
資料6_富田林市(小)その他・自由意見 問1

問1 居住町名

富美ヶ丘町
富田林市本町
富田林市新堂
若松町
富田林市清水町
富田林市
若松町
桜井町
喜志町
木戸山町
川面町
喜志町
平町
梅の里
川向町
北大伴
甘南備
西板持
東
須賀
伏山
寺池台
寺池台
久野喜台
五軒家
高辺台
藤沢台3丁目
美山台
津々山台
津々山台
新堂
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資料6_富田林市(小)その他・自由意見 問2

問2 回答者

意見なし
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資料6_富田林市(小)その他・自由意見 問8-1

問8-1 相談相手、場所

職場の人。
職場の方。
職場での同じ年代の子供をもつ人たち。
小学校入学前に通っていた保育園の先生。
自身の妹。
職場。
幼稚園の先生、園長先生。
職場の同僚。
姉。
子育て支援団体のカウンセラー。市が実施している女性相談のカウンセラー。
大学の教室。
幼稚園の時の先生。
別居している親戚。
姉妹。
下の子が通っている幼稚園。難聴通園施設の先生。
姉。
先生や看護師、仲間。
ボーイスカウト、こんごうおやこ劇場
デイサービス事業所。大学教授。
デイサービス、ヘルパーさん等。
小学校のボランティアサークルの先輩。
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資料6_富田林市(小)その他・自由意見 問14-1

問14-1 学童クラブを利用している理由

下の子が聴覚障害があり、昼から難聴幼児通園施設に通っている（母子通園のため）。
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資料6_富田林市(小)その他・自由意見 問14-3

問14-3 たまに利用したい理由

土・日・祝も仕事の為。
フルタイムで働きたい。
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資料6_富田林市(小)その他・自由意見 問14-4

問14-4 学童クラブに希望すること

宿題を教えれる指導員を入れてほしい。
遊び場と学習や休息の場を分けられるだけの床面積がほしい。
指導者の質、人柄。指導者の異動。
長期休暇時の給食。
1日保育の場合、朝早くにあいてほしい。
指導員さんの指導方法を改善してほしい。
集団下校の時間が17:00では、6時限授業の場合、利用できる時間が短くなってしまうので、延
長を希望します。また、19時までだと仕事の都合で迎えに行けない。迎えにも行けず、集団下
校が17時では、親が帰宅するまでの時間が長くなってしまう。
土曜日の夕方、19:00迄にして欲しい。
指導員の方の対人関係能力向上等、質の向上。
高学年になると辞める子が多いので、子供が高学年になっても行きたがる学童にしてほしい
です。
夏・冬・春休みの期間以外の代休等の日を8:00〜にしてほしい。
長期休みのみの利用。
夏休み、冬休みのみの利用。
子に対しての教育。先生の質。
昼食希望。長期休み（夏休み等）のみの利用を可とする。
良くして頂いております。土曜日も19:00迄お願いしたいのです。

6 / 47 ページ



資料6_富田林市(小)その他・自由意見 問14-5

問14-5 小学校4年生以降の希望する放課後の過ごし方

学童とは別で学校で習い事的な事が出来ると嬉しい。
本人の意思に任せる。
春休み・夏休み・冬休みetc 長期休みの時だけ利用できたらありがたいと思います。
祖母が見てくれる（現在は働いている）。
お友だちと遊ぶ時間を持って欲しい(屋外で）。
母がローテーション勤務なので、母が夕方不在の時は利用したい。
学童以外の子との交流ももたせてあげたい。
友達と遊んでもらいたい。
何も考えていません。
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資料6_富田林市(小)その他・自由意見 問15

問15 学童クラブを利用していない理由

低学年の時は利用していたが、今は大丈夫なので利用していない。
見学に行きましたが、子供が雰囲気に馴染めなかった。
利用条件が合わない。
労働時間が短いため。
私立の小学校に通っている。
児童館に行かせている為。
児童館を利用している。
煩わしいのが嫌だから。
子供がいやがる。
金が無いから。
学童クラブに魅力を感じない。おやつの内容、悪い噂。
6年生だから大丈夫だと思う。
以前預けていたが、あまりに劣悪なのでやめた。
学童クラブの質に不満があり、預けると仕事の余裕が出来るが、預けたくない。
親が参加する行事があり、時間的余裕がない。
子供の帰宅時間と前後して帰ってこれるので。
お姉ちゃんが居てるし、学童への不信感がある。
子供が行きたがらない。
私（母親）病院の通院で家にいる。
1年生で学童に入るのを子供が嫌がったため（近所の子と遊べないなどの理由で）。学童の料
金が（パート代との比で）高かったため。学童の役員が大変と聞いたので。
自身と配偶者の親で面倒が見れるため。
低学年時は学童保育を利用していた。
子ども達だけでやれるので（必要性を感じない）
パートで働いているが、子供が学校から帰ってくるまでには家に着いているので、利用する必
要がない。
低学年では利用していたが、高学年になりやめた。
低学年。
子供が学童が楽しくないというため。
学童クラブでの保護者の役員活動の負担が大きい為。
学校から帰って来るまでには、家に帰っているので。
子どもが利用を嫌がる為。
父母とも働いているが、放課後の時間までには家にいるので。
小学校4年生までは利用していたが、5年生から帰宅後友達と遊びたいと訴えるから辞めた。
3年生まで利用していた。
育休前までは学童を利用していましたが、今は家にいるため利用していない。
普段は子が学校に行っている間だけ母が働いているのでよいが、夏休み、春休みだけ、午前
中だけでも利用したいと思い、市役所に問い合わせたことがあるが、そういう利用はできない
と断られた。
子供の下校時間には在宅できているため。
4年生まで利用していましたが、子供が友達と遊びたいという理由で、5年生から利用していま
せん。
母親が子供が学校でいない間に働いている為。
子供が帰るまでに母が帰宅しているから。
知的障害があるので、利用しづらい。（以前は利用していた。）
子供が帰ってくるまでに仕事も終わり家にいる。
保護者会が負担。
毎日ではないが、兄弟などが在宅しているので、利用していない。
学童を利用したが、子供がイジメにあい、やめた。できれば利用を続けたかった。
子供が行きたがらない。
本人が利用したがらない。（両親とも働いてます。）
（「4. 父母とも働いていて利用したいが、時間帯の条件が合わない」と回答について）←5時ま
での制限で週2日のみしか認められませんでしたので。
小学部1年の時に学童を1年間利用しましたが、イベントの時は休むように言われたり、5時ま
での利用、土曜日は困る、火木のみの利用と言われ、利用料は満額払いでしたので、大変不
便でした。
必要ないと思うから。
いじめなどの不安。充分な環境で無い為。
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資料6_富田林市(小)その他・自由意見 問15

ヘルパーさん、デイを各1週ずつ利用している。
母（私）が働いていないので、利用出来ない。
子供の下校時間には、帰宅しているので。
以前は利用していたが、指導者を信頼できない為やめた。
父母とも働いているが、子どもの帰宅時間に間に合わない日は母親に来てもらっています。
夏休み、冬休みに利用したい。
姉もいますし、習い事を一人で行ったりしている為。
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資料6_富田林市(小)その他・自由意見 問16-1

問16-1 対処方法

私が働いていないので、大丈夫でした。
職場へ連れて行き寝かせておいた。
母親の仕事が休みだった。
内職なので家にいれる（都合がつく）。
父、母共に家に居ます。
父親がたまたま休みだった。
宛名の姉が学校に許可をもらい途中学校から抜け出し薬を飲ませたりしてくれた。子どもだけ
で留守番させたが「仕方なく」ではない。
父親が休みの日だった。
下の子の難聴幼児通園施設へ行くのを休んだ。
家でできる仕事なので、子供を見ながら仕事もする。
会社へ連れて行った。
パートが偶然休みの日と熱を出した日が重なったので。
ケガの時桃花塾でケアしてもらいました。インフルエンザの時は帰宅して母親の私が見まし
た。
両親で子供を世話した。
母親は深夜の仕事なので、休まずに昼間に子供をみれる。
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資料6_富田林市(小)その他・自由意見 問17

問17 子どもを家族以外の誰かに一時的に預けたこと

友人。
民間保育園。
受給者証あります。次男は手帳持ちですので、桃花塾のショートステイを利用しました。
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資料6_富田林市(小)その他・自由意見 問21

問21 子どもが参加したことのある地域活動

募金活動
学校こども教室。
自治会での清掃活動。
絵本講座、講演会。
ボーイスカウト。
公園清掃。
母の仕事に同行し、手伝いをした。
石川清掃
ボーイスカウト活動、おやこ劇場の活動
（「6. 社会福祉活動」について）幼稚園の時、No.6活用に参加したことがあるくらい。小学校で
は障害をおもちの方々との交流、体験をしたのがこれに含まれるか？
クリーン大作戦。
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資料6_富田林市(小)その他・自由意見 問21-1

問21-1 子どもがこれまで参加していない理由

本人が行きたがらない！
働きに行ってる時間帯に申し込み開始等で、申し込めない。
本人が参加したがらない。
活動があることを知らない。
親が忙しい。
家庭で畑（野菜作り）、キャンプなど体験させているので、必要だと思わない。
いまいち主旨がピンとこないものだから。
交通が不便。
子どもが行きたがらない。
家族で過ごす時間を大事にしているから。
障害児に対応していない。
普段、子供の世話をしている母親がパートに出ていると参加できない。
家業が農家の為、畑や山で遊ぶ事が多く、子供もあまり興味がないよう。
障がい児が参加出来るサポート体制が整っていない。
障害があるので、他の参加者に気を遣うのが嫌。
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資料6_富田林市(小)その他・自由意見 問22

問22 今後子どもに参加させたいと思っている地域活動

気軽に同年代の子供たちとふれあわせたい。1〜2時間とか2〜3時間。草野球をするにも、
やってはダメという広場、公園が多く、子供たちも習い事をしてたり家が遠かったりで集まら
ず、かといって野球チームなどに所属すると毎土日朝から晩まででハード過ぎる。
パートで働き、家計を楽にしたいが、夏休みなど学童にも入れないのが不安。
子供が行きたがれば、どれでも参加させてみたいと思う。
夫の介護があるので、子供に付き添えない。
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資料6_富田林市(小)その他・自由意見 問23ア

