資料5_富田林市(就)その他・自由意見

問1
問1 居住町名

谷川町
昭和町
富美ヶ丘町
寿町
寿町
昭和町
新堂
昭和町
新堂
寿町3丁目
新堂
富田林市新堂
本町
富田林市新堂
若松町
若松町西
若松町西
若松町
若松町
若松町西1丁目
中野町
若松町西
若松町
清水町
喜志町
川面町
喜志町
喜志町
宮町
喜志
喜志
桜井町
木戸山町
富田林市梅の里
梅の里
梅の里
梅の里
梅の里
山中田町1-5-45
楠町
山中田
楠町
山中田町
北大伴町
佐備
佐備
山手町
西板持町
西板持町
楠風台
西板持町
甲田1丁目
桜ヶ丘町
錦織東
錦織
錦織南
須賀

1 / 85 ページ

資料5_富田林市(就)その他・自由意見

問1

錦織中
錦織東
錦織
伏山
伏山
伏山
伏山
寺池台
金剛錦織台
金剛錦織台
寺池台
金剛伏山台
寺池台1丁目
金剛錦織台
金剛錦織台
寺池台
寺池台4丁目
寺池台
寺池台
寺池台
金剛錦織台
金剛錦織台
富田林市寺池台
金剛錦織台
寺池台
加太
五軒家
加太1丁目
五軒家
久野喜台
加太
青葉丘
五軒家
加太
五軒家
新青葉丘町
高辺台
高辺台3丁目
高辺台3丁
高辺台1丁目
高辺台1丁目
高辺台3丁目
富田林高辺台3丁目
藤沢台
藤沢台7丁目
向陽台
向陽台
向陽台
向陽台
向陽台
津々山台
津々山台
津々山台1丁目
小金台2丁目
廿山
美山台7
津々山台
津々山台
津々山台
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問1

津々山台
津々山台
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問2
問2 回答者

祖母。
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問9-1

問9-1 相談相手、場所
妹。
ブログ友達。
職場の人。
子育てで悩む事はない。
教会の会長さん、奥さん。
職場。
職場の同僚。
教会。
私自身、保育士資格を持っている為、自分の中で解決できる事が多いです。
姉。
幼児教室の先生。
姉。
ぴょんぴょん教室、堺聴覚障害支援学校。
長男や職場の人達。
習い事の先生やお母さんがた。
姉妹。
同年代の子がいる実姉。
習い事の先生。
妹。
保健センター。
習い事の先生。
同居している知人。
習い事の先生。
通っている難聴通園施設の先生。
母方のお姉ちゃん。
姉。
職場のお母さん。
母の職場の人々。
妹（本人から見て“おば”）。
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問14-1

問14-1 サービスを利用していない理由
双子の為。
信用できない。保育士がうつ伏せに寝かしつけたために窒息死したり、子どもから目を離した
ため起こった事故があるため、安心して預けることができない。
移動手段がない。
来年、幼稚園に入園。
育児休業中の為。
次の4月に仕事に復帰予定。保育所に入れる予定。
育休が終わったら預ける予定。
車がないので雨の日でも行ける所が近くにない。
利用してみたいが、システムが分からない。
まだ預ける必要を感じず、自分で育てたいため。
来年4月から入園予定。
来年4月から幼稚園。
以前は保育所を利用していたが、やめた。
公立の幼稚園が5才になってからだから、5才と記入したが、できれば公立も3年保育になった
らいいのにな、とは思っている。
仕事復帰時、保育園の空きがなかったため。
育休中のため、育休明けに利用したい。
近所にない。
定期的ではないが、月2回プレ幼稚園に行っている。
親の集まりが苦手。
小さい子供を他人にみてもらうのが心配。
事務手続き、荷物が面倒。
働きたいけど保育園に入れませんやんか。母子家庭より両親がいてる人が優先ってオカシイ
でしょ。
週３日勤務のため保育所にまで入れる必要がないので一時保育を利用したいですが、車に乗
れないため交通手段がなく、家族で交代で休みをとっています。金剛駅に近い金剛保育園等
で一時保育をしたいただきたいと切望しています。
子供が持病を持っている為、預かってくれないと思う。
育児休暇後に利用を考えている。
来年4月より幼稚園へ通います。
病気がすごいから。
保育者のレベルが低いので預けるのは心配。
来年から幼稚園へ行く。
子供に人見知り、場所見知りがある為、5を含めてなかなか利用できずにいます。
待機児童で入所できない。
育休中。
育休中のため、今後利用する予定。
兄妹を同じ所へ通わせたい。
就職活動をしたいが、面接の時子供がいるので行けないから。他市では面接等があるので、
誰ひとり子供を見る人がいないと言ったら、2ヶ月の間で仕事をみつける約束で入れてくれた。
富田林市は堺市より人口が少ないのに、このよう相談したが仕事がないとダメだと断られた。
とても印象悪い市です。住みにくい。
保育園に預けて働いても、子供が病気になった時の預け先がない。
公立幼稚園が2年保育の為。
母親が精神的に不安定な為、リスクが大きい。
育休後に利用予定。
4月から幼稚園入園予定。
現在は休職中の為、母親が面倒を見ている。
1日に3時間労働だと、保育所の申し込み条件にあわないため。
育休中。
特に預ける用事がない為。
園に預かり保育がない。
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問14-2

問14-2 利用中のサービスの内容
インターナショナルプレスクール。
通園療育施設（14:45までの保育）。
私立幼稚園のサークル、広報で知ったママサークル→1ヶ月に1回程度。
一時保育。
園庭開放。
保育所の一時預かり。
児童発達支援施設。
園庭開放。
ながのしょうとく園
学童保育。
難聴通園施設。
富貴の里保育園の一時保育。
すくすく広場（プレ保育）。
児童発達支援施設（通所施設）。
通園型療育施設。
しょうとく園（通園施設）桃花塾。
あいっく
週2回のならし保育。
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問14-5

問14-5 サービス利用をしている理由
子どもに発達遅延がある。仕事をしていないので、保育園に預けられない。
母親のリフレッシュ。買い物などで。
幼稚園で色々習得できる為。
義務だから（？）。
保護者の習い事のため、子供が帰ってくる時間に間に合わない為。
子供友だちができたらと思い。
子どもが残りたいと言うから。色々教えてもらったり遊んだりするから。2.預かり保育に入るの
か？通常に入るのかな？
幼稚園保育園には行ってません。すいません。６才の姉と間違えて答えてしまいました。
母親の息抜きの為。
同年代の子供たちとふれあえるため。
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問15-1
問15-1 対処方法

職場に連れて行き休ませた。
家で見ている。
自分でみた。
働く以前の母親が子どもをみた。
1日を父、祖母（父方）、祖母（母方）が交替でみた。
風邪などで休んだ際には、母親が家で見ました。
母親がみる。
私も保育関係で仕事してる為、休めない時は祖父。しかし、高熱が続くと1日は無理言って休
ませてもらってますが、職場で良いように言わない人もいてる為、今回2週間おきに高熱が出
たので病児保育に預けた方が良いのかと悩みました。できたら、現在の保育園でみてもらい
たい気持ちはすごくある。子供もそれのほうが、先生も知ってる為。
母親がみた。
1ヶ月に5日程度。
仕事へ連れて行く。
夫（父親）と妻（母親）が交替で出勤なので、休まなかった。
母親が面倒を見た（無職）。
在宅ワークなので、仕事を休む必要がなく面倒が見れた。
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問15-3

問15-3 利用したいサービス
利用料がかからなく、通っている保育所に併設が望ましい。
現在市では、保育園児のみしか病後児保育してもらえないので、幼稚園児も利用できるように
していただきたいです。
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問15-4

問15-4 利用したいと思わない理由
祖母にみてもらえるため。
仕事を本当に休めない時は、利用できればとても助かると思う。近くに両親等、頼る所がない
方にとっては、利用できることは助かるとも思う。私自身が出来る限り子育てをしたいため、普
段頑張って保育所に行ってる分、病気の時はそばで看病してあげたい。でも、働く上で理解あ
る職場でなければ、子育て＆仕事の両立はすごく難しく、子供が病気になるとわが子が心配で
も仕事にも迷惑をかけてしまう…と頭を悩ます親は大変です。両立の難しさをつくづく感じま
す。
手続きが大変そう。
両親（祖父母）の方が気をつかわずに子供も安心できる。
休みにくい職場関係であれば「利用したい」と思います。現在は環境が整っているため、2.と回
答。
病気の時ぐらいはできるだけ側にいたい。
母親が今は働いていないので。
パートのため、利用前に診察を受けるのに出勤が遅れるのであれば、、利用料と同じ分給料
が減ります。それならば、家でみてあげたい。
一時預かりなので、対応などが不安もあり、預けれない。
祖父母が同居の為、今は必要ではない。
普段忙しくて構ってあげられないので、病気の時くらいは少し無理して休んででも看てあげたい
と思うので。
子供が不安がり、回復に良くないと思う。
子供が不安がる。
母が専業主婦で看ることが出来る為。子供は体調が悪いと、いつも以上に親に甘えたいもの
だと思うので、自分が傍らにいてやりたいと思う為。
心身ともに不安な状態の子供（特に幼いほど）を安心させるには、やはり親の力が一番必要だ
と思う。
母が専業主婦なので、ちゃんと対応できます。
家に来て見てもらいたい。子供が安心する。
実際どのような施設かはっきりわかっていないので。
子供が他人になつくとも思えない。
病気の時くらい親又は祖父母が面倒をみてあげたいから。
祖父母にみてもらえる。
虐待されると怖い。
病気の時にあまり知らない所へ行くのは、きっと子供が不安に思うと思うから。
病気の子どもがたくさん集まっている所に行くと、他の病気にも感染する恐れがあるため。
利用手続きが面倒。
子供がかわいそう。
普段なれた施設以外では子どもがしんどいと思う。
祖母にみてもらえる為。
病気の子どもが慣れない場所でみてもらうことは、かわいそうだと思う。
祖父母にお願いできる事が多いので。だめなら、仕事を休む対応で。
近くに見てくれる親族がいるので。
治りかけの場合、新たな病気をもらいそう。
今は家にいてる為、特に困ることはない。
子供もしんどい時、親といる方が安心すると思うから。
病気の時に、知らない環境へ子どもを置いて働く気にならない。
祖母の助けがある。
子どもが一緒にいてほしいと思っている。
通常とは違う環境で預かってもらう上で、病気でもあるのにその上慣れない事への不安を子ど
もが感じるのではないか。
子供のため。
朝に、いきなり熱が出たりしたら、病院に行ってから施設に行くのに時間がかかるので、親に
預けた方が早く仕事に行けるため。
いつもと同じ保育園で対応してもらえるなら、知っている人が多く子供も不安にならないと思う
が、知らない場所、先生、友達となると、病気の時は不安が強いと思います。診断書も必要で、
急な発熱などに対応できる制度にしてもらいたいです。
母親が働いていないので、その必要はないから。
結局、遅刻・早退出勤になるため。
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問15-4

フルタイムで仕事をしているので、一緒に過ごす時間が短い為、せめて病気の時は子供も親
のそばにいたいと思うので、利用はしていません。
子供は病気で不安な時に、親に側にいて欲しいと思っていると考えているから。
昼間は家にいてる為。
緊急時にみてもらえる祖父母がいるため。
治りかけの時に安静にすることで回復が早いから。
祖母に見てもらえる為。
子どもが病気やケガの時は、子ども自身が病と闘い心細いと思うので、子どもの心理的な面で
親が傍らにいてあげるべきだと思う。
祖父母にみてもらえる。
やはり病気の時は、なるべく自分がついててあげたい。
病院へ行くだけでもお昼までかかってしまう。
病院受診し、可能であれば病児保育ということなので、出勤に間に合わない。午前中に忙しい
職場なので、遅い出勤は断られる。
仕事を休めない場合は、祖父母に頼る事ができるため。
できれば休ませて、家庭でゆっくりさせてあげたい。
梅の里だけで利用しにくい。事前の面談が必要だから。
現住所〜梅の里保育園〜職場の位置関係が悪い。
子育て中の母（父）が、子供のために欠勤、早退できる社会になってほしい。
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問16

問16 定期的に利用したいサービス
習い事、おけいこ事の無償、安価施設。
土、日、祝日の保育。
遊べる場が少ない。屋内施設がほしい。
河内長野の「あいっく」や群馬県前橋市「子育て広場プレイルーム」のような大型室内広場。
3歳児から預かってもらえる市立幼稚園。
2.を選択した理由は、今後働こうか検討中のため。
NPO法人子育てサポートくるみ
保育の内容によります。子どもの発達にあった活動をさせてくれるところならどこでも良いです
が、今の状況では選びにくいように感じています。
児童館。
富田林市に限らず、他府県の保育施設と連携し、使えるようにしてほしい。
色んな仕事や遊びを体験させてくれるような施設。
キッズトランポリン教室やテニススクールジュニアAクラス等。
キッズプラザの様な小さい子供が遊べる所があるといいと思います。
少し意味が異なるかもしれませんが、英会話や習い事を教えてくれるところが近所にあれば良
いと思います。
保護者が急な用事で出掛けないといけなくなった時、すぐに預かってもらえる子育て支援セン
ター。
金が安くて一日見てくれる所ならどこでも。
保育園の園庭開放。（彼方）
学童保育。
保育園と同じ時間帯みてもらえる学童保育。
病後児ではなく、病児をみてくれる保育施設。
ロゼやダイエーなど、子供の体重、身長などを測れる場所、富田林市にはないと言って等し
い。堺市を見習ってほしい。税金も同じようにとられているのに、なぜこんなに子育て支援にま
わっていないのか不思議です。老人ばかり多く、住んでみて、そちらに力が入っているのか？
・母親が用事などで子供をみられない時間に預かってもらえる幼稚園、もしくは認可保育所。
（定期的ではなく。）
・河内長野市の「あいっく」には、上記のようなサービスがあります。
病児保育をしてもらえるとありがたい。
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問20

問20 放課後を過ごさせたい場所（小学生低学年）
近所の公園。
友人と外で遊ぶ。
外遊び（公園）少し不安ですが。
公園。
公園。
近くの公園で遊ぶ。
学童クラブではないけど、小規模であればいいなー。各自治体などにあれば…と夢みたいな
話ですね…。児童館は遠いですし、狭山にある“ファンズガーデン”は理想ですが、やはり利用
するには遠いです。学童は一時姉が通っていましたが、みて頂いてる指導員さんは年配の方
ばかりで、小学生のパワーに負けていたというか、何というか、大変そうでした。
外遊び、公園、学校。
戸外の公園等。
自由に過ごす。
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問21

問21 放課後を過ごさせたい場所（小学生高学年）
できれば子供の友人達と過ごさせたい。
友達と遊ぶ。
友人との遊び。
母の職場。
近所の公園。
公園など。
公園。
校庭以外考えられない。校庭がダメで公園に行かれる方が不安。
公園。
公園。
近くの公園で遊ぶ。
外遊び、公園、学校。
自由に過ごす。
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問24

問24 私用などの理由による不定期なサービス利用
大型スーパーなどの保育。
認可外保育園。
事業所内保育施設。
休日保育。
友達。
認可外の託児サービス。
認可外保育所。
幼児生活園。
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問25
問25 利用目的

親や兄弟が体調を崩した時（入院など）。
仕事。
夏休み、春休み、冬休みなど、仕事に行く日に。
定期的な仕事だが、忙しい時など。
自分が病気の時。
家事（大掃除の時）。
もう1人の子供の学校行事やPTAの会議など。
人見知りがあるので、親から離れる事に慣らしたいので。
幼稚園に預かりもあるので、もし必要であれば利用できる。
子どもと一緒にいれない時。
出産入院時。
幼稚園の振替休日。
通学。
求職中なので、面接等必要な時。
自分の通院や歯医者など。
（次の子）出産等で手がいっぱいの時。
自身の通院。
自分が病気の時など。
自身が病気の時。
項目ごとに日数を決めるのは難しいと思います。
職探し。
低料金で…小学生と共に利用できる場（公営）の施設を希望します。
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問25-1 望ましいと思う子育て支援サービス
民間の習い事サービス。
普段通っている保育園に一時保育があればいい。
障がい等の知識のある方が見てくれるもの。
病院。
4はよく内容を知らない。
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問27 具体名

