の先生方には卒園した今でも感謝の気持ちでいっぱいです。でも先生方の心や体がもたないのではないかと感

じる事もあります。その点をもう少し行政の方で対応して頂けたら嬉しく思います

○保育園は第3子以降保育料が無料になるが、小学校以降でも学童や小学校の給食費やその他費用で負担がかかるの

でその辺も控除して欲しい。また学童は小学校３年生までしか預ってくれないので(本人も行きたがる子とは限らない

が)４年生以降でも預ってもらえるようにしてもらいたい

○フルタイムに就労してやっと3番目が保育園に入れたが、パートタイムで家事に負担がない状態でも保育園や学童

に入れると助かる。国高地区の保育の受入環境をもう少し真剣に考えて欲しい

○幼稚園に入園する子供達が減って来ているので、保育園迄の時間の延長はなくてもよいと思いますが、現在の若い方

が利用、入園したくなるような時間に変更すると良いのではないかと思います。

○大学の無償奨学金や補助金、無償化など高等教育の金融サポートを強く必要と感じる

○予防接種の補助金等、増やして欲しい

○我が家は5人子供がいます。次女が4月～高校生になるのですが、高校もお金がかかるので子供手当を考えて欲しい。

4カ月に1回じゃなく、2ヶ月に1回とかにして欲しい。子供3人以上産んだら南越前町は100万当たるのに越前市は全く

そういうのが無い。もう少し考えて欲しい

○子育て支援は1人目、2人目、3人目、4人目と支援して頂けるシステムがあれば出産をしようと思う

○同居世帯が多いからなのか、核家族世帯には仕事や子育ての面で制限がかかってしまう事が多々あり、不便だなと感

じます。仕事に制限がかかってしまうぐらいならむしろ税金の負担を減らして下さい

○子供手当の金額を増やして欲しい

○インフルエンザ接種を安く学校で受けれるようにしてほしいです

○予防接種等のお金(インフルエンザ)が高く、子供の人数が多いと出費が多すぎて受けられないので考えて欲しいで

す。また、子供の人数に合わせて支援も色々と考慮して頂けるともっと子供を産む人も増えるのではないかと思います

○インフルエンザ予防接種が無料の地域もあるので、越前市もそうなると嬉しい。

○インフルエンザの注射など毎年打たなければならないようなものは補助金が出るといいと思う

○他市では予防接種(インフルエンザ等）の補助金が出る所があるが、越前市は全くない。保育料も高い。正直、子育てし

易いとは思えない

○一人親ですが、一度学校集金をした後助成金が出るのでは。毎月の生活の負担があるの厳しいです。出来れば申請制

なのだから月負担無しにしてもらえるとすごく有難いです

○教育費などへの不安がある

○別居中(離婚訴訟)をしていてもシングルとしての対象とされない事により金銭の負担が大変です。学童の延長が30

分単位で殆どの方が延長を利用しておらず、延長するのが申し訳なく感じます

○今、児童手当をもらっているので少しは助かっている様に思いますが、今後、高校、大学に進学する事を考えると３人

もちゃんと送り出してあげる事ができるのかとても不安です

○子供が3人以上の保育料免除等の支援があるが、小学生になると何もなくなる。中学、高校になるにつれてだんだん学

校費用が高くなっていく事に不安を感じます。一人親の人への負担軽減はされていってるようですが、子供数が多い家

庭には子供が小さい時だけの支援なのは充実した教育環境だとは思えないです

幼稚園

家庭経済
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○幼児期の集団健診について：午後からということもあり眠い時間で待ち時間も長く、子どもが飽きて泣いてしまう事