問23 ア 子育て支援サービスについて

パート勤務の為、学童クラブの利用は却下されました。夏休み期間子供だけの留守番で困る
事がありました。
（児童館について）⇒以前あったたこやま公園がなくなり、子供がボール遊びする所がなく残
念がっています。
保育園（公立）を利用していたが、とても良くして頂いたと感謝している。児童館のトランポリン
教室に通っていたことがあるが、終了後、クラブは市の体育館でしかなかったと思う。児童館
の体育館をもっと有効利用してほしいと思う。学童クラブの教室の環境はもう少し改善してほ
しい。
学童で遊んでばかりで、宿題をやって帰ってこないことが多く、夜眠くなり宿題をさせるのに苦
労している。もう少し学童で勉強を教えてもらえたら助かる。学童の会議が19:30から毎月ある
が、毎月する必要あるのかと思う。仕事もして、夜遅くまでの会議、はっきり言ってすごく負担
です。それに、毎回来ていない保護者もいて、不公平だと思う。他の学校は毎月など会議の
ない所もあると聞いた。学童の会議の在り方を見直してほしいです。
とても充実してきているように感じる。これからも拡充していってもらいたい。
・つどいの広場によく行きますが、日曜日に開設している所がないので、作ってほしい。
・小学生を預かってくれる施設がほしいです。（学童ではなく、一時預り保育のような。）
子供を何人育てていても、子育てに不安、悩みは尽きないものです。自分の子供しか見てい
ないから、うまく行かないと心が爆発してしまいそうな時があります。“尾木ママ”の様な色んな
子供を知り尽くした人の話を聞ける様な機会を作って欲しいです。富田林で活躍している人た
ちの生い立ちを、富田林の子育て支援ホームページで紹介して欲しいです。
就園前に富田林幼稚園のコアラという未就園児の集まりに2年間通わせて頂きました。そこで
子供も私も仲良しの友達が出来て、小学校が違う友達が何人かでき、今もお付き合いしてい
ます。
夏休みに小学生対象の講座がたくさんあり、助かりました。(児童館、公民館）。
一人では参加が出来ない雰囲気があります。
学童クラブは6年生まで入ることが出来るし、19:00まで見てもらえて、安心して仕事ができた。
（3年生まで入っていた。）
学童クラブを利用していませんが、いつでも気軽に利用できる環境にしてほしいと思います。
学童クラブの夏休みだけの預かりがあれば、とても有難いです。通常は利用していない家庭
でも、長期休みで用事がある時に利用したいと思います。
学童の部屋を広くしてほしい。
地域の子育て支援サービス…情報が無く相談出来ない。
つめこまれて、狭さにびっくりした。設備も古く、危険も多い。
本人はインフルエンザにかかっていないのに、学級閉鎖になった時、該当学級だからと学童
に行けなかった。本人は病気ではないので、この時は学童に行ける様にしてほしい。父親が
会社を休み扱いにし、出社、途中昼休みなどに帰宅し様子を見るなど大変困った。家庭でもし
家族の中にインフルエンザの者が出たとしても、別にその家庭の生徒が学校や学童を欠席し
ないといけない訳でもないので、考え方としては同じでいいのではないか。
充実し、利用しやすい方だと思うが、病児保育がないのは困る。
夏休みや冬休み、春休みの支援サービス及び遊び場所や宿題等をする場所の提供をしてほ
しいと思います。又こども図書館など子供専用施設のようなものを作って頂ければ有難いなと
思っています。
夏休みに児童館で手作りオモチャを無料で参加でき、家で教えてあげれないこともたくさん学
ぶことが出来、とても子も親もいい思い出になりました。
学童クラブ6,000円、おやつ代2,000円がかなり負担になっているが、やむを得ず利用している
現状であり、以前のように無償にしていただけるよう希望します。
児童館及び児童館の職員の皆様には、いつもお世話になっており、大変感謝しております。
時間がもう少し長く（学童並み18時、19時まで）見てもらえる様になるとありがたいなあと思い
ます。
各々での活動はしっかりなされていると思います。しかし、まだまだ連携をとってサービスして
いるとは言い難いと思う。部署ごとに協力したり、地域の力を結び付ける力は必要です。
医療費の助成対象年齢を小学校6年生から中学校3年まで延ばして欲しいです。
保育園を増やす事より、小さな子がいる間は子供と親（母親）がお金を気にせずゆっくりと子
育てできる様にした方がいいと思います。
今は学童クラブに行っているので、安心して留守にできますが、住んでいる所には児童館等
の施設が近くにないので、あればと思います。
遊び場所がない。公園がないし、児童館も遠く、子供の足では無理。
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資料6_富田林市(小)その他・自由意見 問23ア