3，4回ほど園庭開放行きました。
あいっく ２ヵ月に１回程度。
児童館の幼児クラブ。園庭開放。
東金剛幼稚園の園庭開放、富田林幼稚園の幼教センター。
富田林保育園、園庭開放。
東金剛幼稚園、富貴の里保育園。
東金剛幼稚園のバンビちゃん教室
幼稚園の親子教室。園庭開放。
保育園の園庭開放。
みどり保育園、若葉幼稚園。
新堂幼稚園、若葉保育園。
新堂幼稚園の園庭、若葉保育園の園庭。
近くの幼稚園や保育園の催し参加、幼児教育センター等。
園庭開放。
保育所の園庭開放。
新堂幼、喜志幼。
幼稚園の未就園児教室。
みどり保育園、わかば保育園。
園庭開放
喜志幼稚園なかよしサークル
喜志幼稚園、梅の里保育園。
なかよしサークル（喜志幼稚園）。
園庭開放、おや子体操など。
なかよしサークル（喜志幼稚園の未就園児）。
保育所園庭開放、子育て講座。
育児座談会。
プチなかよし
保育園の園庭開放。
保育所の園庭開放、チューリップ教室。
幼稚園の園庭開放。
幼稚園の園庭開放。
幼稚園の未就園児教室。
幼稚園園庭開放。
梅の里保育園スマイルルーム、梅の里保育園英会話クラブ。
東金剛幼稚園
幼稚園の園庭開放。
幼稚園の月1回の幼児教室など。
金剛東保育園
富田林幼稚園、園庭開放。
大伴幼稚園の3歳児広場、園庭開放。
幼児教育センター
大伴幼稚園
幼稚園のおやこ教室。
ほほえみ教室
幼稚園のなかよし広場。三さい児広場。
保育所の園庭開放。
幼稚園の園庭開放というか、お楽しみ会のようなもの。
幼稚園のプレ保育。
保育園。
彼方保育園、しろがね幼稚園、PL幼稚園。
幼稚園の園庭開放を利用している。
保育所の園庭開放。
とっぴー広場
しろがね
彼方幼稚園、彼方保育園の園庭開放。
なかよし広場 ぷくぷく
彼方幼稚園
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彼方幼稚園
幼稚園の園庭開放やプレ幼稚園。
幼稚園。
川西幼稚園
川西幼稚園、しろがね幼稚園の園庭開放。
NPO法人ふらっとスペース
幼稚園の親子教室。園庭開放。
川西幼稚園
川西幼稚園、園庭開放、ふらわあ、みどり保育園キラキラ。
幼稚園の園庭開放。
園庭開放。
にこにこ広場
錦郡幼稚園のにこにこ広場、ころころ広場。
ふらっとスペース
未就園児の広場。
彼方保育園
金剛保育園
錦織幼稚園のたまごグループ
東金剛幼稚園のバンビちゃん教室、園庭開放。
ママキッズ
保育所とっぴー広場
錦郡幼稚園
幼稚園の園庭開放。親子教室。
保育所園庭開放。
幼稚園の園庭開放。
校区福祉サークル「ママキッズ」、伏山台幼「たけのこ広場」、金剛保育園。
金剛保育園の園庭開放。
伏山台幼稚園うさぎ組、園庭開放。
幼稚園の親子教育。
伏山台幼稚園、たけのこ広場。
金剛幼稚園、親子教室。
金剛幼稚園の親子教室。
幼稚園の園庭開放。幼稚園の親子教室。
幼稚園、保育所の園庭開放。
平成幼稚園ほほえみ
園庭開放。
幼稚園の親子教室や幼稚園、保育所の園庭開放。
幼稚園の園庭開放、数園。
終わった後の園庭開放利用。
保育園の園庭開放。
金剛幼稚園
親子教室や園庭開放。
伏山台、金剛。
園庭開放。
幼稚園の園庭開放。
おひさま広場
ふれあい教室
金剛保育園の園庭開放。
幼稚園、保育園。
幼稚園おやこ教室
園庭開放。
富貴の里保育園、東金剛保育園、金剛保育園、平成幼稚園、東金剛幼稚園。
とっぴー広場 金剛保育園。
園庭開放。
幼児教育センター。
金剛保育園
ほほえみルーム（平成幼稚園）。
幼稚園の親子教室。
園庭開放。
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おひさま、きらきら、おやこ教室。
幼稚園＋その後の園庭開放。
園庭開放。
幼児教育センター
金剛東、金剛、菊水、ともっち、富貴の里、かつらぎ保育園。
子育て講座、園庭開放。
金剛保育園の園庭開放。
とっぷー広場、赤ちゃん広場。
金剛保育園
とっぴー広場
幼稚園の園庭開放。
園庭開放。
金剛東保育園、金剛幼稚園。
金剛東保育園の園庭解放。
園庭開放、親子教室。
東金剛幼稚園のうさちゃん教室。金剛東保育園とっぴー広場。
東金剛保育園の園庭開放。
にこにこ教室
金剛東保育園、富貴の里保育園。
金剛幼稚園・ぴーかーぶ（ビックバン内）。
津々山台幼の園庭開放。金剛東保の園庭開放。
園庭開放。
未就園児教室、園庭開放。
金剛幼稚園、金剛東保育園の園庭開放。
幼稚園の園庭開放。保育園の園庭開放。
幼稚園、児童館。
幼稚園の未就園児クラス参加、園庭開放。
金剛幼稚園、金剛東保育所の園庭開放。
東金剛幼稚園バンビちゃん教室、金剛東保育園、平成幼稚園ほほえみ。
東金剛幼稚園
保育所の園庭開放。
園庭開放。
（富貴の里）室内開放。園庭開放（金剛東）。
金剛東保育園
金剛東保育園、園庭開放。
公立幼稚園に通っているため、いつでも先生に相談可能。
保育所の園庭開放。
津々山台幼稚園、金剛東保育園、園庭開放。
幼稚園の親子教室。園庭開放。保育所園庭開放。
金剛東保育所の園庭開放。
園庭開放。
園庭開放。
津々山台幼稚園の親子サークル。
津々山台幼稚園の園庭開放。
金剛東保育園
絵本の読み聞かせ。
東金剛幼稚園のウサちゃん教室。
富貴の里の園庭開放。津々山保育園ののびのび。
園庭開放。
富貴の里保育園の園庭開放。
富貴の里保育園、金剛東保育園。
東金剛幼稚園、金剛東保育園。
園庭開放。
平成幼稚園
幼稚園の園庭開放。
金剛東保育園、富貴の里保育園、東金剛幼稚園の園庭開放。
園庭開放、室内開放。
東金剛幼稚園 親子教室。
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問28-1 利用したいサービス
休日や雨の日などで、遊んだり、学べる場所。
子供の体操、リトミック等を定期的にして欲しい。
子供と一緒に出来る習い事。
1に加えて、常設かつ徒歩圏内で行ける遊びの場。
子どもとのふれあい遊びや参加者皆で一体感を感じられる様なスポーツやイベント。
親がしんどいと健全な子育てができないと思うので、現在市が実施されている「女性相談」の
ような、身近な人には話しにくいことでも話せるような場、正しい知識を持った方からアドバイス
をいただけるような場があると本当に助かります。
体操やダンス、英語などの教室。
有料でも一時預かりができると助かります。
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問30 ア 子育て支援サービスについて
学童クラブの親の役の負担をなくしてほしい。役が多すぎる。働いているため預けているの
に、大変である。
全ての母親に支援をするのは良い事だと思うが、そのためにお金を払って保育園などに入れ
ている子どもがないがしろにならないようにしてもらいたい。
現在、保育所を利用しています。とても助かっています。新システムになると通勤時間がかか
るので、とても困ります。現行の制度を変えずに保育の質、先生の人数等、他市より良い状態
を保って頂きたいです。
有料でいいので、急な預かりに対応できる施設、サービスを提供してほしい。（特に夜間に。）
土、日も利用できると嬉しい。河内長野は土日も利用できる。児童館で行われている乳幼児グ
ループに参加させていただいているがとてもよいので、抽選もれが少ないよう、枠を増やして
ほしい。
土日祝日の保育サービスがあると良い。夜間の保育サービスもあったらうれしい。
保育園に通っているが、まだまだ保育園の数が足りていないと思う。育休を取れと国は言う
が、実際育休をとって1才クラス以降で入所しようと思ったら、定員オーバーで難しく、0才でも
かなり増えてきていると思う。
児童館の乳幼児クラブが人気でなかなか抽選に当たらないので、もっと増やしてほしいです。
有料になってもいいです。市立幼稚園の3才児広場も1才から利用できるような時間を週2回く
らい作ってほしいです。
最初何度か利用させて頂いた事はありますが、行く度に風邪をひくようになり、行かなくなりま
した。熱がないからと言って鼻水が出てる、咳が出てるなどの子供を連れてまで参加するのは
どうかと思います。
どこの子育て支援サービスに行っても、必ず新しい人が入りにくい雰囲気。主（ぬし）のような
母親がとりしきり、スタッフも「勝手にどうぞ」という感じなので、1回行ったら次は行かないで
す。
学童クラブの長期休暇期間の開設を、8時からにしてほしいです。
子育て支援システムなどで、保護者の選択肢が広がるのはいいことだと思うが、まずは子ども
にとってよりよい環境ですごせるよう、保育の質を充実していただけることを希望します。
保育園入所前には、よく利用していた。リフレッシュにもなり、楽しかった。
富田林市内に、どこでどんな子育て支援があるのか分からなかった。子育て応援ナビだけで
はすべてが分からないので、広報などで様々なサービスを写真付きで紹介してほしい。
乳幼児健診で、保護者の不安を煽るような言い方はやめてほしい。[「まだ○○しないの？」
「家でできるんならここでもできるわよね～」（本当に出来るの？と疑われている様で、親のこと
を信じてないように聞こえます。）等、言われました。]
働いているので、休日なども利用できると嬉しいです。
児童館を利用することがありますが、午前中や土日祝の保育室の開放もしてほしいです。河
内長野のあいっくのような、いつでも通える場所があるといいのですが。
公立の幼稚園（富幼）も給食を導入してほしい。子供のためのイベントを考えてほしい。
土曜日も利用できる所を増やしてほしい。
児童館の乳幼児クラブがとても楽しく参加できた。半年という長い期間なので、親子ともに長く
お付き合いできる友人ができた。スタッフの方も優しかった。また富貴の里保育園の子育て支
援も楽しく参加できた。
ほとんどの保育園は19:00までなんですが、できれば20:00までしてほしい。
現在、保育所で母親の出産後8週間まで入所できるようだが、もう少し延ばしてほしい。保育
料、一時保育の料金を下げてほしい。秋以降、希望の保育園に入れなくて困る。
子どもが遊べる施設を増やしてほしい。日曜も開設してほしい。
平成25年3月に転入してきましたが、各幼稚園・保育所などでいろいろ取り組みもされている
し、地域の子ども向けの行事も多く、楽しみながら子育てしています。ありがとうございます。
利用時間、日数も多く、施設も多数有るので、家にこもってしまう事なく相談したり交流できる
ので、充実していると思います。交通の便が少々不便なので…（富田林駅発のものでも不便を
感じる。レインボーホール、すばるホールなど）バスの本数、停留所が増えると助かる。
現在預けている保育園でも休日保育を実施して欲しい。学童に夏休み中に行かせる場合、朝
は忙しく時間がないので、お弁当を有料の給食に変えてほしい。
利用時間が限られているので、その時間に間に合わなかったら利用する事が出来ない。なの
で、1日に何回かに分けて時間を作ってほしい。
現在保育園で18:30頃まで保育をしてもらっているが、小学生になってからも安心して仕事がで
きるよう学童クラブを充実して欲しい。
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長期休暇（夏休み等）は、子供を平日預かるところがないと働きづらいところもあるので（留守
番させないといけないので）、そういった時期限定で学童クラブがあると助かります。
幼稚園に行くようになるまで、児童館でいっぱい遊ばせてもらって良かったので、今後も続け
て欲しいです。建物の老朽化が気になります。
子供の長所だけではなく、改善していく必要があるところを日頃観察しながら保育し、保護者と
のコミュニケーションを取ることを出来る限り増やして頂きたい。
初めての育児は分からない事が大変多く、園庭開放へ若葉保育園へ行った時に、担当の先
生方や児童館の乳幼児クラブの参加でお世話になり、励みになりました。
学童クラブを学校以外にも（保育園など）設置してほしい。兄弟がいると、学童の迎え、保育園
の迎えだけで1時間程かかることもあるので…。また、学童の送迎サービスなどもあれば、あり
がたいです。
学童の先生は、教師の免許を持った先生にしてほしい。悪いことをしたら、しっかり怒ってほし
い。
祝日も土曜も、（たまに日曜）も仕事なので、子供を1日見てもらえる所があれば…。
預かり可能施設の必要性。（親が不在する時。）
東大阪市「ドリーム21」のような低料金で室内で遊べる場所があればよい。ビッグバンは高す
ぎると思う。
児童館や学童クラブの内容などをもっとわかりやすく詳しく広報に載せて欲しい。（広報）→ご
ちゃごちゃして読みにくい！！誰が利用できるのか全く分からない。
学童クラブの朝の時間、早めてほしい。仕事の時間、間に合わない。
就学前の子どもがいると遊ばせにくい。（親がしっかり見てない。ぶつかったりしても謝らな
い。）
毎日児童館を利用していますが、母親だけでなく、父親の交流も深めたいので、土曜か日曜も
開放してくれたら嬉しいです。
職がない。母子家庭は保育園への入所がなかなか難しく、仕事ができない…。できても子供を
預けられない…の悪循環で厳しかったです。
保育園の園舎の整備をもっとやってもらいたい。図書館をリニューアルしてほしい。
働いている人が多い時代で、本の読み聞かせとか、小さい子の集まるサービスは全て平日の
昼間。働いているので、ママ友などできにくいのに、土日にサービスがないので、よけいに孤
独。
保育料の減額。
ほとんど1回しか抽選に当たらない。
子育てサロンに一度参加させてもらったんですが、同じ町の方がいなくて離れた町の方ばっか
りだったので、ママ友が出来なくて本当に残念でした。幼稚園が同じなる町の方と参加できる
システムを作って下さい。
全体的に暗いイメージがある。
体操（教室）みたいなものを増やしてほしい。
送迎サービスがほしい。（特に帰る時の送りサービス。）
園庭開放に行ってみたいが、車でないと行けず（双子のため）、保育園に駐車場がなく行けな
いので残念。
現在、若葉保育所でお世話になっています。大変ありがたいです。先生方も丁寧で、市立の保
育園というところも安心ですし、保育の質も高いと思います。（あたたかい感じ。）
児童館の乳幼児クラブやほっとひろば等よく利用しまた。これからも続けてほしいです。
病後児保育の利用料が他市に比べると高すぎると思うのですが。費用だけ考えると利用しづ
らい。
急に知らない人に育児のコトで聞かれて、すばるホールやらで集まりがあると言われたり、番
号渡され教えるコトになったり、道端でそうゆうのやめてほしい。
引っ越しでも保育所が変われないのが困る。せっかく府営住宅が当たって家賃が安くなって
も、保育所が遠くて交通費が高くて、全然意味がない。しかも兄妹が別々で時間も倍かかる。
学童と児童館の違いがよく分からないし、児童館はサービス料がなく給食が出るのですか？
→地域の人から聞いた情報なので、間違っていたらすみません。詳しく知りたいです。
子育て支援センター、児童館の乳幼児クラブ等、利用している。日中家にいると息が詰まるこ
ともあるので、0歳から参加できるものをどんどん増やして欲しい。
児童館での子供とのおや子体操など参加した事がありますが、とてもよかったです。
母親がパートをしている場合、夏休みの子供の預け場所があるか心配です。
児童館の耐震が大丈夫なのか気になる。上の子が利用しているので、特に。
土・日・祝もやって欲しい。
室内の大型施設があればなあ・・・と（２歳前後以上だと広さなければ嫌がる）。
保育園の充実。
フルタイムでないと保育園が難しい状況なので、幼稚園でも延長をしてほしい。（有料でも。）
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・児童館の乳児クラブは楽しかったが、倍率が高いので、回数（火or金）をもっと増やして、参
加する確率を上げてほしい。
・学童クラブは就学前から情報収集している親は多い。小学校に入って仕事を辞めざるを得な
いという話も聞くので、すべての校区で充実した運営を行ってほしい。（すごくせまいとか、時間
が短いという話を聞きます。）
自分自身のための仕事復帰の勉強のために、一時預かりを利用したいが、身近なところで
（上の子を預かってくれている園）が下の子も預かってくれるとありがたいです。預けたことのな
い所に預けるのは、少し心理的に不安があります。そうなれば、本当にありがたいです。
児童館は、上の子が通った歴があるか聞かれ、正直に言うと下の子は当たらない。下の子は
初めてなのに、初めから外されるのはおかしい。
参加してみたいが、平日しかない為参加出来ないので、土日でも行ってほしい。
この子は4月生まれで女の子でもあり、とてもしっかりしていて、公立の幼稚園の人数が少なく
なり空き教室がある中、3才からみてもらえないものかと思っていました。幼稚園ですが、3年
保育の公立があれば、助かったと思います。
頼りがない人でも子育てしやすい環境になっていいと思います。
学童の先生がすべて保育士、またはそれに近い資格を所持してほしい。安心して預けた
い！！
子育て支援サービスすごく助かっています。利用してよく聞いたのは、車の運転などができな
いお母さんが雨の日など利用しづらいという事でした。
保育園を増やして下さい！！
学童クラブの夏期等の開設8:00を常態化してほしい。（働いていると8:30では遅い。）
児童館が大好きで、幼稚園に通うまでよく行っていました。スタッフの方が親切で、他の所とは
居心地が全然違い、今下の子も利用しています。
児童館、学童クラブの施設、環境の整備をお願いしたい。人数に対して狭かったり、古くなった
りしている所も多いと聞く。
実際、両親揃ってフルタイムで働いているので、保育所、学童クラブの充実、先生の質の向
上、料金の値下げを強く希望します。
参加出来る日を増やしてほしい。親子で参加出来るイベント等増やしてほしい。
市立幼稚園でも、休み（長期の夏休み、冬休み）の日に一時保育をしてほしいです。もっと仕
事をすることが出来る人が増えるのでは？
児童館の講座は当選しないので、定員を増やしてほしいです。
毎月広報楽しみにしています。しかし、対象年齢が0〜1歳と広すぎて、3、4ヶ月の子どもと行く
と、何もできなかったりするので、もう少し細かく区切ってほしい。また、3ヶ月〜6ヶ月頃に集ま
れる場も欲しい。この時期が一番悩んだり、人と接したりする機会が少ないため。
ふらっとスペースなど無料で集まって遊んだり、気軽に話したりできる場があって、とてもあり
がたいです。狭い場所もあるので、広さや場所を増やして頂けるとありがたいです。保育所で
の講座など、とても楽しく受けさせていただいています。
例えば、2013年生まれの町や校区単位等、長く付き合いの続く同世代の子どもたちや親が交
流できる場所があればうれしい。地区が違うとどうしても疎遠になってしまうので…。
町会などの子育ての集いは、かえって限られた人しかいなさそうで、敬遠してしまう。幼稚園が
近いので、サークル的なものがあればいいなと思うが、うちは保育園児なので、これもまた足
が向きにくい…。母親の年齢層も違い過ぎると話が合わないような気がするので、そういうの
が分かれば行きやすいかな…。
普段は幼稚園に通っているが、長期休暇の時（夏休みなど）は、幼稚園が利用できないため、
認可保育園の一時預かりを利用している。しかし、週3日しか利用できないため、それ以上勤
務の時は預け先に苦労するので、できれば利用制限を無くしてほしい。
現在週1日の児童館の乳幼児クラスに通っており、とても充実していて満足しています。
つどいの広場（ふらっとスペース）でお世話になってます。とても助かっているので、利用できる
日を増やして頂けると助かります。（会場も増やしてほしい。）
児童館は市にひとつ。その他もっと市の施設を利用したいのに、中心となるのは富田林駅周
辺か金剛。喜志に住み車が乗れないので、行動範囲が狭く、あきらめることが多いです。又、
公立幼稚園の保育時間延長（有料でも）や保育年数の拡大などをしないと人数は減る一方で
す。
保育所よりサービス、保健センターの情報がありますが、富田林のホームページでも拡充して
ほしい。
児童館が近くにあればいい。小学校の学童のように、未就学児も利用したい。抽選はハズれ
るし、遠いし、利用しにくい。ファミリーサポートも誰がしてるか分からないので利用したくても恐
い。集会所に預けに行くなど、近くに拠点があればいいのに。又幼稚園などの空き教室の利
用など、安全な所に気軽に行きたい。
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これから両親共働き世帯が増えると思うので、学童クラブの内容や幼稚園の延長保育の内容
をもっと充実させて欲しいです。ひとり親世帯もまた多いので、子供達への教育はもっと充実さ
せなければならないと思っています。
現在、幼稚園に子供を預け、短時間のパートに出ているが、春に引っ越してきた時に求職中
ではまず保育園には入所できない事が残念でした。幼稚園に行っている間はまともに働けな
いのが不自由だ。
今は保育園で19時までみてもらえているが、小学校に入った時に学童クラブがないと困る。学
童クラブでも、19時まで市が責任をもってみてほしい。何でも民営化にするのは反対。
公立幼稚園も有料でいいので。17時までにしてほしい。
子どもが小さい頃、児童館を利用させていただいて、親子共にお友達ができて、情報交換をし
たりして大変助かりました。
学童には入れたいが、仕事柄夏休み冬休み同じようにあるので、利用しないがしなくても利用
料かかるので、そこがネックで入れてない。平日放課後だけ利用したい。
利用（保育）していますが、大変助かっています。ありがとうございます。
毎月広報を見ているが、年間を通しどんなサービスがあるのか分かるようにしてほしい。
近所に公立保育所が無い為、園庭開放等行く際に車が必要なので、身近に徒歩（又は自転
車）で連れていける公立保育所もあれば良いと思います。園や児童館に車の免許が無くても
子どもと行きやすい様、バス等を出して欲しい。
幼稚園の年少の下のクラスをどこでもやってほしいです。
児童館→抽選枠を増やしてほしい。
学童クラブを20:00までにしてほしい。
子育て中の親と子を対象にした広場があるが、交通の手段がなかなかなく、不便に感じたこと
がありました。
子育てに悩む母にとっては、こういった支援が今とてもありがたい制度だと思います。子育て
前の妊婦さん時間にも多くの交流の場があってもいいかもしれないです。
フルタイム等ハードに働かないと利用できない等、利用するのにハードルが高く、子育ても仕
事も両立したいのにできない。人が多く入れない。
子育て支援ネットワークの人が毎月お便りを持ってきてくれて情報がよく分かるので有難い。
以前よりも良くなっていると思う。
つどいの広場を利用していたが、年齢が上がると利用しづらいので年齢を分けてあると利用し
やすいと思う。
学童クラブのおやつ、内容をもっとより良いものにして欲しい。
夏休み期間だけでも学童クラブの利用ができるようにして頂きたいです。
保育園、学童ともに保育時間が長く、助かっている。各保育園に病児保育があると助かる（普
段通っている園であれば、子どもの緊張やストレスが少ないと思うので）。
母子家庭なので、将来就学した時、学童クラブで子供を見て頂けるのはとてもありがたいと思
います。
駐車場が少ない。
現在、梅の里保育園に通っていますが、先生方の保育もしっかりしていますし、子供もよろこ
んで行っています。細やかな配慮もして下さいますし、カリキュラムも幼稚園なみにしてくれる
ので、嬉しいです。
梅の里の保育園に通っているが、1才クラスの妹と兄の時のクラスの人数のギャップに戸惑っ
ている。人数が少ない方が、落ち着いていると実感している。
小学校が代休で学童クラブが開設されている時の預かり時間を朝8:30～ではなく、8:00～にし
て欲しい。非常に出勤時間に影響が出ます。代休でも開設していただいてるのに、贅沢を言う
様ですが…。
公立幼稚園を3年にして欲しい。
公立幼稚園も3年保育にしてほしい。
車がないので、その場所に行くまでが遠いので、なかなか行けない。
富田林の児童館（若松町）はイベントや講座で利用したことはありますが、日常利用するには
その地域の人たちだけの為のような雰囲気があり、利用しづらいです。（友人たちも皆そう言
います。）もっと利用しやすく、または数を増やす等して頂きたいです。
以前、レインボーホールを利用した事がありますが、場所が狭く、人数が多く、大きなお子さん
もいる中で、1才未満の子供を連れて行くことが出来ませんでした。狭い中でボールや積み木
が飛んできて、ケガの恐れがあったので。
学童の充実。もしくは、小学生が17:00〜18:00頃まで過ごせる施設があればと思う。
産前産後、2人目以降の子供を産む際、3ヶ月間程度でよいので、上の子を保育園等に入れる
制度があれば助かります。
児童館を利用したいと思っても、遠いので気軽に利用できない。
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学童クラブに入る子供の数に合わせて学校の教室などの開放、指導者の増員の柔軟な対応
があってもいいと思う。
富田林は子育て支援のサービスや児童館の利用など、他の市に比べて充実してると思う。欲
を言えば広い室内の遊び場があればと思います。
室内の広い遊び場（ビッグバンのような）がほしい。
利用している方からの情報で（口コミ）で、気軽に利用してみようと思えました。これからも利用
していきたいと思います。
担当の方ともすごく話しやすい。
徒歩圏内で思いついた時にふらっと訪れる事の出来る常設の児童館（遊び場）が近くにあれ
ば良いと思う。梅の里地区にはその様な施設が無く、縦横の繋がりが出来にくい。
幼稚園に入るまでは、いろいろと利用させていただき、楽しく過ごすことができました。感謝して
います。
児童館の乳児クラブとかは、抽選とかで当たらないと参加出来ないので、もう少し参加出来る
様に枠などを増やして欲しい。
児童館の充実。保育園や園庭開放にある遊具は、子どもの発達に合わせた物を整理して置
いてあり、子どもが遊びやすい環境が整っていたが、富田林の児童館は使い古した物が箱に
ぐちゃぐちゃに入っているだけだった。実家である堺美原区の児童館も良かった。そのような場
所があればぜひ通いたい。
私立幼稚園の補助は、どうして小学3年生までの兄弟なのか？第3子は平等に補助を受けれ
る様にしてほしい。もっと子供を産みやすい環境にすべき。子供のいる家庭は、子ども1人か2
人が多い。3人目が増えたら少子化に少しは歯止めがかかるのでは？
公立の幼稚園に通園させたいと思っていましたが、延長保育や夏休み中保育がないことで、
仕事をもっているため（母）、困難と考え断念しました。公立の幼稚園にもこれらのサービスが
あると、ありがたいです。
保育園の数も増やして、質ももっと充実してほしい。自然の中で遊べる環境にしてほしい。
幼稚園、保育所などの施設やサービスを定期的に利用するのは厳しい為、参加可能な時の
み利用できる様にしています。
友達作りにもなるし、親も子もストレス発散の場となると思う。
あまり広く活動が認知されていないように感じます。
児童館の乳幼児クラブの様な活動を増やして欲しい。（就学前の子ども達親子の集まり、活動
の場を増やして欲しい。）倍率が高くて参加できない事も多々で、残念。
児童館では何をしているのか、どんなことをする場所なのか…前に住んでいた東大阪では聞
いたことなかったけれど、興味はあり、一度子供と行きたいです。上の子供を学童に入れてい
ますが、小学校の学童の指導員さんの指導に親として不安があります。
多ければ良いってもんじゃない。循環バスとかを利用したい。自転車のみの人は移動しんどい
ので。
河内長野の「あいっく」のような遊べる、相談できる設備が整っているところが富田林にないの
で残念。
公立幼稚園に3歳児クラスがあればと思う。
すごく助かっているので、現状維持もしくは向上を希望します。
（地域の子育て支援サービスについて）土、日でも室内で遊べる空間（河内長野のノバティの
上のような）。
車がないと行けない所ばかりなので、もっと近くに（徒歩で行ける範囲に）欲しい。
あまり情報がなく、良く知らない。子育てに特化した政策を行い、人口増に成功した自治体が
あるように、富田林も頑張ってほしい。
保育園の一時預かりの日数を増やして欲しい。
学童クラブで夏休みだけの預かりなどあるといいと思います。普段は学校から帰ってくるまで
に仕事が終わるのでいいのですが、夏休みを考えると働きにいけない。公立の幼稚園も保育
園のように夏休み週に何日かでも預かってもらえると、仕事に行きやすくなります。
充実していると思います。ありがとうございます。
一時預かり（私用などで一時的に預かるサービス）ができる場をもっと増やしてほしい。家から
遠く、車がなければ利用しづらい。もっと気軽に利用できる場がほしい。
午後からの支援サービス（児童館ののんびり）などは、昼寝のこともあり難しいので、午前を中
心に充実してほしいと思います。保育園の園庭もありますが、毎日ではないので…。
今住んでいる地域では、少ないと思います。無料で宿題や習字、そろばん等教えてもらえたら
なと思います。遊びもそうです。学童は何となく評判悪いです。
妊娠中のマイ保育園制度、登録したが、何のコンタクトもなかった。意味があるのか、機能して
いるのか、疑問に思った。
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色々な子育て支援に参加し、良い経験をさせてあげたいが、お母様同士での輪が出来てい
て、グループで参加している為、個人では参加しにくいとよく聞くので、参加しづらく応募に勇気
が要ります。
幼児向けや小学生向けの教室を無料や安く開催してくれているので、うれしい。児童館や総合
体育館など。
学童は役員をしないといけないので、仕事をしながら役員の仕事として夜の時間をとられる時
が多いので、もう少し軽くしてほしい。
児童館のサークル、上の子の時よかったので、次の子も利用したかったけど、多いのか抽選
で外れます…とても残念です。
学童クラブ→夏、冬、春休みの長期休暇時の時のみの利用を可能に。（普段は利用しないで
大丈夫。5、6時間目まで授業あるので。）
学童クラブで働く先生の人数増加。
良いと思います。園庭開放の日や施設も増えましたし、言い出せばきりがないと思いますの
で。ただこのアンケートもそうですが、仕事＝平日とは限らないと思いますので、もう少しそうい
うことも視野に入れて、政策を考えていただきたいと思います。
つどいの広場や児童館などよく利用していて、とても助かっています。児童館は競争率が高い
ので、もっと入りやすくなったらいいのにな、と思います。
保育園の駐車場の整備をもっとしてほしい。小さい所がたくさんある。行きたい保育園でも駐
車スペースがないので、諦めている。
公民館の講座が高齢者向けのものが多い。もっと子育てに関するものや、乳幼児が参加でき
るものも実施してほしい。
児童館の利用時間が現在午後からなので午前も利用できるようにしてほしい。
土曜・日曜に利用出来る児童館など自由に遊べる場所がほしい。
希望する保育園に必ず入所できるとありがたい。勤務先と反対方向の保育園しか入所できな
かったので…。
図書館をよく利用します。市役所でも返却できるようにして欲しいです。
保育園の数を増やし、どの時期でも入所できる環境にしてほしい。（クラスあたりの園児を少な
く、保育士を増員し、きめ細やかな保育ができる環境にしてほしい。）
保育園の開園時間の延長希望。開園時間内に仕事から帰って来られない。交通事情が良くな
いから通勤に時間がかかるのに、19:00では無理です。
学童クラブ以外での一時預かり（各学校で）。
学童クラブ土曜日も19:00まで利用できるようにしてほしい。
学童クラブの一時預かり、長期休暇のみの利用もできるようにしてほしい。
色々な場所に出向けば、便利に利用できて富田林市はまだマシだと思う。
認定こども園はやめてほしい。保育時間や内容が子供それぞれによって変わるのはおかしい
と思う。
学童の時間を長くしてもらえると助かります。保育所でもいろんな特色が増えると嬉しい。→習
い事に連れて行ってあげられないので…。
抽選でよくハズレるので、回数や期間を縮めて利用できるようにしてほしい。
保育士のモチベーションが上がる方法を検討してもらいたい。楽をしようと思えばいくらでも楽
が出来る。（他の保育士がカバーするため）ので、1人1人が命を預かっている自覚を持てる研
修等があればよい。市の職員に各保育所に来てもらい、送迎時の様子等を見てもらいたい。
学童に入れると親の役割負担が大変だと聞きます。何のための学童か分からないと思いま
す。
保育園、幼稚園でも病後児保育してくれるところを作って欲しいです。
ふらっと金剛、とてもお世話になっていて、これからも利用します。
子どもの遊び場（特に公園）が少なくなっているので、大人や子どもが自然に交流できる場が
ない。もっとたくさん開放して欲しい。児童館での催しに参加したくても、人数の制限があり、抽
選になって、なかなか参加できない。
小学校低学年対象の一時預かりサービスがあれば、助かります。（学童でできないのでしょう
か？）1回300円〜500円程度で（放課後〜18:00まで）利用できるといいのですが。
児童館、図書館等、駅からも遠く、行きたくても車がないと不便。バスなどが出ていれば、とて
も助かります。
保育園の一時保育が高すぎて、体調が悪くても預けられない。
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子育て支援を利用する方が、自分や子供にとっていいとは思いながら、なかなか利用しようと
いうまでの（勇気？！）一歩が出ない。もっとどんな事をしてて、どれぐらいの人、人数が参加
してて、雰囲気がこんな感じ…といった具合で見て分かれば、足を運んでみようかと思えるか
もしれない。特に困り事がなければ、利用するメリットが分からない。
色々な子育てのサービスが市で設けられているとは思うが、どんなサービスがあるのか全て
を把握出来ずにいるのが残念です。文章だけでなく、もっと分かりやすくなればと思う。せっか
くの支援なので、どんなものかが伝われば、沢山利用したいと思えると思う。
特に不満はありません。ただ、“保護者会”が存在する施設もあるので、保護者の負担は大き
いなと思う。（保育園、学童などで）。
充実していると思います。ありがたいです。
満足しています。
幼稚園や保育所の園庭開放に何ヶ所か行かせて貰いましたが、どこへ行っても先生方がとて
も良くして下さいました。児童館も一度行ってみたいと思っているのですが、なんとなく敷居が
高いので、参加しやすい行事やイベントなどをして頂ければ行きやすくなるかなと思います。
地域ごとに子育て支援サービスがあれば、子供を連れて行ったり帰ったりするのが助かる。
土、日、祝も利用できて、車で通れる様に整えて欲しい。
親が必ずついていかないといけないので、1人になる時間がなし。集団の中で親がかえって疲
れる時がある。
幼稚園で預かり保育を夕方まで、又夏休みも行ってほしい。（私立幼稚園のように有料で。）幼
稚園で給食の実施。
児童館でたまにされてる教室をもっとしてほしいです。月４回で月ごとに募集するとか。
今日言われているこども園については、こども園に通う子どものことを本当に思って進めてほ
しいと思う。こども園は子どもにとって幸せ居心地のよい場所になるのか・・・。
幼稚園の集まりを参加しやすくしてほしい。
働く親にとっては必要なサービスなので、今後も継続してほしい。利用しやすく、条件設定を緩
和した方が良い。
休日の学童保育の開設時間を朝８時からにしてほしい。（土曜や夏休みなど。）
保育園に行っているので、利用することがない。
学童は今のまま継続してほしい。
もっと子供の数を増やせる国にするべきですね。
学童が有料になり、保育料が2年にわたって値上げされ、大変困りました。
（児童館について）全く入れない。
（地域の子育て支援サービス）にもっと力を入れて下さい。
無料で3時までの保育はありがたいです。
つどいの広場でも、身体測定できれば嬉しい。保健センターだけでは遠くて不便。
公立幼稚園に入園する前の3歳児が遊びに行ける場所、教室がなかなかなくて苦労しました。
（遊びに行っても、小さい子供ばかりで物足りない感じでした。）
学童での一時預かりをしてもらいたい。
・児童館の「のーんびりん」を利用しているが、午前中も利用したい。もしくは、乳幼児クラブの
当選人数をもっと増やしてほしい。（全然当たらないから。）
・学童クラブの内容（どんなことをしているか、利用料金等）広報にも載せてほしい。情報ツー
ルが広報しかないので。