が多い。月齢は違っても地区毎にまとめたり、内科診断だけ個人で行かせたり…、3人目、4人目となると「またあれに行

かなきゃいけないのか…」と面倒になる。近場でやってもらえると地区の人との交流にもなって良いのでは

○保健士さん等、異動があると担当の人が変わり、また一から悩み、家庭環境を説明しないといけない事が面倒で、悩ん

だり辛くてもなかなか相談へ行きづらいので、一人の人が子供が小６になるまでずっと相談に乗ってくれる様な体制

があると良いと思う

○教育や子育て支援の取り組みはあるのは分かっていますが、相談してみると結局、その時に関わった人、担当した人

の熱量とか知識とか、親身になってくれるか等の差がある。仕方がない事だとは思うが、一度ハズレを引いてしまうと

不信感で、相談したくても相談する気を失ってしまう

○市役所の電話対応があまり良くないので、聞きたくても電話をかける気になりません

○昔、一人目出産後、保健師さんとお話してうつっぽくなりました。人によるのかもしれないけど、教科書通りの事を言

われて涙するお母さんもたくさんいると思います。とても辛そうなお母さんがいたら｢頑張ってるね｣「大丈夫だよ」の

言葉だけで充分です。あとは子育ての経験者やママ友の方が知識もたくさんあり心の支えになります。だから私は今も

保健師さんを心から頼りたいと思った事はありません。もう少し親身になって欲しい。教科書通りの事を言わないで欲

しい。本当にあの時は辛かったです

○道路の歩道が歩きにくくベビーカーで散歩出来ない。自転車も走り難くて危険です。街頭に灯りが全くない所が通学

路になっている

○外灯や防犯カメラ等を増やして欲しい

○子供だけでどこかに行こうと思うと道路が狭い(歩道がない)　

○不審者が多く、子供を安心して夕方外に出せない

○通学中の不審者が心配です。もっと安心できる保育環境になれば良いと思います

○うす暗くなってから児童が歩いたり、自転車で移動せざるを得ない状況の際、児童もドライバーも困らないよう何ら

かの工夫があるといいです

○同じ方向に帰る子供がいなくて毎日車でお迎えしています。人通りもほとんどない道で一人で帰らせるには危険で

す。通学バスの通り道なのに距離が足りずバスの許可もでません。今は祖母が迎えに行ってくれていますが、行けない

時は私が早退して行っています。帰り道が一人になる子にバスの許可を頂けると有難いです

○道が細い為、防災、避難、危険な人物の出現等が心配。歩道が少ない。他の県内市町村の取り組みが目立つのか全くア

ピールが不足している様に感じるし、歯以外の取り組みの実感が薄い

○友達と沢山外で遊ばせてあげたいが、子供だけで外にいるのはとても不安。夜になると外灯も無い所もあり怖い。安

全が確保できない世の中になってしまったのがとても残念

○両祖父母も働いているので子供が病気になった時、仕事を休まないといけない。長期休みは取りづらいので病児保育

を福井市のように充実させて欲しい(福井市に住んでいた時の方が子育てし易かったです）

○病児・病後児保育の出来る所を増やして欲しい

子供が熱を出した時に仕事を休めず預ける所がない。病児保育をやっている病院が少なく、４年生までと年齢制限があ

る。上の子はもう５年生なので預ける所がない。

○病児保育施設も少なく、小３までしか利用できないので増えると安心する

○子供が急病で仕事を休めない時に預けられる所が野尻医院の「ままのて」ぐらいしか分からないが、定員もあるので

そういう場所が他にも出来ると有難い。預けられる時間も19時ぐらいまでだと有難い

相談

ハード整備

病児

健診
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○うちの子が小さい時に比べ保育料、医療費、遊び場所が充実しているのでこれからも子供を産む世代にもっと自信を