・抽選ではなく、希望すれば利用できるようにしてほしい。
・小学生の一時保育、学童の利用を希望。歯医者、美容院、病院など、少し預けたい時に下
の子がいて預けにくい。預け先がない。
学童でなくても、一時預かりなど学校でしてもらえれば助かる。
児童館を喜志校区にも。市民会館（レインボーホール）での講座、体験、スポーツ、勉強会な
どをもっと増やすべき。
夏休み時、プール再開（学校のプールではなく、いつでも子供たちが利用できる事を望みま
す）。
市民プールは必要です。料金制にし、市外からも集客すべきだと思います。
病後児保育だけでなく、病児保育の充実を。
学童クラブは、市内は働いていなくても無料で入れるのに、値段を上げ過ぎではないのです
か？パートで1万円近く学童にもっていかれるのは、きついです。
図書館が狭いし、駐車場も少ないので、利用しにくいです。
児童館は市にひとつ。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。車が乗れない身としては行動範囲が狭く、あきらめることばかり…。喜志周辺は不便で
す。公立幼稚園の保育時間延長や保育年数の拡大などしないと、人数は少なくなる一方で
す。
（学童クラブ）おやつの内容を改善して欲しい。手作り。手をかけて保育して欲しい。
地域の子供の講座をよく行っているのですが、中央公民館の講座は何度か行きました。市民
会館の講座をもっと増やしてほしいです。（バトミントン・手作り教室・ダンス等。）
学童は申し込みをしたらすぐに入れる様にしてほしいです。
児童館を子供に利用させたいと思うが、自宅からは遠く、わざわざ車で送迎するのも…と思
う。学校近くにも小規模で良いので児童館とまでは呼べなくとも、子供たちが放課後に友達と
約束して遊べる場所が欲しい。
個人的には十分満足しています。
児童館には、幼児クラブから今にいたるまで、とてもお世話になりました。子供が幼稚園に入
る前、みどり保育園の方が育児サークルに出張保育に来て、一緒に遊んでくださったのが、と
ても楽しくて、とても有難かったです。
公園や児童館が少なすぎる。学童は先生の教育がなっていない。
病気をした子供を預かってもらえる所があるといいと思う。
・保育園の入所が、以前は育休中で3才未満（兄弟の上）の場合、一旦退園になって預かって
もらえなかったのが預かりOKとなって、とても助かった。
・学童は夏休みのみというのは×となっているが、学校に行っている間よりも長期休みの時が
仕事をしている人は困ると思う。夏休みのために学童にいれているという人も聞きます。なん
だか矛盾している気がします。
学童クラブは親が働いていないと参加できない。誰でも入れるようにしてほしい。
夏休みetcの時に参加できる活動が少ないと思う。（あっても人数がかなり限られている。）
児童館は梅の里からは遠く、もっと近くに子どもたちが集まって遊べるような場所があればい
いのに…と思います。子ども～おとしよりまでが集まれるような、毎日開いている…。
以前、母に子供を預けていましたが、母が病気になり仕方なく仕事をやめました。その際、学
童を利用すれば良かったのですが、手続きをスピード化して欲しい。
もっとたくさん無料で色々な支援サービスしてくれる場所が増えたらいいなあ…。
学童クラブの費用減額。おやつ代3,000円は高いと思う。
父母の一方が病気などで倒れると必要となるかもしれません。
※夏休みなどの長期休暇のみの学童利用をぜひ行って欲しい。学童クラブの施設が喜志西
小はかなり老築である。早々に改善して欲しい。子供を預けたいと思わない。又、先生方（学
童の）も、もう少し教育して欲しい。以前から子供への横柄な対応気になる。
近くにあるのですが、小学校へ上がったら学童クラブしかなく、子育て支援サービスが利用出
来ると助かります。あと、夏休み、冬休み等、長期休みの時のみ預ける事が出来る学童クラブ
にしてほしい。大阪市内に比べると、まだまだ差があります。（いきいき→無料。学童→有
料。）
子どもがまだ小さい時、私が熱を出し病院に行きたい時等に、何度かファミリーサポートセン
ターを利用し、とても助かりました。いずれ援助する側のお手伝いを出来ればいいなと思いま
す。
名古屋市ではトワイライトスクールがあり、誰でも年間保険料400円程度で6時まで学校で見
てくれます。仕事をしていなくても病気や通院、リフレッシュの為にも子供を預ける場所があっ
て、とてもいいサービスだと思います。最近では、共働き家庭が多く、PTA活動が夜に行われ
る。子供達だけ残して学校に行ってまでPTA活動をする必要があるのか？土曜日の日中に
子供達を見てくれるサービスがあれば、この様な無理をせずに済むと思う。
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他県に住んでいた時は、近所に児童館があったのでよく利用しましたが、今は近所にはない
ので、利用したいと思ってはいてもなかなか行く事ができません。
学童クラブの先生のあり方。
公立幼稚園が3年保育になれば、みんなもっと公立幼稚園に入園させると思う。
必要な時だけ預かってくれる学童があれば良かったと思います。
学童クラブの長期休み（夏休みなど）のみの利用ができれば助かります。
市民プールを復活するか、中学校でのプール開放の日数を増やしてほしいです。
他市から富田林市に引っ越してきて2年目ですが、保育園は2ヶ所お世話になりました。どちら
もとても子育てへの環境や対応に満足しています。今、小学校の学童クラブを利用しています
が、指導員の方々の中に数人、言動や指導内容に問題のある方がいます。教師という職業
ではないとは思いますが、子どもを預ける側としては不安です。
学校ではなく、地域内に学童クラブが欲しい。
何が行われてるのか、あまり分からない。
富田林はかなり充実してると思います。
保育園に入るまでは、いろいろな保育園、幼稚園の保育（散歩、クリスマス会等）に参加させ
て頂き、よかったです。児童館についてはよく知りません。学童も、母の役員等で大変と聞い
て敬遠しています。
単発でも学童クラブに預けたい時がある。一時利用できるようなサービスを考えて欲しい。
保育園に通っていたが、病後児施設が園にはなく、病気になっては仕事を休んだり、熱が出
れば連絡がすぐ来るなど、大変だった。これでは、仕事を続けやすい環境とは言えない。
学童クラブの時間延長を希望。また、17:00を過ぎた場合でも、1人での帰宅を認めて欲しい。
（学童終了時間までに迎えに行けない為。）
児童館やすばるホールなど、同じ富田林でも嬉地区から遠いので不便です。
サービスは良いのだけれど、定員が決まっていて、当たらないと参加できないことがあり、残
念でした。もう少し考えて頂きたいです。
保育園や学童育ちの子に、クラスで乱暴だったりする子が割と多い。預けるのは心配してしま
います。あまり進んで預けようとは思わないです。
サービスがあること自体は知っているが、実際に利用できるまでの手続き等に時間がかかり
すぎてあまり意味がない。税金をムダにつかっている印象がある。
いろいろな支援サービスがあって良いとは思う。場所が遠かったりして、車がないと行けない
所が多くて、行こうと思わない。
保育園はとてもきめ細かくサポートして頂き、助かりました。
幼稚園、入園前に園庭解放、幼稚園での教室、コアラの広場、体操、児童館等、色々参加さ
せてもらいました。行き場があってありがたかったです。
保育園→小学校入学時に学童クラブを利用していました。働く親にとって、預かってもらえる
環境は大変助かりました。
学童クラブの土曜日17:00迄をもう少し延ばしてほしい。
保育や地域の子育てなど、大変良いと思います。
長期休暇だけ預けれる様な所がもっと増えればいいと思います。低コストで…。
学童が土曜日5時迄なので、利用できない。土曜日も7:00までお願いしたいです。
学童クラブ→利用人数に見合う施設の内容（広さや人員配置）にして欲しいです。一度、早い
時間に迎えに行った際にギュウギュウ詰めで過ごしており、非常に窮屈そうに感じたため。
保育園→保育の基準を充実したものにして欲しいです。
土・日・祝日に利用できる子育て支援サービスの充実を願います。
図書館をもっときれいに使いやすくしてほしい。
学童クラブの施設の充実と内容の改善。先生方が一般の方だからか、子供への対応がいま
いち良くないと感じる。休みの日の朝の時間を始業時間が遅すぎる。
地域の子育て支援サービス、児童館、何が行われているのか分かりにくい。
保育園になかなか入所できず、託児所に預けたり…。低所得だから働きに行くのに、給料が
託児所代になり大変でした。学童の保護者会や行事が多いので、1年で無理やりやめた。学
童の保護者会や行事をやめてほしい。
児童館は利用する人は限られた人のみのイメージがある。
1、2年時、学童クラブを利用していました。その時の感想です。働いている親が利用している
のに、係活動の参加があり、軽いものではなく、負担に感じました。又、そう思われる方が多
い為、わざと学年末近い係活動の担当になり、その係（行事）前に学童クラブをやめていく方
を何人も目にしました。まじめにやる事がばからしく感じた時もあり、不公平感が残りました。
以前利用していた学童クラブは、19時迄預かっていただけたので、残業でお迎えが遅くなる時
は助かった。長期休みだけ（夏休みのみ&冬休みのみ）学童があれば嬉しい。
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児童館は子供がそこまで行く送迎循環バスetcでもないと行くことができない。親が働いている
と、平日のイベントetc夏休みでも連れて行けないので、土日のイベントを増やしてほしかっ
た。
夏休みのみ学童クラブを利用したい。
乳幼児や0～2才保育など、よく無料で週に数回サービスをしている案内を良く見かけるように
なった。私立幼は園児の確保のためで、公立幼や公的サービスは通う人が少なくなってきた
と感じる。
児童館も住んでいる場所から離れている為、利用出来ません。子供達だけで利用出来る様に
なれば良いなと思います。
学童クラブの年間の役員の方の負担は大きいが、夏休み、冬休み、春休みのみの学童クラ
ブ利用可能にして欲しい。
公立保育所と学童クラブにはお世話になりました。先生方にも気軽に子どもの相談をすること
もできました。ローテーション勤務の時は、自分の勤務に合わせて子どもを預けられたら…と
思いましたが、公立では無理でした。
錦織には、あまりこのようなサービスが少ないと思います。歩いて行ける所があればうれしい
です。
数が少ないので（遠いし）使用しにくい。
形だけのものが多く、もっと親しみやすい子育て支援にする必要あり。児童館も薄暗く…子ど
もたちがのびのび安全に自由に遊べるスペースを作って欲しいです。
近所（子供がひとりで行ける範囲）に図書館がほしい。
河内長野にある「あいっく」を富田林にも作ってほしい。学童を1日単位とか気軽に利用できた
らいいと思う。
児童館が遠いので、近所にも児童館や図書館があるといいと思う。学童クラブ、働いてない家
の子も入れたらいいなと思う。（なかなか安全な遊び場もないので。）
学童クラブを夏休みのみの入会とかがあればうれしい。
・保健センターでして頂いた定期健診の待ち時間、順番待ちが長すぎて大変だった。もう少し1
日にする人数を減らして欲しいと思った。
・児童館など入りにくく行けなかった…。
つどいの広場を利用させてもらってます。近くに遊べるところがあって助かります。お母さん同
士の話を出来て、リフレッシュできます。情報交換も出来ていいです。
幼稚園、保育園で子どもたちはたくさん経験する事ができ、生活の基盤が作れました。子育て
中の方にぜひ行って欲しいです。
ほとんど利用したことがありません。遠いと行きづらいです。
長期休暇（春・夏・冬休みなど）の時のみの学童等があってほしい。
保育園の入所申し込みに行った時、担当の方に保育園に預けるのは親の都合だと言われた
のが忘れられません。
もう今は子供がある程度大きくなったので必要ないが学童クラブが春休み、冬休み、夏休み
だけの利用ができればといつも思っていました。
小学校の学童クラブは、親が月1回集まって会議をしたり、係があったりで負担が多い。とても
負担だと思うので、これは無くした方がいい。親が忙しいのに、わざわざする必要ない。会計