ふらっとスペース金剛に大変お世話になってます。ここがなければ育児うつになってました。本
当にありがとうございます。
学童クラブ→施設の充実を願います。働かなければ生活ができないので、学童を利用（姉）し
ていますが、子どもたちの人数に見合っていないような施設の広さなので、子どもに対して申
し訳なくなります。
保育園→民間の保育園は増やしてほしくない。民間でも「ともっち」さんのようなアットホームな
保育園なら良いですが…。
幼稚園では急な私用の用事が出来た時に気軽に預かってもらえていたが、小学校に入ると不
定期な私用の用事の時に預かってもらえるシステムがないので、非常に不安です。急の時で
も預かってもらえるシステムを作ってもらいたいです。どういうものがあるかも全く知らないので
不安です。
児童館は午後からのみ開放されているので、なかなか遊びに連れて行けない。午後のみだと
大きい子が多いので、小さい子が遊びにくい。
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（学童クラブについて）上の子供でお世話になったが、必ず親が何かの役（担当）をつけられ
て、それが嫌で辞める人が多かった。仕事で大変なのに役をやってられないので、預けたいが
学童をやめました。
富田林の保育園入所は甘いと言われています。本当に勤務しているのか、きちんと収入はあ
るのか、納税はしているのか…トータルに調査していただきたい。知人に書類のみ作っても
らって提出しているそうですよ。
病児保育について、仕事中に、発熱がありお迎えと連絡を職場にされても、すぐにはお迎えに
は行けない。各保育園でもう少し様子を見るとか対応はできないものでしょうか…。安心して仕
事も出来ず、子供を保育園に預けている意味がわからない。両親も高齢で無理は言えない人
もいるのでは…。
児童館での乳幼児クラブはとてもいいです。毎週とても楽しみです。つどいの広場は、スタッフ
の方がとても良く、気持ちよく通わせてもらっています。
学童の土曜日の時間が短くて今の仕事をしていると間に合わなくなるのでどうしようか考えて
います。
良い事だと思いますが、1人家で子育てを悩んでる人が「来にくい」と思ったりしてる人が1人で
もいるなら、どうしたら来てもらえるか、今も考えてしてはるが、そこが重要課題と思います。
近所に保育園がないため、送迎に時間がかかり、そのため勤務時間に制限がかかる。働く人
のために助けてもらえる施設だと思うが、その施設開始時間等に合わせた対応しないといけ
ないので困る。
一度市内の保育園に応募しようとしたが、希望の保育園は待ち児童が多く、なかなか入ること
が出来ないようであった。利用したい時に利用できなかったので大変困った。
土曜、夏、冬休みの学童の利用時間を延ばしてほしい。仕事に行くのに間に合わず、結局1人
家に残していくことになる。（7:30-20:00までにしてほしい。）平日も19:00は間に合わないことが
多いので、20:00にしてほしい。
NPO法人すこやか広場を利用させてもらっています。今幼稚園に行っているので、なかなか遊
びに行けてないですが、下に妹がいるので、遊びに行ったり、イベントや土曜日に行かせても
らってます。
日数、利用料を改善してほしい。
認可保育所（公的）、学童クラブ（公的）は現状のまま残してほしい。絶対に必要！！
育休中につどい広場を利用していました。遠方から引っ越して知り合いがいないので、人と話
したりいろいろ教えてもらう機会があって良かったです。ありがとうございます。
各地区の会館での実施。（地域の子供、母親との顔合わせ。）
他市から引っ越してきました。前の市は大きな体育館位の大きさの児童館があり、雨の日も体
をいっぱい動かせて遊べて良かったです。広い児童館がほしいです。
色々やって頂いていると思う。
学童に入れさせたいが、小さい子がいると役員なんてできないし、仕事してる人は忙しくて集ま
りになんて行ってられないので、役というものをなくしてほしい。あるばっかりに入れれない。保
育園も保護者会いらない。
学童クラブが滞りなく利用できる環境を構築しておいてほしい。
保育園は幼稚園のように学習をしないので不安。
自宅が施設から遠いこともあり、子供が小さいうちは出かけにくかった。交通の便が南海⇔近
鉄と動きにくい。
NPO法人の所は、決まった人でグループ化されていて、入りにくい。チューリップ教室は良かっ
た。
障がい児向けの学童クラブ。
公立幼稚園に3年保育か4年保育があるといいと思います。あとバスも…。預かり保育の時間
が短すぎる。
児童館、金剛方面にもあれば利用しやすい。
保育園の入所希望を「いつから」「どこに」と予約制のような形で出せるようにして欲しい。（妊
娠中からでも出せるような。）今の状態では、中途入所が難しく、育休を切り上げて4月入所す
るか、延長して4月入所にするかが実態。育休手当の切れる1才には、保育園に入れるような
形になってほしい。
平日仕事があり、土・日・祝は主人はいつも仕事なので、1人で息抜きする時間が全くありませ
ん。休日の一時預かりを近所で気軽に出来るようになってほしいです。
私立幼稚園利用者への補助金が少ない。なぜ、年少時には支給してもらえないのか、不思議
だ。
働いていてもなかなか保育所に入所できないなど、保育所の数が少ない事に不満。
児童館やつどいの広場等、訪れる為の交通手段が無い。（少ない、バスが不便。）車がないの
で行けない。
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・休日保育、病児保育を行っているのが梅の里保育園だけでは距離も遠く利用しづらい。
・正社員で復帰している為、融通がきかない事も多く、これからの時期、病気に掛かりやすい
ので、病児保育が1ヶ所だけだと不便です。
学童クラブの値段を安くしてほしい。
南海沿線の住人にとっては児童館は遠い。ふらっとスペースetcは狭いし、特定の人が利用し
ていて行きづらい。河内長野の「あいっく」は雨天時に便利。松原市のチャレンジドームのよう
な雨天時に行けるような施設がないのが残念です。
わが子はまだ小さいですが、学童クラブの環境を良くしていただきたいです。又、時短が使え
なくなる小学生からは、お迎えが時間的に難しい方もいるだろうし、19時より延長も考えてほし
いです。
保育所の数を増やして、母親も安心して働ける環境作りをして欲しい。
学童＆保育園の延長保育19:00→20〜21時まで延ばしてほしい。フルタイム＋大阪市内勤務
の場合、実際利用不可です。
公立保育園をなくさず、学童もこのまま利用しやすいようにしてほしい。保育園で近所の子の
支援もいいが、在園児優先の保育をしてほしい。
保育園に行くまでは、ふらっとスペースによく行きました。とてもいいサービスだと思うし、もっと
たくさんのママに知ってもらえればと思います。
児童館の乳幼児クラブは人気がありすぎて、なかなか入れません。もう少し回数を増してほし
いです。
有料でもいいので、伏山台幼稚園でも預かり保育があればいいと思う。
富田林幼稚園のこあらの広場が自宅近くでもして欲しい。
保育園…仕事以外。（通院などの用事）でも預かって欲しい。
学童クラブ…夏休みなど、学校の通学時刻と同じ時間にしてほしい。AM8:00～。
（学童クラブについて）夏休みだけ利用したら、文句を言われた。普段（平日）は利用しなくても
2～3時間の問題だが、夏休みなど長期は入れたいのに入れにくい。
幼保の預かりのように小学校の学童クラブにも一時預かり制度がほしいです。不定期の仕
事、急用のときなど小学生の預け先がなく困ります。せめて低学年の間だけでもよろしくお願
いします。
一時保育書への交通手段がないためふらっと金剛へお願いする予定ですが一時間１０００～
１５００円と高額のため困っています。富田林側には何園かあるようですが金剛付近には富貴
の里の１園（私立のみ）しかないので検討していただきたいです。
金剛周辺での一時保育施設を希望します。学童ですが、一時保育のように不定期に利用でき
るように検討いただきたいです。フルタイムで働いていない場合、月で入れるほど利用しない
ですが、１回ずつの料金でお願いできれば、家で１人にする事もなく安心です。
夏休み等の長期休暇の時に一時的に学童を利用できるようにして欲しい。（普段子供が学校
に行っている時間のみのパートに行こうと思っても、夏休み等は働けなくなってしまうので）
保健センターでの定期検診の待ち時間を少なくしてほしい。あまりにも時間がかかりすぎる。
毎回の事なので正直うんざりです。
金剛地区に児童館があれば良かった。自転車では遠くに行けなかったので。
児童館の場所、駐車場がわかりにくいため、近くまでいったがたどりつかなかった（数年前で
す）。
児童館は利用してみたいが、自宅から遠いので類似のサービスが増えるといい。
寺池台に図書館や児童館を増やしてほしい。（富田林駅に集中しているため。）
緊急時宿泊できる施設の整備。
児童館の駐車場が少ないと聞いて、行くのをためらっている。
小学校の中に児童館のような施設があるといい。学童ではなく、習い事（習字、英語、そろば
んなど）ができる場所。送っていかなくていいので、仕事をしている親の子供でも平日に習い事
ができる。
公立幼稚園が2年だけなので、3年保育にして欲しい。姉2人は公立に入れたけど、すごく良い
のに2年だけなんてもったいない…この子も3年だったら公立に入れました。（次年度から私立
幼稚園に入園予定です。）まわりにも、そのような理由で公立幼稚園を断念した人は多いで
す。
児童館を金剛地区周辺にも作ってほしい。今ある所は遠く利用しにくい。
イベントをもっと増やしてほしい。
育休中に子育てサークルに行きたかったが、駐車場もなく徒歩では30分くらいかかるため、実
質利用できなかった。小さい子供がいると荷物も多いため、ベビーカーにさげて歩くのに負担
が大きすぎる。
子ども2人ともアンケートって、どーいうことなん。1人でええやん。めんどくさい。
情報発信をしてほしい。
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働きに出ようと思って、保育園への条件は週4日以上の出勤だが、保育園に入る前の一時預
かりは週3日しかサービスが実施されていない。必然的に書類に3日／週しか出勤できないの
に、4日／週出勤してると記入してもらって保育園に入る為に書類を用意したことがある。働く
人に対してもっと利用しやすい（金額、日数とも）保育サービスがあればよかった。その時、ホ
ントに子供がいると働きにくいんだと実感しました。
保育所をもっと入りやすくしてほしい。
パートタイムで働く人のために、夏休みだけの学童の利用ができるようになってほしい。
民間学童の受け入れ、援助してほしい。保育園等で、小学生の学童保育施設を併設してほし
い。
参加したくても、駐車場がなかったり、置ける台数が数少なかったりで、参加をあきらめてしま
うこともある。
自分自身は山口県出身のため、周りに（近くに）相談したりできるような同世代の父親がいな
いので、そのような父親の話を聞いてもらえるような場所を知りたい。
決まったイベントばかりでなく、新しいこと（ベビーダンスetc）も企画してほしい。
市外からの転入時に、市内で行われているサービスについての案内が欲しい。わかりにくかっ
たです。
・学童は登録は必須だが、利用したい日だけ利用する、利用した日で支払いを決定する形も
考えてもいいのではと思う。
・保育園の先生は、毎年1人は同じ先生が上がってほしい。
児童館の乳幼児クラブのようなクラブ（集まり）を児童館以外でもやっていただけると嬉しいで
す。あればたくさん参加したいと思います。
保育園の入所資格をもう少しゆるくしてほしい。（週2〜3日勤務でも入所OKなど。）
河内長野にあるあいっくのようなものがあると、とてもうれしい！
一時保育ができる保育園を増やして欲しい。保育時間が20時までだと助かる。保育園入園基
準について、もう少し細かく情報が欲しい。一時保育の各園の情報をもっと欲しい。
学童クラブなどの仕組みがよく分からない。
新聞等では待機児童0となっているが、実際保育園に入れない。保育士を増やすなど、対策
とってもらいたい。
今まで利用したことがなかったけど、富田林市は地域の子育て支援サービスにすごく力を入
れていると思うので、これから利用したいと思います。
河内長野市のあいっくのような遊ばせる施設がほしい。児童館は富田林市内でも遠い。
車の免許がないため、利用しやすい経路のバスなどがほしい。
河内長野にある「あいっく」みたいな所があればいいと思う。
堺にいたころ、体育館でマット、トランポリン等、ボール、フラフープ etc 大きな遊具で遊ばせて
くれる場があった。（1回300円。）登録は必要だが、“教室”ではなく、自由に遊ばせてくれ、都
合のいい時のみ利用ができ、とても良かった。
保育所の保育時間をもう少し延長してもらいたい。フルタイムで働いていて、毎日19:00までに
お迎えに行くのは不可能。保育所通園中の発熱には、もう少し柔軟に対応して欲しい。熱が出
たからと言っても、働いているとすぐにお迎えには行けない。
児童館の乳幼児クラブには、お世話になりました。ふらっとスペース金剛もよく利用しました。
金剛地区にも児童館を。
公立幼稚園の3年保育を希望します。
子育て支援センターやつどいの広場等、敷居が高くてなかなか利用しない人も多いので、在
宅サービスを充実させて、相談や無料の子供預かりサービス等あればいいと思う。
児童館を増やしてほしい。幼児クラブの抽選に落ちたのが残念だったので、人数を増やすか
曜日も増やしてほしいです。
児童館に駐車場を併設して欲しい。（あるのかどうかも不明で…。）
地域の子育て支援の行事などはよく行かせてもらっています。今後も活発に活動してほしいで
す。
児童館を金剛地区にも増設してほしい。その周辺の子供しか通えない夏休み企画 etc は非
常に不公平だと思う。保育園の値段も母子家庭とかと高額収入の家との価格差がありすぎで
す！保育園も幼稚園の値段をもっと下げるべきだと思います。
・利用しやすく。
・雰囲気良い
・充実していると思う。
待機児童の解消。保育時間の延長。
公立の認定こども園を設置してほしい。保育所、学童クラブの時間延長をしてほしい。
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・公立幼稚園を3年にしてほしい。
・パートだったら長期休暇中の仕事ができないので、学童や幼稚園の預かり保育をしてほし
い。
充実していると思う。助けてもらいました。
（地域の子育て支援サービスについて）広い場所を用意してほしい。（学童クラブについて）働
いていなくても入れる様にしてほしい。
保育園に通っているのですが、兄弟は確実に同じ保育園に入れるようにして欲しい。もっと年
度の途中の入園ができるようになれば、仕事復帰しやすい。
保育園は今までのように保育を受けることのできる誰もが9時～17時の保育を受けられるよう
にしてほしい（今後も）。地域の子育て支援に力を入れるのもよいが、パート、アルバイトで仕
事し、2人目、3人目を出産する時にも上の子が2ヶ月で退園することのないよう、もう少し支援
をしてもらいたい。
保育所の送迎バス。（送のみでも。市立含む。）
今のサービスは他市よりもとても充実しており、有難いです。このまま現状を保ってほしい。
子育て支援センターの利用方法について。曜日や時間を指定するのではなく、いつでも気軽
に利用できるようにしてほしい。子どもの昼寝時間等で時間が合わず利用できない。河内長野
のように、もっと手厚い子育て支援をしてほしい。
児童館の乳幼児クラブは、母親が参加歴アリかどうかではなく、子どもが参加歴アリかナシか
で抽選して頂きたいです。第2子以降なかなか参加できません。
・保育所の申し込み方法等わかりやすく、又相談しやすくしてほしい。気軽に相談出来る様に
してほしい。インターネットで入所者人数のみでなく、現在入所可能か分かる様にしてほしい。
・金剛連絡所でも相談出来る様にしてほしい。
とっぴーフェスタなど、気軽に参加できる楽しいイベントがもっとあるとうれしい。園庭開放の内
容が分かりにくい。電話してまで行くのも気が引いてしまう。電話をするって勇気いる事やと思
う。もう少し内容書いてくれたら行こうかなって思う。あと、いくつもあって、どれに参加したらい
いか分からない。幼稚園に行くとパンフレットもらって勧誘されたりするんちゃうやろかって不安
もある。
幼稚園などへの送り迎え等してくれるサービスがあればよいと思う。認定子ども園を作ってほ
しい。
上の子供が5才の時に大阪市から引っ越してきたが、子育て支援サービス等のお蔭で色々な
育児情報を知ることが出来て馴染めた。
定員人数をもっと増やす。
平日が多い。
河内長野市にある「子ども子育て総合センターあいっく」のような施設を富田林市にもつくって
ほしい。
自宅から近い理由でつどいの広場に一時保育をお願いしたことがありますが、1時間2,000円
で2時間以上からしか申し込めないので、最低2,000円からとなると高いので、「ちょっと1人で
ゆっくりしたい」と思っても気軽にできません。保育料を下げてもらう、もしくは市の施設共に一
律にしていただけたら助かります。
児童館に行くのが遠い。金剛連絡所の2階も使用してほしい。
・色々な体験ができるような支援サービスの提供。
・急な用事や病気の時に預けられるサービス。
・友達づくりのできる場。
学童クラブは、主に仕事をする方が預けていますが、親の役員や土日の交流会など、仕事を
しているのでやめてほしい。
つどいの広場に何度か行ったのですが、グループで来ている方が多く、1人で子供も連れて行
くのが入りづらく、1人で連れて行ける日などを作ってもらえるともっと利用しやすいです。
一時保育はとても助かるサービスだと思う。月単位の一時保育は、他の園児と同様に差別せ
ずちゃんとみてほしい。
回数を増やしてほしい。駐車場をどの園も完備してほしい。
公立幼児園を3年制にしてほしい。
イベントをもっと増やしてほしい子育て広場をもっと広くしてほしい。
児童館の数を増やしてほしい。
学童クラブの夏休みの一時利用があればいいと思った。（パートでも働きやすくなるので。）
仕事以外の保育園利用時間を延長してほしい。
市の施設などありますが、あまりキレイじゃないし、数が無いので、利用する気にならない。
生後２ヵ月頃からつどいの広場に通いました（1年位）。働いている人が対応にムラがあり、無
視、仲間外れなど、女性独特な面が嫌で行かなくなりました。
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当直勤務があるため、２４H制の保育施設を作って欲しい。民間は料金が高く所得も上がり、
自立につながる。
ほっとひろば（すばるホール）の利用出来る日を月～金の週５回に増やして欲しい。
児童館は子どもがもっと小さい時に利用したかったのですが、自宅から遠く、利用出来なかっ
た。バス（送迎）があれば良いと思った。
上の子が学童利用中です。
学童クラブの指導員の方の勤務時間が、決められた時間以外の勤務が無理ということにな
り、遠くへ遠足が行けなくなったと聞きました。もう少し柔軟に対応できないものでしょうか？と
ても残念です。指導員の方もこういう考えておられるようですので、役所として、もう少し柔軟に
対応してほしいと思います。
保健センターで子どもを預かってもらう機会があったが、その後鼻水と高熱が出た。周りの人
たちに聞いてみると、同様の症状で病院に行った人が３，４人いた為、保健センターでの感染
と判明。子どもを預かる環境、衛生面にもっと気を使ってほしいです。
広報以外にもサービスの情報をたくさん目に付く場所にのせてほしい。
幼稚園で一時預かりサービスがあればいいなと思います。小学校の参観の時に、少しの時間
見てもらえるとすごく助かります。（15:00迎えだが、参観終了が15:30の時とか。）
近くにあるので、すごく助かっていました。0才～2才までが遠くに行かないとないので、なかな
か足が進みませんでした。1ヶ月に1回して下さっている時に行っていました。保健センターに
（健診）行った時、色々相談にのっていただいて、教室も紹介して頂いてすごく助かりました。
月〜金にしかやっていないので、全く参加できない。図書館のおはなし会など、休日に参加し
たい。
児童館の乳幼児クラブ、とても良かったです。体操教室などもっと増えるとうれしいです。
共働きなので、保育園に預かってもらって大変助かっている。小学校に入ると、学童クラブに
お願いしないといけないが、どのようなものなのかよくわからないです。
学童の長期休暇中の給食。
今まで同様充実させていってほしい。
フルタイムで働いており、育休後も同様にフルタイムの仕事をします。職場が遠方なので、延
長保育を活用しても間に合わないので困ります。あと30分ほど延長時間を延ばしてほしいで
す。
園庭開放の時間を増やしてほしい。
私の利用させて頂いた子育て支援サービスは、青葉丘幼稚園にあるおひさまでした。娘2人公
立幼稚園に行かせる予定だったので、子供、私にとって有意義で良かったです。
保育料の値下げをしてもらいたい。2人以上産みたいと思っていても、経済的な事で諦める親
は多いと思う。
仕事をしていない母親でも保育園の利用を可能にして欲しいです。（一時預かりではなく。）
保育園の充実。病児保育施設の充実。
子育て支援の活動が分かりにくい為、参加できない。
色々な園庭開放などに行きたいと思っても、開催日が重なっていて行けないことが多くて残
念。
未就園児を遊ばせられるつどいの広場は、就園前はよく利用していたけれど、就園してから行
きづらくなり、そのような場所があると、週末父親が不在だと助かります。大きくなってからだと
行きづらいです。
保育園での一時預かりを利用したかったが、持病の薬を預かってもらえないと聞いたので、安
心して利用できないために断念でした。考慮して欲しい。
富田林は充実していると思います。
児童館の幼児クラブが好きで何度も利用させて頂いています。子供の成長、親の成長、母子
分離、親子で外出等、リフレッシュできる要素がたくさんつまっています。お金を払って保育も
大切ですが、ちょっとした母子分離でもお母さんの気持ちはとてもリフレッシュ出来ると思いま
す。もっとたくさんそんな講座を増やして欲しいです。
障害のもつ子も入れるように。指導員の質と人数を上げてほしい。
児童館が遠いので、もう少し近くにあれば嬉しい。
子どもを預かってもらう必要があるのは、働く親に限らず兄弟の学校行事や親の用事など、働
かずに家にいる親でもありうると思う。仲良しの友達の親などにお願いして、上の子達の時は
切り抜けてきたが、学童クラブが随時予約しておけば誰でも単発的に利用できるものであれば
いいのにと思う。
小学校に入ってからが心配。学童が保育園に比べ充実していないと聞きます。（習い事なども
行かせれない etc.）ファミリーサポートを利用しようかと思いますが、周りに利用している人が
いないので心配です。
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学童も仕事をするためにあるのであって、そのための行事に色々とかかるようでは、預けてい
る意味があるのか？そちらの仕事で大変になっても…と思う。
公園に遊具を増やしてほしい。水道をつけてほしい。
つどいの広場は常連の溜まり場となって入りにくい。スタッフが介入、介在した方が良い。
施設や現場の様子をホームページや広報で見たいと思う。どんな所かを見れれば、行きやす
くなると思う。乳幼児を連れて初めて行くには様子が分からないと行きにくい。
富田林の保育園の人（？）が毎月ポストに手紙を入れたり訪問してくるのを断ったのに、まだ
来るので来ないでほしい。（すでに幼教センターに下の子も通ってるので。）
他市から転入してきましたが、転入してからすぐに保育園に入れるわけではないので、困りま
した。どこの市でもそうだと思いますが、保育園が決定するまでの間、とりあえずどこかの園で
見てもらえると、他市からの転入者も増えると思います。過疎化しているので、人口を増やす
ためにはとてもよい方法では。
児童館に行きたいが、車の運転が出来ないので行く事が出来ない。
市役所の子育て支援課は、支援になってないと思います。仕事をしていないと保育園には入
れないし、近い所に変わりたいと言っても出来ないし。富田林市に転入してきた人は、色々と
大変やと思います。前に住んでいた市では、富田林より支援してくれて、支援課の方々もすご
く良くしてくれました！
土日も幼稚園の開放をして欲しい。
今年度保育園に入所できませんでした。待機児童が多いので、枠を増やしてもらいたい。
子育て支援サービスが充実している地域と、そうでない地域があることが不満。子供が少ない
地域でも、イベントや集まれる所を増やしたりしてほしい。校区限定にしないでほしい。
働く母としては、保育園はとても助かっています。現在のままのシステムを希望します。
待機児童をなくすようにしてほしい。
夏休みなど長期の休みだけ学童保育を利用できるようにして欲しい。（通常は、学校から帰宅
後は祖母がいてみてもらえるが、長期の休みの時は非常に大変そうであり、子供も学童クラブ
へ利用できれば行った方が良いと思う為。）
よく保育園から訪問に来て下さっているようです。（時間帯が合わず、お会いしたことはないの
ですが。）助けて欲しい時は言ってねというメッセージを感じて安心します。
現在、市の認可保育園を利用していますが、時間外保育が無料など、大変助かっています。
ただ、現在の職場が家から遠い所にあるため、小学校に上がった時が心配です。（学童保育
がこの地域はどんなものなのか全く知らないので…。）
赤ちゃんの時にしか使わない物、例えばベビーカーやチャイルドシートなど、市でレンタルでき
ればいいと思う。
保育所の増設をしてほしいです。女性が働くには状況が厳しく、復職時とても困り、疲れ果てま
した。
児童館の乳幼児クラブの利用人数を増やしてほしい。
児童館の乳幼児クラブに行っていますが、とても内容がよく、希望者が多いため、抽選になっ
ています。希望する人がみんな受け入れてもらえるよう、人数や場所を増やしてもらいたいで
す。
児童館の使用は予約制と書かれている為、気軽に行きにくい。
全体的に施設が古くなっているように思います。だからどうとは特にないのですが。
子が園に通うようになるまでよく利用しましたが、遠い所にあったりして足がなく、タクシーなど
利用しました。送迎か皆で乗り合いできるバス、タクシーが有料でもあればと思います。辿り着
けない母子も多いです。
もっと人が集まれる所を増やしてほしい。場所によっては遠かったりと、少し不便。（交通手段
がない。）
子育て支援サービスの中で、未就園児を持つ親に対して富田林市は工夫されていると思いま
すが、今以上に低所得者でも簡単に利用できるようにしてほしい。
保育園は大変助かっています。支援サービスはあまり行き届いていない。（ひとりでは行きにく
い、友だちをつくりにくいなど）気がします。児童館は遠い。学童も世話になっています。母親
同士のつながりもあり助かります。
休日・病児保育をもっと充実させて欲しいです。
児童館が遠いので、金剛地区にも増やして欲しい。学童クラブの質を高めて欲しい。
市立幼稚園のバスの送迎希望。
認定こども園については絶対反対。富田林の今の保育制度で満足しています。変えないでく
ださい。保育園、保育士さんを増やしください。
保育料を下げて欲しい。保育園を希望した時、入れて欲しい。（待機になると困る。）
保育園見学会など実施してもらえれば見学しに行きやすい。
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ファミサポもっと安く利用したい。小学校に入ったら、学童から習い事などおくってもらいたいの
で。
児童館が人気でなかなか当たらないので、児童館じゃなくても同じような場を増やしてほしい。
仕事をしているので病児保育のサービスを充実させてほしい。子供が病気になった時、親も近
くにおらず預けられず、仕事を休めない時とても困りました。
・希望の保育園へ入れるようにして欲しい。
・母親も不規則勤務となるため日・祝・年末年始も受け入れて欲しい。
・朝は６：３０～夜は２１：００まで預かってほしい。
河内長野あいっくのように広くてキレイな施設がほしい。
預けるにも兄弟が多く、高額なため利用できない。
もう少し保育園に入りやすいようにしてほしい。現状では1歳（1年）たって途中で入れる保育園
がない。
学童クラブ、夏休み、冬休みなど長期の休みだけ入れるシステムをつくってほしい。普段は留
守番でもよいが、長期は心配なため。
預けることのできない保育園の子育て活動を定期的にプリントなどいただけるが、利用する気
はない。1番近いその保育園に入れなかったため、別のところを利用。いろんなサービスがあ
るが、やっぱり今後（入学）のことを考えると、第1希望の園にまずは入れるようにしてもらいた
かった。
一時保育の定員人数がもう少し多ければいいと思う。行事での預かり不可日も多くて、利用し
にくい。
保健センターでも、児童館の様な事ができるようにしてほしい。
現在の保育園制度を継続してほしい。
充実していると思います。金剛東保育園の訪問もとてもいい取り組みだと思います。
・仕事復帰した時に、希望の保育所へ兄弟で入れる枠があるとありがたい。
・乳幼児クラブを平等（回数）に受講できるようにしてほしい。
充実していると思います。
幼稚園、保育園の園庭開放では、園内だけの遊びですが、自宅保育の子供はお弁当を持っ
てお出掛けするのがとても好きなので、園内やみんなで公園へ行き、お弁当等をみんなで食
べさせたいです。
学童が放課後しかないのが不安です。保育園が7:00～なのに、小学校に行けば8:00～。この1
時間はどのように埋めればいいのでしょうか？小1で自分で保留させるのは、怖いです。
毎週土曜日は河内長野のあいっくに行ってます。開放的で広く、1才～5才まで楽しく遊べま
す。駅のアクセスも良く、祖父母やパパも気軽に利用できます。富田林の子育て広場は土・日
休みや狭い所ばかりで、ママ以外は入れない雰囲気があります。富田林も1ヵ所で構わないの
で、広い子育てセンターを作って下さい。
保健センターであった「赤ちゃん広場」。あそこで上の子のママ友ができて、現在も続いてま
す！！今はそのような広場はないのでしょうか…。
・保育園の園庭開放の時間と日数を増やして欲しいです。
・住んでいる場所から支援施設までの距離が少しあるので、市営施設をあと1ヵ所でも良いの
で増やしてほしい。（藤沢台に。）
金剛中央図書館での読み聞かせの日数を増やしてほしい。
児童館の土・日の利用。公園遊具の数量増加。ブール（小児）でも利用できること。
教育も受けられる保育園の整備。
教育センターなど、子どもが就園するまで知らなかったので、小さい頃もっと活用すればよかっ
たと思いました。健診時に案内があったら情報が得られたかも…。
保育園待機児童を失くして欲しい。各園の受け入れ状況をup-dateに公開して欲しい。
母親が少し美容院や病院へ行く時に無料で預かって頂ける支援。
園庭開放が充実してきたと思います。その反面入所している子たちにとっては、場所が狭く
なったりしているので、気になります。
学童クラブの利用を、小6までのままにしてほしいです。書き方やそろばんがあればよりいい。
公立幼稚園の3年保育を実現させてほしい。
保育園を利用しています。今の保育園、先生に大変満足しています。このままの水準を守って
ほしいです。
預かってもらえる施設などあるが、もう少し値段を下げて欲しい。
保育所が少ないし、仕事をしたい人に対してのケアがまったくない。又、富田林市は広いのに
児童館は一つしかなく、駐車場も少ない。利用できる人が限られる。
大型遊具や遊び道具が広め場所にたくさんあり、親子で（土日も）いつでも利用できる場所が
欲しい。（河内長野駅の近くにあるような…元ノバティ内。）
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入園前の子どもが集まったり、運動したりする場所を市主体で作ってほしい。NPO法人任せで
はなく。
子供、親の交流の場として、長期的なものを増やしてほしいです。例：乳幼児クラブ
一時預かりがもっと手軽に出来るようになると、とても助かります。
児童館が少し遠くて行きにくいので、もう少し近くにあればと思います。
母子家庭の学童料をもう少し安くして欲しい。給食費等も。
学童の利用時間を長くしてほしい。
子供が小学校に入った時、必ず学童クラブに入れるか不安だ。もし入れなければ仕事を辞め
るしかない。（入れてもすし詰め状態では、子供がかわいそう。）
公立幼稚園を3年保育にしてほしい。
今後、認定こども園の増加や保育所の増加による保育の質の低下が懸念される。子どもを預
かってもらえるだけでいいとは思えないので、保育士の質、保育所の質の向上は必至！！公
立幼稚園の預かり保育実施希望。
双子を出産しましたので、子育て支援の「さくらんぼ」を3年利用しています。同じ立場のお母さ
ん達の色んな話を聞いたり、相談したりと双子子育ての強い味方になって、本当に良い支援
だなと思います。
保育園のお世話になっています。公立の園では先生方（事務所にいる正職員、園長補佐）が
忙しいのか、ほとんど挨拶してもらえません。さみしいです。その間、時間外の先生の担当とは
いえ、大人の事情を子どもの世界に持ち込むのはやめて欲しいです。
チラシなど広報に写真入りで欲しい。衛生面が気になる（＋風邪など…）ので、行かしてあげた
いがどうなのか分からないので、まだ行けてません。赤ちゃんなので、上記に対しての対策な
どあるのなら記入してほしい。
児童館は近くにないので、行こうと思わない。近くにあって仕事が休みの土・日とかにやってて
欲しいです。
学童クラブは楽しくないから嫌だ、という意見をよく聞く。学校によって違うらしく、楽しく色々と
遊びを教えてくれる所もあるらしい。そういう意見を聞くと、預けにくく思う。
現在、小2の息子の学童をしていますが、開門時間が8:30〜となっているので、8:00〜開門希
望です。祝日も行ってほしい。
地域にひだまりというのがあるが、常連の溜まり場のようになっていて、二度と行きたくないと
いう人を何人も聞いた。そうならないようにしてほしい…。
４ヶ月の娘を連れて、つどいの広場に行っています。近所に同い年の友達がいなかったので、
つどいの広場で近い月齢の子から刺激を貰っています。
児童館で子どもが体を使って遊べるよう、利用したいと思いますし、更に充実すればうれしく思
います。
発達障害などに悩む親が集まって、情報収集できる場をもっと取り組んで欲しい。
高学年の対象で夏・冬・春休みのみの利用ができないか？学童クラブの始まる時間を早めて
欲しい。（夏休み、冬休みなど）。平日の学校が始まるまでの朝（30分～1時間）預かって欲し
い。（学校が始まると、親の出社時間により子供だけ置いて先に出るしかなくなる為。）
しょうとく園に通っているお子様をおもちのお母様が今後幼稚園に…小学校は…と大変不安な
気持ちでおられる友人がいまして、私のまわりの情報を話すとホッとして笑顔になられました。
1人1人思い悩んでいる事に一つ一つ情報を流せる場システムが欲しいと思いました。
学童クラブを長期休暇（夏休み等）のみ利用できる様にしてほしい。
保育園に関して、希望の園に入れず遠い園までの送り迎えが大変です。
仕事があって産休や育休制度を利用して子育てしている人は、仕事が確保できている為、保
育所入所への優先順位も高く、社会復帰がスムーズだが、子育てしながらこれから仕事をした
い人にとっては仕事を探すのも困難で、仕事を見つけても子どもを預ける保育所への入所が
難しく（希望の保育所どころか時期によってはどこの保育所へも入れない）、非常に矛盾を感じ
る。
（地域の子育て支援サービスについて）こういうことに貴重な税金を必要以上に使わないで下
さい。
園庭開放など相談できる場は、今後もどんどん増やしてほしい。保育所の数がまだ少ない為、
自宅の近くに新しく増やして頂きたい。
公立保育園が近くにもっとあったらいいです。やはり仕事をするには、自宅の近くの保育園！
というのが重要なので。すごい競争率ということで、復帰できるかどうか、すごく悩みました。幸
い実際には希望の園に通えていますが、今後2人目などができた時に仕事を続けるにはとて
も悩みの種です。
とても保守的。いっそ5才から義務教育にしたり、もっと教育に力を入れるべき！！
営業時間が短く、又子どもの体調によっては休ませないといけないので、仕事が続けにくい
為、認可外保育園を利用しています。できれば、認可保育園に入れたいのですが。