持って越前市をＰＲしていけば良いのではないでしょうか

○親からの目線ではなく、周りからのサポート、支援など心のケアなどが必要ではないかなと思う。子だけでなく、親に

も。祖父母にも。お互いに心にゆとりが無くなってきているのではないかなと

○幼保一体化が進み3歳未満児のサークルが消えていき、地域内の交流が希薄になった。子育て世代が仕事復帰しやす

くはなったが、子育て期に地域と関わる事が少なくなり、孤立化が進む気がする。年配者も若者も

○核家族なのでもう少し融通のきくものがあればと思います。何かは分かりませんが、核家族が多いので安心出来る市

になって欲しいです

○越前市は何でも他の市町と比べると始めるのが遅い(育児支援等）

○どんな子に育つか楽しみです

○子供はもともと素直で正直で心も綺麗で本当に世の中の宝物だと思います。けれど育てている親って最近どうなん

でしょう！先生の悪口を子供の前で言ったり、勉強なんてしなくても別に困らない…と言ってたり、私はそんな大人が

子供の成長や伸びしろを狭くしていると思います。子供の教育は越前市の小学校は充分出来ている様に思います(以前

住んでいた大阪とは比べものにならないぐらい)。小学生の子供を育てる親の教育が１番必要そうですけどね。平気で

子供と一緒に悪口を言っている親をみると鳥肌立ちます。難しいですよね。大人を変えるのは…。可愛い子供達がまっ

すぐ育つ環境だとみんな素敵な人生送れるのになぁ

○田舎だからと祖父母に預けられると思い過ぎる。同居していたって仲が良いとは限らない。祖父母がどの様な人物か

も知らないくせに。同居だからと楽していると思うのか？好きで同居などしない。祖父母に預けられるのは当たり前で

はない。田舎だからか考え方が古い

私は子育ては親がするものであって、行政に頼ろうとか何かをして欲しいとか思わない。今のうちの子供達は何の問題

もなく成長しているので、特に思わない。ただ子育てを一番に考える親が増えて欲しいと思うだけ

○低学年の子供の遊びやスポーツの相手をするには高齢祖父母では限界があります。週１～２回、１～２時間程度サ

ポートしてもらえると有難いです。我が家もどちらかが倒れたら児童養護施設へ入所せざるを得ないでしょう　

○子供をみてくれる施設ができて仕事がしやすい環境が整ったとしても、それが子供と親にとって良いのかがわから

ない。できれば親と子が一緒に過ごせる時間が増える方が良いと思うので

○日々に追われあまり考えていない。子供は日々成長しつつあり、上の子たちがいて協力してくれるので助かっています

○福井は日本一幸せな県と言われていますが、それはあまり思えません。もっと子供、学校の様子を気にかけるべきと

思います

○他の市町村よりも子育てに対する税金の使われ方が低い様な気がする。越前市は子育てに対して優先順位が低いと

思う

○祖父母の協力が欲しい

我が家は近所に祖父母が在宅しており協力してもらえる環境であったが、これがもし核家族だったらもっと悩み、不安

を感じていたと思う

○子育ては体力がいる。両親共にフルタイムで働き、休日に子供の相手をするのは大変なことである。出産が高齢化し

てきているが、このような現状が分かると子供を産まない人は多くなっていくと思う

○自分の子供ではなく、知人の子供さんが身体障害のため電動車椅子を使っています。知的には同じ歳の子と全く変わ

らないけれど、エレベーターなどの施設が校区に無いため支援学校に通っています。その子は他の同じ歳の子と勉強し

たいと願っています。このような子供達は少数かもしれませんが、いる事を考えて小学校や中学校の設備を整えていた

だきたいです。子供達が等しく、平等に学べるようお願いします。小中学校のバリアフリー化を望みます

○支援級から普通級への希望をもち、できるだけ普通級の授業を受けさせたい時、先生が必要であればついていってく

れる支援が手厚く受けられると良い。そこでどういう支援があれば普通級で学ぶ事ができるか、手立てを探って欲し

い。発達障害のある子供も普通級でも学べる環境を整えて欲しい。通常児にも学びとなるはず

○昔から女性がフルタイムで働いているが、夫の協力が得られず祖父母に子育てを支援してもらっている環境にある。

もっと夫が子育てしてくれると環境も変わってくると思う。現在40歳以上の方が見本を見せてくれると少しずつ変え

ていけるのではないかと思う

障害

仕事と育児

子育て
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○正社員で働くと短時間の勤務を取得できるのは3歳まで。短時間からフルタイムになると帰宅時間は早くて18時30