係などがみんな指導員すればいい。そのわりに中身が空っぽで習い事もしづらいため、仕事
をしているが祖父母に預けている。でも、市のサービスとしてはあるだけいいと思うので、民間
の学童の誘致をしてほしい。（英語の学童など。）
公立保育園、学童両方を利用していますが、担当の先生方との連絡など密にとれるフォロー
も充実しているので、満足しています。公立としての良さが無くならない様にしてほしいです。
夏休み冬休み等の長い休みがある時だけ学童が利用できれば働きやすい。
学童クラブの時間を延長。指導員の先生の増員。
チューリップ教室はとても良かったです。地域子育てのサービス施設は、特定の人だけが利
用しているので、溶け込みにくい。
うちは幸い祖母と同居のおかげであまりお世話になったことがありませんが、児童館等の市
の施設が遠くて連れて行きにくく思います。
特に問題ありません。学校での行き帰りのサポートも地域で協力しています。
学童保育が3年までの市町村が多い中、本市は6年まで受け入れて下さり、有難いと日頃から
感謝しています。高学年になり、普段は塾や習い事もあり、学童を利用しなくても済むようにも
なりましたので、夏休みなど長期休暇のみの利用も可能になればと思います。
学童クラブは他市に比べて保育時間、学年が長いので助かっている。
子どもが低学年の時は、子どもが学校に行っている間だけ働いたりしていましたが、夏休み
は子どもだけで留守番をさせる事になり、夏休みや長期の休みの時だけ預かってもらう学童
クラブがあるといいと思います。
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（学童クラブ）朝の時間を長く、土曜日も平日と同じ時間の閉室。
富田林市の子育て支援センターや保健所の講座等は利用しやすく良かったです。
児童館も利用したかったが、こちらから車を運転しない者には利用しづらい。南海高野線側の
住民にも利用しやすい施設を望みます。
夏休み等の長期休みだけ利用できる学童クラブがあれば助かります。各小学校での実施が
ムリなら、「保育園の一時預かり」のように、どこかの学校、施設等で実施して欲しい（数ヶ所
で）。
平日子供が学校へ行く間だけ働きたいと考えていますが、長期休み中預けるところがなく、家
でひとり置いていくのも不安です。学童クラブが利用できればいいのですが。
夏休みや冬休みなど長期休暇のみの学童があると助かります。
児童館で行われているような活動を、他の場所（金剛駅側）でも行って欲しいです。
（学童クラブについて）夏休みだけでも利用可でないと、昼までの仕事でも続けにくい。
学校の先生が不足。（小学、中学共）。特に中学校での先生の途中退職が目立つ。問題児の
ケアが担任1人では難しいので、専門の先生が必要。
学童クラブを利用しているが、施設のいろんな不具合はあるけれど、いろいろ頑張っているこ
とは感じます。
パートタイムで働きたいと思っていますが、夏休みだけの学童クラブの利用ができないので、
働きづらいです。
障害児の余暇活動に力を入れて欲しい。
現在、内職をしていますが、下の子が小学校に入学したら、1日5〜6時間程度のパートに出た
いと思っています。学童は利用しなくてもいいと思っていますが、春・夏・冬休みなどの長期の
休みだけ子どもを預けられる場所があると、安心して働けると思います。
学童クラブを利用しようと思ったこともありましたが、指導員の方々が仲が良くなく、子どもの
事もちゃんと悪い事をした時でも叱らないと聞いた事があり、心配になりやめました。
インフルエンザで学級閉鎖で子供は元気でも学童が利用できない時や、インフルエンザで何
日も続けて仕事を休まないといけない時がつらいです。何か方法があれば教えてほしいで
す。
学童クラブの利用を長期休暇だけでも利用できるようにして欲しい。学童クラブの先生の質の
向上も希望。
下の子の時に行っていたつどいの広場で、ボランティアの人達の質の悪さにびっくりでした。
気分屋だったり人見知りだったり、無視されたりもしました。半年通いましたが2度と行きませ
ん。
学童クラブの利用を気軽に出来るとありがたいです。児童館の数を増やして欲しい。
B型肝炎の予防接種への公的支援を期待しています。
子供が小さい頃は幼稚園の未就園児サークルetcよく利用させていただきました。
私自身の友達関係も充実できましたし、よかったです。
乳幼児教室やチューリップ教室に通った事があって、そうゆうのがあるのがすごくいいなあと
思っていました。他の市に住んでいる人からうらやましがられたこともありました。学童では高
学年でも行くことができるのがいいなと思います。他市では3年生までと決まってるところもあ
るみたいで…。
児童館が遠いので、金剛公民館や青少年スポーツホールでの講座や体験が増えると通いや
すい。
初めての子育ての時は、いろいろな幼、保の園庭解放に参加し、親子体操など児童館や青
少年スポーツホールを利用し、青葉丘幼のおひさま（第二教育センター）ではお友達もたくさ
ん出来、とてもお世話になりました。
娘2人とも子育て支援「おひさま」を利用させて頂きました。私立ではなく公立の幼稚園に行か
せたかったので、2年間本当にありがたかったし、子どもにとっても良かったです。
子供の数が減ってきているので、大阪市のように親が働いていなくても学校に残れるようにな
れば、色々な友達と遊ぶことができて良いと思います。
（学童クラブについて）開始時間を8:00にして下さい。土曜日も19:00までにして下さい。指導員
を増やして下さい。指導員の待遇をよくして下さい。
半年前まで吹田市に住んでいましたが、近くに児童館があった為、よく利用していました。今
住んでいる所にはそういった施設がないので、雨の日や長期の休みの過ごし方に悩みます。
児童館が遠くて、車も便が悪い。充実した児童館があればもっと良いと思う。
久野喜台地区に、放課後など安心して遊ばせたりできる児童館を希望しています。
園庭を開放してもらえたり、気軽に活用できるのはうれしい。学童クラブは働く保護者にはとて
も有り難いものだと思う。
夏休み、冬休み、春休みなど、学校の長期休暇期間のみの学童保育。普段は子供が学校な
どから帰宅する時間＋1時間後くらいに帰宅できるので。
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夏休みだけ預けられるような学童クラブのシステムを作ってもらいたい。（親は仕事、兄姉は
部活動等で子供が1人きりになる為。）
割と充実してると思う。
学童クラブについて、フルではなく週2、3回の利用で利用料も半額にならないかなと思いま
す。
児童館では色々な事をしているが、金剛地区でもあると利用できると思うが、児童館まで行く
のが遠い。
就園前までは広報等の案内を見て参加したり、保健センターからお電話頂いたり、助かりまし
た。成長と共に様々な問題が増え、深刻化するが、反面、公共機関との関わりが希薄になっ
た。
住んでいる地域によって差がありすぎるので、どの地域に住んでいても同じようにサービスが
あればいいと思った。
丁寧で行き届いていると思う。
病児保育や日・祝日に子供をみてもらいたい。
富田林は、小さい子の子育て支援はとても良いと思う。児童館などでしている活動を金剛地
区でもしてくれれば、参加しやすいと思う。車に乗らない人には不便な場所が多い。
この4月に大阪市より引っ越してきました。大阪市の小学校には、登録をすれば親が仕事をし
ているしていないに関わらずに放課後子どもが利用できるシステムがあり、急用などのある
時に大変助かりました。1回ごとに費用が生じても良いので、同じようなシステムがあれば1人
で留守番するお子さんも減り、親としてもありがたいです。
児童館の利用が、藤沢台地区では活用しにくい。夏休みなど長期休みの平日で循環バスが
あれば便利だと思います。
児童館の設備（内装等）が古すぎる。赤ちゃんを連れて行きたくない。市内全ての児童が利用
できる環境ではない。近隣のみの利用にとどまっているのでは？先進の学童保育を実施して
いる自治体をもっと参考にする方が良い。
学童クラブもう少し値段を下げて欲しい。
公立幼稚園の3年保育。
保育園は今の環境を守っていただきたい。学童は指導員によって学童での対応が違ったり、
指導員のレベルアップを望みます。
児童館の数を増やし、どこに住んでいても自転車で気軽に通える場を提供してほしい。
子だち３人を効率の保育園に通わせ、保育園の良さを大変実感しています。親子の心のより
どころです。本市の保育や先生の質の高さを維持して欲しいです。親が安心して仕事ができ
るよう、園での一斉保育の良さが生かせるように、今ままでどおり親の勤務時間に関係なく
（パートでも）９：００～５：００の保育時間は変えないでほしいと思います。
小６まで学童クラブ活動があるのは、大変良いと思うが、部屋が狭かったり、老朽化していた
り学童の指導員の手が足りなかったりと、十分な環境が整っていないと思う。もっと内容や環
境を充実させてほしい。
病児保育の為の施設利用があったら助かると思います。
公園が遊びにくいです。もっと幼児が安心して遊べる遊具が欲しいです。図書館をもっと楽しく
使いやすい場所にしてほしい。
市主催のものや保育園の園庭解放はありがたかったです。児童館は遠く利用しづらかった。
友人に、長男3才、次男1才、そして今年おめでたの方がおられます。長男、次男共に保育園
に入れたいと考えたが、長男がダメと断られたとがっかり。そして、不安に押しつぶされそうな
状況でいる人への手が差し伸べられない現状に、腹立たしく思っています！！
日常働いていて近所付き合いがあまりなく、支援サービスにも時間が限られており、利用しに
くかった。
大阪市、堺市などでは放課後に学校に残って宿題をしたり、遊んだりできる制度があると聞い
ている。子供が少ない上、変質者などが多く、子供だけで遊ばすのがとても不安だ。富田林市
でも考えて欲しい。
サークル活動など利用施設の拡充。（幼児教育センターはあるが、ベビーカーなど小さい子連
れにはアクセス（車・バス）が困難な場所が多い。レインボーホールなど。）
学童クラブでお世話になり、助かっています。富田林市で管理して頂いているので安心です。
民間に移すことはやめて欲しいです。
学童にちょっと急に預かってもらえるシステムがあれば、高齢の親に家まで来てもらわなくて
もいいのにな…と思うことはあります。
保育、児童館、学童クラブを地域で一箇所にする。看護師にもいてもらい、病気中も軽度には
対応してほしい。子どもや親は縦横の繋がりが出来る。部屋などは大きく分けて、専門分野の
指導員があたり、食事や自由保育時間は交流し合う。
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子育てを「マニュアル通りにいかない」と間違った考え方をしている若い（そうでない人も）お父
さん、お母さんが多いようです。なんでも相談に気軽に乗れるサービスの提供をアピールする
と良いと思います。
利用しませんでした。
土曜日でも学童クラブのはじまる時間を8時からにして欲しいです。
学童トワイライトでの1日単位の預かりをしてほしい。以前、非常に困った事があったので。
土曜日、平日の放課後など、運動場で遊べるように開放してほしい。
・放課後、不定期でも学童クラブを利用出来る様にして欲しい。→緊急時の預け先として。
・夏休み、冬休み、春休みも学童クラブを利用出来る様にして欲しい。→（子供が学校に行っ
ている間の）パートをしたいが、長期休みの預け先がない。
いつ、どこで、どんな風に利用できるのか、分かりにくい。広報などを見てもいまひとつ中身が
分からず、参加しづらい。
上の子の時と比べ、支援サービスは増えているように思います。
金剛東地区に児童館があればいいと思います。
学童クラブは良い評判を聞かないので、入れるつもりはありません。
夏休みなどに参加できる活動を増やしてほしい。児童館は少し遠いので、金剛公民館でも
もっとしてほしい。
もし働く時に、夏休みや長期休暇時の短期学童があれば助かります。平日（普段）は、帰宅時
間に間に合っても、夏休みは預け先がないので…。
交通の便が悪いので（車に乗らない為）、なんとかして下さい。
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問23 イ 母と子の健康支援について