37 / 85 ページ

資料5_富田林市(就)その他・自由意見

問30ア

学童の充実。施設が古く感じます。学校の空教室でもいいのでは？
学童クラブは年間を通しての利用のみと聞いたことがあります。パート等で仕事をしている場
合、夏休みなど長期休みの時だけ利用したい時はどうすればいいのでしょうか。
公立の3歳児保育を行ってほしい。（私立同様年少・中・長）
・「ひだまり」の開いている時間を、〜15:00→〜16:00にしてほしいです。
・現在近くに「ひだまり」や「金剛東保育園」（園庭開放や講座）があり、大変助かっています。
今後も引き続きよろしくお願いいたします。
上の子で学童クラブでお世話になっております。フルタイムで働いているのですごく助かってい
ます。やめないで下さい。
児童館をもっとたくさん作ってほしい。
私立の幼稚園に就園する子供が多くなっている現状で、子育てを園に任せている親が多いの
で、幼児期に子供と向き合う講座を充実して頂き、私立幼稚園にも啓発していって頂きたいで
す。
富田林の保育所内容の質を下げないでほしい。保育時間を延長してほしい（夜20時まで）。学
童クラブをこれからも続けてほしい。必要としています。
・公園があっても、群れて遊べない子ども達。遊びをリードしてくれ、提案してくれるリーダーが
いてほしい。（大学生のボランティア等？！）（集団で体を動かす遊びを教えてあげてほしい。）
・赤ちゃんや乳幼児に対するサポートはたくさんありますが、小学生くらいのサポートもほし
い。（質量ともに。）学童に入れない（入らない）子対象の取組み。
産後すぐから一人で二人の子供を通常通りしなくてはならない時、産じょくヘルプを受けれると
助かります。ファミリーサポートは時間区切りだけでなく、子供の幼稚園の送り迎えだけなどあ
れば、尚助かります。
学童は無料化してほしい。パートに出ても数日分が学童代になると思う。
（母親）家族が病気で通院時に下の子を安価で近隣で一時預かりできる施設を増やしてほし
い。病院に一緒に連れていくのが大変な時があるから。
幼稚園に入園する前の子供を一時的に預けることができる施設や要項があまり知らされてな
いように思うので、利用案内を広めてほしいです。
河内長野市の子育て支援のアイックのような常設の遊び場があれば嬉しいです。（特に土・
日・祝に行ける場が欲しいです。）
児童館を金剛地区にも欲しい。
（子育て支援サービスについて）とても力を入れて下さっていることが分かるので、心強く思っ
ています。
警報時に帰宅となると、仕事を早退することになるので、何か他に利用するところがあると助
かります。
月に一度、就学前の子どもが集まって身体測定や栄養相談等、友だち作りにも良いし、決めら
れた日に保健センターでやってほしい。以前住んでいた所にはあって、友だちも作れました。
今後、仕事と育児・子育ての両立が当たり前の社会になっていくと思うので、子育てしながら仕
事がしやすい環境を整えていってほしい。（急な病気等の対応など。）
・長期休暇のときだけの学童クラブなどの利用があればよい。
・学童クラブでの保護者の役員などの負担が大きいのはおかしい。
公立の幼稚園を3年保育にして欲しい。私立の幼稚園はやはり高く、一人子のため助成金も
兄弟がいる家庭に比べて少ないと思う。金額の差が大きいと思う。
利用を希望すれば無料でみんなが利用できる様にしてほしい。
家で宿題をしていてもわからない…となる時が。そんな時に相談できる所（学校の先生とかで
対応してくれると）があればと思ったりします。
河内長野のあいっくのような大型児童施設を作ってほしい。つどいの広場等も利用したことは
あるが、グループが出来上がっていて入りにくい雰囲気があるので…。
ア〜キすべてについて、1ヶ月前に転入してきたばかりなので、分かりません。
公立、私立の保育園の一時保育について、一時保育利用時（土曜日）に何度か断られたり、
園によって料金が時間外や土曜日が違うので、同じように利用できるようにしてほしい。同じ時
間帯で預けて料金が違うので、どうかと思います。安くて遠い園の利用ばかりになってしまう。
保育所に、保護者の買物時などでも預けさせて頂きたい。
人員をケチらないで、行き届いたサービスを望みます。
児童館は遠いので行きたくない。学童は働かないといけないので、利用できない。
学童クラブが6年生までで、19時まで預かって頂けるのがありがたいです。継続してもらいたい
です。
児童館の建て替え、又は東金剛地区に児童館の新設。（河内長野市あいっくは良い見本か
と。）
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子どもたちの保育については、新システムとなっていくとしても、保育園＝子どもたちの生活の
場となることは、基本として考えてほしい。子どもたちにとって大切な生活のリズムを守り、の
びのびと育っていけるように、ただ預けられればよいわけじゃないと思う。
児童館の場所が遠いので、気軽に利用しにくい。放課後などの利用は、近辺の人しか出来な
いのでは？！学童とはまた別の児童館のような場所をこちらにも作って欲しいです。（学童は
働いている事が条件ですよね？）
子供の保育の不安など、話もよく聞いていただけるし、市役所での対応は心強いと思っていま
す。保育園見学の時に、1歳児に怒鳴りつける先生などを見かけましたが、そういう所に大切
な子供を預けるのが恐くなる程怒るのはどうなのかと感じた。
日曜や子供が病気の時に安心して見てもらえる（預けられる）場所が欲しい。（有料でいいの
で、仕事がしたい。）
今後、両親が働くことがあった時に、夕方まで預かってもらえる保育、学童クラブがあるという
のはとても助かります。
土曜日、日曜日働いている人もいるので、利用できるのがあればよいと思う。
整っていると思う。子育てしやすいです。
保育所の土・日・祝日利用を充実させてほしい。両親共にサービス業従事です。土・日祝は仕
事のため、いつも困っています。
現在、園庭開放や児童館の乳幼児クラブAに参加させていただいていますが、子どもも喜んで
参加させていただいています。あと希望を言えば、河内長野のあいっくのように商業施設と併
設した子育て支援センターがあれば、更にいいなあと思います。
小学校登校前（朝）の学童クラブ（親の出勤時間が早いので）。
現在の保育所制度を続けてほしいです。民営化には反対です。
土曜日の学童クラブを19時までにしてほしいです。
子育てについて相談できるカウンセラーがあればいいと思う。
児童館の乳幼児クラブ、内容、スタッフ、どちらも良く、有り難いです。富田林は子どもの遊び
場（つどいの広場や公園、園庭開放等）充実していると思います。
現在、幼児クラブという活動に参加しています。募集が多く抽選だったそうです。有料にしたり
して、そういう活動がたくさんあればいいなあと思っています。
・自然に恵まれた環境を活かした催しをもっと頻繁に企画してほしい。（野外活動、キャンプ
場、楽しかったです。）
・割安な子ども預かり施設。
<保育料の料金値下げ>
認可保育所は無認可保育所より保育料は安く、市からの補助があるのかと思いますが、それ
でも家計への負担は大きく、何のために保育所へ子どもを預けて働いているのか分からなくな
ります。働けば働くほど所得額が上がることによって、住民税も多く納税している上に、保育料
も高いのは納得がいきません。保育料をもう少し安くできるような仕組みを考えていただきま
すようお願いします。
引っ越して来た為、近所に友人があまりいない。月〜金まで仕事のため、母子の集まりに行け
ないため、土・日に交流の場を設けて欲しい。
どんなものがあるのか、よく把握できていない。
日・祝日の認可保育所が1ヵ所しかないのは少ないと思います。今までは自営業でもあり、手
伝う場合、一時保育でも日・祝日預ける保育所がありましたが、富田林市に引っ越してから
は、保育所に通ってる子供だけというルールがあり、上の子は幼稚園であり預けられず、困っ
ています。両親も亡くなっておりみてくれる人がいません。
屋内の遊び場所がもっとあればいいと思います。
・色々なサービスや事業をして下さっていて、充実していると思います。特に公立の幼稚園の
保育内容がのびのびとしていて、又自然とたくさん触れ合えて（自分自身の今の経験から）良
いなあと思っています。児童館が遠く（とても良いと噂は聞くのですが！）行きたくても行けない
人はたくさん居ると思います。
・一時保育をして下さる保育所がもっとあると助かると思います。
乳幼児クラブの枠を増やして欲しい。
・学童保育の土曜日の時間の延長を保育園と同じ時間にしてほしい。
・小学生になると学童のない時間は子供だけの留守番になる。
子育て保育センター、保育園の園庭に行かないと、子育て講座の詳しい内容、申し込みが分
からない。広報もしくは何かで詳細も載せて欲しい。
幼稚園、保育園の園庭開放や、子育て支援センターの講座など充実していて、助かっていま
す。
天気が悪い時や子供の体調が悪い時など、保育園の送迎が難しい場合にバスを出してもらえ
ると助かります。車のない人のために。（公立の保育園に無料で。）
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ベビーシッターさんが利用できる手続きを分かりやすくしてほしい。（料金も明確に記載して。）
かがりの郷に図書館を設置してほしい。現況では、人の行き交いが少なくムダになっていない
でしょうか…？（老人ばかり）。
幼稚園の3才児保育を願う。また、預かり保育の充実をしてほしい。仕事をしていても、幼稚園
教育を受けさせたいため。
利用したいと思った時にすぐ利用できるように、利用料も安い方がいい。
小学校にて、放課後の部屋／体育館を使用しての自主学習・苦手な運動科目(体育）を指導
できる大学生（ボランティア）を研修課程として子供達と関わることができれば、学童クラブの
役割も兼ねて希望します。
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問30 イ 母と子の健康支援について
医療費500円はありがたいが、いまいちシステムがわからない。同じ月なのに毎回500円支
払ったり、無料の時もあったり…。
母親の健康診断も子供の健診の時にできるコーナーを作るとよいと思います。（歯科とか。）
休日や夜間に子供が急に発熱したり等で、医療では対応もよく、とても助かっています。
予防接種の助成（インフルエンザ）を希望します。低年齢児は2回なので、せめて1回分だけで
も助成あればありがたいです。
ワクチンや健診の案内と補助が増えると嬉しいです。
託児付の健康診断をつくってほしい。
保健センターの検診の際、職員の手際が悪く、手伝いの年配のボランティア？の保護者への
態度も高圧的で悪い。また、保健センターの職員、保健師、心理士の資質に問題がある。子
供の発育やフォローができていない。それどころか、お母さんを不安にさせることや傷つけるこ
とを何度も言われた。（虫歯は母親が怠けていたから。上の子ばかり見て、下の子をきちんと
見れていない等。）問診票もきちんと読まない、お母さんの話もじっくり聞かないで一方的に言
いたい放題言われ、あとは放ったらかしである。結局信頼できる地域の医師や私立幼稚園、
市立保育園の先生方にずいぶん助けられた。お母さんと子どもをもっと尊重し、誠実な対応を
して下さい。“自分はできている”と思い込んでいる保健師が多い。まずは基本の傾聴からしっ
かり学んで下さい。いくら富田林市が子育て支援に力を入れても子どもと関わりの深い保健セ
ンターがこのレベルでは、全て台無しである。“保健師の話は話半分で聴くぐらいでよい”という
のが富田林で子育てをしていて一番感じたことである。
任意予防接種（インフルエンザ、おたふく風邪等）の無料化を希望。
健康診断の項目を増やして下さい。
保健センターで相談会があるので、利用しています。栄養相談など電話でもお気軽に…とは
言われましたが、遠慮してしまいますが…。
医療費の援助を長期間受ける事が出来る今のサービスを有難く思っています。とても助かっ
ています。なくなる事のない様にして欲しいです。
好き嫌いが多いため、食育の面で家庭と連携し、もっと元気な体づくりを目指したい。
母さんの健康診断もして欲しいです。（育児に忙しく、そんな機会があれば行きたいです。無料
で。）
子のアレルギー検査ができる病院の情報がもっと欲しい。
任意の予防接種の無料化。
思春期の相談に気軽に行けるようにしてほしい。
補助金をもっと増やして欲しい。
あまりいい小児科の先生に出会えません。口コミ情報などどこかに載せてほしいです。
質のいい保健師の配置。健診に行く度嫌な思いをする。
18才までの完全無償化にしてほしい。500円でも入院すれば、何やかんやでお金とられるし、
完全無償化にしてほしい。
保健センターの健診で、育児に混乱を招くようなアドバイスばかりされるので、もっと知識豊富
なプロを育成してほしい。
子ども医療費助成制度を中学生までにしてほしい。
幼児食の食育（お料理教室）をして欲しいです。
医療サービス等もう少し増やしてほしい（例、歯の健診）。
小児科の開業している所を市内に2～３ヵ所は19:00～20:00くらいまであける所が増えてほし
い。
他県では中学まで医療費無料のところがある。子ども2人毎月耳鼻科通いで必ず4,000円かか
る。無料になれば助かります。
予防注射の無料化。
医療費の助成を中3まで引き上げて欲しい。
冬場、インフルエンザの注射代が高くて、してあげれない。子供が多いのと、母子、生活保護
で余裕がない。
妊婦健診の費用が結構かさむ。もう少し補助があれば…。出産準備や出産後も出費はたくさ
んあるので。
メンタルも含めたものに。
離乳食のとき、ぴよぴよクラス等は参考になったので、継続してほしい。