分以降。残業になると19時を過ぎます。現在祖父母にみて頂いて働いていますが、祖父母が居なければ正社員で働くの

は困難だと思います。小学校(特に低学年)の育児が難しくなります

○今は祖父母が助けてくれるので大丈夫ですが、核家族で共働きだと学校行事等の振替で学校が月曜日に休みの時に

子供達だけで留守番させるのを不安に思うご家族はあると思います

○子供が熱を出した等の体調不良で仕事を休まざるを得ない時、会社側はやはり嫌な顔をする。職場に迷惑がかかる事

は十分承知しているが、仕方のない事なのでそういう時に休める制度を作ってくれるとすごく働きやすい

時短保育等が出来てパートで働くのが働きにくくなった

○急な病気等の際、職場に休みはもらえるがやはり言いにくい。子育てに対する理解を社会全体でもって欲しい

○核家族世帯が子育てしようと思うと、共働きながらではとても負担が多く育児が満足に出来ず、ネグレクトになりか

けている様な人も見る。片親でも短時間パートでもお金に困らず心に余裕の出来るような支援があれば嬉しいです。子

ども手当ても小学生又は中学生の間までは減額せず、１人2万円程もらいたい。習い事(英語、塾、スポーツ）など充分さ

せてあげたいと願う時代なので育てやすい環境をと思うのであれば、低年齢層から小・中学生年齢へも目を向けた対策

をしてもらえたらと思う

○春休み、夏休み、冬休みは母親は仕事が休めないのでつらい。子供が休みの時は仕事を休んで一緒に居たい。母親にも

春休みと夏休みと冬休みを下さい

○実家の両親が元気で子育てに協力的なので頼っているが、そうでなかったらフルタイムでの仕事は難しいと思います

○昔と違い今は共働きが普通になっているので、人手不足で子供の風邪等で急に休まれる事が難しいのなら子供を連

れて働ける環境を作っていただきたいです(子供を少し寝かせておけるスペースを作る等…）

○企業側にも子育てへの理解、対応を求めたいです。勤務時間や欠勤等、働きやすい環境であって欲しいです

○祖母がいる間はやっていけるが、祖母の助けが得られなくなった時、親が帰るまでみてもらえる場所がもっとあると

有難い。病気で学校を休んだ場合、親は仕事に行くので(休めない場合)、預けられる場所があるとよいと思う

○子供を産んで育てるには働かないといけないのですが、出産後に仕事をしたいと思っても正規で雇ってくれるとこ

ろがほとんどなく生活が大変。学童も高く、パートなどで働いていても貯金もできない状況なので先が不安になります

母親がフルタイムで働く事へのリスクがある中で、子供を自宅以外でみてもらう事もまたリスクと子供のストレスが

あり、どちらを優先するかは家族で違ってくると思いますが、私は家で子供をみる事を選んでいますが、その分収入も

減り将来への不安の中、子育てをしています。働く環境がもっと子育てしている方への対応（子供の行事の参加、病気時

の休み等がしやすい所）ができていたらいいと思っています。子育てに対応している企業の紹介等あると良いと思いま

す。３人の子の行事をこなすのは大変です

○仕事が18時過ぎまでだが、仕事も続けたいし、でも子供に負担がかかっていて我慢させている事で日々葛藤しなが

ら毎日を過ごしています。習い事もさせてあげたいけどお金の問題より時間が作ってあげられない問題があり(仕事の

為)それも気がかりです。子育てとフルタイムでの仕事の両立は難しいなぁと実感しています

○スポーツ少年団等をやらせてあげたいとは思うが、親の負担がかなり大きくやらせてあげられない。

○習い事が多くスポ少にも入り、子どもは負担になっていないか心配になる

○スポ少にしても帰りが遅くなると生活リズムに影響があるからなかなか足踏みする。市あげて生活リズムを整える

ために、指導者の事も考えて子供が早く帰れるように出来るともっと全体的に教育等に良いのではないかと感じる

○菊人形の開催時期以外の大型遊具を動かす日の情報があまりにも無さ過ぎる。越前市の広報など若い人は誰も見ま

せん。テレビでＣＭを入れる等、広告にもう少しお金を使った方が良いと思う

○保育、教育機関のサービスに関し、多言語化を更に進めて欲しい。特に最低限英文対応のサービスをお願いしたい

スポーツ少年団

情報
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