両親教室や保健師さんのフォロー等、とても行き届いていると思う。
持病がある子の交流会。
予防接種無料にしてほしい。または、補助（おたふくかぜ・水疱瘡・インフルエンザ）。
小中学生の親が気軽に子育て相談できるような施設がほしい。
健康診断を年2回以上にして欲しいです。医療費の負担（金額と年齢）をなくして下さい。
富田林は乳児医療が6年生までなので、とても助かっている。他市の友だちは小学校入学ま
でなので、少し風邪をひいたくらいじゃ医療費が高くつくので病院に連れて行けないし、インフ
ルエンザになったりしたら高額で大変だと言っていた。歯医者にも虫歯になる前に定期的に歯
の掃除に連れて行けるし、“ちょっと心配”と思ったら、お金のことを気にせず病院に行けるの
で、本当にすごく助かっています。
週末に親子料理教室を開いてほしいです。
公立中学は全員を給食にして欲しい。（選択制ではなく、全員でないと食べにくいそうです。）
緊急時に、歩ける所に病院、診療所が遠くて簡単に行けない。小児科を増やしてほしい。ド
ラッグストアが在っても医者が居ないと意味がない。気楽に簡単に診てもらえる所が増えてほ
しい。
上限1,000円の医療費も、複数の科を受診することが多く持病がある為、年間にかかる医療
費も負担になる。18才までに医療費、無償にしていただけるよう希望します。
中学卒業まで医療1ヵ月1000円以内できたらお願いします。
アンテナをはって必要なサービスを受けようとしている方には有効だと思うが、子育てなどに
対する意識の低い親には行き届かないと思う。子どもに対する医療サービスは、とても有難
いです。
せめて、18か20才までは子供なので医療費を子供として認めて欲しいです。
中学生も医療費が500円になって欲しい。
医療費をもう少し引き延ばしてほしい。18才ぐらいまででも…。
子ども医療を中学生までにしてほしい。
幼稚園に入るまでは、保健センターや保健所など相談できる場所があり、保健師さんに相談
していたが、幼稚園入園したらできないと言われたので、誰でも相談できる方がいいと思いま
す。
子ども医療サービスを中学3年までにしてほしいと思います。（入院だけではなく通院も。）（他
の市では中学3年までとなっている市があるので。）
小児科の紹介。運転しない時、出来ない時に子どもを連れて行けない。
家庭訪問など。
医療費（子ども）補助、中学生も対象にして欲しい。母の検診（無料）内容を拡充して欲しい。
（女性特有の病気など。）
義務教育中は子供医療があればいいと思います。
中学3年生まで医療補助制度を設けてほしい。
中3まで医療上限500円にしてほしい。
夜間の発熱時などの受け入れ病院が近くにあってほしいと思う。
歯の磨き方とか、昔学校でよくやっていたような基本的な事を学校でもやってほしい。（赤い錠
剤で口の中で噛んで、磨き残しが分かる体験とか。）
他市に比べて子ども医療の年齢は長いですし、3才半健診までは保健センターとの関係が密
接ですが、それ以降の年齢の子どもたちの支援については、学校のみとなります。もっと気軽
に学校以外でも相談できる（気軽に）窓口があると、いろんな問題にも対処しやすいと思いま
す。
学校給食において、子供達の食べ易い物が多いように思う。各家庭での食事が変わってきて
いるのも分かるが、昔ながらの惣菜、和食を増やして欲しい。そうでもしないとますます食べら
れない大人が増えるのではないかと思う。
うちの子供は野菜嫌いで困っています。楽しく食べられる様に、子供と親と一緒に料理を作っ
たら、少しでも野菜を食べてくれるかな？と思います。なので、親子クッキング教室をたくさん
してもらいたいです。
他市の様に中学3年生まで医療の助成年齢を引き上げて欲しい。
保健センターでいろいろ教えていただき、とても助かりました。
予防接種の情報がわかりにくい。できる時間が限られている医院が多く、全然接種できない。
親子食育お料理教室。
新生児の助産師訪問は、希望者のみでもいいのでは。（初産婦やハイリスクの児と妊婦や若
年妊婦etcは訪問要）。
インフルエンザの予防接種は任意で学校でしてもらえると助かる。平日の夜に連れて行くの
は大変。
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思春期の性教育が親が思うよりずっとできていないと思うので、HIV、性病、性交に対する正し
い知識を教えられる教員を配置して欲しい。（普段接している先生の授業だと、照れるなどの
弊害を取り除くため。）
（母子保健について）特に子どもの保障を充実してほしい。
富田林市における若年妊娠の増加は課題と思う。性教育の指導も必要ではないだろうか。乳
児医療も中学生までとなり、ありがたい。保健センターの職員もがんばっているとは思うが、い
つも同じ事をやっているだけで、新しい情報に感知して企画されている様には思えない。
休日、夜間に利用出来る病院に困る事が時々あるので、もうちょっとシステムを整えて欲しい
です。
給食費をもう少し安くしてほしい。回収できない家庭があるならば、子供手当てから差し引くな
どの対応をきっちりしてほしい。
医療サービスについて、救急車のあり方。
乳児医療サービスはものすごく助かっている。
中学生まで医療費の軽減をお願いしたい。
母子保健という言葉自体ピンとこなくて、よく内容を知りません。予防接種の接種時期を過ぎ
てしまっても「特例措置」があって受けさせてもらえる事を富田林に来て初めて知り、助かりま
した。
子宮頸がんだけじゃなく、内がんの検査も無料でやってもらえるとうれしい。
・水ぼうそう、おたふくの予防接種を無料に。
・任意接種の料金を一律に。
受けてない予防接種があれば、個別で教えてもらいたい。（ハガキetcで…）。制度が変わった
りするので、分かりにくい。
義務教育の間は医療費を無料にしてもらえると助かります。
・中学校給食は小学校のように全員で食べるようにしてほしい。友達が頼んでいないと給食を
嫌がる。全員で食べないと意味がないと思う。
・中学生になっても医療証を使えるようにしてほしい。
どのような活動をされているのか知りません。色々と告知してほしいです。（広報に載せるなど
…）。町内回覧板などで告知して頂ければ、わかりやすいです。
子供の医療については、充実されているが、医療費を中学3年生まで無料にしてほしい。母親
が病気の時の支援を考えてほしい。病気になってもなかなか病院へ行けないのが現実。
保育園、小学校ともおいしい給食を提供していただき満足している。
子どもクッキングなどのイベントを増やしてほしい。
子どもの歯の矯正に保険がきくようにしてほしいです。歯並びが悪くて矯正を勧められました
が、費用が80万円よりと言われて、出来ずにいます…。
子ども医療の認定を中学生までに延ばしてほしい。
医療サービスは良いと思う。
母親の検診から定期的にあれば安心。又その際、子供を預かってもらえれば参加しやすい。
生活科の授業に食育が多く取り入れられていて良い。
長女（中1）が喘息で受診していますので、子供医療が中学生まで延長になると助かります。
あまり利用したことのないサービスなので、もっと大きく宣伝をすると良いと思います。子供の
成長に合わせて利用できる相談所の所在を知れたらいいと思います。
どの病院が良いのか分からない。
中学生まで500円にして下さい。
医療費の補助がとてもありがたいです。
母子保健→市の健診（乳幼児）でのスタッフの方々の対応について、（他市でも同じ様なこと
がありますが…）母親が育児する上で不安をあおるような発言や対応はやめて欲しいです。
私を含め数多くの知人・友人が育児不安になったり、精神的に不安定になってしまうことがあ
りました。「標準」に価値をおかない育児、母親はそれぞれ違うので、それぞれの母親の心に
寄り添ってくれるような母子保健であって欲しいです。
中学校まで医療費の助成を拡大してほしい。まわりの校区（市）など、中学校まであるのに不
公平だと思う。特に持病を持っていて障がいなどではないと薬代がかかりすぎる。
医療費について、小学校卒業までしか子供医療が使用できないのは、中学生以上になった
時に医療費が家計の負担になる。
中学生までの通院医療費の助成希望。
医療費がほぼ無料で今まで（小6）育ててこれて、とても助かりました。本当に心強い制度だと
思っています。
医療サービスを中学3年生まで延ばしてほしい。
子供の医療制度は、富田林市は進んでいてとても助かります。学校での食育は、子供がとて
も影響をうけてくるので、炭酸の悪い事や、納豆を食べだしたりと、とても大事だと思います。
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中学校の完全給食を希望。
広報を見ると、保健センターなどでいろいろな講座が開かれていて良いと思う。子どもの夜
間、休日の医療が整っていて、助かることが多かった。
予防接種の無料化。
思春期の保健で何か行政のサービスがあるのか存じ上げません。医療サービスは小学校ま
でなので、助かりました。
医療費の助成を義務教育中まで（中学3年生まで）。
思春期の子どもの相談を気軽にできる所はなく、学校の保健の先生に頼ることもありました。
スクールカウンセラーの常席を希望します。専門機関もないので、大阪こころの健康センター
まで行かないといけません。この時期を上手くのりこえてこそ、ちゃんとした大人になれるのに
…。心の強い子育て支援もお願いします。
（医療サービスについて）錦織に小児科、耳鼻科、眼科、整形外科を増やしてほしいです。
（母子保健、食育、思春期の保健について）幼稚園や小学校、大学などでもサポートしていた
だけると、わざわざ保健センターへ行かなくてもよくなるので助かります。
幸い、医療系はとても充実していて、とても助かっています。
乳幼児医療の年齢制限の引き上げ（中学卒業まで医療費の無料化）。
子どもの乳児健診の時に、母の健康診断も受けられたらいいと思う。小さい子が居ると自分
のことは後回しになってしまうので。
中学生になっても乳児医療が適用されるといいなと思う。
中3まで乳児医療サービスをしてほしい。
食育や母子保健などの講座は、赤ちゃん連れて大変でしたが、外出するきっかけとなり本当
に良かったです。
医療費の補助は、ありがたいです。
赤ちゃんの頃は色々な心配や不安がありましたが、検診で色々な方とお話をして安心したの
を思い出します。
子供の医療費補助が助かっている。インフルエンザなどの助成金もあると、子供の人数が多
くて負担が大きい分助かるのだが…。
子宮ガンと共に乳ガンも早期からして欲しい。30代は1,000円とかでもいいので。
医療証の期間を中学3年生まで延ばして欲しいです。欲を言えば、小児科行ってる間は有効
に。
医療費の補助を中学生までに延長してもらいたい。
食育については、幼稚園等で充実した内容を教えてもらう機会があったと思います。
近所には小さな子供を持っている方、高齢者も増えています。訪問医療など、もしくは病院へ
届けてくれる（小型）バスなど利用できたらいいなと思う。
母親の人間ドックが無料で出来るといいと思います。
・子供の医療費軽減の拡大（高校生まで）。
・母親の医療サービス拡大（定期検診の内容充実等。できれば無料受診してもらえるとありが
たいです。）
中学生まで医療保障が続いてほしいです。
保健センターの方には大変お世話になりました。ありがとうございます。
医療サービスはさらに中学まで。
医療サービス、中学卒業まで医療費を免除していただけたらありがたいです。
給食はアレルギーの子供に配慮して欲しい。
B型肝炎等、予防接種の補助をしてほしい。
学校の勉強で、家庭の力がかなり必要なのに、少しとまどった。先生も頑張っているとは思う
けど。
予防接種などの定期的なものは、きちんとお知らせがあり良かったと思います。
子ども医療と同じく中学校卒業までの医療費を一率５００円に。
医療サービスと関係あるのかわかりませんが、乳幼児医療、吹田とか堺では中学校卒業ま
で。富田林は小学校卒業までです。富田林も中学校卒業までになってほしいなあと思いま
す。
夏休みに親子クッキング（保健センター）に参加し、とても楽しく過ごしました。
医療費の助成を受ける対象年齢を、中学卒業迄にしていただけたら非常に助かると思いま
す。
他の市に比べて子供の医療サービスが長く助かります。下の子は少し喘息気味なので、夜間
診療もスムーズに受けられ助かります。
富田林市では、小学生の医療証交付があり、所得制限がないので本当に助かっています。
子ども医療の拡充（義務教育終了＜中学卒＞まで延長してほしい）。すでに堺市などで実施
されています。
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市内（近く）に耳鼻咽喉科が少ないので、少ない科を増やす様な誘致などできないですか？
乳幼児医療はぜひとも現行のまま6年生までを対象にしておいて下さい。
子育て中は忙しくて、母親自身健康診断など受けに行く時間があまりないので、子供の健診
時に親も簡単な健康診断をしてもらえるとありがたいです。
乳児医療が長く使えるようになったのは有り難い。
医療費自己負担、月額1000（上限）を無料にしてほしい。喘息で通院しているので、年間最低
でも6000円はかかっているので…しんどいです。
小学生の医療費サービスはありがたいです。
堺市と同じように、中3まで子供医療証を出してほしい。
毎年インフルエンザの予防接種をしているが、市で援助して欲しいです。
医療費の中学生の補助も考えてもらいたい。現在、入院のみなので、上限1,000円とかでもし
てもらえれば助かる。
インフルエンザの予防接種が病院によって接種回数や値段が違うのが疑問に思う。
今のところ特に思い当たる事はない。
思春期の子を持つ親の保健セミナーがあれば参加したい。（子どもは授業で話を聞くが、親世
代は性をタブー視されてて理解できてないこともある。）
乳児、幼児の母親対象の健診がない。通常の健診では小さい子を連れて行けない。子連れ
で受けられる健診を実施してほしい。
中学生まで通院の医療費の助成をしてほしい。
子ども医療は、小学生の間はうけられるよう今後もよろしくお願いします。
・小６まで医療費が５００円というのはありがたい。中には中３までという市町村もあるのでさら
なる助成を期待する。
・安全安心な食を提供する学校給食、老朽化した施設を早く建て替えて欲しい（昨年ボイラー
の故障で決められた給食が提供されなった）
中学校の給食は大助かりです。温かいものを子供が喜んでいます。
カと同様、市内では医療サービスがそろっていない。
医療費助成していただいてるのは本当に助かっています。
食事を作らない、3食きっちり食べない、つくらない、食べさせない親が多い。バランスよく食べ
る事、大切に食べる事をもっと学ぶよう、皆が努力しないといけないと思う！！
医療サービスは充実していると思います。
子供医療（通院）の助成を中学3年までにしてほしい。
健診の対象年齢を以前のように幅を増やしてほしい。働いていないと、健診の機会がないの
で…。
保健センターが親切でないのに驚いた。力になってくれるはずの施設がそうではなかった。
医療は充実していると思う。
あまり活用していないのでわかりません。
相談した時にもっと深い内容の相談が出来ればと思います。うわべだけの回答なら何も意味
がないです。
病気の時預けられる所が近くにあるとうれしい。母が休み返上で仕事にいくと、体力的にもキ
ツイ。
子供の医療費を中学校卒業までにして欲しいです。
保健センターの親子クッキングに参加しました。苦手なものが食べれるようになり、作る楽しさ
も学んでくれ、大変良かったです。
中学校給食を選択制ではなく、全日にして頂きたい。
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問23 ウ 子どもの成長に資する環境について