41 / 85 ページ

資料5_富田林市(就)その他・自由意見

問30イ

上の子を（私立）保育園に通わせています。他の園と比べて園の給食が貧弱な気がするので
すが、私立と公立によって給食費に違いがあるのですか？働いている家庭にとって、ゆったり
食べられる昼食は子どもにとっても重要なので、もう少し昼食に力を入れてほしいです。私立
だから手を抜いているのでは？という余計な不安も保護者の間で生まれてきています。市の
ほうで点検して指導して下さると、うれしいです。よろしくお願いします。
富田林は子どもの医療費のサービスなど充実していて助かっています。
もっとたくさん講習など開いて欲しいです。月1とかではなく、毎週でも行きたいです。
乳幼児医療証を現行の小6→中3までに延長してほしい。
喜志幼稚園の園庭開放や児童館乳児クラブの保健講座などで相談させてもらってます。
子ども医療費助成は大変ありがたい。富田林の野菜などを使った食育企画を希望する。
急な病気について、医療サービスの充実を希望します。（PL病院の耳鼻科なくなるの困りま
す。）
子供連れOKの検診中（がんや健康診断）その場で子供をみてくれる様なしくみ希望。
出産費や妊婦検診の代金が高すぎます。
離乳（断乳、卒乳）について講座やその時のおっぱいケアなどをしてくれる窓口を常設してほし
い。
医療サービスは他市と比べて充実していると思う。思春期の子どもとの接し方やアドバイスが
知りたいと思うので、講座など開いてもらえると嬉しい。
耳鼻科や小児科が少ない。
子供医療を中学生まで拡大して欲しい。
3才半健診までは保健センターとの関係が密接ですが、それ以降の年齢は学校のみとなりま
す。もっと学校以外に気軽に相談できたらいいと思います。
・小児科の紹介など保健センターでしてくれるのですか？どこに行っていいか分からなかった
ので。
子どもを増やしていけるように、市として補助や保障などに力を入れてほしい。
子どもはよく体調をこわすので、さらに医療サービスを充実させていただきたいです。
給食はとてもありがたいですが、市販のお菓子、添加物、農薬食材、牛乳など、本当に子供を
守る食育をしてほしいとせつに願います。
平日夕方6時〜8時の間に子どもの病気が悪化した時、救急でみてもらえる病院が富田林に
なく、和泉市だった。医療の充実をしてほしい。
（食育、思春期の保健について）学校への出張勉強会の実施。
予防接種の任意の接種も無料化になると助かると思います。
子供の医療費が低いのは大変助かってます。早期（軽いうち）に治療できて大変助かってま
す。
現在通っている保育園では、しっかり食育などの指導をしてもらっているので、ありがたいで
す。
母性の検診で、もっともっと色々な検査を無料でしてほしい。
予防接種の案内は分かりやすい。
私の子供は病児保育のある保育園に通っていますが、熱が高かったり、風邪だったりは預
かってくれます。しかし、インフルエンザ等の伝染病はムリなので困ります。非常に難しいかも
しれませんが、伝染病でも預かってもらえる良い案はないですか？
乳幼児医療の助成の年齢引き上げ。（富田林では現行小学校6年まで…堺市などは中学校3
年生までだから。）
インフルエンザの予防接種を学校などでしてほしい。無料にしてほしい。
日本人の三大アレルギー要因は、1. 卵、2. 牛乳、3. 小麦だそうです。富田林市でもせっかく中
学校で給食を導入したのですから、小麦や卵などの使用を減らし、和食を中心とした米飯給食
に是非して頂きたいです。アレルギーの軽減だけでなく、情緒安定、学力向上にもつながると
データが出ています。アレルギーの軽減＝将来的に医療費削減になります。
子供の医療費が安く済む事、予防接種が公費なのは助かっています。本当にありがとうござ
います。少しずつ広げてもらえると助かります。
母子が安全に食べられ、アレルギーにも対応したメニューをもつ公営のレストランがあると、と
ても嬉しい。日本食を食すことの重要性をもっと力を入れて、地元の野菜や食材で安全食を提
供するレストランを作ってほしい！
どれも気になるテーマです。
親子クッキング教室には、幼児と小学生向けがあり、兄弟がいるので嬉しかった。けれど、託
児がなく、対象の子どものみの講座だったので、参加出来なかった。
3才半健診で視力検査を保健所でしてほしい。弱視早期発見に力を入れてほしい。
子供の医療費を無料にしてほしい。
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子ども医療の充実・延長を願う。子どもが幼い時の女性の健康診断時の託児希望。（乳ガン、
子宮ガン検診。）
他市よりもたくさん推進活動をされていると思います。
幼稚園も給食の日を作ってほしい。
インフルエンザ、水ぼうそう、おたふくの予防接種を無料化に。
市役所から開催されているサービスや講演などは、すべてが平日の昼に行われており、私達
フルタイムで働く者は参加できないのが現状である。
子供の医療証是非長～く続けて下さい！！
保護者の通院で病院に保育施設があるとうれしい。（市立病院）健康診断もなかなか受けられ
ない。
夜間救急などの充実をお願いしたいです。
母子保健、充実させて欲しいです。予防接種も補助の対象であって欲しいです。
低体重児だったので、保健センターの子育て相談会で栄養指導をして頂いてました。細かく指
導して頂き、とても役立ちました。
医療は中学3年まで月額1,000円にしてほしい。
食育ならサバーファームをもっと有効に使って欲しい。入園無料券を未就学児家庭に配布す
れば、「家族みんなで芋掘り体験」などももっと身近な存在になる。
母子手帳にある6、7ヶ月健診を無料で受けれるようにしてほしい。
子供医療費助成はありがたい！中学3年生まで通院もできるともっとうれしい。
医療（小児）無料化。
災害時に避難場所に子供と一緒に生活できるようにしてほしいです。学校や施設に地域の人
みんなが収容できる能力があるように設定していただきたいです。保育園や幼稚園も避難所
の対象に入れてほしいです。
乳幼児医療証のサービスはすごくありがたいです。特に今のところそこまで利用しなくてもいい
くらい健康ですが、「医療証がある」というのがすごく安心できます。
妊婦健診の負担が他府県に比べて大きい。必要な検査の費用についても補助してほしい。
保育園の園庭開放や児童館など、担当の保育士さんは母親の悩み（育児のこと）もいろいろき
いて下さいました。大変有難かったです。
子供医療の年齢をもっと引き上げて欲しい。中学になれば、それまで以上にお金がかかるの
もあって大変なので。
予防接種は昔みたいに学校でしてほしい。
小児医療証を中学生まで拡大してほしい。
（思春期の保健について）親のための教育をしてほしい。（子供に教えるための教育。）
母親が病気の時、病院に子連れでなかなか行けません。病院に子供を預かってくれるサービ
スがあればうれしいです。
産後の母子の状態をもっと短期間で無料検査をして欲しい。
ひとり親家庭医療証があるのは大変助かります。ただ、支払う医療費が決まっている為、無駄
に保険点数を増やす医療機関もあり、後ろめたい気持ちもある。
インフルエンザの予防接種に補助をつけてほしい。
子供の医療サービス義務教育の間してもらいたい。
子供の健診はあります。母親は…知りません。
まだまだ保険料が高くて、育児や出産などがなかなか思うようにいかない。体外受精からお金
は出ますが、不妊治療などの補助金もその前からの治療でも保険がきかない。実費になると
かなりの負担になるので、それも見直して欲しいです。
妊娠、産後に保健センターでの勉強会や自宅訪問はとてもいいと思う。医療サービスも乳幼
児医療で大変助かってる。少しでも気になることがあれば、気兼ねなくすぐ病院へ連れていこ
うと思える。年齢延長を希望したい。
医療サービスについては、通院でも中3まで支援してくれたらありがたい。「水疱瘡」「おたふく」
の予防接種の助成がないので、助成になれば接種させたい。
充実していると思うし、これからも今以上に続けてもらいたいです。
・子どもが小さい頃の健康や食事についての不安は、病院の先生方や保健センターの方に話
を聞く事が出来ました。食育については、市立の幼稚園で食材を育てるところから調理まで経
験させて貰っています。
・息子が昨年大病をしましたが、とても良くして貰えましたし、費用の面でも困りませんでした。
板持幼稚園で休園中も集まれるように育児相談会場として使用してほしい。
ぜんそく、アトピー、アレルギーなど、市外の病院まで通院しているケースが多い。市内に強化
医療施設があれば…。長期管理治療を行っていないので困る。
予防接種の時期がわかりにくい。
利用したことはないが、一人親や実家の遠い家族には助けとなる。
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サービスの内容がよく分からない。どこに何を聞けばいいのか？情報が多すぎるのか？
富田林は医療サービスが充実しててありがたいです。感謝します！！
（子ども医療）医療費の助成はすごく助かり、ありがたく使わせていただいています。
プレママ教室は楽しかったです。
食育→親と子で学べる機会をいただきたい。
思春期の保健→女の子が自分自身を大切にするために必要な考えや、実際できることについ
て学べる機会（親も）が欲しいです。
食育はすごく大事だと思うので、母と子が共に指導してもらえる場を作ってもらえたらうれしい
です。
保健センターの対応があんまり連けいよくないように思います。１つのことをきくのに○○さん
がいないと・・・とか担当がいついるか分からないとか。
小さい子どもはよく病気にかかるので、医療サービスはありがたいので続けてほしい。
子供が小さく病院に行く機会が多いので、1回500円で診察して薬も出してくれるのでとても助
かっています。出産後、助産師さんが自宅を訪問してくれ、分からない事などいろいろ助言し
て下さったことがとても安心できました。
子供医療を高校入学までに延ばしてほしい。中学生になっても病院へはケガなどでよく行く。
精神面での心のケア（子供の心療内科）のできる病院が市内にはないので1つでもあるといい
なと思う。
子ども医療証が小学6年生までしか使えないので、中学3年まで使えるようにして頂けたら助か
ります。
思春期の時の親の対応。
妊婦健診の補助を、もっともっと増やしてほしい。高齢出産など増えて、ハイリスク妊婦はとて
もお金がかかる。私はハイリスクで内分泌科にもかかっているので、お金がすごくかかります。
他の高齢、高齢でない方も、ハイリスクでお金がかかっている人が沢山いると思う。
出産後1ヶ月の一番辛い時に家まで来ていただけるファミリーサポートの方がいて下さると良
いと思います。（市のHPを見たところ、1ヶ月以降と書かれていたので…。）離乳食教室や歯磨
き教室など何回か（前期だけでなく）やっていただけると職場にも休みを言い出しやすいし、顔
なじみの人もできそうで府（市外）出身者にはありがたいです。
月1回学校主催で定期的に行う。
食育について色んなイベントがあればと思う。
医療サービスの充実。
子供を産んでから自分の身体が大事になりました。乳がん検査を30代からして欲しい。
食育サポートの充実。
平日がほとんどないので、働いていると行きたくてもいけません。
予防接種の無料化。予防接種の情報を多く発信してほしい。小児科の休日、夜間診療をもっ
と充実してほしい。
予防接種の金額が高すぎ、受ける事を断念せざるを得ない。もっと国から援助してほしい。
子ども医療証は小6までですが、中3までにして頂きたい。
妊婦検診の費用負担をもう少し減らしてほしい。
インフルエンザ予防接種の費用助成がほしい。
医療控除の期間を延ばしてほしい。（せめて中学生まで。）
ガン検診など毎年行ってほしい。
食育の教育、歯科健診の充実。
健康診断を受けたいが、子供を預かってほしい。
小学校の食育の授業がもっと沢山欲しい。
子供の医療費を無料にしてほしい。
産後の精神的支援をもっとうけたかった。ホルモンバランスの変化で辛かった。
妊婦健診の無料化。
ワクチン接種でまだ実費のところを無料にして欲しい。
子供が未熟児で、入院が3ヶ月近くになったのだが、医療費の公費負担がありとても助かった
ので、これからも続けてほしい。
乳がん、子宮がん（体がん、頸がん）検診、インフルエンザ注射など、必須分すべて無料にして
ほしい。（市民の場合）。
子ども医療費助成制度の通院、中学校3年生までが対象になると助かる。
子供の医療サービス（病院に行っても500円で済む）のはとてもありがたいので、これからも
ずっと継続してほしい。
病気やケガ、緊急時の対応の仕方等の講座があれば良い。離乳食→幼児食の講座も。
子供の定期健診を、日・祝にも実施してもらいたい。いつも平日しかやっていないので、仕事を
休まないといけない。
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予防接種の料金負担は減ったので、とても有難い。妊娠検診もお金の負担が減って嬉しい。
インフルエンザの予防接種などの金額が、もう少し安くなれば助かるなと思います。子供が3人
なので、大きな出費です。
インフルエンザのワクチン補助。（3,000円×2人分×2回は苦しい。）
母子の体操教室（入園までの年齢）。
現在小6までの医療費は助成があるが、やはりまだまだ多感な中学生も医療にかかることが
多いので、助成の年齢を近くの市のように上げてほしい。せめて中3までの引き上げ。
出産にかかる（検診時）の補助金を増やしていただきたい。
育児学級等をたくさん行ってほしい。
幼稚園や市のイベントで食育についてとても分かりやすく説明してくれている。子供病院で500
円は大変助かる。
他の自治体にはないと思いますが、月に1回やふた月に1回でも父親が1日子供を見る日を義
務化する。一時保育の施設があったとしても、自分の休息理由で利用することはなかなかでき
ないので。そうしたら児童虐待など減少するかもしれません。
乳幼児健診の時間がお昼からなので、子供がお昼寝の時間や兄妹がいる場合、上の子のお
迎えと時間がかぶるので、健診の時間を午前中にして欲しい。
兄弟のいない（ひとりっ子）親の集まりの場がほしい。
（風邪など急性の病気）病気の子を預かってくれる医療と保育が両存する場所が身近な所に
ほしい。
親と子のクッキングを増やしてほしい。
B型肝炎、Hib（新しいもの）等、子どもに関する予防接種、すべて補助して欲しい。
B型肝炎の予防接種の無料化をお願いしたいです。
小児科が少なすぎる。
乳児や幼児の居る母親が健康診断をしている時に預かってくれる。
虐待防止の観点からも、大切な支援だと思います。子供が生まれる前からの状況把握や支援
をしていけたら、助かる親子もいると思います。（なかなか表面に出にくい問題もあると思いま
す）
任意の予防接種が多いが、やっておいた方が良いというなら、補助して欲しい（金額が高く非
常に負担になっています）。
無料でうけれる検診や注射があり、とても助かっています。
健康に関する講座や健診がいつも平日にあるので、行きたくても仕事があって行けない。
子どもが1ヶ月、2ヶ月ぐらいまでは母親の心配や不安がとても強い時期なので、できれば複数
回訪問して母の相談にのってもらいたい。
乳児医療を18才まで引き上げてほしい。
子供の医療サービスは充実していると思います。子供が咳ぜんそくなので、救急夜間ですぐ
診て頂けるのはすごく嬉しいです。
子供の食育に関して色々相談したいが窓口が分からない。
保健センターは色々と相談窓口があるが、日時の指定があって利用できない場合があった。
核家族がすすんでいるので、子供が病気の時みてもらえるところがないと、仕事したくてもでき
ない。
自分の子供はあまりご飯を食べてくれず、好き嫌いも多いですが、こんな事ぐらいで窓口に相
談するのも…と思い、相談窓口を利用していません。私のまわりでも、食で悩んでいるお母さ
んが結構たくさんいらっしゃるので、講座をひらいて頂いたらなあといつも思います。
B型肝炎の予防接種の助成を望む。全額でなくても一部で構わない。医療費助成が小学校卒
業まであるのはありがたいが、年度末が区切りなので、3月生まれの我が子はとても損してい
る気分。満年齢で区切るとか、せめて3月末と9月末の2期に分けるとか欲しい。また助成が全
くなくなるのも辛いので、小学校高学年から半額のみの助成にするかわりに、時期を中学卒業
まで延ばしてもらいたいと願う。
幼児期のフッ素の回数を増やして欲しい。歯科医で受けれる利用券などでも良いと思う。小学
生になっても対応して欲しい。
3才半健診以降の子供のことで気軽に相談できる雰囲気があれば良かったと思う。
乳がん検診を20歳から無料にしてほしい。
医療証のサービスはとても病院へも行きやすく助かっています。離乳食の教室（保健センター
で行われてる）も、はじめての子育てにすごく勉強になり助かりました。
乳児医療の自己負担（月額上限1,000円）を0円にしてほしい。もしくは、各医療機関ごとの負
担ではなく、共通にしてほしい。（月額上限1,000円）
他県でケガをして通院したのですが、その治療費も申請したら戻ってくる…のでしたっけ？な
んとなく市役所にも尋ねづらくてそのままです。インターネットで申請できるようになるとうれし
いです。
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休日もやっている診療所を、今のところ富田林病院しか知らないのですが、他にないのならも
う少し増えればいいなと思います。（診療時間も延長してほしいです。）
妊婦健診の補助金アップしてほしい。赤ちゃんの注射代をすべて無料にしてほしい。
アレルギー児のための給食の対応を。除去食ではなく代替食にしてほしいです。
子どもの健診の回数を増やしてほしい。働いていない母のための健診や人間ドックなどをやっ
てほしい。（費用の負担を補助してほしい。）
妊娠検診、無料化にしてほしい。また、予防接種（ロタ、B肝）etc。自費のものは補助を出して
ほしい。
集団健診の実施方法をもう少し検討してほしい。
中学卒業するまで、1日でも早く！！医療の延長をしてほしい！！入院よりも医療費の（その
都度の）方がよい！！
予防接種が分かりにくい。以前住んでいた所は、時期に合わせて接種表を郵送してくれたの
で、忘れず受ける事ができた。また1歳7ヶ月健診など、病院で各自予約をして受けていたの
で、待ち時間は少ないし、仕事の都合に合わせて行けたから良かった。保健センターで行うに
しても、人数を減らして待ち時間を少なくするとか、固定日曜日でなく、もっと日数を増やしても
らわないと、次から行きたくないと思ってしまう。
すべての予防接種費用無料化。
中学校卒業まで子ども医療証使用可能にしてほしいです。予防接種、水疱瘡、おたふく、イン
フルエンザ無料にしてほしいです。妊娠検診、全額補助にしてほしいです。
6ヵ月健診の実施。離乳食講座の回数を増やしてほしい。
子供の医療費補助は中学卒業までにしてほしい。
医療証を中学３年生まで延長して欲しい。
医療費の助成を中学卒業までに延長して欲しい。通院費がかかって、通院をためらうことがあ
る。
産後の体の変化や体調不良について、もっと詳しく教えてほしかった。食育も1人目と2人目で
は力の入れ方も違うので、2人目で起こりがちなこと（上の子のおやつを早くに食べてしまう、
虫歯になるリスクなど）をもっと話してほしかった。
医療支援をしていただいて、大変ありがたい。
～3歳ぐらいまでは利用していることもありましたが、小学生になった子どもとどのように利用で
きるのか、今は分かりません。
4ヵ月健診後のみでなく、9カ月以降でも1回離乳食等の講座をしていただきたいです。
出産退院後に参加できるSNSなど。
各期（初・中・後）の離乳食レシピ等を子供の生後月齢に合わせて送付して欲しい。
医療費免除を小6までのままにしてほしいです。
とにかく引っ越してきてまだまだ分からない事だらけ。役所からの発信が少ない。
・親と子の料理教室などを平日ではなく土・日・祝にしてほしい。（食育をかねて。）
・予防接種など無料化になっていないものを、なんとかしてほしい。
保育士の先生が、定期的に子育て支援のお便りを届けに来てくれ、簡単な質問や相談もその
時にできて心強いです。
病院と保健婦さんとの意見に違いがあり戸惑うので、現在の育児や環境に合わせた研修等を
まめにしてから訪問サービス等に来て欲しい。
子どもの医療費助成の年齢の拡充。
保健センターで、４ヶ月健診で離乳食について教えて頂き、とっても参考になりました。いろん
な教室があり、今後も利用させて頂きたいです。
低体重での出産でしたので、定期的な訪問にとても心強く思っています。
こども医療制度は大変助かります。
食育は家庭ですべきことです。
親子が参加出来るような食育のイベントを定期的に行うなど。
予防接種が多くてわかりにくい。
働く親が増えているのに、子供の健康診断のお知らせ兼問診票を直前に送られても、行けず
に2ヶ月も遅く健診を受けることになった。子供の成長も知りたいので、もう少し前もってお知ら
せがほしい。休み希望を書いてでも行きたい。
富田林の豊かな自然を生かした取り組み。
休日診療制度には非常に満足している。今後も続けてほしい。
発達障害児への対応が不十分。小学校での対応をマニュアル化してほしい。
上記同様。
食育などでクッキング教室に参加したことがある。そういう場をもっと増やしてほしい。
母のメンタルケアを充実させて欲しい。
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日頃から自然なもの（無農薬のもの）などを選ぶようにしていたり、和食（煮物、煮魚、干物を
作ったもの）を多く作るようにしていますが、親子で作る場？！食べる場があれば。
学校給食を自校式にして欲しいです。
医療機関3回目まで500円以降免除はとても助かります。薬がもらえるのがアレルギーの子に
はありがたいです。もっと補助の年齢をあげてくれるといいなと思います。
どんなシステムになっているのか分かりにくい。下の子に生まれつきの病気があるが、珍しい
病気で難病指定もされているのに、自分で全て調べてあちこちの病院に行かないといけなく
て、大変です。不安だし、これからどうなるのか、きちんと必要な医療が受けられるのか心配。
インフルエンザの予防接種の費用を市で負担してほしいです。
子供医療（通院）を中学3年までにして欲しい。
利用したい時にすぐ対応してもらえると嬉しいです。
予防注射（水疱瘡、おたふく）無料にして欲しい。子ども医療、無料にして欲しい。
子供の歯の健診で1才からフッ素を保健センターで塗ってもらいたい。
保健センターでのすくすく教室！！などは利用してみてとても良かったので、今後もあったらい
いと思います。
保健センターでの健診時、その他保健師さんと話をして疲れる、がっくりする、不安になること
が多い。と感じている母多数。もう少しポジティブな対応をお願いしたい。
今、歯医者へ通院しています。小さい子供2人連れて一緒に。迷惑になるんじゃないかと、半
年くらい考えて躊躇していました。同じような方たくさんいると思います。預けるほど長くはない
し。
<保健センターでの集団健診を各医療機関に委託><集団健診時の各スタッフの質の向上>
すべての乳幼児健診を、各医療機関にて受診できるようにしてほしいです。集団健診を実施
する意図がわかりません。毎回集団健診のために3時間も待つのは時間がもったいないと感
じています。各医療機関への委託が難しいようであれば、スタッフの質の向上をお願いしま
す。何度か集団健診を受診していますが、有意義な時間を過ごせたことは一度もありません。
年配栄養士の上から目線の育児書を読めばわかるような話を聞かされ、保育所から派遣され
ている保育士が健診に参加している親子を見てヒソヒソ話をしたり、質の悪いスタッフが多いよ
うに思います。集団健診のために取得しにくい有給休暇をとって受診しているのに、毎回残念
な思いをしています。どうか改善していただきたくお願いいたします。
休日の小児の病院体制について。特に15:30～16:00の間受診できる病院をきちんとしてほし
い。救急車まで呼ぶ必要ないが、6ヵ月未満で状態が良くない時があり、消防車に連絡しまし
たが、現在「病院がないので」「勝手に病院に行かれると、僕達が病院側に怒られます。勝手
に絶対に受付しないで下さい！」など、自分達の主張を何度もされて、大変びっくりしました。
一番大切なのは、子供の命を守る事、地域で支える事だと思います。どうか改善して下さい。
マタニティマークを知らない人が多い。（高齢の男性は特に。）啓発して欲しいです。
流産や死産をした人がカウンセリング等を受けられるようなサービス（？）があってほしいで
す。
健診をもう少し時間の融通がきくように考えてもらいたい。いつもと同じ時間。同じ曜日ではな
く。
富田林市はこどもの医療が他の市より長く、病気しても安心して病院に行けるので助かりま
す。
気にもしてない。それでいいのか。
医療費6才まで無料にしてほしい。
小学校時に親に子の関わり方について、母子保健については良かった。
子供の歯の悩みに対応してほしい。噛み合わせの心配増えていると思う。（顎が小さい。発
音。）3才低年齢から通院して治るのであれば、市の健診ではっきり指摘、指導してほしい。
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問30 ウ 子どもの成長に資する環境について
図書館をきれいに明るくしてほしい。もっと行きたいと思う場に。河内長野はきれい。
学校教育などまだわかりませんが、今の状況などを聞いている限りでは、富田林市の公立の
学校には行かせたくないという思いがあります。
地域の活動がわからない。山間部は常に民生委員や母親たちが小学生等の安全をみている
が、この辺で見かけたことは全くない。
登下校時に黄色い服を着て、子供を見守ってくれている方々安心します。
質を上げてほしいです。都市に遅れないようにして下さい。心配です。
給食の全実施を希望。
落ちこぼれへの教育を塾と協力して地域で安価に努めてほしい。
子育てに関する支援等、力を入れている地域だなとは思います。ただ、中学、高校生になる頃
の環境が心配です。
学校の先生の子供の親に媚びる傾向を改善。
思春期の心のケアの充実する教育に力を入れて欲しい。
愛情のある、ハートのある、熱い教育を行って欲しいです。親に何か言われるのを恐れ、上辺
だけの教育は嫌です。もう少し強気でもいいのではないかと思います。
明らかに不良の行動をする子どもに対し、大人は注意すべきだと思う。
・学校の施設投資をもっとがんばってほしい。
・学童に勉強をみてくれる人がいると良い。（他県ではいるそうです。）
学校の先生の能力差が大きすぎる気がする。
幼稚園に関しての情報が少ない。HP見てもわかりにくい。
公立幼稚園も3年にしてほしいです。私立に通う子が多く、公立は人数が少なくて淋しいです。
校区をなくして自由に学校を選べるようにしてほしい。
習い事は高いので、土日も参加できる市がやってくれる安めの習い事があれば助かる。
保護者の顔色ばかりうかがう教育ではなく、もっと子供のことを考えた教育に取り組んでほし
い。
地域の小学生がすごく悪い。
家で教育できていない子が多い世の中、学校で教育して欲しい。今の親は見てても叱らない。
（ゴミを道路に捨てない、車が来ると端による人に迷惑をかけない。）
校区によって環境や学力など差が大きいのでは、と感じる事があります。
就学前の子どもが2人いますが、校区の小学校の情報が全然わからない。仕事復帰するとさ
らに時間がないので、どこで情報を得ればいいのかわからない。
英語等も早めに授業の科目として入れてみては…。
個々の能力を引き出す教育をして下さい。勉強だけでなく芸術（美術、書道、音楽等）にも力を
入れて下さい。
子供達が社会体験できる場がもっとあれば…なぜなら「大きくなったら何になりたい」と、夢と
いうか目指すものが掴めていない子が多い。目標がもてない。
モラルに欠けた大人や子供が多いので、学校でも教育してもらいたい。
できれば教育の場である幼稚園に預けたいと思うが、フルタイムで働いていると難しい。地域
の幼稚園から小学校へあがることが子どもにとっても理想であると思うので、公立幼稚園でも
保育所と同等に預かってもらえるのが理想です。
今の新堂幼稚園は、園長をはじめすごくいい先生の集まりで、人数が少ないのでのびのびと
成長していってる様子を見て、公立幼稚園で良かったと感じております。先生と親の関係がよ
く、子供達も仲がいいと思います。息子も楽しんで幼稚園が大好きです。
放課後子ども教室など、子供が参加させてもらっています。このように、得意分野のある人が
子どもたちに何かを教える、休みの日に勉強を一緒にするなど、そういう場がもっと増えれば
と思います。
小学生の間でJボードが流行っている様ですが、近所の子供達が、車が来ても向かって来たり
（一部の子ですが）、事故とか起こらないか心配です。
地域によって偏っているような気がします。
私立幼稚園助成金の増額。収入額、通園している子どもの人数にかかわらず一定の助成をし
て欲しい。
低学年でも5時間目があるとママ友から聞き、少し安心しましたが、土曜日などもう少し学習レ
ベルのアップを希望します。質の高い教育を受けさせたいので。
幼稚園の数を減らさないで欲しい。
少人数学級を全学年で実施してもらえたら…。例えば、体育や理科に特化した教育を推進し
てもらえたら…。全小学校を制服にして欲しい。（私服は大変！！）
学校の先生にしっかり子供のことをみてもらいたい。
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定年された年配の方など、専門知識のある方に無料でお稽古（習字、そろばん等）教えてもら
える所がほしい。
保育園なので、働くママさんがほとんどですが、交流できる場がもっとあれば嬉しいです。
近隣の人とのふれあいが少なくなってきていると思うので、地域の方々とふれあえるような行
事など、学校区単位で行ってほしいと思う。
学校教育については地域によって異なるようですね。（学力レベルや小学校の英語教育にし
ても…。）
小学校など校庭を開放して欲しい。遊ぶ場所（安全な所）がないっ！！いつでも思いっきり遊
ばせてあげたい。英語教育、幼稚園でももっと取り入れて欲しい。ネイティブと遊ぶ！！
幼稚園、保育園でも1/w英語をしてほしい。
今後も中学校まで給食を継続してほしい。
学校の評判がとても悪いので、心配です。厳しい先生を配置して下さい。学級崩壊させる先生
を担任にしないでいただきたいです。
1クラス少ない人数だからこそできる質のよいレベルの高い教育を与えてほしいです。（全国学
力テスト上位の県の秋田県の学校での良い事をマネしてみるなど…。）
子供の成長も大切ですが、今は親も親として成長できているのか、自分を含め考え直さなくて
は何も変わらないでしょう。子供の前に親も教育すべきだ。
私学は教育方針がはっきりと統一されてますが、公立は先生によってやる事言う事がバラバ
ラで、子供に度々リスニングしては驚かされます。学校のフォローを家でやってる状態です。逆
ではないでしょうか？
障がいのある児童や生徒とのコミュニケーションの取り方を、ほかの子どもたちにアドバイスし
てほしい。
私立の3年保育の幼稚園に通わせる人が多いので、公立幼稚園も3年保育にしたらいいと思
う。
喜志西幼稚園では、男子に対しても名前に「さん」を付けて呼ばれます。“性差”というのは必
ずあるもので、いくら男女平等にと言えども、変えられるものではないのに、こだわりすぎてお
かしいです。男子には「くん」呼びにしてほしいです。改善をお願い致します。
喜志駅周辺の学生さんを見ると、車が来ても2列3列で歩く。お店の前で座り込み、通行の邪魔
になったりする姿をよくみかけます。そういう姿を見ると、同じ学校には通うことを躊躇します。
私立の小中学校への進学を希望してしまいます。
これから小→中と通って行くようになるが、子供を安心して通わせられる学校であってほしいと
思う。
学校給食があるのはすごく助かります。ありがとうございます。
私達の世代（40代）が子供の頃にはいた、生徒に親身になる先生達がこれからもっと増えてほ
しい。
保護者は教育機関（特に幼稚園）へ預けたら自分はなにもしなくていいのがいい、と考える人
が増えてきている。保護者が幼稚園（多感な成長期）と共有の場で協力することの相乗効果を
もっと伝えた方がいい。（統計データを示すなど…）。
公園も多く、地域の方も積極的にパトロールをされているので、割と安心感はあり、優しそうな
方たちも多いので、のびのびと子育てできる環境だと思います。
公立小学校間の教員の質、レベルをなるべく揃えてほしい。児童が穏やかで問題のない小学
校では無気力で熱意のない教師が多かったりと教える側に問題があるようなので。
喜志西小では学び舎や登校時の見守り隊の方々に支えられているので、安心です。ありがた
いです。
英語教育は1年生からでも少しずつ始めて欲しい。
小学校で水曜日の帰りが早い。毎日同じ時間に帰る様にした方が、地域の方も見守りやすい
のでは？
学力テストはやめてほしい。子どもを競争に巻き込む施策をなくしてほしい。協同できるような
環境づくりが必要。
先生方の給与UPを考えてでも、保育士や先生方の質の昇上を願う。少人数制の学級教育希
望。
幼・保の一体化。送迎バスの利用。
職場体験など体験型教育を行う。
図書館に自習スペースがほしいです。もしくは、どこか勉強できる場所があればと思います。
大学生など勉強の相談できる方が常駐して下されば、利用者も増えるのでは。
（学校教育について）常識のない親子が増えてるのではないか？
この学校に通いたいと思える、特色ある学校を作っていってほしい。
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関係ないかもしれませんが、毎年10月第3土日のだんじりお祭りですが、年に2日とはいえ、早
朝6時と深夜（23時）は睡眠によくないと思います。そして、大人の方の歩きながらの飲酒や喫
煙は、見ている子供に本当によくないと思います。若い子達がせっかく頑張っているのに、台
無しだと思います。
大伴に住んでいるが、公園がない。作ってほしい。
学校教育…地域によって学力の差がありすぎるような気がします。
富田林の東西格差の是正を！外環の西と東では、環境の差が大きすぎる。
子供が中学生になった時、自転車通学の範囲見直しを考えてほしいなと思う時があります。
モンスターペアレントと言われる方が増える中で、難しとは思いますが、子ども達だけでなく、
先生方ものびのびと教育できる環境を整え、その中で子ども達がすくすくと育っていってほしい
なと思います。
金剛の方はよい環境に思えるが、富田林南地区は寺内町が良くなったが大伴あたりは全
く！！100円バスもなくなった。
川西の市民プールを再開していただきたいです。あと、給食に富田林産のものを多く取り入れ
てほしいです。
幼稚園について、市立幼稚園の入園を３歳児からにしてほしい。また、市立幼稚園でも延長保
育を実施してほしい。
公立幼稚園は子供のために残して下さい。すごくいいと思います。
教育（進学等）の細かな情報提供があれば嬉しいです。（既にあるのか不明。）
中学の給食を注文制ではなくて、完全給食にして欲しい。栄養のバランスもよく、家庭の負担
も少ないため。
質が悪い。小学校によって先生の配置格差を感じる。近所の公立中学には行かせたくない。
少人数学級をすすめてほしい。
市内の保育所2ヵ所に入所したが、保育の内容（質）がかなり違うことに不満がある。事前に知
らされていれば、入園の際に参考にできたと思う。
親にとっては、とにかく預けて働ける環境が欲しいのです。
小学校の放課後どうするか悩む。
私立へ行かなくても、もう少しレベルの高い教育を受けることが出来ればと思います。小学校、
中学校へは私立を考えてしまいます。地元でも安心して行ける環境になって欲しいです。
もっと子どもがのびのびと遊べる空間を作って下さい。勉強の面でも、ゆとり教育で低下した学
力のために、子どもを振り回さないで欲しい。
小規模の小学校の統合。（1学年最低2クラスはあった方がよい。）→それにともない、スクール
バスの導入。通学の安全保障の為。
子供の可能性を広げてあげたいと思うが、近隣にどんな教育場があって、どんなことが出来る
のか分かりづらい。
学校教育は昔とは違うとは聞いていますが、くわしく分からないので、情報発信してくれるツー
ルがあるといいと思う。
幼稚園を3年保育に！！
幼稚園ではお茶（礼儀作法）や花育の先生の他、地域の方々が色々な先生になって総合的な
教育をしてくれていると感じます。これから年齢が上がっていくにつれて、学習にも力を入れて
いかなければいけないので、親が教えるのが難しい英語に特に力を入れて頂ければと思いま
す。親自身ももう一度勉強し直したり、教え方や親としての学びの機会が欲しいです。
学童は狭い、汚いと聞いているが…本当なのかな…。
幼児期より、積極的に英語にふれる機会をつくってほしい。幼稚園の先生を増やしてほしい。
ならい事をさせたくても、どこに何があるかわからない。何かで調べられたらいいのに・・・。
プール教室ならこれだけ・・・とか。
小学校に上がる前にトレーニング的なサポートをする企画があれば安心。保育園だと勉強な
ど遅れそう。
安全。安心。
学校間に格差があるのはいかがなものか？
良い学校作りをして下さい。
土曜日の復活。
家庭の教育力→抱えているものは家庭ごとで違うと思いますが、似通った家庭が集まって相
互にサポートできる体制があるといいと思います。
学校教育→学校だけでなく、地域の中でも学びを得れる場があるといいと思います。
保育園の数を増やしてほしい。入所基準も平等でないように感じる。本当に必要な人を入所さ
せるべき。それぞれの保育園の設備の差も感じる。
悪いものや事は悪い、と徹底する。そしてちゃんと罰を与える。考え反省させる。そしてやっぱ
り何より人への思いやりが足りない人が多いので、お思いやりに力を入れる。
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小学校にあがった際でも、市の中心部より家が離れているため、市の施設が利用できない。
学校のレベルが低すぎて、進学に困る。夏期は暑すぎて学習に集中できない。冬は寒すぎ
る。
放課後1時間程でいいので、週1度まなびやを2年生だけとは言わず、やっていただきたいで
す。
塾は大きくなるにつれて高額なので、なかなか入れてあげる事ができない。学校内で出来る限
り理解して帰らせてあげてほしい。
学力がついていけない時などのアドバイス。
保育園によって保育時間が違うので、統一してほしい。
子供が尊敬、信用、信頼出来る先生教育を。
公立の幼稚園の3年保育化。
市立幼稚園を3年保育にして欲しい。又、一園あたりの園児数が少なすぎるので、統廃合をし
て、スクールバス通園ができるようにして欲しい。50人程度の園がいくつもあるのはムダだと思
う。
富田林にいると外国の人とふれあう機会が少ないので、もっと学校で英語を教えて欲しい。
子供の良い所を伸ばす教育。全員が同じようにできなければならないという価値観との決別。
幼稚園、小学校の老朽化は気になります。せめてトイレはきれいにしてほしいです。小学校も
年に1度は専門業者に清掃してほしいです。
幼稚園からその年齢に相応しい教育の啓発を行ってほしい。（例えば、現在錦郡幼稚園で行
われているような。）
公立小学校の指導レベルが低い。放課後の家庭学習（塾等含む）に頼り過ぎていると感じる。
保育士、教師は慎重に選んでいただきたい。特に幼児期、低学年は子どもの一生にも関わる
ので。
大阪市（西成区）のような、塾へ通う費用の富田林市からの負担。
幼保一体を進めて下さい。保育園でなぜひらがななど教えないのですか？働くママほど家で
見てあげれる時間がないのです。
共働きの家庭が増加しているので、国、府、市による支援が必要。子供をたくさん育てていけ
る環境を整えて下さい。
公立の幼稚園でも延長保育をしてほしい。
学童保育にも英語など教育の水準を上げるべきだと思います。
学校のトイレ環境を改善して欲しい。通常の清掃や、年数回保護者も清掃を行っているが、そ
れでも臭いの問題などあるので。和式のみのトイレもあり、できれば洋式も各トイレに設置し
て、子供たちを気持ちいい環境で過ごさせてあげたい。学校でのトイレを我慢したりが心配で
す。
学童の預かり時間、曜日などあまり情報を得られない。
小学校を自由に選ばせてほしい。
学区によってクラスの数の多い少ないの幅が大きいと感じます。例）高辺学年1クラスなのに
寺池は4クラス、あまり差があるとクラス数の多い所へわざわざ転校も考えないといけなくな
り、子供にいい人間関係の経験をさせてあげれなく、かわいそうに思います。
土曜日の授業をして、塾が当たり前にならない学校での教育を重視できる環境に。
ダメな事をした時はちゃんと叱ってほしい。保護者の目を気にしすぎて、うやむやにしないでほ
しい。
子供が学校の担任以外に自分の悩みを相談できる中立的な先生（カウンセラー）が、常にい
てもらえるといいなと思います。
公立小学校も選択できる様に望む。特に学校教育では、中学生の年齢が最も多感期である
為、小学校と中学校の一貫教育環境を望む。
中学校の完全給食化。
学校教育は可視化を希望します。教員のレベルが低い。
英語の教育と学校、市立保育園でも多く取り入れるべきだし、パソコンも学校の低学年から触
れさせるのが今後は必要では？
富田林市の学力をどんどん上げて下さい！
地域で老人の方々と小さい子どもがたくさん交流できる場を充実して頂きたいです。（そういう
場があるのかどうか知らないので、もしあるならば広報などにも載せて頂けたら嬉しいです。）
教育者を対象とした教育指導をきちんと行ってほしい。
春夏秋冬イベント等で触れ合う機会を。（お祭りなど…。）
保育所と幼稚園の教育格差をなくして欲しい。幼稚園の方が教育内容が充実している。
保育園が古く、老朽化している。施設を新しくして欲しい。
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放課後学校でもっと教室を開放して、習い事（英語、ソロバン etc）とか開設してもらえると、富
田林全体のレベルもUPするし、親もそのまま行かせれて助かる。市からの補助があるといい
と思います！
給食や図書室等、少し不便に感じる。大阪狭山市の（中学校、小学校）は充実していた。
近所に友達を作るために、近所の幼稚園に通わせたいと思っていますが、一般的に幼稚園は
幼児期に必要な力をつけさせる教育をしていないように思います。保護者のご機嫌とりに力を
入れているように思います。
教育水準を向上してほしい。
公民館で土日に母子が参加できる講座やクラブ。（現在、成人向けにある講座のようなもの。）
参観日を増やしてほしい。
学校でしっかりと学べる環境を整えられるよう、先生もしっかりしてもらいたいが、施設面でも
整備してもらいたい。トイレなどを含めて暑さ寒さ対策。災害時の対策も（備蓄はあるのか？）
学校において。
中央図書館や金剛図書館を大きくしてほしい。
学校と習い事が一体化して提供してくれれば、習い事の送り迎えも省けるし、下校時間も遅く
なって助かる、
公立幼稚園を3年保育にしてほしい。
個人懇談の時間がもう少し長くとってほしい。前もって聞きたいことをアンケートしておくとか。
小学校や中学校でその年齢に合うような「育児」の授業を設ける。将来父親や母親になった
時、自分の兄弟のことについて考える機会があるのは情操教育につながると思います。
（学校教育について）土曜日も授業をしてほしい。
小学生が参加出来る講座はたくさんありますが、幼稚園児が参加できるのは少ないと思いま
す。
もっと勉強に力を入れて欲しい（学校）。
もっと公衆でのマナーを教えた方が良いと思う。
保育園での教育の強化。幼稚園出身の子供と保育園出身の子供では、小学校に入った時の
学力の差がとても大きいと聞くので、幼稚園並とは言わないが、ある程度強化して欲しい。
幼稚園の無料化。保育料の軽減。3人目への補助がさらにあれば産みたい。
学校教育について、夏休みが長すぎると思います。１週間（他地域でも実施してますが）始業
式を早めても良いと思います。
地域の見守り隊の方々など、ボランティアとして放課後の活動にも参加して頂いたり、とてもあ
りがたいと思います。学校、家庭、地域がもう少し協力して取り組めることはないかと思う時が
あります。（防犯などで）
人とのかかわりが少なくなってきた時代になったなあと思います。私が住んでいる所はまだ声
をかけあえる所なので安心しています。
子育てしやすい環境だと思います。
保育園や小学校に塾や習い事の先生に来てもらって授業してほしい。（放課後に。）
教育資金等の説明（補助金など）。
富田林市はとても自然豊かな市なので、子ども達の教育に様々な自然と触れ合う体験教育を
たくさん取り入れてほしい。特に低学年までは五感を育てる体験をさせてほしいです。
学校も幼稚園もたくさんあり、いろいろな選択をしていけると思う。
公立幼稚園も3年保育を実施してほしい。
学校の授業中にじっと座って話を聞いていられずうろつく子どもや、幼児教育センターで親子
で先生のお話を聞く場面で私語に夢中で子どもを見ていない親など、家庭の教育力がかなり
落ちていると実感する。我慢のきかない親は子どもに我慢やけじめを教えられず、このままで
は小学校以降の学習に影響するし、頼もしい社会人に育ってくれない。場に即して「じっと話を
聞く」ことを小さなうちから徹底するよう、あらゆる手段で声高に訴えるべき。具体的には1冊の
絵本の読み聞かせに集中することから。
集団登校。
公立幼稚園の3年保育制を希望する。
新設校と40年近く経った学校では、設備に差がありすぎる。
ALTを私立幼稚園には配置しているのに、市立保育園には配置できないのか？そのような売
りで学習環境が整った都市として、転入者が増え過疎が解消されるようにしてほしい。隣の狭
山市はこのところ人気で人口が増えている。
未就園児なのでよくわからない。
学校教育も地域によってかなりのバラつきがあると聞いているので心配している。
家庭数が少なすぎるので、ずっと同じ友達とだけ過ごすことになる事が、もっと色々な友達と接
してほしいと思うので、残念に思います。
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働いていることもあり、普段接するのが保育士さんだけで、地域の人との交流も私たちにはな
いのが現状です。
高辺台小学校の生徒数が少ないのが気になります。学区の区割りなど見直してもらえたらと
思います。
公園、プールなど。
現代は先生の立場、威厳がなくなってきているように思う。保護者側が強くなり、子どもの教育
に悪影響だと思う。
環境が良いとは言えません。悪いとも言えませんが…。
高辺台地区はとても子供が少ない。学童、PTA等、役をしたくないと高辺台から引っ越す人も
聞くので、悪循環のように思う。何か特徴があれば子供も増えるのではないでしょうか。
1学年1クラスは少ない。
広いグラウンド、公園、緑の多い散歩道。子どもがのびのびと遊べる環境を望みます。
学童保育の延長。
子供の教育を考えて私立幼稚園に通わせているが、もう少し支援を増やしてほしい。3人目を
考えたいので。
安全で小さな子が遊べる公園がほしい。
公立の幼稚園を3年保育にして欲しい。3年保育がないために、私立の幼稚園に入園させるこ
とになってしまう。公立の教育方針が好ましいのに。
学校により常に携帯などにメール（授業の様子や月間予定など）が来る小学校があるのに、富
田林においては全くだと思う。
大阪市から引っ越してきたため、教育のことはまだ分かりません。情報が欲しいです。
学力の向上。理科、国語。
食物アレルギーの子供に対する給食の安全面、栄養面が心配。
夏休みプール教室を開いてほしい。宿題も多くしてほしい。
学校の先生が不足している。先生の質の低下を感じている。
小学生について、自分の子、他の子について相談する場がない。先生によって相談出来ない
し、しても答えや対応がありきたりでガッカリする。
放課後などを使い、勉強を無料で教えてくれるような環境があると嬉しい。
藤沢台小学校で学級崩壊している組があると聞きました。我が子を通わせるのがすごく不安
です。
いつも思うのだが、登校のマナーがなってない。先生もいる目の前で、道に広がって歩いてい
るのに注意する様子もないのには驚いた。
校区の小学校を見学したい。（私立との比較、学校の雰囲気を知るため。）
保育所を増やすこともいいが、（小学校へスムーズに移行できる）公立幼稚園の存続には、公
立幼稚園でも預かり保育や延長保育を行い、保育所と並行して教育する幼児期の教育の重
要性を改めて大切にしてほしい。
小学生の子供が2人いますが、各クラスの問題を学校だけで解決しようとする傾向があると思
います。学校と家庭両方で解決できるように、学校からのお知らせなどを積極的にしてほしい
です。
公立の幼稚園や保育園の保護者負担が多すぎる。先生の人数をもっと増やしてほしい。幼稚
園や保育園の先生の情報が古い。（母乳のありかた～離乳食やミルク、食育、しつけ。）先生
に気持ちのゆとりをもってもらって定期的な研修をして欲しい。
学校教育はもっとしっかりやってほしい。学校によって教育の進め方、やり方も違うらしいが、
もっと統一して、しっかりとした教育を受けさせたい。
詳しくはありませんが、広報でいろいろな活動を見て、娘が大きくなった時が楽しみです。
障害の子供を持つ親の地域の情報や学校の情報が欲しい。
富田林市を学力テストで府内上位にランクインするようにして下さい。
英語教育はいち早く取り入れてほしい。
とにかく、教育に力を入れてほしい。少人数制！勉強も出来ない子をバックアップし非行防止
してほしい。
中学校の給食を全生徒にしてほしい。
幼稚園の預かり時間を長くしてほしい。今のままでは、働き（パート）ながら通えない。PTA活動
が多い。
小学校に行くまでの就学相談を充実させて欲しい。
ゆとり教育から、もっともっとできる教育に変えて頂きたい。小学校1年から変えていってほしい
と思います。
・教育の質、教師の質の向上を！！（家庭や地域が本来していた躾を家庭で。教師の役割は
また別のところにある。）（もっと熱くそしてあたたかく！！）
・公立幼を大切にしてほしい。親も子も育つ豊かな場所である。
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各地区で子ども主体のイベント（まつり、人形劇等）を企画して、交流できるようにしてほしい。
上記同様。
英語教育を1年生から始めてほしい。
補助金は収入に関係なく一律に給付して欲しい。
伸び伸びと心も体も成長できていると思っています。家では兄弟げんかなど些細なことから…
が多く、日々どうすればいいのか？！と思案中。
まずは各家庭、そして地域ぐるみで皆の見守りで健全に育つと思います。
世界の子どもの教育を学んだ専門家を増やしてほしい。
周りの市と比べて情報機器の導入が遅れている。（河内長野市は各教室にプロジェクターや
教材提示装置などがある。）育児にはお金をかけているが、学校教育にもかけて欲しい。
小金台小学校での放課後の校庭開放。
地域行事をたくさん増やして学校から参加するようにするのはどうですか。自主的だと限られ
た人しか（いつも同じ人）参加してないように思います。もっと開かれた学校になってほしい。
来年初めての小学生ですが、小学校の事が全く分かりません。広報などでもっと各校の取り
組みや地域との交流、放課後地域に開放など、防犯面では難しいでしょうが、何とかならない
でしょうか。学童は親の就労が条件なので、就労時間によっては利用できないですよね。放課
後子どもたちは、自宅か習い事以外遊ぶところはないのでしょうか。最近本当に不審者が多
く、公園が怖いです。
小学校の先生方はいろいろ考えて下さっていると思います。
すこやかに子供が育ち、大人になるまであらゆる場での環境づくりが大切ですが、市民がその
ことに関心を持つことが一番。参加できるとなお良いと思います。
民間保育の職員の保育に対する資（向上を求めます）と絵本、玩具等の環境見直し。（園見学
で感じた。）
公立の幼稚園3年保育の導入してもらえれば、私立いかなくてもよくなり、働かなくてもよくな
る。
良好。
保育時間のもう少しの延長。
・小学校の図書室環境もっと利用しやすく。
・市立図書館にマンガを置いてほしい。（学習マンガ、偉人、歴史、手塚治虫 etc ）
図書館に子どもが自習できるスペース（自習室）を作ってほしい。ないのは非常に不便です。
先生の質に問題があるというか、人として問題のある人が教師をしていて大変な思いをしたの
で、人間として尊敬できる様な先生をお願いしたい。
中学校も小学校同様に完全給食制にしてほしい。
幼稚園や小学校の各所の説明の一覧があれば、比較や選ぶのに便利だと思います。
学校の授業のあと宿題や自由に遊ぶことのできる環境。特に夏休みの時など。
運動の機会（経験）がなく、不得意な体育科目を算数と同じように「できる、できた経験」をさせ
たい。→できるまで指導＆習得できる環境に&習得→夕方クラス市立体育館で指導されている
ように、各学校内でも昼休みや放課後に指導者を招いてほしい。
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問30 エ 子育てを支える生活環境の整備について
子ども達がのびのび遊べる安全な遊び場を希望します。市内の公園はゴミが多く、遊ばせて
いると気になります。
公園など外で遊べる施設が少ない。
昭和町に住んでいますが、子供を思い切り遊ばせてあげられる公園が近くにないです。
公園の除草やゴミの清掃、遊具の老朽化対策を。
近くにボール遊びができる場所がほしい。
近くに幼児が遊ぶのに適した公園がない。河南高校の裏の公園がまだ近いが、地面でこぼ
こ、毛虫いっぱいで、よちよちの子には不向き。他に遊んでいる子も見かけないので、改善要
では。すばるホールや金剛図書館でイベントがある時利用したいが、合う時間のバスがない。
レインボーバスの本数を増やしてほしい。
図書館にオムツ替えシートや授乳室を作ってもらいたい。
公園をもっと増やしてほしい。子どもがのびのび遊べる身近な所が少ない。
公園等、もう少し子供達が遊べる場所を増やしてもらえたらと思う。
錦織公園へのバスを運行してほしい。子供連れで平日は駐車料金を無料化するなど。
子供が安心して遊べる場所が少ない。公園は1つだけあるが、遊具もなく小さすぎる。
近くに安全できれいな公園を作ってもらいたい。
未就園児が安全に遊べる遊具が少ないので、増やして欲しい。公園の衛生面が不充分。
マンションに住んでいるため、なかなか子供たちを家の近くで遊ばすのは難しく、近くに公園を
作ってほしい。
住宅地である程、ベビーカーを押す率が高いので、通学路や住宅地周辺の道路整備を希望。
公園内を整備する際、トラックを中まで入れる時、車止めをきちんと元に戻してほしい。地面と
隙間があいていることが多く、危ないと感じている。
良い遊び場がないので、作って下さい。おもいきり遊ぶ子。公園や河川敷が汚い。トイレ、手洗
いなど。いつでも家族で遊べる様に。（大泉緑地の様に。）
近くの公園はよくゴミがたくさん落ちていたり、草がボーボーだったりして、利用しにくい。
・信号をつけてほしい箇所が数点ある。
・バスの時間が合わず、移動が困難。
・公園が少ない（寿町2丁目周辺）。
公園の砂場や遊び場が汚い。（犬のフン、ゴミ。）
昔からあったブランコやジャングルジムなどが無くなっていってるのは、さびしいなと思います。
広い公園を作ってほしいです。寺内町の中の道路を一方通行にするなど、道路の整備。
近くに公園がないので、作ってほしい。
（利用料、駐車料無料の）大きい公園と雨天でも遊べる屋内施設を市内に作ってほしい。（堺
市のビッグバンのような。）
遊具が豊富な公園があったらいいと思います。
妊婦を支える教育がない。お腹が出ていれば席を譲るが、初期ではマタニティマークをつけて
いても譲る人は少なかった。初期の方が貧血やつわりで辛いので、皆知識をもって欲しい。
公園の遊具を増やして欲しい。
夜道が全般に暗い。公園がある地域は密集してますが、ない地域は本当に公園がない。
・公園の雑草が邪魔で遊ばせにくいです。
・河内長野市の「あいっく」のような場が欲しいです。
交通公園や石川河川敷など、時々子どもを連れて行きますが、犬猫のフンやゴミが多く、もっ
と清潔な環境が望ましいです。
大きめの側溝に蓋も無いので、落ちないか心配です。蓋の設置を検討してほしいです。
公園が少ない気がする。古い遊具は新しくしてほしい。
公園を増やしてほしい。可能なら年齢限定の。
小学校全学年が楽しめる遊べる公園を増やして欲しい。現在ある公園をキレイにして欲しい。
幼稚園以下の子どもも遊べる市民プールを再開して欲しい。有料化してもいいので検討して
下さい。
遊び場や近くで犬のフンがあり、汚い住民がいる。
ぞうさん公園にゴミ箱を置いてほしいです。以前行った時に、ゴミ、ガラス破片がいっぱいで危
険でした。
通学路の整備。（溝や踏切など危ない場所が多い。歩道橋の老朽化も気になります。）
小さい子が遊びやすい公園が家から歩いていける場所にあればと思う。
通学路の整備。遊び場の充実。
・通学路で柵が無く、田んぼに落下する子供が続出している。
・通学路の歩道が狭く、ガタガタで通行しにくい。（税務署前、コメリ前など多数。）
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若松町内、もっと遊び場（公園・室内）を増やして欲しい。子供が安心して遊べる場所がなく
なって不便。
小さい子供が遊べる場所少ない。あっても学生の溜まり場みたいになってる。
公園が少ない。
公園が少ないため、子供達が道でゲームをしている姿をよく見るので、遊び場を増やしてほし
い。
公園が少ないです。空き地になっている所など、公園を造ってほしいです。
近所の道が狭く、よく車が落ちているので、なんとかしてほしい。
室内で遊べるところが全然ない。
小さくでもいいので、公園を増やしてほしい。
公園は草だらけ、ゴミだらけ。
保育園周辺の道幅が狭い。
公園の雑草が伸び放題になっているのを切って欲しい。
歩道が斜めすぎで、ベビーカーが押しづらい場所、狭い場所を広げてほしい。屋内施設（滑り
台、アスレチックなど。）
ベビーカーでの移動がしやすい様に、歩道の整備をしてほしい。
学校に近い通学路にさえ歩道のない部分が多い。道路を広げるのは困難でも、通学時間帯だ
けでも車の規制を強める事は可能なのでは？狭い道を高速で走る車両にハラハラする事が
多々あります。
新堂小学校前の道路を、通行許可証がないと通れないなどの（朝・夕の子供の通学時間帯の
み）車両進入禁止をお願いしたいです。
公園が少なすぎる。あっても遊具が少ない。他市等は0才から安心して遊べる公園があるが、
富田林は少ないように思う。住宅を建てることより、もっと子どもの遊び場が欲しい。
居住環境については、防犯カメラを通学路につけて、もっと明るく外灯を増やしてほしい。
安全に遊ばせれる遊具や場所がほとんどない。小さい子供向けの遊具がない。
公園が少ない。（小さい）近くの交通公園は犬のフンが多く臭い。富田林駅前がバイクのたまり
場になっていて怖い。
小さな公園でもいいので、もう少し公園を作ってほしい。遊具が少ない公園が多い。
安全な通学路。
一時保育利用で、なかなかちゃんと保育園に通えない。今2つの一時保育利用で、子どもは１
つの保育園が気に入り、もう１つの保育園を嫌がります。待機児童が多いのは分かるんです
が、もっと保育園を増やしてほしい。無理だと思いますが。
公園が汚すぎる。
安心して遊ばせる事のできる公園があれば、うれしいです。道路は広くて、変な段差はない方
がいいです。
街灯が消えてる所が多いので、夜道が危険。
公園が少ない。室内で遊べる場が少ない（特に乳児）。
子供達が遊べる公園が少ないので、学校へ放課後遊びに行ったり、幼稚園で遊んでから帰る
などしています。
近所に子供達が走り回ったり、ボール遊びなどができる公園がないので、作ってほしい。
ベビーカーだと通りにくい道路が多い（道がガタガタ）
レインボーバスの停車地点の充実（レインボーホールコースなど）。
喜志町にはある程度の大きな公園もなく、遊ばせる場所がない。
・周辺に公園がないので、遊び場がない。
・家庭で育児をしている時は、地域の子育て支援サービスをよく利用したが、車でないと行け
ない場合も多かったので、いろいろな場所で実施してくれたらもっと参加しやすいと思う。
近所の通学路は歩道が少ない（車は多いのに）。歩いても、運転していても、危ない所が多い
と思う。
歩道が狭く段差が多くあり、ベビーカーでは通行しにくい所が多い。線路によくベビーカーの車
輪がはさまり動けなくなる事もしばしば有。
歩道の整備。
学校の水道がレバー式や手動にして、石鹸も泡ポンプなどにすれば、もっと保健衛生的に良
いと思います。
川面町1丁目。近くに公園がないので、子供達が住宅街で毎日遊んでる。ボールとか投げた
り、思いっきり出来ないから可哀想。ブランコとかある公園も欲しい。
公園に遊具が少ない。近くに球技するスペースがない。
公園を作ってほしい。（旭ヶ丘町）
家のまわりに遊び場がなくて、思いっきり遊ばせる事ができない。他人の子どもに家の壁に
ボール等当てられ困っています。
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旧170号線沿いの歩道を整備してほしい。小学校の娘が交通事故で大ケガをして、今も通学
が心配である。
図書館の開館日を増やして欲しい。
道路整備、何とかして欲しいです！子どもを乗せて自転車に乗ると、ガタガタ道、細い道を選
んでも車がすぐそばをスピード出して走るので、危ないです。子どもが自分で乗るようになった
ので心配。
公園が少ない。歩道が少ない。
公園のセアカゴケグモの駆除を徹底してもらいたい。富田林駅前の図書館をもっと使いやすく
して欲しい。（金剛図書館のように。）
学童の子の帰りの時間、防犯パトロール実施。
子供自転車でも走りやすい様に道路を整備してほしい。喜志駅前や企業団地の道路がガタガ
タして怖いです。
公園はあるけど、人がいない。もっと地面もコンクリートなどできれいな明るい、子供が外で遊
べる所がほしいです。
喜志の商店街の喜志小に向かう道の歩道をちゃんと作ってほしい。
喜志町、旭ヶ丘町、公園が全くなくて、遊ぶ所やお友達ができません。
喜志の駅前通りは歩道がなくてベビーカーはかなり危険！怖いです。草ぼうぼうの公園が多
い…駒ヶ谷の公園のような、安全で綺麗な公園が近くにあったら嬉しい。
通学路の道路整備をしてほしい。
喜志駅周辺には、小さな子どもが遊べる公園が少ないので、作ってもらえるとありがたい。先
日、金沢へ行った時に立ち寄った「近江町交流プラザちびっこ広場」はとても広く、安心して子
どもを遊ばせることができた。
公園が少ない。
・公園が少ない。
・通学路の道が狭い割に交通量が多いのが心配。（粟が池の道路が出来るのか出来ないの
か気になっています。）
喜志町に住んでいますが、近隣に公園がないので、とても不便です。歩道もなかったり、狭
かったり、古かったりで、こどもを連れて歩きにくいです。夜遅い時間のバイクの暴走音なども
気になります。タバコを吸いながら、窓を開けての車の運転、トラックの多さなども、こどもと外
に出ることをためらう要因の1つです。
公園が暗い。木や草が生えっぱなしで、遊びづらい。道路が悪く、ベビーカーが不便。
子供が遊べる場所に動物を禁止してほしい。糞の後始末をしない人が多すぎて、汚くて、あま
り連れて行きたくない。
喜志小学校近くに公園が少なすぎる。遊ぶ場所がない。通学路の完全整備。
歩道はもちろん、道路整備をもっとしてほしい。ベビーカーが通りづらい道が多い。又、他市に
比べて下水の整備やライフライン（ガスが通っていない）などの整備が遅れています。通学路
も危ないところが多いです。
駅はホントに良くなりましたね！ベビーカーが楽になりました。住宅街を車が通り抜けたりして
危ないので、なんとかしたい。
近所に公園がない。車で連れて行くようになってしまっている。
桜井町の電灯が少なくて暗い。公園が少ない。オアシスが汚い。
喜志方面に公園が少ない。
公園など遊び場が近くにないので困っています。
公園の整理もっとしてほしい。草がぼうぼうだったり。
普段の地域での交流の機会も少ないので、公園のない地域では土地借り上げして公園を設
けて欲しい。
住宅（新しい）所には、公園がたくさんあるのに、古い地域にはない。近所にもない。遊ばす所
（公園）を作ってほしい。
通学路、交通量が多く、事故が起こらないかすごく不安を感じる。グリーンベルトだけでなく柵
などあれば、少しは安心だが…。家の近所に公園がなく、遊び場がない。子どもが安心しての
びのびと遊べる場所がほしい。（特に土・日）
南旭ヶ丘のみぞにフタがない所がとてもたくさんあり、何人も落ちたりしてケガをしているので、
何とかして欲しいです。
安全な公園を充実させて欲しい。
道路、公園等で犬の糞の始末をしていない。
公園の遊具をきれいにしてほしいです。（錆など…。）
公園をもっと作ってほしい。草が伸び放題なので、整備してほしい。
公園が少ないと思います。
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田んぼ、空き地が急激に減り、のびのび遊ぶ所がなくなったので、今の子供にも自然いっぱい
の富田林だと思って育ってくれたらいいです。緑が欲しい。
通学路が狭く、ガードレールが学校前にしか無い。グリーンゾーンに平気で車がはみ出す、電
信柱が歩道にあって邪魔。
・道を歩いていて歩道でもベビーカーがよくひっかかる。
・大きな公園や雨の日でも遊べる屋内施設があれば良いのにと思う。
騎士小学校区は遊び場が少ない。歩道が狭く車と接触する所がまだある。
もっと自然の中で遊ばせたい。今は危険でダメと言われ子供の自由に遊ぶ場所がないように
思う。
全市民プールの改修と開放
近所に沢山公園があり、草刈も適期的にしてもらっているので、遊びやすいです。
雨の日の遊び場が欲しい。（体育館など広い場所。）
富田林には古い公園はたくさんあるけど、新しい遊具のある公園が周りには全然ないので、
増やしてほしいです。
道路（歩道）がガタガタでベビーカーが押しにくいから改善してほしい。
公園のボール遊び禁止をやめて欲しい。家の前では車が走っているので、遊ばせれない。で
すので、公園でのボール遊びをさせてやって欲しい。公園で3DSをやってる子供を見ていると
悲しくなります。
公園でのボール遊び禁止があると聞いた事があるが、具体的にどの公園がダメなのかはっき
り分からない。
公園の遊具が楽しくない。幼児向けがない。古いものばかり。
道路のアスファルトの状態が非常に悪い。子供が足をひっかけてよく転びます。ケガの程度も
ひどくなる。
夏に利用していたプールが全てなくなり、近隣のプールを利用していて不便です。復活させて
頂きたいです。
錦織公園の駐車場を平日無料にしてほしい。（お花見シーズン、お盆は別。）
全小学校に早くクーラーをつけてほしい。
（道路整備について）梅の里の静かな住宅に住むが、住宅街の中に車のスピードを抑制する
道路を取り入れてほしい。市内のジャスコには、ベビーキープやベットなどのあるトイレがほと
んどないので、あると助かる。
ボール遊びが可能な公園の整備。子供会への支援事業があると子供はもっと伸びやかな土
台を形成できると思う。
遊具の充実した遊び場が欲しい。小さい子供が遊べるような場所が欲しい。バリアフリーに
なってきてるが、ベビーカーを使ってると不便な所もある。人と自転車と車が使いやすい道路
であれば…。
満足できていると思います。
喜志駅から梅の里へ向かう道路ががたがたで、バギーや自転車での走行がしにくい。特に喜
志駅周辺環境をもう少し整えてもらいたい。駅前に魅力的な施設が無い。空洞化が進む中、よ
り良い環境にする為、市からも生活者に寄り添いつつもアクティブな対策をとってもらいたい。
・魅力的な商業施設。文化施設の招致。
・アベノ橋駅→古市間急行の増便。
魅力的な街になる事により、市のブランド力となり、住みたい人が増え、人口が増え、人が人
を支える街になり、子育てを支える街になると思う。世の中が都市化していく中で、田舎には田
舎の豊かさ、そこに住んでいる事が恵まれた事である事をアピールする街作りをすすめて行っ
ていただきたい。
住宅街で公園はあるが、子どもならではのスケボーやローラースケート的な遊び出来ない。ま
た、緑地に入るなとか、公園であってもボール遊び禁止など、山ほど子どもに制約を与えてお
いて、最近の子はゲームばかりとか、体力の低下など言わないであげてほしいと思います。ど
うすればいいのですか？
アスレチックの様な遊び場所があれば良いと思います。
河内長野の「あいっく」の施設はいいと思うが、富田林市は違う形で子育て支援サービスを考
えてほしい。例えば、年間1人10枚チケットで、1日4〜5時間保育してもらえると助かる。
公園の数をもっと増やす。
歩道が狭くてベビーカーで通りにくいので、もう少し幅を広くしてほしい。
室内で子供が遊べる場がほしい。
・歩道が狭い。道がガタガタ。
・道路の白線の内側を歩く幅がない。（狭すぎる。）
歩道、自転車道の整備、公園の管理。