富田林市立の各中学校で、学力の差が大きいと聞きました。将来、子供を通わせる中学はレ
ベルが低いと言われる学校で、正直不安です。
とても充実していると思うので、特にないです。
小学校の見守り隊の方々には本当に感謝しています。安心して通学できます。小学校の学校
教育がクラス担任に一任されているところが現状かと思う。クラスによって格差が生まれない
ような仕組みがほしい。具体的には、担任の遅刻や欠席が目立つ。（1-2)→自習で対応して
いる。休憩時間に宿題の手直しをさせるなど。→小学校以外の監視（確認）するシステムが必
要かと思う。
風紀の規制が乱れているように感じます。携帯の学校持ち込み禁止、茶髪、ピアスなど。
算数の授業では、習熟度別のクラスがあってもいいと思います。また放課後に習熟度別の教
室があれば、行かせたいと思います。
小学校でも部活動があればと思います。学校内での活動で安心でき、家が同じ方向の友達と
帰宅すればよいと思います。私は名古屋の小学校に通っていましたが、4年生から部活に入
部し、朝練にも参加し、放課後の部活動でとても充実していました。
放課後に友達と遊び機会が少ないです。毎日6時間は子供達もしんどいと思います。
低学年、高学年にあう先生を見極めてから担任についてほしい。（永年在籍しているという理
由で、6年生を担任させないでほしい。）
声かけが全体的にない。真っ暗な中、外遊びの小学生が増えすぎ。
スーパー等が増え、中学生がたむろしていて子どもにおつかい等を頼めないし怖がっている
ので、たむろっているその子たちの居場所をつくってあげて欲しいです。
高齢者と子供の交流できる場所を設けていただき、昔の遊びなどを教えていただきたい。こ
ま、将棋、あやとり、折り紙、手芸、等等…。
どの小学校も同じくらいの教育水準で、同じくらいの学力水準にできたらお願いします。
学校での先生方の頑張りに感謝しています。一方、先生方の公私のけじめ、教師としての意
識が弱ってきているように思う。家庭・地域の力は言わずもがな弱い。
義務教育期間であるにもかかわらず、各学校間で学習の進み具合などに差が生じているの
で、公平にしてほしいと思います。
学校が塀で囲まれていないので、どこからでも誰でも自由に入れるので、少し不安です。
学校間にレベルの格差があってはいけない。
放課後に勉強をみてもらえるような制度があればいいと思います。
富田林市の小、中学校は、水泳のレベルが低すぎる。→昔は9月。もっと夏休みを活用して欲
しい。せめて、7/21～お盆前までは毎日水泳教室を開いて欲しい。先生が無理なら地域の人
も加わってもらうとか…。
学校にエアコンをつけてほしい。
スクールカウンセラー常設希望。担任以外に信頼できる人。大人。英語教育。幼稚園の頃か
らもっとたくさん聞かせて。
どんな家庭の子どもたちにも平等に受けられる勉強の場。地域の人たちを交えて。
子どもの勉強を地域で見てもらえないか？（様々な習い事があっても送り迎えが出来ないの
で。）
土曜日の授業の再開。
土曜日の授業を希望！！宿題の答え合わせもしてもらえない状況という事は、時間が足りな
いのでは？ゆとりどころか格差が開いてます…困ってます。
小学校での英語教育とっても学校によってさまざまです。地域によってもレベルが違うとか
…。
地域の教育力がもっと強くなる事を願いますが、実際難しい。各家庭における考え方が様々
で、全体的に非協力的なところが多く、キレる親、過保護な親が多い。
学力に格差がある様に思います。塾に行けない子達にも学べる環境を作ってあげてほしい。
（無料の勉強会など。）
子供の通っている学校の担任の先生は、勉強の事以外の事も色々と楽しく教えて下さるの
で、子供は楽しく学校へ行ってますし、親としても安心して預けられます。
子供が在学中の小学校は、学年の中でもクラスによってルールやきまりが違うので、担任の
思いのままなのが子供が戸惑う。4年生では良かったものが、5年生のただ1クラスでは禁止
だったり、認められたり。子供はそうゆう些細な事にも「不公平だ！」と言い出しています。
校区撤廃。
・雨の時でも子供が遊べる場所がほしかったです。
・先生が児童ひとりひとりをじっくり取り込みできる様、少人数制がいいと思います。
夏休み、冬休みなどに入る時期が、大阪市や北大阪より早く、新学期開始も遅い。1年にトー
タルすると相当授業数に差があり、学力調査ではっきりと差がついていると感じる。
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4年生～の算数少人数制は、とてもよい。（意識向上や内容の理解度↑）。
すこやかネットのように、幼→小→中が交流する場がもっとあっても良いと思う。
PTAの集まりは働いている人は夜、働いていない人は昼に分けてしてほしい。働いている人
ばかりにあわせるのは、しんどいです。
教師の質の低下がひどい。子供に八つ当たりする教師はどうかと思う。
小学校における教育レベルの違いは何だろうか？必然的に、中学校に上がるとさらに違いが
出ている。中学校におけるカラーの違いを無くして欲しい。問題ある先生ばかり配置するのは
やめて欲しい。
学校教育の質（先生の質）をもっと上げてほしい。
学び舎、英会話などの日数を増やして欲しい。とくに、これからは国際社会なので、英会話教
育に力を入れてほしい。学力テストの結果を個人に開示してほしい。
近年地球温暖化が進んでいる為、夏の時期の教室の暑さはハンパない。公立といえども冷
房を導入ないと熱中症のリスクもあるし、学力低下にもつながるのでは・・・。
子どもに対して文句を言う地域の住人が多い。
学校や公園で子供の声がうるさいやゴミを出して汚いとかクレーマーが多いので困る。
学校の近くで値段が安めの習い事などがあればうれしい。（ダンス、空手、英会話、体操等。）
学校、校区によって授業内容や進行度が違っているように思います。
服装、髪の色、小学生、中学生はしっかり指導してほしい。
公立の学校と私立の学校の授業時間の違い！
学校での道徳も大切だが、まず家庭での道徳をしっかりできる様に願います。
市営プールの有料化などによる利用復活。
同じ市内で学校によって学力差がかなりある。どの地域も同じレベルになるよう考慮してほし
い。
地域によって同じ市なのに教育格差と校舎の老朽化をなんとかしてほしい。
地域の見守り隊の方々には深く感謝しています。学校教育はあまり学力がついていないよう
で、心配です。夏は教室が暑すぎて、子供達がだらけています。学校でサマータイムのような
制度はできないでしょうか？
学校ごとの格差があるのが不公平。環境、教師のレベルを全小学校同じにするべき。小学校
では、クラスの皆と同じ様にできているから良しとされている。それ以上伸ばしてほしい。夏休
み等、短くなっても良いので、学習面に力を入れてほしい。
地域によって教育指導の差がないように願います。
放課後運動場で遊ばせてほしい。
東条小学校の先生方は年齢が高い先生が多く、子供と外で元気に鬼ごっこなど、みんな遊び
できる先生が少ない。残念です。
東条小はバス通学なのにバスの本数が少ないので、放課後の活動にも大きく影響している。
市からも金剛バスへ要望を強く出して頂きたい。
私立幼稚園の補助金を、入園料、保育料のほかにバス代、施設費なども補助して欲しい。
子どもの学校での様子がほとんどわからなくて、もっと学校からいろいろ聞きたいです。登下
校中のボランティアの見守りの方にはとても感謝しています。
形式的なものにしか感じない。
他の学校がどうなのか分からないが、教育レベルは低いのでは…。ウワサは聞く。
板持幼稚園休園中も遊んだりしたい。園庭だけでも開放してほしい。
英語教育、特にネイティブによる英会話授業を増やしたり、国際的な体験、交流が出来る場
があればよいと思う。
思っていた以上に学校の先生とは話しやすく、相談にものってくださるので心強いです。通学
路のパトロールの方にも感謝してます。
図書館を一ヶ所にまとめ、もう少し本を充実させて欲しい。河内長野まで行っています。勉強
をがんばれる環境。
学校の様子が伝わりにくい。
学校の先生が少ないと思う。相談出来ない。（私の不安を理解してもらえない。）
教育→個性を尊重する教育を強く望みます。学力第一は反対です。個人が大切にされない社
会で、子どもの学力が健全に伸びると思えません。親世代としては、女性や子どもの権利に
ついての学習をする機会が増えて欲しいです。子どもたちにも、子どもの権利について学ぶ
機会を与えて欲しいです。
プール（市営）を早く再開してほしい。
授業のつめこみが見られ、理解できずに次の学年に進んでいるように思います。もう少し時間
をかけて学習できるようにしてほしい。
学校（公立中学）の学力格差への不安。
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とても学校には満足しています。登下校時は見守り隊の方が見守って下さり、安心していま
す。
先生次第で授業での子供の様子がまったく違うので、先生の教育にも力を入れてほしい。
学校教育も家庭との連けいが大切ですが、家庭もいろいろなので協力してもらえないというと
ころもあると思うので、低学年からの密の連けいをとってもらって周りのこの迷惑にはならない
でほしい。
学校教育に地域差を感じることがある。家庭教育を充実させたいと思うが、現実は母親も働
かないと、大学の費用が払えない。子どもにお金がかかる。
学力をあげる長期的な市の取り組みを考えて欲しい。本を読む子、辞書を使う子を増やす。
どの子供にも基礎学力を付けて欲しいと思います。子供が3年時の担任の先生は、個々に弱
点を見つけて個別に弱い所のプリント配布などして下さり、かなり学力がついたと思います。
それ以後そのような先生はいらっしゃいません。
無料の市民プールが復活すると聞き、期待。夏休み中、学校プールの開放期間延長。
同じ富田林市内の公立の小・中で、こんなに格差がつくのは何故ですか！？教師も平均化し
て下さい！！学童も差があるようです。平均化を！！
放課後こども教室のように、放課後1時間程勉強を見てくださる教室があればうれしいです。
育児サークルなど活動する場がほしい。小学校を土日も開放して遊べるようにしてほしい。
先生や校長も含めて、もっと子ども目線で考え、行動できる先生を増やしてほしい。口だけ
で、行動できない先生が多い！！市役所内の子育ての方も頭が固く、もっと柔軟に考えられ
る人にかえてほしい。
放課後の学習の場の提供。
学校にクーラーをつけてあげてほしい。市の幼稚園が3年保育だと通わせる人も増えると思
う。
日頃、近所の方が子どもたちの登下校を見守ってくれていて、感謝の気持ちでいっぱいです。
子どもが安心で自由に遊べる（ボール遊びなど）公園が、全くと言っても過言ではない程な
いっ！！
学校では児童数が少ないこともあり、よく先生方に見ていただいていると思います。
発達障害のある児童の小学校での支援の先生を増やして欲しい。
英語教育に力を入れて欲しい。繰り返し教えていくことだと思います。学校の授業だけでは
やっぱり行き届かないので、家でもまだまだついて見ていかないといけないと思います。
母親が働いている家庭が多い上に生徒数が減っているので、PTAの役員の数を減らしてほし
いです。６年間で２回以上役員をしないといけない人がいるので。
共働きの為、地域での活動などには参加しづらいが、その分保育園や小学校での仲良くなっ
た家族間のつながりを広げられたら良いかと。
前のように特区にして市のアピールポイントが欲しい。（2020年3年生から必修になるまえに、
もっと英語に触れさせて欲しい。）
小学校の英語教育が中途半端だと思う。
小学校の英語教育、インターネット・パソコンを使った授業に力をいれてください。
無料の放課後学習や相談会などがもっとあると助かります。
天王寺動物園への遠足で、中のトイレを使用し、何ヵ所も蚊に刺されてきた。衛生上、どうな
のか。動物のいる場所なので注意が必要だと思う。事前の下見で何も思わないのか？
放課後に遊べる場所が、自由に宿題出来るような場所があればいいですね。
見守り隊の方などたくさん見かけて助かっています。それぞれの学校で、特にこれに力を入
れていますというようなものがあればいいなと思います。
他の小学校の特色がよくわからない。
学校と子ども発達支援センターSunや、天才塾bon等との連携をとってほしい。
学校の教室内の夏場の暑さ対策を早急にしてほしい。室内温度が34℃もあるので。
小学校のELTの教師は、その場限りで長期的に計画をたてて、高学年の子供が興味を持て
るように本気でやって欲しい。幼稚園の子供と同じようにするのはおかしい。
放課後、校庭で遊べるようにしてほしい。
公園で、子供が声を上げて遊んでいると怒られる時がある。近所の公園は人がいっぱい。
もっと遊び場所が欲しい。
まわりにそれほど子供が多くない地域ですので就学前は不安でしたが、子供には影響なかっ
たです。お年寄りの方の‘子供見守りたい’が心強いです。
中学校の完全給食。
小学校であまりに学力の差がありすぎると聞いています。いろいろな子供もいるでしょうが、ど
うにかならないでしょうか。
高校（私・公共）の授業料の無償化を続けて頂きたいです。（来年かその次の年までと聞いた
と思うので。）
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小学校の行きはボランティアの方々が立って頂いているが、帰りも危ないのでどうか対応して
頂きたい。（私も送り迎えをしているが、危ないと思うので。）
（学校教育について）だめなことはダメともっと注意して下さい。人のものを勝手に触る、たた
く、蹴るはだめ、ともっと教えて下さい。もちろん家庭でも必要です！！
放課後スクールや土曜日のスポーツ教室が月1回あって、地域の方々から色々教えて頂ける
のでありがたいと思っています。
（学校教育について）ゆとり時代は終わったと思うので、月2回土曜日も授業する（4限）べきだ
と思います。
先生方は大変よく見てくださっていると思う。
地域活動も盛んで、学校との連携もあり、地域ぐるみの教育活動を心がけていると思う。
学級崩壊の時などに動ける専門家（カウンセラー、医師、教師など）のチームがあればと思い
ます。児童に、保護者に、教師にしっかり寄り添い解決に導けるような。切に願います。
宿題が少ない。土曜授業復活してほしい。平日の遊ぶ時間を増やしてあげて欲しい。
学校の設備は1度には変える予算がないのは知っているが、小学校のトイレが使えない個室
などあり、子供がなるべくトイレに行かないようにしているらしいので、少しずつ改装して欲し
い。
子供が食物アレルギーなので、小学校の給食に不安がある。
先生の当たり外れが大きすぎる。
小学校で問題が多く、先生だけでは対応できないと思う。市からもっとサポートを入れてあげ
て欲しい。
今、学校の授業がきちんと受けられないようです。学習内容も難しくなる学年なので、とても不
安です。一部の生徒のせいで我慢している生徒たちがたくさんいて、かわいそうです。
放課後こども教室の指導員が増えて、開催を多くできたらと思います。工作でたま結び、りぼ
ん結びができない子、ハサミをしっかり使えない子、説明を聞けない子が多くなっている気が
します。
勉強など自由に無料で教えてもらえるとありがたい。
小学校の先生の質の低下、先生の不足、先生の指導力の低下を日々感じている。
少人数制のクラスを1、2年生、6年生だけでなく、他の学年でも行ってほしい。子供たち一人一
人に目が行き届くよう、先生の人数を増やして欲しい。
学校での時間外授業や体験教室などの充実。学級の先生以外の先生との関わりの場をつく
るなど。
これは子育て支援に関係のないことかもしれませんが、小学校での学級崩壊について私を含
め周囲の保護者がとても悩み、子どもを心配しています。
先生の数を増やし、問題のある学級には要請すれば、臨時の先生を配置できるよう人数を確
保。
学校現場で先生方が御苦労されているのがよく分かります。個別な関わりが必要な子どもが
増えてきているのでは？児童支援にもう少し人的配置があれば・・・と思います。（専門知識を
もった方、教師OB、ボランティア学生etc）
1年生から身につく英会話を授業で学んでほしいです。
地域の校長先生の入れ替わりが激しい。覚えてもらったと思ったら、すぐに新しい先生になっ
ている。
他市（堺・河内長野）では、幼稚園から就労するまでのサポートブック支援ファイルを充実させ
てきているが、本市は未だである。
連絡やプリント類を印刷する紙がないとのことで、学校（PTA？）が古紙回収をしています。そ
のような予算は市から出ていないのでしょうか？
早期英語教育。地域による教育のレベル差を少なくし、教員もレベルアップしてほしい。地域
対抗の合唱大会（小学、中学、PTA、シニア）。
今、子供の通っている支援学校はよく連絡下さいますし、とても相談し易く良いです！！保育
園でもとても良くして下さいました！！とても良かったです！！抜群でした。
学校教育について、良い環境にあると思います。家庭については、親として考えながら成長を
見守っています。
昔、自分達がしたような外遊びを教えてやってほしい。探偵やケンケンパーなどやっている子
供は、あまり見かけないように思います。
学校と老人との接点をもっと増やして地元の老人達が生きる源を発見するよう願う。
市内の（小）中学校のレベルを同等にしてほしい。中学が絶対評価になるなら、他の中学のレ
ベルに差があると内申がとれず、1部の中学が可哀想です。市内均一のテストにするなど。近
辺は塾に行くのが当たり前になってます。
小学校にクーラーを設置して欲しい。温暖化で夏は教室がかなり暑いです。
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高学年になるにつれ勉強も難しくなるので、放課後不得意な科目を指導してほしいです（1時
間ぐらい）。
担任の先生によって（クラス、学年によって）違いがあるのを統一してほしい。ex　家庭との連
絡方法、生活面の指導。
幼稚園、学校と地域が関われるよう取り組みがあると思います。
相談した時にもっと深い内容の相談が出来ればと思います。うわべだけの回答なら何も意味
がないです。
土曜日も小学校で授業をしてほしいです。土曜休日の受け皿がないと思います。規則正しい
生活のために、毎日同じ時間に学校が終わったら良いと思います。勉強でももう少し子供が
競争することがあっても良いように思います。個人個人を尊重するような教育。（通信簿でも
曖昧な表記でよくわからないことがあります。）褒めて育てるような教育、子どもの長所を伸ば
す教育をしてほしいです。
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問23 エ 子育てを支える生活環境の整備について

公園がとっても少ないと思います。あっても小さく遊具も少ないので、家で遊ぶ事になり、もっ
と安全に遊べる公園を増やして欲しいです。
野球やボール遊びをしたいのに、公園では「ボール遊び禁止」と書かれていて、石川へ行って
遊ぼうとしたら犬のフンがあり、子供がボール遊びする所がなく、もう少し子供の遊ぶ所を増
やして欲しいです。（雨の日でも遊べる、勉強できる場所が欲しいです。）⇒青少年センターを
もっと子供が気軽に活用できるようにお願いします。図書館で勉強できるようにして欲しいで
す。
図書館について、子供や学生を優先的に考えてもらえる環境になってほしい。今は子供や学
生がシルバー世代に遠慮しているように思える。本も児童書をもっと増やしたらいいと思う。
富田林保健所～府民センター前区間の道路ですが、小・中学生の登校ルートに含まれていま
すが、通行人の安全を守る道路整備がなされてなく、いつ事故が起きてもおかしくないと思い
ます。
土・日に子供が遊び学べる施設がほしい。（キッザニアのような）児童が遊べる所。→毎月1回
の日帰りキャンプスクール（参加費6,000円）に参加させています。→天王寺駅集合。
近くに広い公園がない。ちょっとした広場やひどい時は公園、家でも子どもの声がうるさいと言
われたりするので、生活しにくい。
子ども達が放課後外で遊ぶ場所が少ないと感じます。
遊び場に監視カメラを設置して欲しい。安心感が欲しい。（公園、図書館に必ずと言っていい
ほど、不審者らしき人が声をかけてくる。）
危ない箇所のフェンス等。富田林市は子供がのびのびと遊べる公園がないですねあまり。大
泉公園のような、アスレチックなどある公園があるといいですね。
富田林は、近鉄沿線と南海で公共の交通機関の分断化が目立つ。富田林西口〜川西間の
住民が、金剛方面に移動する交通手段が少ない。同じように喜志〜富田林間も金剛方面に
移動する公共交通手段が不便。
ボール遊びできる公園と禁止の公園を増やして下さい。休日、小学、中学校の校庭を使える
ようにして下さい。サッカーなどの団体が独占していることが多いです。
堺市はプール、公園など充実しているが、遊び場が少なすぎると思います。市営プールの充
実を希望します。
近所にボール遊びが可能な公園がないので、子供たちだけで行ける場所にもあればいいなと
思います。
道路整備はまだまだ改善していただきたい。ダイエーの近くの道は狭く、通るのが怖い。デコ
ボコです。
近所に公園がない。通学路で通る線路がとても狭い。雨降りで傘をさしていると、とても危険
を感じます。
登下校時に危険運転などしている車が多いので、警察などが立っていてくれるだけで違うと思
います。
遊具のある公園を増やしてほしい。
子供が遊べる場所が数年で減り過ぎ。車のスピード速くて、見ないで運転する人が多くて朝か
ら危ない。ベビーカーや車いすを考えて、居住も施設もバリアフリーにしてもらいたい。弱い人
に厳しい。
（道路整備について）府の管轄だ、市ではない、などと言わないで、富田林市の中の事はちゃ
んと面倒を見てくれ！！
公園が少なく、とくにボール遊び等（小・中学生が遊べるような場所）ができるような場所が欲
しい。
広場や公園があっても、ボール遊び禁止等で子供達だけで遊べる環境にない。
公園が少ない。車道と歩道の境目が高くなっている所が子供にとってわかりにくく、危ないと
思います。
形を整えることは一つの有効手段かもしれないが、お金を使う以外に他のことを考えるべきで
は。（財政難）。不便な方が頭を使う、ということも言える。
通学路で車の通りが多い箇所などがあるので、通学時間帯は車の進入の制限を設けてほし
い。
今、歩道がキレイになっていってますが、わざと段差をつけている為、ベビーカーの方やお年
寄りの方がタイヤを上げるのに大変そうな所をよく見かけます。
小学校への登校の際、陸橋を渡りますが、整備が悪くあまり安心ではないです。
喜志プールが閉鎖されたので、もう少し立派なプールを作って欲しい。有料にしてもらっても
良いので。
放課後や休日も校庭を開放し、自由に遊べるように希望。事故、事件防止のためとは承知し
ていますが、昔のように自由に出入りできる環境を望みます。
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公園が少ない。
公園など遊び場を作ってほしい。
去年ぐらいから近くの市民プールがなくなり、夏休みの過ごし方があまりなかった。
登下校人通りが少ない地域があるので、パトロールなど見廻ってほしい。
安全で、きれいで、友達と遊べる場が欲しい。学校のグラウンドの開放など。奈良県のよう
に、図書館と公園が充実するといいのに。
公園の整備。
小学校周辺に、公園や遊び場が必要。通学時間帯の交通規制も必要。
・富田林は町（街）整備に偏りがある。エコール周辺、富田林駅周辺に偏っている。もっと広範
囲でのインフラ整備をして下さい。
・市民会館をもっと整備し、利用しやすくして下さい。（使用料が高すぎる。）
・通学路の安全性を調査し、規制、整備を早急にして下さい。
このようにして、私たち住民の意見をもっともっと聞き入れて欲しい。アンケートだけではなく、
会合や集まりなどを定期的にすべきです。
公園が少ない。屋内で遊べる場所が少ない。
道路の陥没は早急に対処してほしいです。
遊び場が少ない。旧170号線の歩道が斜めになりすぎているので、危ない。
公園の充実。
近くに広い公園があればいいなと思う。
喜志の交差点の車の停止線の位置が悪く、子供たちや子供を乗せて自転車が通れない所が
ある。
喜志駅前から外環に向けての道等、歩道が細く、でこぼこと立体なので、ベビーカーの時も困
りましたし、今後子供が自転車に乗る際に心配です。
ベビーカー（もちろん車いすも）で通りやすい道路が少ない。もっと道路整備をしてほしいと思
います。小学生が通る通学路でも、歩道がきちんとない場所が多いです。又、小さい子から小
学生まで遊べる公園が少ないです。
きれいな遊び場だけが良いとは思わない。虫をとる林、ザリガニや魚をとれる川だったり、自
然環境を子供達に与えたいと思う。
近所に公園が少なく、遠くの公園へ行っても雑草が沢山あり、子供が遊びにくい。
通学路の学校前の道路が複雑で、信号が早く変わって子供が渡り切れなくて危ないので、考
えて欲しいです。
遊び場は少なく、道路のグリーンベルトも少ない。
バスケットができるコートを作ってほしいです。
・野球が出来る場所が近くにあるといい。
・歩道に段差がある所が多いので、きれいにして欲しい。
室内遊び場（雨天時など）。
公園でボールあそびが禁止されている所が多く、サッカーや野球（キャッチボール程度）がで
きないという。駅ホームまでエレベーターができたので、ベビーカーが楽になった。
公園ではボールあそび（野球、サッカー）ができない。いったいどこでボールあそびするの
か？（梅の里1号公園など）家の前だと近所迷惑になる。
住み良い富田林になる様宜しくお願い致します。
いちょうの木の手入れをもっとして欲しい。歩道の植え込みに毛虫が多い時があり、通学路な
ので子供が刺されることがある。
振替休日などで月曜日が休みになることが多いのに、月曜日が休みの施設が多い。
住宅内はととのっているので、安心して遊ばせているが、交番が1つ欲しい。
公園などに、ボール遊びはやめましょうという看板が（8号公園）ありますが、ボールぐらい良
いのではないでしょうか。遊ぶ内容が制限されます。子供は元気に外で遊ぶのが1番だと私
は思いますが。公園でもゲームをしている子がたくさんいます。これではダメでしょう。
野球やサッカーなど、ボール遊びが自由にできる場所がほしい。（公園はボール禁止。学校
は休日閉まっている。）
住宅道路に大型トラック等が多すぎ。
石川の河川敷の公園は良いのだが、駐車場が欲しい。全体的に富田林市は緑が少ない。緑
化計画している割に住居地ばかりで、計画は企画ばかりである。
近くには公園が多く、小さい時は助かりました。街灯が少なく、夜になると怖い場所があるの
で、増やして欲しいです。
公園が「ボール遊び禁止」になり、近くでボール遊びが出来る所がなくて、子供が困っていま
す。
公園にボール遊び禁止とありますが、ボール遊びはどこですれば良いのか？
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子供たちが公園で野球をしたいのですが、禁止されている所が多すぎます。又、学校の校庭
をもっと開放して頂きたい。
安心して遊ばせる事のできる砂場がなくて残念です。数が少しでもいいので、ネット等で動物
が入れない砂場があると嬉しいです。
道路はもちろん、公園内にペットの糞尿が多い。
東公民館横の公園に鉄棒が欲しい。市民プールも閉鎖したのなら、その場所をボールで遊ば
せれる広場にするなり、遊具がたくさんある公園にするなり、土地を有効活用して欲しい。
駐車場のある公園などの遊び場があれば。（雨の日でもつかえる室内。）
団地（府営）に住んでいますが、道路や公園設備が全く進んでおらず、子供達の遊び場がな
く、非常に困っています。団地内も子供の数が減っているのに、安全な遊び場のひとつもない
所に子供なんて増えません！！
とても道幅が狭い。みぞにふたがない。外灯が少ない。整えてほしい。
歩きやすい歩道。
子供が自由に遊べる広場がもっとあるといいのですが…。ボール禁止や制限のある公園が
多いです。
子供達が安心して遊べる公園などの施設や遊び場が少ないように思います。（大伴校区周
辺）
無料で（駐車場も）遊べる大きな公園を造ってほしい。
ボール遊びの出来る大きな公園がもっとあればと思います。
通学路で歩道がない所があるので、歩道を作って欲しい。大型の公園があればなあって思
う。
子供は自転車で行動をするので、車道を走るのに安全に走行できる道にしてほしい。
車道、歩道が分かれていない場所が多すぎる。車が危険。
歩道のないバス通りは大変危険なので、できれば歩道を作ってほしい。
球技ができる公園がない。（野球やサッカーなど。）
富田林千早赤阪線の歩道整備もしくはガードレール設置等。
通学路、生活道路の歩道の整備など。
歩道等が他地域に比べて皆無に等しく危険すぎるので改善してほしい。
整備されているとは思えません。特に、町内の公園はとても暗く狭く環境的によくない。道路も
つぎはぎが多いです。
子供が安全に遊べる遊び場がないので、放課後等に学校の校庭を開放してほしい。
歩道の整備。
佐備地区の歩道のない箇所が大変危険に思います。
歩いて行ける遊び場、公園がない。
小学校までの通学路の歩道を整備してほしい。
歩道の整備がされない。学校まで徒歩では危険で行けない。バス通学ですが。
バス通りなのに歩道の整備がされていない場所の改善希望します。バス、トラックの通行量
が多いのに歩道がない！！
通学路歩道の整備。
通学路の交通量が多いのに歩道が途切れたり、ガードレールがない場所があり、毎年要望
書を出しても全く改善されません。
公園がない！！ボール遊びなどの出来る大きな公園。
地域により公園がたくさんある所と、全くない所（私の住んでる地域）の差が激しい。子供の遊
ぶ公園が欲しい。これでは、若い家族が住まなくなり、人が減る一方です。
子供が遊べる公園が少ない。市民プールを早く再開して欲しい。
うちの町会を見ていると、高齢化対策には熱心だが子育てに対しては無関心な気がします。
自治会委員の方が高齢者中心だからかなと思います。公園に鉄棒が欲しいです。子供が苦
手で悩んでいます。高齢者の映画上映会とか、道路に休憩ベンチ設置とか、子育て世代には
必要のないことです。
通学路は歩道すらない。通学時間が長すぎ。学校が遠すぎ。
道路の整備が良いかは疑問に思う。
外で子ども達が安心して遊べる公園等の遊び場が欲しい。
西板持地区内に遊ぶ場所を作ってほしい。幼稚園も今まで通り開放してほしい。
教室の冷暖房完備、耐震は必須。
富田林駅周辺が整備され、ジャスコ周辺も賑やかになり良い。
校庭以外に（制限があるので）ボール遊びが出来る広場が欲しいです。
ボールを使える公園を増やしてほしい。
市営プールの廃止は困りました。もっとボールを使える広場を作ってほしいです。
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他の市から引っ越しをしてきたのですが、何故すばるホールに図書館が無いのか不思議に
思っていました。プラネタリウムがある施設は図書館があり、大変良いと思います。メインの
ホールなので、活気づくとも思います。川西地区に公園がなく、子供の遊び場が少なく感じま
す。二中前のトンネルが暗く不気味で、将来子供が1人で道を通る時不安です。
市民プールの再開。
市民プールやサッカー野球など、遊べる施設を無料で使用できるところを増やしてほしい。と
にかく外で遊べるような場所を作ってほしい。
子どもたちが安心・安全な遊び場がないために、室内で（家の中）しか遊ぶ事ができません。
なので、遊び場があると良いですね。
それぞれの学校区に、1つでもおもいっきりボールを投げたり蹴ったり出来る、フェンスで囲っ
た公園があったらステキです。
安全で遊べる場所が少ない。
野球やサッカーなどボール遊びが出来る場所がほしい。