58 / 85 ページ

資料5_富田林市(就)その他・自由意見

問30エ

大型公園以外の遊具も充実させて欲しい。鉄棒の練習をしたがるが、鉄棒のない公園が多く
感じる。
大伴校区周辺に子供が安心して遊べる広場や公園が少ないと思います。
楠町には子供が遊ぶ場所がないので、公園など作ってほしい。
公園が多いが、誰も遊んでない所もある。
0〜2歳児が1人で乗れるブランコを設置して欲しい。道路の拡張。街灯が少ないので増やすべ
き。
一つの町内に一つは（できれば広めの）公園を作ってほしい。子供が遊ぶ場所がなく、道路や
スーパーで遊んだりするので困る。図書館の数も少なすぎる。他市から転入してきたが、前の
市では各学校の図書館が大きく、市民にも土、日、祝も開放されていた。そこで育った上の子
はよく本を読みよく勉強するが、こちらで育った子たちは3人共本を読む習慣が身につかない
ので集中力もなく、記憶力、理解力が乏しい。
道路にガードレールがないので、危ない。街灯も少ない。田畑の溝（蓋？がないので）に落ち
そうで怖い。
地域に小さい子どもが遊べる広い公園があればと思う。（広い公園になると、小学生がボール
遊びをし、危ない事が多い）。
公園がない。
用水路の蓋か柵が欲しい。
遊具が多い、小さい子でも遊ばせれるような施設があればいいなって思う。トイレとかもあっ
て。
富田林市内でも端にある為、街灯が少なく、人通りも少ないので、増やしてもらいたい。又、安
心して遊べる大型の公園などがあると嬉しい。
道路整備。室内遊び場を増やす。
通学路のガードレールを増やして欲しい。街中は夜明るいですが、住宅の方への街灯を防犯
にもつながるので、沢山つけて欲しいです。
子供たちの遊べる公園を作ってほしいです。
歩道がなく、危険な道が多い。
狭い道でも大型トラックなど含む通行量が多いところがあり、気になります。
公園がない…。少ない…。住宅ばっかり建って小さい公園ばっかり。だったら、学校を開放して
欲しいです。
金剛中学校区から第三中学校区に最近引っ越して来ましたが、歩道があまりなく、大きな車が
よく通るので、徒歩や自転車が危険です。ベビーカーは利用しにくいと思います。
サバーファーム、ワールド牧場の有効活用→こどもの情操教育に。特にワールド牧場は往
路、復路の各660円分金剛タクシー割引券をセットにして、もっと動物にふれあう機会を増や
す。子どもの自然体験では、富田林市営キャンプ場の積極的な活用を願うところです。この点
は大阪府茨柿の市営キャンプ場をモデルとすればどうでしょうか？（私が茨柿出身だから、
「今の富田林市営キャンプ場はもったいないと思う訳ですが…。）
公園の整備、照明を、今以上に遊びやすくしてほしい。
“犬の糞の禁止”看板を立てているのにも関わらず、私有地や市の道路、市の公園などでの
糞が多いので、困っています。また公園などの遊具を自分達の子どもの時にあった様なもの
を増やしてほしいです。
北大伴地区に公園がない！！通学路も狭く、車もよく通り危ない。歩道がほしい！！
室内遊び場などの提供（無料で…）。広場でも遊んでいるが、少し大きくなると（3〜4才位）物
足りないような時有り。
歩道の整備や、町として（市として）道路計画など優先すべき所は優先して、計画的にやって
いただきたいです。
富田林には無料で使える大きな公園があまりないので、もっと整備してほしい。遊具がたくさん
駐車場がある公園。
公園の遊具が古くて少ない。（錆びているようなものが多い。）プラスチック等の滑り台があると
嬉しい。公園を増やしてほしい。
入口が坂になっている公園が多く、危険。女子トイレに子供用小便器を設置してほしい。
北大伴町に子供が遊べる公園がありません。作ってほしいです。
通学路となる道路が幅がせまく、車の往来も多いので危険です。歩行者用通路を整備してほ
しいです。
小学校までの通学路には、必ず歩道があるようにしてほしい。ない道があり危険でした。
子どもが少ない地域ですが、もう少し近代的な公園が欲しい。歩道の確保。
東條校区から第三中学校までの府道は交通量があり、大型車の往来が多いものの、歩道（自
転車通行）に難がある箇所があり、大変危険に感じています。
地域の歩道が少なく子供が歩くには危ないので、もっと安全にして欲しい。
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東条小学校区では、歩道のない道路を通学しています。とても危険なので、歩道の設置を検
討して欲しいです。
学校給食は、安全な食材を使用してほしい。どこからどういう物を仕入れているか、公開して
ほしい。
道路整備、安全に自転車を乗れる道路。公園・遊具の充実。・ボール遊び。
地域、公園遊具の充実。
歩道を整備してほしい。（東条地区）
大型トラックの交通が多く、危険なので、ガードレールの設置や白線を引くなど、少しでも安全
な環境を作って頂きたいです。
公園などの整備をもう少しして欲しい。
子供が安心して遊べる室内の施設がほしい。
近くに公園があるのですが、人がいる所を見たことがなく、草がいっぱい生えていて、また「マ
ムシ注意」の看板があるので、ちゃんと整備されているか心配で、子供を連れて行けません。
（下佐備の公園）。
安心して遊ばせれる公園が少ない。増やしてほしい。整備してほしい。
小さな子どもが遊べる施設（公園等）を増やしてほしい。
子供達が学校から帰ってきてからの、外で元気で遊べる遊び場を、お願いします。
雨の時や土・日・祝でも遊べる所を作ってほしい。
彼方は昔からの土地柄、道が狭く、ベビーカーを押して歩くには大変危ない。大学や高校もあ
り、大人数の人が広がって歩くため、車も対向しづらく事故が起こりかねない。
ボール遊びができる場所が少ない。
（道路整備について）歩道をつくってほしい場所が何ヵ所かある。滝谷不動前道路…。（遊び場
について）土や砂を触らせたいが、砂場はネコの糞害で遊べない困る。
近くに公園がない事。
最寄りの公園はボール遊び禁止です。子供が少なくなっていることで、大人中心の社会になっ
ていると思う。
河内長野の「あいっく」みたいな遊び場が富田林にできるとうれしい！！
公園がないので、作って欲しいです。
公園がない。道が狭いのに、車危険すぎる。
もっと遊びやすい公園が増えてほしい。
富田林には遊具の多い（楽しい滑り台 etc）が少なすぎると思います。増やして欲しいです。無
い為に、園庭開放を利用していました。
田んぼや自然を生かしてほしいです。どんどん田んぼが破壊されているので、身近に自然や
季節を感じられる様にしてほしい。
公園が少ないので、公園を作って欲しい。公園が難しいのであれば、河内長野にある「あいっ
く」の様な屋内で遊べる施設を作って欲しいです。川西駅にエレベーターをつけて下さい。（ベ
ビーカーでの階段の昇降は大変です。）
小学校通学路の安全確保。（あまりにも通学に距離があるので、小学校入学がとても心配。）
近くに遊べる公園が欲しい。
近くに大きい公園があるといいです（無料）。
小学校の制服を作って欲しい。スクールバスを用意して欲しい。
・遊具の老朽化が気になる。自治会で清掃している公園、そうでない公園とのバラツキがあ
り、安心して色んな公園で遊ばせれない。（乳幼児は。）
・通学路は見まわり隊の方々がいるので少し安心。交通量の多い所、ガードレールがない歩
道には、大人の見まわりが通学中必要。
道路の道幅が狭いので（近所の）車が通るとヒヤっとする事が多々ある。また、道路がガタガタ
になっているので、きれいに整備し、通学路にグリーンベルトをして欲しい。
道路整備は整ってないと思う。子供を歩かせる幅もなく、大きくなって自転車を乗るようになっ
たらどこを走るのかと思うととても怖い。公園も少ないし、整備されていない。遊具も単純すぎ
る。
川西駅にエレベーター設置。ベビーカー使えない。
歩道が途切れていたりするので、確実に確保してほしい。
バス路線の充実。
・自然に恵まれているとは思いますが、いざ遊び場となるとあまりない様に思います。雨でも暑
くても安心して遊べる場所があればいいなと思います。
・通学路でも細く歩道のない道が多い上に、スピードを出している車が多いので危ないと思う
事が多いです。
板持幼稚園で放課後もっと遊ばせてあげたい。（来年閉まってしまうので）休園期間も開放して
ほしい。
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地域により、公園のあるなしの格差が激しい。子供の遊び場を作ってほしい。
雨の日でも遊べる施設を作って欲しい。
プールがない。水遊び場がない。夏、冬の遊び場はほとんど市外か府外へ行く。
子供の遊び場が家の近所にありません（西板持）。板持幼稚園も来年度から閉園になるので、
特に遊び所が欲しい！！幼稚園をそのまま残して欲しい！！
冷暖房の完備。
公園の数が地域によって差があると思う。近所に全くないので、（子供が小さいので）出会いの
場がなくて困る。
西板持に公園が欲しいです。ずっと何度も言ってますが・・・。家の中か危ない場所しか遊ぶ所
がありません。
もう少し公園を増やしてほしい。
最近、ボールを使える場所が少ない。子供が外で遊ぶ場所を探すのが難しい。
公園が不衛生なことがある。犬猫のフンで子供が遊んでいる所を見たことがないし、避ける。
ボール遊びができる広い公園を増やしてほしい。
大きな公園があるとうれしいです。
道路の柵、細い川の付近の柵が無い等、危険な所の整備はどこへお願いしたらいいのか分
からず放置する場合がある。
住宅が密集している所では公園が少ない。図書館の本が、少なすぎる。河内長野のkixはすご
く多いし新しい。
通学路の車の速度規制をお願いします。
近くになかなか公園がない。
ショッピングモールなど近くにできて欲しい。雨の日の車からの移動に屋根のある施設が少な
い。
小学校の校庭が開放されていないためか不明ですが、2時を過ぎると公園が小学生にとられ
てしまう。小さい子どもには危険な場所になる。
小学生の子供がボール遊びを出来る所を作ってほしい。
乳幼児向けの遊具が整った公園がほしい。落ちないブランコ（座るところにベルトがあるなど、
工夫されているもの）、小さめのすべり台等。→心斎橋オリックス劇場横にある公園が理想で
す。
川西駅前の通行量の多さ、スピード。公園での自由遊び（ボール禁止はおかしいのでは？）各
校区に大型公園を希望する。
河内長野の「あいっく」みたいなのがあれば良い。きれいな図書館も。
小学生が土、日によく学校の運動場に集まっているのを見かけます。遊び場がないんだなあ
…と思います。広い運動施設や体育館の開放などを積極的にしてもらえたらと思います。
歩道をもう少し平らにと、段差をなくしてほしい。ベビーカーで行くと、すごく押しにくいです。
遊び場→近くに子どもたちが集える公園がない。二の次のような公園の立地と設備。我が家
の近所にはほとんど子どもたちが通らない場所に公園があります。住宅建設するための自然
破壊が多い。すぐに戻ることのない自然を簡単に壊して欲しくない。
道路整備→安全を優先した整備（安全な通学路等）であれば必要性を感じる。
川西地区に子供が安心して遊べる公園が欲しいです。すばるホールに図書館があれば嬉しい
です。子供たちも活用するだろうし…。
遊び場があっても、子供だけで遊ばせるのは不安な世の中になっているので、大人に監視し
てもらえるような遊び場があると、親も安心なのですが…。
公園が少ない。小学生が遊べる公園はあるが、まだ幼稚園にも入っていない年齢でも遊べる
公園を近所で見たことがない。
近くにいい公園がなく、外遊びがなかなかできない。錦織公園の駐車場代を、子育て世代は
少し安くしてもらえるなどがあればいいなあと思う。
子供達に遊び場所がどんどん減っているので、せめて川西プールなど市営のプールを復活さ
せてあげてほしいです。（遊び場所の確保。）
自転車の練習ができたり、ボール遊びもできるような場所が家の近くにあれば・・と思うことが
よくあります。
自転車が走りやすい道路を作ってほしい。
小学校へ通う道は交通量が多く、ガードレールがない所もあるので、不安に思います。
公園の遊具の見直し。
路側帯もない道路ばかりなので、きちんと確保してほしい。
公園も大きなお兄ちゃんたちが野球、サッカーをして、小さな子供たちが遊べない日が多々あ
る。
近くに児童館など子供の居場所がほしい。（小学生）
もう少し公園で遊べるところがほしいです。水道とトイレの設備をお願いしたいです。
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中3までの乳児医療希望。
公園の整備を充実させて欲しい。
遊び場もっと増やして欲しい。公園の砂場などネコのフンなどで遊べない。
小さい子どもが遊べる公園が少ないので増やしてほしい。遊び場がないため、道路で遊ぶ姿
が見られる。
（遊び場について）河内長野の「あいっく」のような所があればよい。
子供だけで安心して遊べる場所がない。
家の近所は歩道がないので、片側だけで良いので、保育園、小学校までだけでも整備してほ
しい。
公園があってもボール遊び禁止が多く困っています。
錦郡幼稚園、小学校（20年前と同じ）、老朽化していると思います。建て替え、整備等してほし
い。（錦郡地区以外にも）。公立幼稚園でもバス登園で安全に。
もう少し色んな施設の建物がきれいに建て直しされれば良いと思う。
夏場、公園で水遊びが出来る場所を作ってほしいです。錦織公園は、平日は駐車場無料で開
放してほしい。
安全安心な遊び場の提供。
公園の遊具を増やしてほしい。
道路が狭いため、危険である。
子供が小さいうちは、雨の日の過ごし方に困ったことがありました。（ア）につながりますが、車
がなければ不便で、何でも動きにくい地域と思いました。
砂場に糞尿が多いので、柵を作って欲しい。錦郡公園の砂場も掘って遊んでいると、埋めて
あった…。
自転車専用道路の設置。公園の砂場は、動物（猫や犬）が入れないよう柵がほしい！
子供の遊び場である。公園が犬や猫の糞で汚染されて安心して遊ばせられないので、もっと
飼い主に指導して下さい！
小学校、中学校共に通学のための道路が不安。車や池等、危険そうな場所がある。
砂場に猫や犬のフンなどがあるので、柵をつけてほしい。小さい子どもが乗れるように、ブラン
コに安全な柵？をつけてほしい。
雨天時の子どもの遊び場が少ない。河内長野や松原までわざわざ出掛けている人も多い。
寺池西側の道路を整備してほしい。木の根で浮いてベビーカーがものすごく押しにくいし、ガタ
ガタして子どもがかわいそうです。自転車も走行しづらいです。
公園の安全性。
金剛駅前に交番がほしい。南海バスを全てバリアフリーにしてもらい、ベビーカーで利用しや
すくしてほしい。
公園では子どもがのびのび遊べるように。ボール禁止などやめて欲しい。
滝谷駅周辺の区画整理。
公園の遊具を増やして、いつでも快適に遊べるように草刈をもっと頻繁にしてほしい。
休日に遊ばせる場所が増えると良い。
安全に安心して遊べる場所づくり。
最近ボール遊び禁止の公園が多くなってるので、子供がボールで遊べる公園を作ってもらえ
たら嬉しいです。
公園をもっと明るく美しくしてほしいです。
不審者情報を目にする機会が増えてきて、通学路や子ども同士で外であそばすなど不安が多
いです。市と市民が一体となり子どもに安全な町づくりをするため具体的に何をすればいいか
知れる機会がほしいです。
誰でも利用でできる、室内遊具もあるような子供の家があればいいと思う（神奈川県にはあ
・通学路にはガードレールをつけてほしい。
・ボール遊びが出来る場を増やしてほしい。
連絡所で出来る手続きを増やしてほしい。
錦織公園の入口がベビーカーや自転車が入りにくい。もっと利用したい。
市民プールを利用できるようにしてほしい。
公園に小道をつけてほしい。公園内にベンチがほしい。
市営プール。
道中の危険があり、外出（子供だけの）は、不安があります。高齢者の運転も注意に欠ける場
面がよくあり、歩道と道路の整備をしっかりして、事故が起こらない環境にしてほしい。
公園を充実させて。しょぼい公園ばっかりやん。しょーもな。
遊び場をもっと増やしてほしい。ボール遊びのできる公園がほしい。
道路の見通しの悪い所には、ミラーを付けて欲しい。
通学路の歩道の安全性の向上を希望します。ガードレールや反射板の設置など。
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金剛駅の東側のエレベーター設置。
防犯カメラの設置。遊び場は河内長野にある「あいっく」が本市にあって欲しい。
たくさん公園があるが、あまり利用してないように思う。
公園でボール遊び禁止の場所が多いので、ボール使用可能な場所を寺池台校区内につくっ
てほしい。
公園の入口が階段でバギーを押して入りにくい。持ち上げないといけないので、何とかして欲
しい。
公園の遊具などの安全点検をきちんと行ってほしい。
市が提出する遊び場を増やしてほしい。
街灯を増やして欲しい。
青葉ヶ丘幼稚園の親子教室に自転車でよく通いましたが、道が狭く歩道がほとんどなく通いに
くかったです。
街灯が少ない。暗い。特に金剛錦織台の住宅内の街灯が少ない。暗い。
河内長野市みたいな室内が広く色々遊べる遊具があって、色々な世代の人と交流出来るセン
ター等があればいい。
草刈りをもっと頻繁にしてもらいたい。公園が草ボーボーで遊びにくい。遊具もたくさんあれば
いいな。
団地には公園が沢山あるのに、鉄棒がありません。幼稚園の子が練習できる高さは、金剛伏
山台に1つあるだけです。ブランコまわりの柵で練習したりで…鉄棒があればなと思います。
ガードレールをもっと増やしてほしい。街灯も増やしてほしい。
（遊び場について）公園を増やしてほしい。
通学路の安全確保。公園などの照明の点検。
事故多発地点の信号、及び標記の増設。
河内長野のあいっくのような無料の室内設備で遊べる所があると嬉しい。ついでに交流、相談
も気楽にできる。改まって説明会、講習会として日時を指定されても、その時しかなければ行
けない。
公園をきれいにしてほしい。大きな児童館があればよい。
金剛図書館、地震が来たら大丈夫なのか心配なので、河内長野図書館を利用している。
道路整備、路上駐車の取り締まり強化。
夏に水遊びの出来る公園が欲しいです。
雨の日や夏冬遊ぶ場として室内施設で大型のものがほしいです。ないので、河内長野の「あ
いっく」に行っています。富田林の図書館、児童館は施設的に古いと思います。
公園や広場の安全。室内の遊び場（雨天の時等）。
砂場が猫のうんちで汚かったり、公園にゴミがたくさん落ちている。
公園の砂場に柵や囲いをして、猫や犬のオシッコをできるだけ防いで欲しい。
子供の遊び場が少ない。（公園でサッカー禁止が多い。）
2〜3才の子供が遊べる公園がない。
全学年での少人数学級。富田林のプールを新しく作ってほしい。
道路が悪すぎるためガタガタ。
公園の整備。夏のプールの開放。
伏山台から滝谷へ抜ける道とエコロタウンと交わる所が危ない。どちらが優先か分からない。
何度かぶつかりそうな車を見かけた。
富田林市内、私がよく行く場所は、ベビーカーで移動することも不自由したことはありません。
ただ通学路になっている道路で車やバイクの荒っぽい運転を目にしてはヒヤヒヤする時があり
ます。
公園などの砂場で、子供が手を切った。砂の中に何が入っているのか分からず遊ばせられな
い。たまに点検してほしい。
久野喜台に住んでいますが、街灯が少なく夜道がとにかく暗い。冬になると6時頃には真暗な
ので危ない。特に車が通ったりする場所だと心配です。
公園などが少なく、遊ぶ（思いっきり）所がなくなってきて、かわいそうだなあと思います。
（道路整備について）老朽化でコンクリートに凸凹が多く、子供が転びやすい。三輪車も進みに
くい。
加太に住んでいるが、近くに公園がない。
安全な遊び場（公園等）増やしてほしい。
自然は多いが、身近なところに小さな子供が遊べる公園が少ないように思うので、もう少し増
やしてほしいです。
公園を増やしてほしい。（近場になく、一番近い公園に行くにも自動車での移動じゃないと行け
ない。）歩いて行ける距離がいい。
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五軒家に住んでいるのですが、車がないと子供と行動するのが危ない。また歩道が全くない。
家も増えて交通量が増えている危険です！
住宅を出てすぐ道路になってて、車もかなりのスピードで走ってきます。子供達が学校に行く
時も危なく、歩道をつけてほしい。もしくは住宅があるとわかる様に、道路に何かつけてほし
い。
公園の充実を図って欲しい。（ゴミが散らばってる。）
遊び場が少ないと思う。ママ友なども出来ればつくりたいのに…。
ボール遊びが出来る公園をもっと増やしてほしい。
近所の公園にトイレがなく遊ばせづらい。夜に高校生ぐらいの若い子が集まっているのか、ゴ
ミ、吸い殻など落ちていて、子供が触り遊ばせづらい。ゴミ箱もしくはパトロールなど何か対策
を！！
市民プールが川西で再開するみたいですが、金剛地区でも考えてほしい。
歩いていける公園がないので、車でいかないといけないのが辛い。
公園の遊具がどんどん減っているのはなぜですか？
子供は今3歳ですが、道路も歩道の区別もつきませんし、車に気を付けながら歩くという事が
出来ません。歩道が狭い。車道と歩道の区別がきちんとついていない所を歩かせるのは親も
とても気を遣うので、どうしても車移動が多いです。もう少し道路整備をお願いしたいです。
加太に公園がない！！
公園の遊具が少なすぎたり古すぎたり。滑り台は石だと滑りにくく、鉄？だと夏は熱く無理で
す。樹脂がいいのでは？
公園がない。
小さな公園の遊具や砂場の充実を希望します。
近所の公園の整備は、よくされているなと感じていて安心だが、子どもがとにかく走り回った
り、思う存分ボールを追いかけられるような場がない。野球禁止になっていたり、フェンスがな
くて道路にボールが出る心配から球技ができない公園が多く、唯一学校ならば安心してできる
環境なのに、放課後は学童クラブが使うからスペースがわずかしか与えられなかったり、と不
自由。結果的に誰かの家に行って室内で遊んだり、商業施設をうろついたり…。毎日ドッジ
ボールやサッカー、野球をして健康的に遊んで欲しいのに！
室内での遊び場が無い。親としては“あいっく”のようなものが欲しい。
通学路にガードレールが必要。登下校時に交通量が多い所以外でも取り付け希望。他地域で
の事故が他人ごとではないと思います。
大きな公園だけでなく、小さな公園の遊具を整備してほしい。
道路はもっと整備してほしい。細い道が多く、空家も多い。空家の土地を買い上げて、道路を
もっと広くしてほしい。民家から樹木が沢山はみ出している。高い位置ならば、陽陰によいが、
交通歩行に邪魔になるものは指導してほしい。
車の通りが激しく、よく子供がひかれそうになる所をみた事があるので、どうにかしてほしい。
（イルカ公園の前の所）。
公園が少ないので増やして欲しいです。
情報を知っても、バスが通っていなくて、行きたくても行けない。青葉丘、加太、五軒家にバス
停がほしいです！！
大阪狭山市駅前の歩道がほしい。（関西アーバンあたり）
子供が安心して歩ける道路作りにとりくんでいってほしい。
富田林市は小児科や公園などが多いため、比較的子育てがしやすい環境だと思います。
ガタガタ道はベビーカーが通りにくいので舗装してほしい。
子どもがゴミを拾って口に入れたりする。タバコのポイ捨てが特にいや。道路でタバコを吸わな
いでほしい。
公園遊具の整備、老朽化の撤去又は新設。
赤ちゃんや小さな子供が安心して遊ぶことができる施設の充実。駐車場があるとありがたいで
す。
お年寄りのバギーなどがアスファルトの段差にひっかかったり、バイクがすごい勢いで道に
突っ込んできたり。歩道がないところは怖いです。
ボール遊びをする所が少ない。歩道の段差をなくしてほしい。
道路沿いの街路樹をなくしてほしい。（右左折する時、視界が悪く人が歩いてるのが分からな
い。夜になると街路樹でよけいに暗くなり、歩道が危ない。）
引っ越して来て数ヶ月、遊び場などの情報が少なく探すのに色々調べた。転居時に簡単な情
報が載っているものを渡すようにしてほしかった。
夏場でも水遊びができるような公園が欲しい。守屋狭山線での事故が多いので、どうにかして
ほしい。
危険なところも目にしますが、どこに言えばよいかわかりません。
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公園が少ない訳ではないが、遊んでいる子供をあまり見かけない。もう少し魅力ある遊び場を
増やして欲しい。
有料でもいいので、屋内で遊べる施設がほしい。
遊び場をもっと広くしてほしい。
歩道を広く安全にしてほしいです。子どもと手をつないで並んで歩く事のできない細い歩道が
あるので、困ります。
高辺台3丁目のバス停、横断歩道の所に押しボタン信号つけてほしいです。
高辺台2丁目に住んでます。途中まで歩道がないので不安。（喫茶店たんぽぽくらいまで。）
市役所などではある所もあるが、トイレにベビーカーを持ち込め、さらにベビーチェアの設置を
してほしい。
広報紙で子育て世代を増やしたいという内容を見ました。そのために私が望むことを書きま
す。
・急行停車駅の金剛駅周辺の開発。
・家族で行きたいと思うショッピングモールの誘致。
・近鉄線での“あべの”への利便性の向上。
・魅力のある私学校の誘致。
あとは、小・中1クラス20人学級という思い切った子育て支援がないと、どんどん子育て世代は
減っていくように思います。
雨天時に車で乗りつけて遊べる場をもう少し増やしてほしい。
公園の衛生状態が汚なすぎる。校区内の公園の清浄をして欲しい。遊具も少なく原っぱばっ
かり。砂場も汚なくキケン。
いつも清潔で、安全な環境だと思います。
保育園を増やして欲しい。
遊びが活発な子（少し大きい子や男の子）でものびのび動きまわれる、1日自由に利用できる
支援施設があるとありがたい。
大きな公園が少ない。遊べる遊具をもっと増やしたり、野球やサッカーをする大きな場所が欲
しい。
金剛図書館が古い。トイレも子供用があったらうれしいです。藤沢台小学校区の住宅街の通
学路に、歩道の線をかいてほしい。車の通りが多い。
公園等遊び場、防犯上必要と思われる範囲で防犯カメラ等の設置があればいいと思う。
川西プール再開してほしい。（乳幼児のプールが市内にない為）夏遊び場を探すのに苦労す
るので。
登園の事故はやっぱり心配です。しかし、仕事もあるし、ついて歩くことも出来ず、不安です。
金剛エリアの住環境の良さにひかれて、大阪市から引っ越してきました。しかし、子供の遊び
場は河内長野や狭山の方が優れているように思います。土・日はそちらへ行ってます。
・第2藤沢台公園に遊具を作ってほしいです。
・藤沢台4丁目と7丁目付近の交差点に、信号を作ってほしいです。（交通量が多く、小さい子
供が多いです。）
ハイハイも出来る（芝生等）の場所があれば嬉しい。
砂場の猫、犬の進入防止柵の設置。
川西プールがなくなって、夏困りました。是非、早めの再開を望みます。
河内長野市内にあるあいっくのような無料施設を作って欲しい。
衛生的に安全な砂場。（柵があるなど。）
藤沢台周辺は歩道がガタガタしているので、子供を乗せて走りにくいです。公園は多くていい
と思います。
遊び場がない。お金を出しても遊べる場がなく、堺市へ行かないとダメなのが不便。
近くに公園が少ないので、遊具で遊ばせるには車とかで行かないと行けない。
児童館以外に遊べる施設を作ってほしい。河内長野のように。
公園の砂場に猫のフンがたくさんあり、遊べませんでした。藤沢台公園です。
近所に公園（遊具のある）がない。
セアカゴケグモ、季節的に卵が多く、藤沢台4号公園の遊具（シーソー下、すべり台下等）に多
く見られたので、市として一度点検駆除をお願いしたいです。
河内長野市にある「あいっく」の様に、商業施設内に小さい子供の遊び場兼情報発信所があ
ると、利用しやすく便利だと思う。
歩道がアスファルトなのはいいが、ゴツゴツしていてベビーカーや三輪車などの走行にはかな
り抵抗がある。もっとなめらかな歩道にしてほしい。
ベビーカーで外出しても、特に「通れなくて困った」などの不便を感じたことはありません。公園
も草抜きや掃除などいつも綺麗な状態で、本当に子供には良い環境だと思っています。
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公園にブランコがありますが、安全ベルト？！赤ちゃんでも座れる様にしてもらいたい。（多く
増やして欲しい。）
小さな子供が安全に遊べる清潔な公共の公園がほぼ無い。大きな公園は錦織公園。禁煙の
看板を立てて欲しい。
夏の市営プール増やしてほしい。
来月ベビーカーを購入予定ですが、これまで生活の中で支障を感じたことはありません。
向陽台地区にボール遊びが出来る遊び場（グラウンド、公園）をつくって欲しい。
公園トイレの洋式化。（衛生面で問題あるなら、このままでもよいです。）市営プールの再開。
歩道が根がはってデコボコで、バギーも自転車でも徒歩でも歩きづらいです。
金剛東地区に児童館を造ってほしい。
子育て支援センター：平日と土しかあいていないのは不便。
十分満足できています。有難うございます。
近くにもう少し公園があったらいいなと思います。
雑草や犬の糞が多く、衛生的に気になる。田舎だから仕方ないが…遊び場は多く満足してい
る。犬の糞の放置が多く、ちびっ子が間違って触ってしまったりする！！
近年の夏の暑さは異常です。空調の整備が急務だと思います。
ベビーカーを押していて気付いたのですが、遊歩道でも段差が多く、スムーズに動かせません
でした。
ベビーカー小さい子が危なくないよう、歩道などをきちんと整備してほしい。
最近安心して子供を遊ばせにくい。
公園の吸い殻の多さが怖い。誤食。
子どもが自由に関われる自然環境の整備、保全を求めます。（自然があっても登ったり、触っ
たりできない飾りの自然では、十分に遊べない。高辺台自然公園のようないい崖斜面がある
のに危ないから登るなと市の看板がある等、規制が多すぎる。自然のサイクルがある公園、
生き物が豊かに生きる公園を、市として意識して目指して欲しい。公園はたくさんあるのに、生
き物が少ない（いない）のはなぜかを考えてほしい。身近な自然が学びの場になるように市と
して考えてほしい。
公園や遊歩道で遊ばせたいが、犬のフンが多すぎて、すぐに物を拾う子供を連れて歩きたくな
いです。マナーの問題ですが…。
公園の遊具を充実させてほしい。
公園遊具の更新。雨の日に利用できる遊び場が欲しい。市民プールの再開または新設。←強
く希望！！
子どもが安全に遊べる場所が少ない。住居が多い地域が車の抜け道になっていて、危険であ
る。
周辺の歩道がベビーカーで通るにはとてもガタガタで不便。（小金台）。横断歩道が少なく、
あっても信号がないので、子供には危ないと心配。
小学校までの道はキレイで良いと思います。信号のない横断歩道が少し不安。事故（車とバイ
ク）を見ているので、ボランティアの方が立っている時でも注意が必要だと思います。
街灯を増やして欲しい。高齢者のムチャな自動車運転をなんとかして欲しい。
遊具の充実、遊び場を増やして欲しい。それによって親同士の交流も増えて明るい町に。
公園・プールの充実。
小学生が子どもだけで安心して遊べる町であってほしい。オートロックのマンションは、かえっ
て閉鎖的で危ないように思います。
登下校時間帯に限っての車輛通行止をしてもらえると安心して送り出せる。無謀な運転の車
が多いため。
公園でボール遊びがやりにくくなっていて、道路でされてすごく迷惑しています。どこか出来る
広い場所がほしい。
金剛団地周辺は充実しているが、近鉄沿線は整備されていない。
富田林には、きちんと整備された公園が多く、とても素晴らしいと思っています。これからもそう
あってほしいです。
最近不審者が多く、公園で遊べないので、悩んでいます。放課後に学校では今は遊べないの
ですか？！来年1年生になる子どもの放課後は自宅しかないのかな…。
居住地域周辺は比較的整っていると思う。
定期的に安全利用できるか調査、点検、修理等をきちんと行ってほしいです。
公園の整備。（雑草が目立つ。）外灯増。（小金台小・中の間の道、夜は暗い。）道路がガタガ
タでベビーカーを押す時、押しにくかったり、車輪が傾いてしまう。
公立幼稚園の開放を増やしてほしい。公立に行かせやすい環境づくりをしてほしい。
公園が汚い。特にトイレ。変な落書きが多々。子どもに使わせたくない程、汚い。
公園はたくさんあると思うが、夏は虫が多すぎて遊べない。何か対策してもらえたら。
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遊歩道にはバイクが入ってこない様にしてほしい。
公園の遊具の安全点検をしっかりしてほしい。
歩道の幅も広く、安心して歩ける道路が多いので、老若男女問わず良いと思います。（南海
側）
自宅からバス停まで遠いので、駅周辺に一日駐車していても高額にならないコインパーキング
があれば嬉しいです。（市外からこちらに引っ越してきて以来、すっかり出不精になってしまっ
て。）
概ね整備されていると思う。
雨の日でも遊べる室内型の公園を作ってほしい。花粉症や小さな子供が（10才児）がいると、
上の子を連れて公園に遊びに行けない。この様な場所だと父親が参加しやすいです。
屋内の遊び場所がもっとあればいいと思います。
自宅付近の公園はボール遊び禁止なので、自由に遊べないので改善希望します。
雨の日でも遊べる施設（河内長野→あいっく、松原→道夢館のようなもの）をつくってほしい。
歩いて行ける遊び場、公園が少ない。
公園を増やしてほしい。ガードレールの設置をお願いします。水路の蓋をしてほしい。
公園の遊具がもう少し小さい子でも遊べるものならうれしいです。
カーブミラーとか写ってないのに放ってあるし、危ない所でも信号がない。歩道も危ない。路駐
が多い。
公園が近くになく、困っている。全然ない…。図書館ももっと大きく充実したものを作ってほし
い。
現在住んでいる所は大体良い環境です。
図書館の新設又は（河内長野市キックスのような）自習ルームを作ってほしい。すばるホール
の改装。
住宅街にも関わらず、スピードを出して走る車の交通量が多い道路の速度制限。30km以下の
カラーを変えた道路にする。
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問30 オ 仕事と子育ての両立について
3年育児休暇が欲しかったです。公務員羨ましい。1才の子を保育園に預けるのはツラいで
す。
保育料が高く、家計を圧迫している。保育料の見直しを行ってほしい。（特に育休中は収入が
減るため、一時的に保育料を下げてほしい。）
むずかしい。現在の職場は理解してくれるので本当にありがたいが、現在パートで働いてい
て、2人目を考えたいが、出産したら無職。今保育園に通っている子供をずっと通わせれるか
…やめないといけないのだろうか…と心配。
残業などしづらいので、それでも仕事ができる場、給料が安定してもらえる場が必要です。
父親が子育てに参加できる社会（会社の支援や帰宅が早くできる）にしてほしい。両立をしな
ければいけないのは、女性ばかり…。
託児付の仕事。
就職活動の際も保育してほしい。
保育所の数を増やす事ばかり言われていますが、そればかりになっている気がします。私自
身第1子出産後、保育所を利用して2年ほど働きましたが、とても大変な毎日でした。もっと短
時間労働できるようにするとか、男性も早く帰れるように、社会全体で子育てしやすい環境を
作ることが大事だと思います。人それぞれ、ワークとライフのバランスの取り方は違うと思いま
す。
保育園の入所の基準は、働いている人が優先なので、仕事がない人は働きにくい環境にある
様に思う。
子育ての大切さ重要さを国民全体の知るべきことと思い、周囲の方々の協力を望みます。
大阪市内まで働きに行ってるので、富田林市内にも、もっと仕事があれば良いと思います。
仕事をする前に保育所に入れないと、求職活動ができない。
働きたいと思っている母親はたくさんいると思いますが、保育園も待機児童も少なくないと思う
ので、企業で育児サービスなど充実してもらえると、女性ももっと社会に出やすくなると思いま
す。
近場で正社員で働きたいですが…なかなかシングルマザーで小さい子供がいると難しいです
ね…。
社員の6時間勤務。（5才未満まででもいいので。）
仕事場に子供を連れて行けるようになってほしい。
今は9時～17時で始まり終わる仕事は少ないです。夜は家族、子供、経済的な理由で20時くら
いまで働く仕事も多いので、今の環境にあった子育て支援をしてほしい。
仕事の時間が不規則な人への子供の保育場所が必要。また、産休、育休を取得しやすい環
境になってほしい。
午前中（昼過ぎまで）の仕事（パート）をしたいが、「午後の勤務できる方」というのが多く、なか
なか見つからない。
男性は育児休業をとりにくい。
親のための講座を児童館などで実施しているが、平日の昼間は仕事をしていると参加できな
い。休日にも実施してほしい。
どの会社も男性を19:00くらいには家庭に帰してくれると、女性はほんとうに子育てがしやすくな
るし、仕事の両立もできる。朝起きてから子どもを寝かしつけるまで母親一人では人手不足
で、なかなか厳しいです。そのような世の中にはやくなってほしいです。週1でもノー残業デー
があるとありがたいですね。
年末年始、お盆休みの出勤、イレギュラー的な土曜出勤等、保育所を利用しやすくしてほし
い。
もう少しパートやバイトでも保育園に預けれるようになったら働きやすい。
保育所の一時預かりなどを利用し、働きたい気持ちはあるが、利用料と収入を考えると、結局
働けない。親に短時間見てもらい働くことが経済的にも子どもの環境を考えると好ましい。だ
からそのような働き方が出来る企業、無理なく働ける協力的な企業が増えてくれればと思いま
す。
育休なんてムリ。（福祉の現場は…）理解なく、低賃金！！
もう少し母親が働きやすい環境が出来て欲しいです。
小さい子どもがいると休みをとりやすいなど、もう少し企業側の意識が変わることを希望しま
す。
子どもが病気になった時のサポートを充実させてほしい。
私の住んでいる町近隣に、保育施設を増やしてほしいです。
幼稚園の短縮が多くて働きづらいので、保育を考えてもらいたいです。
保育所に入所できるのだろうか…という不安を持たずに入所できるようにしていただきたい。
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パートやアルバイトをしたいが、一時保育料など高いので、パートしても保育料でなくなるの
で、意味がない。
育休3年よりも、時短勤務が長期間とれる職場になってほしい！！
女性も仕事を持ってもよいと思うが、子どもがいると働きにくいと思う。男性も仕事が優先に
なってしまうので、男性も休みやすい環境になるように、企業などに働きかけてほしい。
保育園や学童以外にもっと子どもを預けられる施設があると、パートの人も利用しやすいで
す。
子育て中のお母さんの意見を聞く会などしてみては？出産、育児って大切な経験だと思うの
で、企業も育休などしっかりとらせてあげればいいのに。女にしか産めないんだから、もっと大
切にしてくれなきゃもっと少子化になる！！
専業主婦（夫）が短時間でももっと働きに出ることによって、地域全体の経済も活性化すると思
います。子供に関する様々な事業が活性化すると共に、家庭で使えるお金も増えるので、そう
いった視点もこれから必要ではないかと思います。
日・祝など両親ともに仕事の時に保育園をしていないので困る。休みをとれるように企業に促
して。企業だけの責任にするのではなく、市でも公的責任をもって子どもを育てやすい環境を
つくってほしい。
結局、子育ては母親の役目になっていると感じます。男性は仕事中心で、頼りになりません。
もっと父親の役割を果たせるような働き方にしていただきたいです。
自分も大変でイライラしていると、子供に強く言ってしまう事がある。本当は両立なんてせず、
子供とゆっくり向き合える日が来ればいいですね。
公立ではイレギュラーの仕事や通院（保護者の）時のサービスが無い。
仕事をしながら子供を公立幼稚園に通わせるのが難しい富田林。公立幼稚園の保育時間の
延長をして欲しい。
保育料を安くし、保育園、幼稚園へ入園しやすくしてほしい。
育児への親の関わりが幼少児でどれだけできたかによって、子供の後の成長（身心共）が
違ってくると思っています。それを科学的データで示せれば、説得力が大きくなり、システム構
築に皆が同じ意識で取り組めると思います。
子供をもって働くのはかなり難しい。理解してくれる会社が増えてるが、やはり少ない。
週3日勤務でも学童保育を使えるようにしてほしい。月15日以上という括りをなくしてほしい。も
しくは、10日以上程度に下げてほしい。
問24以降、主婦の立場で回答したが、共働きの場合は利用したいと思う。仕事したいが幼稚
園の保育時間、病気の時などのことを考えると、現実的に就労は難しい。
市民や企業の意識啓発には、更に取り組んでほしい。いくら児童休業給付金額等を増額した
ところで、子どもを産もうという気持ちになるものではないと思う。
働きたくても預けるところが少ないと思います。
女性に負担がかかりすぎ。結局は、男性は育休とらないし、取れる風習もないし。サービス業
も増えて土・日休みじゃないし。
駅前、駐輪場の2Fを保育園にしてはどうか？特に富田林駅、喜志駅、金剛駅の3駅は富田林
市民の利用が多い、駅前直結保育園こそ夫婦共働きの一助になる。
仕事を探しているお母さんに対して、求職中でも入園予定の保育園で預かってもらえる制度。
一時保育で預けるにも金銭的に限界がある。
景気が悪い状態が続いていて、給与が上がらない、残業もない。妻も勤めないと生活が苦し
い！！子供が小さい間は家にいてあげたいのにキビシイ！！
働く母親がもっと働きやすい理解のある環境作り。
収入が低くても生活できる町にしていただきたいと思います。
このアンケートでは、下の子が5才になってから働きたい、としたが、本当はもっと小さい頃から
働きたかった。でも、保育所にすぐ入れないかもしれない、保育所が決まらなければ職を探し
にくい、など思ったので、やめたので、働こうとする場合、保育所など確保できる状況があれば
安心なのにな、と思います。
土曜日に出勤のある仕事も多いのですが。月～金は気がねなく出勤しやすいです。土ようび
は子どもを預けることに後ろめたさを感じます。そのためパートからフルタイムに移行できませ
ん。
この調査の対象となる子供が来年小学校に進学します。それを機にパートに出たいと思いま
すが、春・夏・冬の長期休暇のことを考えると難しいです。学童で長期休暇の間だけ預けられ
るようにして欲しいです。
もう少し近くに保育園があればいい。
学童クラブの利用を月極めだけでなく、一時預かりもしてもらえたら助かります。
難しいけれども、上手に出来る様に保育園も協力してくれている。
就活中でも保育園に入れるようにしてほしい。
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母子家庭では、働けば働くほど、保育料も上がり、生活を念頭に置けば市外へ就労する選択
となる。保育所で19:30まで開いている所もあるが、大阪市内へ出るために時間のかかる彼
方、大伴保育園は19:30まで保育があれば助かる。
子供が病気になった時、預ける場所がなく、パートの面接もすべて落とされました。雇う側から
したら当然だと思うと何も言えません。
子育ては母親がやりたい。
勤める時にまず聞かれるのが、今後出産はないか？で、なかなか出産や育児に関しての会
社の考えが消極的で受け入れられにくいので、両立は難しい。
仕事と子育ての両立を実現している方は、以前と同じ条件では働けてないのが現状。誰かに
迷惑や我慢をさせていることが多い。企業側と保育園等と提携がとれているような所であれば
両立しやすいと思う。
認可保育園の一部でしか病児保育が行われていないので、感染症にかかりやすい保育園な
どの集団生活の場の近くでいいから病児保育の施設ができたらいいと思う。
保育園の受け入れ人数の拡大。不定期（一時預かり）してくれる保育園を増やして欲しい。
子どもがいると、どうしても時間が限られたり、子どもの体調によって急に休まなければならな
くなったりする事があるので、周囲の方の協力が必要不可欠だと思います。
保育園がなかったら、今の自分たちはない！というぐらい心身ともに助けてもらっている。こん
な風に他のお母さんたちも心強いプロの手を借りられるとどんなにいいかといつも思う。
子供が小さいと、なかなか働き口がない。（母親。）
仕事をしなくてもいいようになれば一番いいんですがそれは無理なので、働きやすく（病気など
の時は休めるetc）なってほしい。
子供がいてても働きやすいようにしてほしい。
個人でも自営業だと、どうしても理解を得る事が出来ず困ることもある。
女の人も仕事をしやすい環境や職場復帰。男の人も子育てで休暇をとれる環境を作ってほし
い。
難しいけど、するしかない。
保育園を安く、働く前の人も入園できるように。
パートで働きたいが、保育園に入りにくいし、一時保育だとお金がかかりすぎて、意味がない。
男女共同参画推進→女性の権利についての講座を多く企画して欲しい。女性がもっと大切に
される社会であって欲しいので、女性が学べる機会を増やして欲しい。
企業などは割と支援サービスがあったりするが、自営などになるとサービスがないので、どの
仕事でも一律で支援サービスが受けられると嬉しいです。
まだまだ子連れで就職活動が困難です。仕事が決まらないと保育所決まらないし、その逆も。
他市と連携してより近所（他市）に通園、通学できるように対応してほしい。他市の方が公共機
関が近く充実している。
仕事をしながら子育てをしている母親についての理解が乏しいと思う。（現在働いている会社）
時短など利用することができない。
保育料が高すぎる。母子家庭がただなのに、なぜ共働きだとぼったくられるのか。同じ保育を
受けてるのに。
子供が帰ってくるまでに帰れるような職場で、行事や病気などでも融通のきくようにしてほし
い。
子供2人、仕事は7年しましたが、時間的に1度にやめるとなかなか雇ってもらえない。仕事をし
たくても雇用してもらえない。
育児のための時短制度が小学校に入るまで、もしくは遅くなっても預けられる保育園があると
助かります。
須賀2丁目に居住しているが、保育所が遠い。
市役所に用事がある時、子供が遊べるスペースがあれば行く日を選ばずに済む。
ワークシェアリングなどで短時間働ける場。
もっと母親が安心して働ける環境を作って欲しい。（以前、働いていないと保育所にも預けるこ
とができなくて困ったので。）
やはりまだ父親が育児の為に休暇をとるには理解が薄いので、地域、国で取得しやすい環境
をつくっていただければと思います。
高齢化が進む富田林のデメリット→メリットにするため、60代のシニア世代のボランティアに、
子どもの保育を手伝ってほしい。
保育園に途中入園できず、苦労しました。（男女共同参画推進について）こんなものより、最低
限のサポートを！！
小さい子どもがいても採用してくれる会社が増えて欲しい。
病児保育を希望します。
働いている人でも利用できるよう土・日・祝開催にしてほしい。
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土日・祝に子供を預ける場所を増やしてほしい。
子育て支援の制度がある職場でしたが、現場の空気は全く異なり、育休復帰しましたが、両立
ができない状況となり、退職する結果となってしまいました。マタハラもたくさん受けました。市
や国の環境が整っても実際は厳しいです。
会社の子供がいる人への理解が欲しい。
ワーキングマザーのコミュニティの場がほしい。
父親の育児休暇取得をもっと推進して欲しい。休暇後、職場復帰しやすい環境を。
病後保育の受け入れしてくれる保育園を増加させてほしい。いつもの園の先生とは異なること
で、病気ですでに不安な子供が更に不安になり、親も不安であり、結果は仕事を欠勤してしま
う。
4年生になると学童を辞めていく児童が多い中、6年生まで行える学童はありがたいです。4年
以降ひとりで家に留守番させるのはとてもつらいので。
子育てが一段落した主婦に就職の斡旋。
子育てをしながらも働ける企業が増えてほしい。
両立させるために、もっと保育園の金額を下げてほしい。働いても子育ての費用がかかりすぎ
ると子供を2人、3人と産めなくなります。
パートでも親の手助けなく働ける環境整備をして。学童使えないと働けない。
（市民や企業の意識啓発について）情報がどこに行けばあるのかわからない。
共働き世帯が増えている中、母親がパート、アルバイトなど雇用の安定がないことも事実で、
不安に思いつつ日々生活していることも市は理解してほしい。
保育所の送迎バス。（送のみでも。市立含む。）
富田林市は子育てに恵まれているが、実際大阪全体だとまだまだ仕事と子育ての両立に関し
て制度が整っていない。
遠慮なく子供の熱とか病気の時に休みを申請できる制度があれば、パートしたいなあと思う。
何かと気を遣うなあと悩むと、なかなかパートに踏み出せない。
子供を預かってもらえる身内がいてないので、病気のたびに仕事を休むとなると再就職できな
い。病児保育の小児科がもっとあればいい。
育児休業をもっと取りやすく、期間を1年だけではなくもう少し長くして欲しい。
熱があったり風邪をひいたら保育園に預けられない状態では、まともな仕事はできないと思
う。
2人目産んだ時には育休をとれたが、3人目の時はとれなくて、仕事を辞める事になり、出産後
急いで仕事を探しました。（保育園が退園になるため）。企業にはもっとパートでも育休をとれ
るようにしてほしいです。
社会全体、職場環境の改善。
市としてどの様な取組みをしているのか正直わかりません。
近くに子どもを見てもらえる身内がいないので、急病になった時の事などを考えると、なかなか
仕事をしたくても難しい。
保育園は全て、せめて20時までやってほしい。電車通勤のフルタイム勤務ができず困る。
母親、父親共に働いているが、私（母親）はとにかく時間がなくて、いつも忙しい。主人は帰り
が遅いので、1人で子育てしている。余裕がないので、助けてほしい。
母親が働きやすい環境づくり。
近くに職業安定所が欲しい。富田林に住んでいながら、あまりにもまわりに何もなさすぎる。
育児休業が使えると、安心して子育てが出来ます。
一度離職してしまうと、子供を預かってもらう場所を探す事と仕事を始めるタイミングを合わせ
るのが難しく、なかなか再就職出来ない。（フルタイム。）市役所に相談しましたが、仕事が決
まったぐらいの理由ではすぐに保育園に入れないと言われました。両立したくても出来ないで
す。保育園を増やして欲しい。
ファミリーサポートの情報がほしい。
働く時間がながく、子供が熱が出ても休みにくい雰囲気で、今後仕事をパートにして楽になり
たい。
小学校に入って問題のある子どもは、親が働いていて保育園育ちだったことが多かった気が
する。偏見かもしれないが、保育園では教育的な活動が少ないのではないか…。「認定こども
園」を作らなくても、保育園から集団で公立幼稚園に通うなどして、優れた公立幼稚園の良さ
を取り入れて、就学前の子どもにけじめある教育を行って欲しい。
時間短縮が3才までの会社が多く、うちもそうなので、子どもが3才過ぎてからが心配。せめて6
才、もしくは小学校低学年までになれば仕事を安心して続けることが出来る。
子供の急な熱や体調不良などに対応できる機関があれば、仕事を始める事も考えられると思
う。
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市内で仕事をしたいが、求人量が少なく給与も低い。収入を重視すると市外での仕事になり、
預ける。
企業に子育て中は残業できないことを認識してほしい。
急病やPTA活動などで休まざるを得ない時に、休める環境を作ってもらいたい。そうでなけれ
ば両立は難しいのではと思います。
まだまだ父親の育児休業は夢の話なのが現状です。（夫も会社で希望を伝えた瞬間、一蹴さ
れました。）いろいろな会社が前例を作っていかないと、昔ながらの中小企業などでは現実化
しないと思います。
赤ちゃんと一緒に行けるツアーの企画。
放課後の預かりを充実してほしい。父親の残業が少なくなってほしい。
本来、夜勤のある職種ですが、夜間や早朝に父が仕事で不在になる事がある為、夜勤ができ
ない。夜勤ができないと常勤になれず、パートで給料が少ない。普段の保育園で預かってもら
えると金銭的にも助かるし、安心できる。
保育園への入所を考えていますが、希望するところがいっぱいで、入れるかどうかわかりませ
ん。もう少し市立の保育園が増えればと思います。
日曜日仕事の際に預ける事ができず、うまく仕事ができない。
男女ともに、北欧のように育て働けて暮らすことができないか。働く、育てるが分業化。気持ち
はあるが現実的にムリ。
大企業だけでなく、中小企業でも男の人が育休とか取りやすい環境が望ましいが、なかなか
現実には難しい…。
意識啓発、まったくできているように思えないのですが。女性が仕事を続けることは負担がま
だ大きい。もっと対策を練ってほしい！具体的な案を示してほしい。
両親が安心して子どもを預けることのできる制度を求めます。大人も子どもも安心。今の保育
制度で私は満足しています。子育て支援新制度は、少し心配です。それより、普通の保育園と
保育士さんを増やすことにお金をかけていただきたいです。
預け先が近くにないので、病気の時預けれる場などあれば仕事も考えたい。
小学校の活動など（PTA etc）仕事をもつ母親への理解を深めてほしいのと同時に、専業主婦
への負担が増えないよう、考慮してほしいと思います。
保育園を増やしてほしい。
仕事が決まってから保育園の受け入れが分かるとか、時期がギリギリすぎて、職場にはっきり
復帰できるか言えない。
学童クラブをもっと充実させてもらえたら働きやすくなる。きめ細やかに宿題や遊び時間をみて
もらえる先生が増えたら安心できる。
保育園の助けもあり、両立することが出来ています。
富田林は専業主婦が多く、大阪市内で会社員をしている私は少ない存在のようですが、ママ
友さんからは羨ましく思って頂いてます。家族の協力が得られるよう（特にパパ）啓発して頂き
たい。
土・日参加可能なイベントの増加。
母親が安心して仕事に専念できるよう、サポート対策を講じて欲しい。
子どもが小学生になってからの方が、放課後のことなど仕事との両立が難しいです。
保育所に入れない。
保育園などの拡充。
もっと仕事をしたいと思うが、預かってもらえることがなかなかできず難しい。
男性が家事育児に参加できる環境づくり。
保育園の空きがすぐない。仕事が決まらないと申し込めないのはおかしいと思う。仕事決めて
すぐ入れない人を会社が雇うのだろうか？希望の保育園に入れない…。
保育園の預かり時間を長くしてほしい（２０：３０位迄）。
これまで夜10時までの仕事をしていたので、夜間の預かりサービスの増加に期待します。
こういうことは市レベルでなく、国家レベルで進めていく政策ではないでしょうか。
子育てをする女性の職場復帰を、より支援してほしい。働き方の選択などは、もっと考慮され
るべきである。
育休や時短勤務の期間がもっと長くなり、何より会社やまわりに理解してもらいやすい、気を
遣わなくてもよい（？）環境になればと願います。あと「退職すると保育園を辞めないといけな
い。」ということがあるので、転職や2人目を…など考えたくても不安が大きいです。
まだまだ子供が小さい間は雇用を控える傾向があるようです。
父親がもっと育児休暇がとりやすい環境づくり。
子どもを長時間預かることでの両立ではなく、親に子育てをする時間をかえす取り組み。子供
の話をゆっくり聞くゆとりを持つ取り組みを！！
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いずれ仕事をしたいと思っていますが、子どもが病気で休む時など、安心して（子どもも）預け
られる環境が得られるよう、相談などする場所はあるのでしょうか…。
保育園で夕食制度があれば、もっとよい。帰宅後すぐに空腹で泣いているのをあやしながら夕
食を作るのは苦痛です。
働ける職場が欲しい。企業が少なすぎる。
企業の中に保育園や児童館みたいのを作り、家へ帰る様にそこへ戻り、宿題などができれ
ば。
市の子供向けなものを平日以外でももっとやってほしい。
富田林はまだまだ男性の子育てに対する意識が低いと思う。母親も仕事をしているのに、休
みになると父親だけ遊びに出かけたりするという話をよく相談される。
子どもが小学校を機に働きたいと思いますが、なかなか働き口がなく、病気をした時に幼児は
病児保育の利用もありますが、児童は行事保育的なものはないのですか。突発的な事を考慮
すると働けず困ります。
現在は育休中だが、仕事復帰後子供と過ごせる時間が激減するのは目に見えているのがと
ても不安。
母親でも働ける環境を整えてほしいです。
私事、日々このテーマが頭の中にあります。時間や日数が少ないと、なかなか雇用してもらえ
ないですが、延長保育には料金がかかり、働いた分お金がなくなるので…むずかしいです。
仕事をしたいと思うが、再就職の支援やセミナがあれば参加したいです。（保育付きで。）
もう少し男性が育児に関われるよう、10～20年計画で意識改革が必要だと思います。「家族と
過ごす時間の大切さ、豊かさ」を感じることが出来る日本になりたいです。
全ての企業が保育所などと連携して、もっと預けやすく働きやすい環境になればいいと思う。
他市と比べると優遇されていると思う。子どもが病気の時の対応を充実させてほしい。（病児
保育）
保育所等入りにくかったり、市役所の対応など、仕事と子育ての両立がしにくい状況である。こ
んなことなら、仕事を辞めた方がいいのかと思わせる対応である。
医療関係で、パートでも院内の託児所を利用できるようにすれば、もっと小さな子供がいても
働きやすいと思います。
仕事柄夜勤をしているので、夜勤帯もフォローできるような支援があると助かる。
求職中でも保育園に預けれるようにしてほしい。
両立させようとすると、やっぱり子供に我慢させる。さみしくない様にと思うとお金がかかる。
子育て中は仕事が短時間の方が良い仕事で自分にも益がある。
9:00ー1:00/2:00までのパートのお仕事を多くの母親に与えて下さい。
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問30 カ 子どもの安全の確保等について
狭い道路でも車が多く、スピードも出ているので、何とかしてほしいです。
警察官による徒歩での巡回を。（登下校以外の時間を特に。）
通学路にガードレールをつけてほしい。
中学校の学力向上を目指してほしい。（非行防止も含め。）ジャージで通学、先生もジャージで
は体育の授業？かと思う。
未成年の喫煙、無免許のバイク等、もっときびしく見てほしい。
地域の人が冷たい。（高齢の方ほど優しい。）人の家の事情はさまざまとは言え、大人が近所
で挨拶ひとつしないで、何も防止は出来ないと思う。
いじめや非行、虐待など、まだ保育園（小さい）なので特に気にはしていないが、無くなってほ
しい。スーパーなどでも何が起こるか分からないので、子供から目を離せない。
中・高生と思われる子どもたちが、夜遅くまで（とくに夏）騒いでいる声がよく聞こえてくるが、中
高生でも注意してほしい。（又、花火後や空き缶のゴミが散乱し、近くのマンションの管理人さ
んが清掃して下さっています。）
地域の声かけ、注意、呼びかけ。集団登校など。道路の整備。
学校や家庭で子供に教育していく事が大切なのですが、できれば家族がこれらの事について
学べる講習のような事を、市でやってもらいたい。特にいじめを早く見つける方法、又は叱り方
など。
休み時間の教師の教室見回り。
地域の大人、保護者が協力して動く必要があるものと思います。
近所でタバコを隠れて吸う中高生をよく見かけるので、各学校で見回りを強化してもらいたい。
小学生の登下校の際に、地域の方が道路に立っているのは好ましい事だと思う。地域の人が
近くにいる子どもの存在を知っておくべき。
街灯を増やして欲しい。
昔に比べいじめが陰湿化して分かりにくくなっているが、出来るだけ早期に発見して、命を落と
す事の無いよう、沢山の人に知識を与えて欲しいので、セミナー等を開催して欲しい。
皆さまのご努力により、子供の将来を明るいものにしていけたらと思います。（国民が一体とな
るべきことですネ）
家の周りの道がそれほど広くないのに、飛ばす車が多くて危険。（特にデイサービスの送迎
公立幼稚園入園希望なのですが、遊具など使えないものがあったり（チェーンが錆びている、
足場の木が傷んできている）など安全が心配。
中高生の犯罪をよく聞きます。小学生ぐらいの子がタバコを吸ってるのもたまに見かけます。
自分も含め、周りの大人たちが目を見張るべきです。
昔のような心の熱い先生が全うな教育をし、いじめがないことを願います。
教師の増員。
もっと力を入れてほしい。
基本的に言える事は、家庭に笑いがあれば、いじめ、虐待はない。
力を一番入れてほしい事です。（危険運転から子どもを守る。）
親は学校内で生活している時間で起きている事がわかりません。なので、少しでも精神的なダ
メージがありそうな時は、報告できる環境にしてほしい。（メールでの連携を含む。）
最近近辺で露出魔が出ていて、子どもの行き帰りが心配です。
私服で学校に通っているが、基準服などを設けて欲しい。服装などでいじめになる事もある。
連れ去られても、私服だと何を着て行ったか分からない。
モンスターペアレントなどの問題もあるので、より一層子供に良い教育をお願いします。
子供のいじめは、家での親の子供に対する対応からきていると思います。親は忙しくても子供
の話に耳を傾けるべきだと思います。そしたら、子供は素直になり、人をいじめる行為をやめ
るんじゃないかな？と思います。親同士のいじめや悪口をなくさないと、子供はどこかで見てい
ると思うので、大人から直していかないと…と思います。
まだ子供が小さいのでよく分かりませんが、いじめや非行などとても気になります。
いじめに関する情報公開。
道路整備をして欲しい。歩行者の横を車が猛スピードで通り過ぎていく環境が私には信じられ
ない。以前住んでいた所は、きちんと別々になっていた。安心して歩けない！！
街灯が少なく暗い道が多い。用水路にフタがなく、道幅も狭いので、夜は特に危ない所が多
い。
車のスピードが速すぎて通園が危険。
この地域では、地域の人たちが防犯や見守りを行ってくれています。このように、地域の人が
どんどん参加して地域の力が強くなれば、虐待や色々なことを解決出来ると思います。
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保健センターを利用したが、本当に辛い時は何の手助けもしてくれず、正直なところ子育ての
辛さを感じている。本当の意味で助けてくれる人はいない。
32号線歩道がほぼ無い。道狭いから仕方ないけど、歩行者には不便。（ベビーカーなんかは
押して行けない。）
（防犯について）冬は学童の行き帰りも心配！！
喜志の交差点を歩車分離の信号機にしてほしい。通学がとても危険です。
本当に道路が整備されていない所などで、小学生になった時の登下校がすごく心配です。
いじめは今から心配です。素早い情報提供など、親の立場になった対応をして欲しいです。
地震時の避難の仕方が心配…。
街灯を増やして、防犯ブザーの設置などを道にしてほしい。
（事故防止について）ヘルメットの着用。
いじめは、学校の先生などでも見つけにくい状態であると思う。アンケートなど、子どもが打ち
明けやすくしてあげてほしい。
喜志交差点（旧170号線）の信号を、歩車分離（スクランブル）に出来ないでしょうか。危ないで
す。
いじめがなくなることはないと思うので、もっと学校など先生が子供たち1人１人と話をしていけ
る環境になるとよいと思います。
（いじめ防止、児童虐待、非行防止）とくにこの3つの問題は難しいですが、市民と市が同じ目
線でもっと密接に連携できたらいいですね。
スクールカウンセラー常設。すぐにこっそりと相談できる雰囲気作りが大切。カウンセラーに相
談するのは病気みたいな考えをもってる人ばかりでダメだ。ちゃんとカウンセリングのこと勉強
して下さい！！教員の数増やす。カウンセラーの数増やす。一人一人必ず社会の役に立って
くれます。大切にして下さい。
これに関しては家庭の経済面での問題が大きい。
大阪市内では、常に（青いランプをつけている）防犯の車が地域を回ってました。
子どもの登下校時の安全確保に力をいれてほしい。狭い歩道の整備と、人通りの少ないとこ
ろの見守りなど。
公立の学校は、いじめや盗みなど問題が沢山あり、大変不安です。私立を視野に入れざるを
得ません。不審者情報もたくさんあり、子どもを一人で外には出せません。
近く（市内）などで小学生が追いかけられたり等の事件がよくあるが、この時は集団下校にす
るなどの対策を学校はとってほしい。
・学校の通学路、幼稚園の通園路での車のスピード等危険な事が多い。
・不審者が出没した場所で何度も同じ事が発生している。
街灯などを増やすことで様々なことが少しでも防げるようになるし、街並みも良くなるのではな
いかと思う。
今多くの子供が携帯を持ち、そこからいじめに繋がっていくケースが増えているのに、大人は
どうして何もしないのだろう。自分の子供がそんな世の中に入っていくのかと思うと不安です。
子供の防災訓練に参加したいです。（学校のではなく。）自分の家が火事や地震の時の避難
や消火栓の使い方を町でしてみたい。
中学生の下校中の喫煙、いじめを見かけるので教師の巡回に力を入れて欲しい。
いじめた側の子どもに対するサポートも充実させてほしいです。
何につけても、やはり親が気を付けてあげられるといいと思います。
小学校の１クラスにつき、先生を２人つけて欲しい。
小学校を集団登校にして欲しい。
たまに公園のまわりに木が茂り、中が見えにくいような所があります。公園の中に入ってくる不
審者（チカンなど）が、死角で子供にいたずらをする原因となると思うので、公園はどこからでも
見通しが良いようにしておく方がいいと思います。
学校、地域、諸機関（警察など）の連携が上手くいくようにしてもらえたらと思う。
周辺地域の幼児、児童、性犯罪者の情報提供。不審者情報の提供。小学校等での防犯訓
練、講習の実施（子供向け）。
小学校に入ると学校での様子がわかりにくいため、参観などを増やしてほしい。
働いている他人に育児を任せすぎるのは親の行動を子供がそのまま取り込んでいくため、決
していい社会人作りにならないと思う。人任せなのに、批判、文句だけを言う…ことのないよう
な社会、地域、家庭のそれぞれの役割のあり方をもっと伝えて、話し合えて深める場が必要だ
と感じる。
地域の見守り隊の方、学校、ご近所と皆で協力して下さっていると思います。
いじめについてはもっと積極的に取り組んで欲しい。本人任せや担任任せにしないで…。
自転車の交通安全教室を開いてほしい。各小学校でやっていただけると参加しやすい。
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いじめの問題は社会の問題だと思います。大人がなんでもバッシングするから、いじめにつな
がっているように感じます。大人が安心して暮らせる仕組みづくりが必要です。
狭い町内の道路などで抜け道に使われ、スピードも出すので、すごく危険を感じます。街灯や
飛び出し注意の看板などの設置。
公園での中・高生のたむろについて、見回りの強化を願う。
もっと親や地域商業施設、学校などの連携が必要な気がします。
道の整備（車が危ない）。
スーパーの駐車場などに座ってたまっているのをよく見かける。バイク、タバコを吸って。先生
が見回っているのを見た事がない。小学生の茶髪も目立っていると思います。
大伴小学校区で、危険な通学通路が何ヶ所か見受けられます。朝の時間帯だけでもバスルー
トをご一考いただけないかと思っています。
小学校に通うようになれば、通学時は人数が少ない為、不安に思っている。親が働いている
為送迎ができないので、女の子でも安心して通えるようにしてほしい。暗い人気のない道が多
い。
（児童虐待について）←ニュースで見聞きする度、心が痛いです。是非、富田林では子供の命
がなくなってしまう前の処置を思い切って家庭に入ってサポートしてあげて下さい。
各学校にスクールカウンセラーがいてもいいと思います。事故防止、子供にもっと車は怖いと
意識づけて下さい。十字路でも全然車見てません。通学路は道いっぱいに広がるし、車よけな
いし。
・いじめられた時に、校区外の学校にすぐ転校できるようにしてもらいたいです。いじめは無く
なる事はありません。
・大きな音を鳴らしながら通るバイクを、娘はとても怖がります。しっかり取り締まって欲しいで
す。
大人や身近な人が声をかけたり、見て見ぬふりをせず、守れる所や防げる所で助け合って協
力していきたい。
どの問題にでも言えることなのですが、“身近の人に気軽に相談できる地域”により近づける
為には、どうすれば良いのかなと日々考えています。その一つとして、もっともっとボランティア
活動を増やし、参加しやすい様に市民の方にアピールして頂きたいです。私もボランティアに
参加したいのですが、どんなものがあるのかも分からず、調べ方が分からないので、一覧など
を作って頂けるとより分かりやすいです。
勤めに出ている母親が多くなり、子供達が放課後自由に（大人の目が届いていない）悪い事も
出来る状況！！非行やいじめ、事故につながると思う。
閉じられていない風通しの良い教室。
地域見守り隊など、地域との関わりが子供と子供のいる世帯にできれば良いと思います。
下校時の寄り道を注意してほしい。
小学校の通学路が家から学校まで遠く、街灯などもあまりないので防犯上心配です。閉所さ
れた幼稚園の園舎などを使って、分校のように小学校の校区をせまくしてほしいです。
いじめはあったことがないのですが、あった時はきちんと調査してほしいです。
親も防災訓練に参加した方がいいのかなと思います。
プライバシーも大事だけど、防犯カメラなどを増して、いじめ防止や犯罪防止をして欲しい。
台風時、近くの小学校の体育館を避難所として開設するが、高齢者はその避難所まで危なく
て行けない。市からの放送はまわりに響いて聞きづらく、何を言っているのかわからず困る。
ボランティアで見守り隊をしてくれているのは本当に感謝しています。
いじめ、するのもされるのも困るのですが…。
安全に遊べる場がないので、子どもから目を離せず、安心できる場がない。
（いじめ防止について）複数担任制。
小学校の通学路での事故がテレビ（ニュース）などでも見かけます。通学の時間、抜け道に
なっていて、朝車がスピード出して通ったりします。登校時間は車両通行止めにできないもの
でしょうか。事故があってからでは遅いです。
交通量の多い通学路にはガードレールの設置が必要。事故が地方等で多発しているので、見
直す必要があると思う。いじめ、非行に対する基準がないので、判断しづらい。小さいうちから
道徳的な教育が必要に感じる。子育てしている親自身のモラルが低下している。
小・中学校のいじめがTVでよく取り沙汰されていますが、授業の中で子ども達がいじめがどん
なものかをしっかり理解し、考える機会があればいいと思う。
まだよく分からない。
小学校などのいじめ。先生への指導。
子どもが小さいため、まだそこまで考えが及びません。
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幼稚園では月一度、様々な設定で避難訓練をしたり、犯罪に巻き込まれないようにどうしたら
いいかという事を子どもにも分かりやすく話して下さっています。いじめや非行については今の
所はありませんが、人事ではないので、不安はあります。もしそうなった時に、気軽に相談でき
る専門機関があればいいなと思います。
警備員の配置を。教員にいじめの研修を。
小学校の校区が広すぎて、大人の目が行き届かない。
学校が携帯の所持にとてもうるさく言います。学校が遠いし子供はよく上級生に泣かされたり
するのでせめて携帯は自由にしてほしいです。学校へのお迎えも駐車する所がなく、どうして
も迎えに行かないといけない時は大変です。
見守り隊の活動はとてもありがたい。安心して子供を送り出せるので、続けてほしい。
心配しだすとキリがないので、起こらないように努力してくれればいいと思う。あと、起こった時
の対応。
教育者の教育！！
子どもだけでも遊べる町づくりをお願いします。
見守隊の方々には感謝します。ボランティアありがたいです。
安全な場所の遊び場（ボール遊びができる所など）。
自転車のマナーも含め、交通ルールをしっかり教えて欲しい。
せっかく公園へ行ってもガラの悪い子たちのたまり場になっていて利用できない。遊んでいる
ならまだしも、ブランコを占領してDSなどのゲームをしているのには呆れてしまう。譲って欲し
いとお願いしたが、無視する始末。富田林は子育て事業に力を入れていて、子育てしやすいと
言われる反面、治安が悪く、子どもの将来が心配になるのが現状だと思います。なかなかどう
しようもない難しい問題だと思いますが、どうにかして欲しいです。
いじめ防止→いじめが発生する要因について、学べる機会があったらいいと思います。
児童虐待→虐待の連鎖を断ち切るために、親子それぞれが助けを求めることのできる場や虐
待をしてしまう親が客観的に自分を見つめられる場とそれをサポートする専門職が必要だと思
う。
遊び場があっても、子供だけで遊ばせるのは不安な世の中になっているので、大人に監視し
てもらえるような遊び場があると、親も安心なのですが。
安全面等は、子供達に徹底的に交通ルール等、歩行者天国を忘れさせる。道など大幅に出て
歩行したり、車が止まるものやと勘違いしてる行動等、見直させる。交通指導等。
滝谷不動から汐宮の間にある旧１７０号線からパチンコ屋さんの方へ上がる所の踏切、すぐ線
路になってて危なくないのかな？と通った時にいつも思います。
保育園の子供でも、児童虐待あるかも知れない家庭や、支援サービスに来てない人達の中に
もあるかもしれない家庭に、子育てって楽しいの意見の前にその親たちの悩みもって聞いてあ
げて欲しいです。
街灯が少ない地域があり、防犯面では心配。
安全パトロールなどを行ってほしいと思います。
学校内でのいじめの早期発見に努めてほしい。学級の施設が古い、危ない、冷暖がない、汚
い。
学校の先生だけでなく、地域の人にも相談しやすい環境づくりをしていけばいいと思う。
いじめは近年ひどくなっている様に思いますし、いじめている側の子供や親の反省も見受けら
れないのがとても残念に思います。
非行防止、いじめ防止の為、市の職員も権限を持てるように整備し、市内パトロールをして欲
しい。
防犯・防災・事故防止など、力を入れてほしい。
学校、幼稚園みんなで助け合って、協力し合って何かをするということを増やしてほしい。団結
力みたいな。
・就学前に保護者宛に説明会か書面（心構えの様な）にて全家庭に送付する。
・学期の前後に教師より生徒にミーティング等。
溝に蓋をして欲しい。
啓蒙教育。いじめが起きてからではおそい。1人１人の心の教育。
学校に元警官の女性（できれば複数人）を配置して、生徒と気軽に言い合える環境を作ってほ
しい。地域のお母さん的立場。
小学校の生徒数が少なく、学年で1クラスしかないともあると聞いている。中学校に上がる時に
それで馴染めるのか不安がある。統廃合も必要では？
道路と飛び出し注意看板等、地域の保護者任せで全く整備されてない。市で管理して頂きた
いです。
・市内の中であれば転校を自由化にするなど。
・DVシェルターなどの被害者を守るための施設の充実。
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事故があってから動くのではなく、危険な道には早く対処してもらいたい。
学校で起こってる事は、先生が一番対応しやすいはず。教員の意識向上に努めて下さい。
いじめ問題への取り組み、地域や学校での防犯、事故防止。
見守り隊などの対策をしっかりとしてほしいです。
小中学校に向けていじめが心配です。市の対策など詳しく教えていただきたいです。
30人学級を中学校まで続けてほしい。
パトロールを増やし、防犯対策の強化。地域のつながり、楽しい行事を通して、児童虐待をなく
す。
学校の様子がよく分からないので、参観日の数を増やしてほしい。
学校の先生の認識、姿勢に問題があるように思う。いじめのない学校などないはずなので、い
じめがある学校が問題とするのではなく、いじめを見つけられたことを評価すべき。
10月～3月までは5時、2月～9月は6時に鳴らしている「夕焼けこやけ」時間を変えているが、あ
まり意味がない。毎日日没時間の方が良い。
これから小学生になるにあたって、色々と改善をたくさんしていってもらえたらありがたいです。
児童虐待はもっと防いでほしい。9才まで不明だった子供がいた事件なんてありえないので、
市がしっかり調査し、子供を守ってあげてほしい。
学校まで通う道の整備！！
少しでもいじめ、虐待がこれからなくなっていってほしいので、安全確保に努めてほしい。
学校等授業でいじめのお話や子ども達で話し合う機会を設ける。
だいぶ前ですが、以前子供と買い物帰りに見かけた小学生が数名三輪車を投げたり（その小
学生の家のものかよその家のかは不明）しているのを見て、最近の小学生はストレスが溜まっ
ているのかと思いました。みんなイラついている様子で、こういう精神状態がイジメを招くので
はないか、と怖くなりました。
コンビニ前に、夕方頃から非行気味の男子児童が集合している。
暗い道の街灯、防犯カメラの設置。
学校教室等に監視カメラを設置していじめ防止を。
（いじめ防止について）子供の頃からいじめられる気持ちを理解するような授業をたくさんして
ほしいし、親も叩いたりしない教育をしてほしいです！
人と人や、親や先生同士が仲良く密（もっと何でも話せる関係）になって付き合わないと、防げ
ないのでは？
学校内で見過ごされるいじめ防止に努めてほしい。担任を複数にするなど、小さい学年でも先
生方のたくさんの目で子どもたちを守ってもらいたい。
（防犯について）小学校区内のパトロール強化。
登下校時の安全等、注意してほしい。
子供の登下校時など、ボランティアの方が頑張ってくれていて、とてもありがたい。
いじめ防止は無理！！教師に必ずどこかで起きているよう自覚させるべき。その上でどう対応
すべきか考えるべき。
防犯の為、公園近くは街灯をもう少し増やしてほしいです。
（防犯について）学校の門にICチップで子どもの登下校がメールで知らされるようにしてほし
い。（狭山は導入している。）
いじめのない環境。
保育園でもいじめは注意、指導すべきだと思う。
防犯灯、街路灯を全てLEDなど明るいものにしてほしい。住宅街は本当に暗い。
全てに力を入れてもらいたい。
いじめ防止は、マンネリ化しないようにして欲しい。
あまり、市としての考えが見えません。各学校などで取組んでいるのはよく理解しています
が・・
心配の多い子供ですので、よろしくお願いします。
久野喜台に住んでいますが、街灯が少なく夜道がとにかく暗い。冬になると6時頃には真暗な
ので危ない。特に車が通ったりする場所だと心配です。
一番今心配なことです。昔に比べ、いじめも分かりづらく怖いです。防犯もすごく不安です。人
と人とのつながりが薄くなってきているので、知らない子にも気軽に声もかけれなくなっている
時代になったなあと思います。
富田林に引っ越して1年ほどだが、災害の時の避難場所が分からない。市のHPを見ても分か
らなかった。分かりやすいものを作って下さい。
子どもの事故防止のために、通学や帰宅の時間帯に地域の大人が見守る体制があったらい
いなと思います。
とにかく、歩道を確保。富田林の中心部だけではなく、五軒家も富田林です。バスを走らせる
等、本当に考えて頂きたいです！

78 / 85 ページ

資料5_富田林市(就)その他・自由意見

問30カ

地域の人々の協力によって、これからも見守り隊の方々にお願いしたい。
パトロール、声かけをして、誰かがいつも見ているよという合図を周りに対して行うのがいいと
思います。
上の子が中学生なので、同級生の非行を見ていて思うのは、我慢がきかないから好き勝手す
る。語彙が貧弱だから自分の思いや考えを正確に表現したり、相手の意見を汲み取ることが
難しくて、簡単に放棄、拒否してしまうということ。また、携帯で安易に他者とつながったり、軽
薄なコミュニケーションに時間を割いてしまうのも、本当に良くないと思う。「何が良くて、何が
悪いのか。」「なぜ良いのか。なぜ悪いのか。」など、ものごとの本質を見極める力が必要で、
それは小さいうちから身近な大人が繰り返し言い聞かせるべき。市として子育てというより、親
育てに力を入れて、尊敬される大人を増やす取り組みが必要。
不審者等、緊急メールは大変ありがたいサービスで助かるが、その後の連絡も欲しい。（捕
まったなど。）
車道が狭くなったとしても、通学路で危険な道はガードレールをつけてほしい（青葉集会所付
近）。
外灯が明るくなりすぎて遠くが見えにくいので、青色にしてほしい。富田林警察の方が家に訪
問に来られますが、逆に悪用されそうで怖い。
いじめにつながるような小さな問題にも対応できるよう、もっと教員の数を増やしたり、柔軟な
予算を用意する必要がある。現場任せにしない風土づくりもしてほしい。
人通りが少ない道なのにとても暗い所などは、あかりを増やしていってほしい。地域限定では
なく、防災くんれんなどのイベントを増やしてほしい。
担任の先生によって、大きくいじめ等の防止はできるかどうか変わってくるのでは、と思いま
す。家庭でも、子供の変化に気づく事ができる様に声かけしたいと思います。
不審者情報が多いので、見回りなどを多くしてほしい。
ここ1年ほどで通学路での車の事故が多いことが気になります。働いていると、子どもの通学
を見守ることができないので、安全対策をしっかりしていただきたいです。
街灯を多く明るくする。パトロール。
小学生低学年でお小遣いでカフェに行く。おごる、おごられる、が問題になったと聞いた。公園
の少ない地域は困っている。
ここが一番問題ありだと思います！！！！！シルバーの活躍も期待します！！市民からの意
見を拾える場があればいいと思う。
先生の人数を増やす。仕事（雑務）を減らし、子供たちに目を向けるゆとりを持って欲しい。
いじめについては、すごく心配してます。
親を巻き込んでの学習会をしてほしい。
乱暴な児童に対して、教師があきらめていると感じる事がある。同じ小学校に子どもを通わせ
ることも不安。加害児童の親に何度も話をするなど、対応して欲しい。
通学の行き帰り、安全のためにもっと見守り隊の方などを増やしてほしい。
その状況にならないと、ピンとこないです。
保育園を卒園後の子供の預け先に頭をかかえています。学童でトラブルになるケースが多い
ようです。下級生をいじめたり、孤立する子がいるそうで、いじめが恐いです。
5年前は自転車ヘルメット配布ありましたが、今はあるのでしょうか？広報を見落としているだ
け？
・地域全体で子供を守れる体制を強化していただきたいです。
・校区によって、いじめや素行の差があるので、改善してほしいです。
防犯体制の強化。
学校入学にあたり、全校集団登校、学年下校を撤廃してほしい。放課後の過ごし方について
も、学校である程度指導してほしい。
青パトをよく見かけます。安心します。
学校崩壊が起きている。
富田林は見守り隊が少ない。
学童から17時の集団下校に不安を感じる。誰か一人でも（大人）付いて帰って欲しい。
いじめや非行を学校だけで防ぐには限界がある。地域でも子供の安全を守る活動が必要。
学校が閉鎖的にならず、常に情報交換できる体制でいてほしい。カーストを作らせない（親社
会も）。
小学校での学級崩壊の話を耳にします。クラスを立て直すために、校長、教頭先生を含め奮
闘されているようですが、人手が不足しているのでしょうか。改善が難しい様子です。『立て直
し』するための専門の方はいないのでしょうか？→学校側と懇談はしていますか？具体策がな
く、どこに相談すれば良いのでしょう。
学校に行っていず、連絡の取れない子供は。何としても連絡をとり、会って安全か確認してほ
しい。
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相談出来るところが多く、子、親共に何かあった際は相談して頼らせて貰おうと思います。
いじめがあっても何もなされてないと聞きます。今後行かせるのに不安です。隠さないでほし
いと願います。
近隣の学区の様々な情報を把握したい。
（児童虐待・非行防止について）アに同じ。
よくタバコを吸いながら歩いてる中学生？らしき子どもを見る。
防犯灯など歩道が暗く感じます。
先生の信頼関係をつくり、必ず守ってくれる！という自信につながる日常の先生の対応。
道路に座り込んでゲームしていたり、車の近くで野球してたりと危ない。赤ちゃん連れにはとて
も怖い。
ア.に記載した事で、いじめなど防止できると思います。
犯罪を犯してからでは遅いので、道徳の時間などで一方的に先生が話すのではなく、「一つの
テーマ」について話し合うことが大事ではないでしょうか？そういう取り組みを、市から学校に
要請してはいかがでしょうか。私達の時代と違ってきて、今は犯罪を犯すのは、少年、少女の
未成年が多くなってきています。犯罪に手を出す前に、まず子供達の人間形成の育成が大事
なのではないでしょうか？市と教育委員との連結で、未来ある富田林市をつくっていただけた
ら、大阪も変わっていくのではないでしょうか。
・安全を守ることはゴミのない美しい街からはじまります。
・遊歩道の整備を市全体に。
遊歩道や公園などには防犯カメラがあっていいと思う。釘を置いたりの悪戯が多い。
公園内についても安全パトロールをして、環境改善に努めてほしい。（車からでなく徒歩で。）
不審者が度々出現する。子供の遊び場を中心にパトロールが必要です。
公園をバイクで通る人をなんとかして欲しい。高齢者のムチャな自動車運転をなんとかして欲
しい。
幼児のうちからしっかりと指導し（人間形成で一番大切な時期）人の心を考えれる子どもに育
てることが一番大切なのでは？
夜回り先生。地域ぐるみでシニア世代の活躍。
防犯カメラの設置。いじめについての子供、保護者、先生方と一緒に団体で話し合う事。
津々山台の住宅の道に信号をつけてほしい。朝夕に抜け道として車のスピードが出て、すごく
恐ろしいです。
いじめは今問題となってる事なので、不安です。加害者にもなりうる事もあるので、家庭から学
校の事が見えないので、是非オープンな学校生活を希望します。
意地悪な子供や素行の悪い子供は時々目にするし、自分の子供も嫌な事を言われたりしてい
ることもあるようだが、どこに相談したらよいのかがわからない。最近変質者の出没が多いと
思う。
道徳教育をより充実させ、いじめ防止に取り組んでいただきたいです。
家庭内だけでは見つけられないことだと思うので、地域一体となって見守る目が必要だと思い
ます。
いじめ防止には力をいれてもらいたい。
市の対策だけでなく、各個人個人の意識（地域みんなで子供を育てようとする）が低いので、
意識向上のために啓発活動に力を入れてほしい。
通学路の安全の確保。
309号線や富田林市内のバイクの騒音の取り締まりをしてほしい。小さな子どもの安眠の妨げ
となる。
核家族化も進んでいますし、昔よりも意識してご近所さんと関わりを持っていくことが、色々な
ことを予防できることになるのでは。
通学路にて見通しの悪い箇所が多いように思える。交通事故防止の為にも、外灯の整備、道
路、歩道の改善等、常に行っていただきたい。
節電のためか、街灯が1つおきにしかついてない遊歩道がある。市全体で街灯が少ない。大
人でもこわい道が多い。
学校や幼稚園での防犯訓練をやってほしい。
子どもの体への電磁波の影響なども心配です。ゲームセンターは近くにない方がいいと思い
ます。小学生の登下校の身守りは、もう少し人も機会も増やしても良いと思います。
小学生の下校時、木登りや木々、草が生い茂る中へ入っていくと気がかりになる。きちんと整
備を市（もしくは持ち主）でしたらいいと思う。
明治池公園と小金台小を結ぶ歩道橋が怖いです。各項目の啓発活動と実習。
実習大学生を毎月交代で、常にクラスに（新鮮な根気ある）大人の目を期待したいです。
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問30 キ 児童や子育て家庭へのきめ細やかな取組の推進について
本当のひとり親への支援は必要と思うが、配偶者がいるのにいないふりをして、手当てをも
らっている家庭が沢山いてるのを野放しにするのはどうか？保育園に行ってれば、そういう家
族は沢山ある！
障がい児そのもののサポートはまあまあ…ですが、その家庭や兄弟児の事はなかなかサ
ポートがない（難しいですが）。3歳までのデイサービスなどがあればもっと良いのに…。
どんどん推進していってほしいと思う。
ひとり親が孤立しない様、地域とかかわれる場を作り、休みがちでも残業できなくても安定して
働ける職場につける様、サポートなり現実（実際）的な経済援助をしてほしいです。
様々な環境の子が集まるので、我が子にとって悪影響になる可能性があります。
保健所他、相談窓口があるので、少し安心感はある。
気軽に相談できる方がいてほしい。
幼児クラブや体操など、無料でしてくれているので、すごくいい経験をさせてもらってます。
生活保護の不正。偽装離婚。沢山見てます。沢山あります。もっと取り締まって。他のことにお
金使ってほしい。
母子手当を４ヶ月に一度ではなく毎月にしてほしい。
（ひとり親家庭の支援について）→近くに遅くまで預かってもらえる所を作る。
毎日楽しく学校に登校できるように、子供の能力にあった授業をしてほしいです。例として、こ
の授業は普通クラス、この授業は支援クラス等。
母子家庭で一時保育園料金が高い。仕事をしながら週5〜6行くとすごい値段なので、働く意
味がなくなる。
兄弟が3人以上は○○無料とか半額とかないと、現状めっちゃ苦しい。どんだけ節約しても子
どもの食費は削れない。子供手当等も、何で大きくなると減るのかが分からない。食べる量も
増えるし、服のサイズも変わるのに…。みなさん子育てした事ありますか？！
ひとり親、障害児、手厚く本当に子育てに困っていれば、支援しなければと思います。ただ、無
計画に子どもを生み、若くして離婚している人たちに、どうして計画しながらコツコツお金のやり
くりをしている私たちの税金が使われなければならないのか、納得がいきません。きちんと調
査して、まじめに本当に困っている人には支援して、有効に税金を使って欲しい。
まわりの理解も必要だと思います。
シングルマザーは本当に大変だと思います。もう少し支援があっても良いのでは、と思います
が、詳しいことが分からないので、すみません。
妊婦時から保育園にお世話になれるサポートは心強い。…が、市立保育園の先生方の負担
増が心配。
祖父母や親戚が遠い、又はいない家庭にも支援してほしい。
ひとり親への適切な支援、本当にもらえるものに甘えていないか、周りには働けるのに働か
ず、支援だけしてもらってる人もいます。
いろんな形態の家庭があると思う。みんなが安心して子育てできるように、いろいろな人から
意見を聞いて、充実したものにしてほしい。
市内に発達支援センター等、療育が出来る所が増えるといいなと思います。
ひとり親家庭が増えてきているので、保育園など書類などきちんとそろえる場所ではなく、気楽
に子供を預けられる場所があればよいと思います。そうすると、ストレスで子供に当たる人が
減ると思います。
障がい児のデイサービスなどはあるのでしょうか？テレビで見ただけの知識ですが、重度の障
がい児の親御さんは大変らしいです。
市立の幼稚園や小学校では、障がい児のために十分な環境が整っていないと思います。その
ために、他の子が我慢をしたり、危険な目にあったりして、犠牲になっていると思います。安心
して預けられない幼稚園は必要でしょうか？実際に我が子が危険な目にあうかもしれないと不
安に思いながら園に通わせてみて、先生の対応が本当に信じられないものでした。金づちで
お友達を叩く行為があったにも関わらず、何の対策もとりませんでした。市の方に報告もきっと
なかったのでしょうと残念に思います。
障がいに関する勉強会など、広く色々な人に知ってもらうことが大事。人が集まるとき（入学式
など）少しの時間でもいいので生の声を届けることも関心をもってもらえる一つの案ではない
か？
自分たちは当てはまらないので、具体的にはよく分からないが、当てはまる人達のストレスが
少しでも取り除けるような施策が必要だと思う。
障がい児への理解を教育の場で定期的に子供達に教え伝えることが必要だと思います。
小学校就学前の障がい児のいる家庭へ、保育士の訪問（歌を歌ったり、絵本、紙芝居など）を
してほしい。
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大阪府の方針かもしれませんが、支援学校が閉校されそうになってたりする中で、障がい児
の施設などが充実することを望みます。通学などもすごく大変なので、地元にそういった学校
があるとすごく重宝されると思います。
病気を持つ親達（親子）の集いの場が欲しい。
偽装離婚や同棲などで隠れてもらうお金などを、きっちりしてもらいたい。
母子手当ての金額が低すぎる。2人目からプラスされる金額は、何故その金額？2人いても同
じ金額かかりますよ。親と同居していても、会計別ですよ。例え、養育費もらってても母子手当
て必要ですよ。平均レベルの生活したいです。
保健センターの紹介で、しょうとく園に通っています。手厚い対応をして頂き、とてもありがた
かったです。ただ、4歳から市の幼稚園に普通の子と同じ様に通い、小学校に通う事が心配
で、とても不安です。年齢が上がっても支援して頂ける体制を整えて頂きたいです。各学校に
任されているので、それぞれ対応が違うのが現状です。
保育料が高く、2人で働いてもお金も時間も無い。子どもと接していく未来への不安が大きい。
色々な家庭があるということを念頭において、その家庭、家庭に必要なサービスが受けられる
ように努力していただきたいです。
障がい児の支援体制がよく見えません。療育センターの設置等窓口を一本化してシステム化
してほしいです。
祖父母と同居しているので、ひとり親の支援が全くなく金銭的にしんどい。祖父母の給料も反
映され保育料も高く、今後どうしていったらいいか検討中。
母子、父子家庭の方達が安心して暮らしいける様な色々なサポート支援が増えて欲しい。
児童扶養手当申請時の“離婚したから仕方ないですね”という対応の仕方は、感じのいいもの
ではない。園庭開放等をやっていても、若い母親は広報等を見ていない為、知らないことも多
いので、市内の小児科（スーパーの子供服売場など）等にも、子育て情報を置いてもらえると
助かる。
西板持の幼稚園を閉館した後、公園として公開してほしい。
私もきちんと理解できていない1人なので、対象でない人にも広く理解してもらえるようなツー
ルができれば周りも対処しやすく、もっと活用されるのではと思う。
直接的な支援ももちろん必要だとは思いますが、不安などの話を聞いてもらったり、周囲の人
が支えてくれると感じられる環境が大切な気がします。
豊かな自然と子どもを取り巻く医療におけるサポートはとてもいいと思います。（数ヶ月前に大
阪市から引っ越してきて↑と思います。）
手当等が多くあるので、助かります。
低所得者で苦しい生活送ってる（ローンとか）人の事も考えて欲しい。将来を考えて、無理して
も今生活できないなら意味ないし、その逆もあり得ない。何の保障もないのに。
障がいがある子の学校が遠い。障がいがあるからこそ、富田林市内にほしい。
富田林は子育て支援が手厚くてありがたいです。
ひとり親家庭の支援→本当にひとりで子どもを育てていくのは大変です。息詰まる時がありま
す。だけど協力してくれる人がいると、いろいろなものの見方が変わってきます。ひとり親家庭
の方が集えるような場があればいいと思います。
子どもは、学校と家で過ごすことが多いので、学校内に第三者の機関が入る等して、子どもが
身近に相談できる場があるといいと思います。学校以外でも子どもだけで利用できるような相
談機関があったらいいと思います。子どもの立場を守る大人が存在することを知ってもらうこと
で助かる何かがあると思います。
障がい児施策→もっとたくさんいろいろな子どもたちが触れ合える機会があったらいいと思い
ます。それぞれの個性を認め合える場があるといいと思います。
母子、父子家庭の低所得者に対し、もう少し援助、免除してもらいたい。
保育園に入れないと仕事も探せない。何とかしてもらわないと。
高所得という紙切れ1枚での判断はどうかと思います。「母子手当て」。
（ひとり親家庭の支援、障がい児施策など）以外の家庭と共に助け合える様、サポートのやり
方などを講義。（障がい児について）地域や学校単位での交流、もっともっと地域に一般の人
が関われる様なオープンな富田林に。富田林、南河内全域に、身体、知的精神障害者の方々
が行動しやすく楽しく過ごせる街、運動、遊びの施設を作る。
運動会の昼食がさみしそうな気も…。
全ての子供が基本的人権を守られ、安心して日々くらしていけるような制度、環境を整えてほ
しい。1人１人にあった教育、教師のスキル向上。全ての幼稚園、学校にコーディネーターを置
いてほしい。
支援金を増やしてほしい。
ひとり親家庭の支援（特に金銭面）で、収入制限を引き下げてほしい。またはベビーシッター
etc サポートを強化してほしい。
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本当に困ってる家庭にはきちんと支援をし、不正なことをしてる家庭は厳しくチェックしてもらい
たい。
何度か市に要望させていただいていますが、小学校区がよくわかりません。近い遠いだけでな
く安全を配慮してとの解答をいただきましたが、安全とは思えません。
（ひとり親家庭の支援について）働くほど損するのはおかしい。
共働き家庭にも支援してほしい。
障がい児用の体操教室を作ってほしい。
働く場所がもっとあれば（時間などが合う）。
共働き世帯への子育ての（精神的）支援をしてほしい。平日は仕事で支援うけれない。
障がい児の見舞金が少ないと思う。今必要なお金、両親が亡くなってから生活するのに必要
なお金…たくさん必要。今の時代、なかなか節約しても貯金できない。もっと支給して下さい。
ひとり親には学校保育園の係りや役員は免除、体の弱い子いるのに仕事している家庭には免
除してほしい。
（ひとり親家庭の支援について）お金がかかる予防接種（任意のインフルエンザなど）医療証
が使えるようになってほしい（500円で）。
子供支援には、たくさんの税金を使ってほしい。
担当の相談員の方に積極的に話を聞いてもらうだけでも心強いと思います！
ひとり親家庭への支援と言っても、特に何も受けれていない。医療助成も中学生以下なら同じ
こと。ひとり親になったからと言って、支援されてる気がしない。死別、母子家庭なので、もう少
し支援して欲しい。
小学生からの英語教育にもっと力を入れてほしい。例えば、放送を2ヶ国語にするとか、生活
の中で自然に触れられるようにしてほしいです。
市は色々な支援サービスをしているようだが、一部の家庭にしか伝わっていないのでは。幼稚
園に通っているから、保育園に通っているから安心ではなく、すべての子ども達が安心で安全
に成長できる町づくりをお願いしたい。大人の都合ではなく、子どもを中心に考えてほしいと思
います。
つまらない税金対策の年末の下水工事をするなら、その費用を上記の項目（ひとり親家庭の
支援、障がい児施策など）へ少しでも充ててほしい。
障がい児の療育、保護者の仕事との両立可。
障がい児のいる家庭の母親対象に、就学児でもOKな一時預かり施設（夏休みなども利用でき
るような）があると、母親は一息つける時があると思います。私達の意見が少しでもご理解、希
望実現につながることを心から願っております。よろしくお願いいたします。
ひとり親で労働時間が短いと食べていけないので、普通に働けるサポートが必要。
仕事で当直があるので２４H制の保育施設を作ってほしい。所得も上がり、自立につながるの
で。
いろいろな家庭環境ある子供たちや障がいのある子供たち、その子供達を育てている保護者
の置かれている状況にあわせた支援を希望します。細かな取組になるため、市としては大変
だと思いますが。
分からない事や不安があり、保健センターに行ってみたが、栄養士の方の話し方が少し威圧
的で、話していて疲れた為、もう行きたくないと思いました。むこうはあたり前と思っている様で
すが、こちらは初めての出産で不安もあり、それが積み重なって細かくなってしまい、小さな事
を聞いてしまいました・・・。もう少し優しく接してほしいです。
分かりやすい提案をしていただけると利用しやすく、又とても助かります。
障害児なのですが、就学前に教育委員会から相談等のお手紙がもらえると、小学校へむけて
どのようにお話ししていっていいのか分かりやすくていいのになって思います。和泉市ではそ
のような手紙が来て、相談してから小学校訪問につなげれるので、すごく嬉しいとその市に住
んでる方からお話をうかがいました。富田林市もあるといいのになあと思いました。
ひとり親家庭になっても、市役所から全てのサービスが紹介されないので、家庭によって情報
量が違う。本当に応援する気持ちがあるのか！！
私は1人目妊娠の時のつわりがすごくひどくて、仕事中に吐いてしまったり、仕事を休む、体調
不良で点滴するなどしました。その時は実家近くだったのですが、富田林に引っ越し実家から
１時間ほどかかるようになりました。2人目妊娠を考えていますが、子供がいて夫が仕事忙し
い、自分も仕事していてつわりもあるのかと思うと、どうやって乗り切ればいいのか分からない
です。関係ない事書いてすみません。
子供がいても働きやすい（フルタイム）環境が欲しいです。
（ひとり親家庭の支援について）推進も必要と思うが、一部で偽装離婚などが行われている事
も認識して頂き、対策や防止もして欲しいと思う。必要な人が同じ対応なのは可哀相である。
悪い事をしている人の行いによって、必要な方まで同じ目で見られたり、疑われたりしない様
対策して欲しいです。
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いくら児童手当て？もらってても、それの数倍も税金でとられていたら、生活がままなりませ
ん。税金払う為に私たちは生きてるのではない！！（いくら両親が居ても）国保とか市民税とか
アホみたく高すぎる！！
新婚40才くらいまでの家庭には、何か補助があったと思うが、このところ晩婚化して子どもを産
む年齢も上がっています。若い世帯は給料が安いのかもしれない。しかし、定年まで長く働け
て子供を養えるが、高齢で子供をもうけると、定年までの年数が短くて先の学費などが不安で
す。補助するのなら、就学前の子がいる世帯などに区切って補助をだしていただきたいです。
富田林に引っ越して緑も多いし、子育てにはとてもよい環境だと思っていますし、その話を聞
いた友人たちも、これから住宅を買おうとされてる子育て世帯の方たちは関心を持っていま
す。いまひとつ、もう少し転入してきたくなるような売りを増やして、市の人口が増えるような策
を打ち立てていただきたいです。
ひとり親家庭の支援て何があるんですか？（児童扶養手当、医療費以外で。）
子どもを産んでみて、改めてひとり親の方々の大変さが身に沁みます。子どもが病気の時に
預けられる施設などの充実をぜひお願いしたいです。
きめ細やかかどうかは分かりませんが、市からの補助がなければ生活ができません。とても
感謝しています。お金があれば、ふるさと納税したいくらいです。もっと子育てしやすい富田林
になってほしいです！！
毎月保育園の地域担当の方が来て下さいます。暑い日もこれから寒い日も、頭が下がりま
す。虐待など隠れた問題に効果があるかもしれませんが、先生方の負担になりはしないかと
思います。特に利用することもなかったので、なくしてもいいかな、と思います。全保育園、お
布団とカバーの貸出しをしてほしいです。
3人目を考えているが、金銭面的にどうしようか悩んでいます。習い事などもしてあげたいの
で、子育て世代への支援を増やしてほしい。消費税が上がるので。
ボランティアをしてみたいと思っているので、広報などで案内してほしい。
手厚い支援を望みます。
小学校の体育館や市営保育所、幼稚園で育児相談会をしてほしいです。
障がいのある兄弟がいます。同じような子どもをもつ保護者の方などが集まる場を知りたいで
す。
障がい児施策の進みが遅く情報がまったくなく、個人で頑張らないと分からない。知らない事
ばかりで大変困りました。
就労を希望する人への支援。
公立保育園を利用しているが、キンダーカウンセリングのような人や発達心理学者や臨床、カ
ウンセラー等、専門の方が各園にいていただければ心強いです。保育士さんはいつも忙しそう
だし、気軽に相談しにくいです。（深い話は専門外なので。）
ひとり親家庭の養育者が、病気などで子育てに困難になった場合、自宅への家事などの補助
があれば助かります。
生活保護世帯の私立幼稚園や小学校、中学校への入学を認めているのが理解出来ません。
低所得や1人親家庭でも生保に頼らず小さな子供を預け働いて市民税を払っています。この
問題は是非とりあげて頂きたいです。この用紙に封筒小さいと思います。
主人が病気の人の為の支援をしてほしい…。
あまり知らないので、又、広報等を通して情報が知れると良いなと思います。
障がい児などをサポート、相談をもっと取り組んで欲しい。
母子家庭への手当ては、ある程度収入があると受けられないが、子供を習い事をさせるほど
のゆとりもない。→代表的な習い事や塾への補助があると嬉しい。もしくは、学童内に塾的な
ものを設置するとか…。
1人1人いろんな悩みをお持ちと思います。充分すぎるくらいのケアや情報を流してあげてほし
い！！
（ひとり親家庭の支援について）アに同じ。
いい保育所は空きがない。しかたなく幼稚園に入れている。両親がいなければ、今のフルタイ
ム（正社員）の仕事は続けられない。概ねは感謝しているが、もっとできない子のバックアップ
をすべきかと思う。タバコを吸っていたり、公園で騒いでいる子がいたりするのは、他の市より
多いような気がする。
片親手当を不正にもらっている人がいる。市民の働いて払っている税金なので、しっかりと取
り締まってほしいです！！
どの子も育つ環境を！！どの子も育つ富田林へ！！
私は母子であり、障がいの息子もいます。色んな勉強会をやってほしいです。
ひとり親でなくても夫や両親などの助けが得られないケースも多々あると思うので、その場合
どういった支援があるのか具体的に知りたい。
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税金で支援しているので、本当に支援を必要としているのかどうかの見極めも大切だと思いま
す。きめ細やかさも良いとは思いますが…。
両親が揃っている家庭でも、公共サービスを受けて助けて欲しいと思う事がある。どのレベル
で良しとするか、お役所は見ていてわかりにくい。
悩んでいても心から言える場所がなくて、孤独を感じているのでは？気が合いそうなメンター
が聞いてあげれる環境を！！
やはり病気の時の預け場所。（本当にしんどい時は親がいいですが、元気だけど許可でる迄
登園できない時など。）祖父と住んでいると、祖父の収入も入れられて母子手当が出ない時が
あった。
障がい児への知識不足。もっと親へのサポートがあればいいと思う。
障がいを持っている人との関わりは、小さい時からとても大切な事なので、もっといろいろ健常
者も知る機会があったらと思います。全員がまじあえる場をもっと作って欲しいです。自分に協
力できることがあれば、是非参加したいです。
子供を1人連れて再婚しているが、母子家庭だった時、自分の教育方針として父親としての自
分の役割も必要と思って育てていたが、学校の先生が子供から「私に叩かれた」ということを
聞いて、私の話も聞かずに虐待だと通報しましたと言われたことがある。結局、きちんと話をし
たら取り下げたようだが(通報を）母子家庭だから虐待ありきという色眼鏡で見られていること
がショックだった。離婚後、収入があるからと一切の補助も受けず、過労死寸前まで働いて育
ててきたので、頼るところもなく辛かったですよ。もっと現状を知って、支援するべきところはす
るべきです！！
現在は利用ないですが、充実していると良いと思います。
整っていると思う。障害を持つ人が多く暮らしている。住みやすいのだと思うと、安心します。
子育てにはなるべく多くの人の関わりがあった方がやはり楽だと思うので、定期的な集まり大
切。あと、つどいの広場や他の遊び場で障がい児と会うことが無いので、みなさんがどのよう
に過ごされているのか、遊ぶ所はあるのか？いろ～んな子どもが自由に集まれたら良いのに
と思う。
子供の人数の多い家庭の支援も考慮必要。将来の市・国を支える人となる子供なのだから
…。
ひとり親が家の近くで働ける環境を探せるシステム。又働いている時間をしっかりみてもらえる
ように、障がい児が外に出て活動できるシステム。
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