ボール遊びのできる所がない。
公園でボール遊びができない。
遊び場→少なすぎると思います。しかも充実していないと思います。自然を破壊して住宅ばか
り建てられて、子どもたちに何を残していこうと考えられているのか、私には理解できません。
子どもは遊びの中からしか学べないのに、遊びの場が少ないのは残念です。
習い事などで帰宅が遅くなることがあり、道が暗いので街灯を増やして頂きたい。
図書館の件。図書館をもっときれいに使いやすくしてほしい。旧170号が自転車でもっと走りや
すくしてほしい。段差など。
近くにボール遊びができる場所がない。学校の校庭開放も利用できないので困る。緑化など
も同時に、子どもがのびのび遊べる環境が欲しい。
広場でボール遊び禁止するのはやめてほしい。
川西駅前から小学校前を通り309号線に出る道路は、抜け道の様に利用されていて、交通量
も多く、スピードを上げた車が走るので、本当に怖いです。
川西駅〜第二中学校の道が危険。
友達がいないと外に遊びに行くこともなく、居場所も自信もなく、家に引きこもってしまいます。
苦手なことばかりの子が難しいかもと思うことなく、気軽に行ける楽しい場所がほしいです。
車がよく通る道沿いなので、外で遊ばせるのはとても危ない。もっと安全な自然の遊び場がほ
しい。
昔に比べ自由に遊べる公園が少ない気がします。
放課後、運動場を開放してほしい。（遊び場がない。）
自転車道がないので、富田林市はどの道も子どもが自転車で走るのは心配。歩行者にぶつ
からないか、車にひかれないか、危険な道だらけで心配です。
歩道が少ない。サッカー、野球が自由にできる広場のような公園を作って欲しい。金剛地区は
公園が多いのに、昔からの村（錦織など）には公園らしい空間が少なく、外で安心して遊べる
所がない。
ボールを使用できる場所がないので、そんな遊び場があればいいなと思います。
自転車専用レーン（旧170号線）。
歩道が増えてきていると思います。もっとがんばって下さい。
信号のない横断歩道や路側帯や歩道のない道が多いので、子供だけで遊びに行く所が限ら
れています。もう少し整備してくださると嬉しいです。
プールがなくなったこと。遊び場が少ないこと。石川もきれいな所との差がある！！これでは、
子どもたちがのびのびと過ごせない。せっかく自然も多い地域なのに…。
この錦郡の辺りは、石川もとても汚くキケンである。同じ富田林でも、市内よりはキレイにされ
ていて…。同じ町なので、もっと全体を利用して遊べるスペース、のんびりできるスペース、安
全に過ごせるスペースにできるのでは？と思います。河南町でも子育て支援等とても力を入
れていて、親子で参加しようとする姿も多く見られます。又河内長野では、子育てするにあ
たってとても助かる補助金が良く、うらやましい限りです。田も林も自然が多いこの町、もっと
上手く利用できるんじゃないか？と思います。子育てに必要な遊べる場所、プール等、安全面
を考え、明るく、元気な町へして下さい。次世代に続く…つまり、結婚してもこの土地で子ども
を産み、育てたいと思える街へ。又、この土地で育ち、良かった！！と思える環境をよく考え、
生かしてもらえたら嬉しいです。
信号のない所への信号の取り付け。
ボール遊びを出来る場所が少ない。砂場にフンなどがあり汚い。
道路、公園が汚い。（犬のフン）遊びたくないから、小学校をもう少し休日でも開放して欲しい。
ボール遊びができない公園が多い。
錦織公園はあるが、図書館など市役所、体育館などは交通が不便。
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富田林とくに錦織はバスもなく、坂道が多くて移動に不便。なにかしら交通手段が増えたら、
もっと住みやすくなると思う。
公園の遊具が古くなって危なくなってたり、木など植えるのはいいことだけど、ハチなどが巣作
りやすくなって危ないので、安全な公園づくりに力を入れてほしい。砂場も衛生的に汚く、小さ
い子を連れて行きにくい。羽曳野の河川公園みたいに、富田林も石川のまわりに安心して遊
ばせる駐車場もあるような公園があればいいと思う。
もう少し公園があれば良いかと思います。トイレの設備と水道を付けていただきたいです。
旧170号線歩道無い所怖いので、歩道作ってほしい。
幅の広い（小川なみの）用水路に、溝蓋がない場所が多い。
小学校から危険な場所に対する要望が出されると思いますが、できるだけ早く応えていただ
きたいです。
公園なのにボール遊び禁止となっている所があり、サッカーや野球ができる場所が少ないと
思います。
子どもが外でボール遊び等が出来る場所がない。公園もボール遊び禁止になっている。
子供だけで行ける範囲に公園広場がない。10分以上かかる。家の前の道路、駐車場で遊ん
でいる。
錦郡地区は公園、遊び場が少ないように思う。せめて、錦織公園の駐車場を無料にしてくれ
れば・・・。
公園でボール遊び（サッカーなど）ができないので、遠い公園まで行くのが不便。
汲み取りトイレは止めて欲しい。特に砂場に柵を付けて欲しい。（大阪市内のようにして下さ
い。犬猫の糞尿がひどい！）
ところどころに公園はありますが、屋根付きの休憩所的な物を作って欲しいです。
小さくてもいいので、図書館の数を増やして欲しい。今の家からは遠いし、移動図書館も来な
い。
遊び場（公園）があまりよくない気がする。
子どもを安心して遊ばせる場所が、本当に少ないと感じます。のびのび遊べる場所を充実さ
せてほしいです。
車の抜け道となっていて危険。路上駐車も多く、子供の飛び出しが心配。
公園に行く道路が車の通行量が多いので、横断歩道や信号をつけるなど対策をとってほしい
と思う。
ボールで遊べる公園がない。学校へ行ってボール遊びするほど時間がない。せっかく公園が
あるのにボール遊びの禁止が多すぎる。何か問題が起きるとすぐ禁止にするのはどうかと思
う。子供の遊ぶ場所がなく、マンションの通路やエントランスになる。悪いことをしていたら注意
はすべきだが、すぐ禁止にするのはやめてほしい。
公園の遊具をもっとすごくしてほしい。（ジャンボ公園、ロケット公園）泉ヶ丘駅を参考にして下
さい。
公園でボール遊びが出来なくなっています。外で遊ぶのも少なく、ゲームなど道端でしている
のを見ます。体を使って遊ぶ所が少ない気がします。
夏休みや夏以外のプールを希望します。けあぱるは、親が子どもに泳ぎを教える事が出来ず
不便です。
スロープになっていてもアスファルトがガタガタだと車イス、ベビーカーには負担が大きい。
公園はたくさんあるが、ボールの使用ができないなど不便さがある。
住宅地内の道路脇の草刈りをしていないと、飼い犬のフンを持ち帰らなかったり、リードをつ
けずに犬の散歩をしたりと市民のモラルの低さを感じることがあります。
近くの階段の手摺が何年も前から腐っていて、不安です。塗装はしてくれますが、根本が腐っ
ているので、ケガが心配です。
公園等、ボール遊び禁止のところが多く、全面禁止ではなく、近くのうちどれかはOKにするな
どしてほしい。道路でボールを蹴るなどかえって危ない！！
ボール遊びができる公園が近所に増えてほしいです。
私のマンションを出たところは、とても車がスピードを出して走ってきます。登校の道には歩道
を全て作ってもらえると少し安心します。
子供が公園でボール遊びができるようにして欲しい。
少し危険なところにも、登下校の際にはボランティアの方の協力で安心しています。
市民プール復活。
映画館や大型ショッピングモールの建設。
市民プールが閉鎖され、夏休み中の遊び場が減りました。幼稚園児と小学生がいるうちで
は、小学校プールに2人を連れて行くことができず、（幼稚園児は入れませんから）少しさみし
い夏休みとなりました。市民プールほしいです！！
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五軒家会館のグラウンドにも工事が入り、サッカーなどが出来るグラウンドが加太周辺にない
ので、子供達は困っています。
公園等遊び場（屋外）の芝生化が進めば、より安心かと思います。
富田林中心部は便利かもしれないが、端にある五軒家はほったらかし、お年寄りも多いのに
バスなど交通の利便性を考えて欲しいです。
概ね整っているとは思います。
公園が少ない。
（道路整備について）大阪狭山市から外環に続いてる道の舗装がきたない（ガタガタ）。歩道を
つくってほしい。自転車が車道を走ってるが、危ない。（道が狭い。）
通学路でグリーンベルトをつけてほしい場所があります。
通学路で見通しの悪い所があります。個人宅の垣根が道路にはみ出ています。市から指導し
ていただければありがたいです。
通学路にグリーンベルトはあるものの、飛び出す子も車の通行も多いので、歩道を作って欲し
い。
広場（野球やサッカーなどが出来る）が少なくなってきているので、子供たちの遊び場を作って
ほしい。
下校時は集団ではあるが、大人の目がないのは不安に思うことがある。
スピードを出してる車が多々あるので、公園にいく時子供がひかれそうになった事があるの
で、どうにかしてほしい。
不審者が多いのでパトロールしてほしい。
充実してると思うが、草などもう少し定期的に刈ってほしい。
自宅付近が幅の広い見通しの良い道路なので、車がスピードを出しやすい。通り抜けにも
なっている。一方通行にしたり、ジグザグに杭を立ててスピードが出ないようにしてほしい。
小さな公園があちこちにあるけど、地区に一つ大きな公園があれば良いと思う。今ある公園
の遊具が古く、暗いので、遊びに行こうとは思わないようです。
図書館等で自習スペースの充実。雨天時、子供達が遊べるスペースの確保。
図書館→勉強したり、就学前の子どもがいる家の憩いの場にしてほしい。暗くてしんどい気持
ちになる。例えば、河内長野の図書館みたいな。
雨の日や夏の暑い日に遊べる場所が少ない。
住み良いと思う。
金剛側は悪くないと思うが、富田林側は不便。
最近不審者が増え、安心して子供を公園に送り出すことができません。パトロールなどを強化
してほしいです。
こちらに引っ越してきて“セアカゴケグモ”の存在に驚きました。家の庭にいましたので、もし子
どもが噛まれたら…と思って、保健所に問い合わせましたが、“噛まれたら病院に行ってくださ
い”との返事で、その対応にも驚きました。その後調べたら、噛まれた際の血清は大阪市の病
院にしかないとのことで、保健所の職員にも周知されてないのかな…と疑問に感じました。
遊び場が少ない。ボールで遊ぶ場所が少ない。（禁止や狭い所が地域に多い。）夏の川西
プールはとても貴重な場所でしたので、夏遊ばせる場所がない。
街灯が暗いので、明るくするか増やしてもらえたらと思います。
ボール遊び禁止の公園が多いと思います。京田辺市や四條畷市のようにスケボーができる
所があれば、大人も子供も楽しめると思います。
公園の砂場が猫の糞だらけ。柵で囲ってほしい。
公園の遊具が少なく、公園でボール遊びが出来ない。
まだまだ意識は低いと思うので、もっと啓発に努めていただきたい。
けあぱる前の小学校側の道路が、木の根っこでぼこぼこしていて危ない！公園のリニューア
ル！
幼児が遊べるような遊具を公園に充実させてほしい。ブランコと急な滑り台だけでは遊べな
かった。
1. 歩道は樹木の根が張り出していて、とても歩きにくいものとなっています。
2. 小さな公園はムリでも、ボールをぶつけて遊べる所がないので、不満です。
公園で球技ができないので、結局友人とゲームやパソコン等の遊びに変わってきている。
公園などの整備を定期的にして頂いているので利用しやすい。緑化をされているが、木が大
きくなりすぎて根っこが歩道をデコボコにしているので、ベビーカーや自転車が不便。
公園が少ない。
ボールを使って遊べる場所がないのが残念です。老人がゲートボールやグランドゴルフは公
園でOKなのに、子どもがボールを壁あてする事すら怒られます。
自宅学習（平日、休日）が出来る施設（図書館との併設）。体験学習の出来る宿泊施設。
ボール遊びのできる場所を確保して欲しい。
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ムダな施設を造るより、子供や障がい者への道路整備や居住環境への配慮をお願いしま
す。特に子供へ目を向けた町づくりを希望します！！
小学校がバリアフリーで他の小学校や私達親世代がそのような環境での学習習慣がなかっ
たので、上の子の時はじめは心配でしたが、子供達にとっては良い環境だと思います。（他の
学生、クラスとの交流など。）
子供が放課後に一人で行ける場所に、図書館や児童館があればいいなあと思います。公園
に時計が欲しい。よく小学生に時間を聞かれます。
遊ぶ場所が少ないので、放課後や休日に学校の運動場を開放して欲しい。
放課後の運動場の開放。（不審者の出没。上級生がいると遊べない。）
古い公園が多く、遊具の老朽化（サビが多い）。
津々山台公園をはじめ公園が多く、外でよく遊んでくれるので、うれしく思っています。図書館
も近いのでよく利用させて頂き、恵まれているなと思っています。
でこぼこの所が多く、幼い子が転びやすい。
自由に遊べる広場が少ないような気がします。
危ないと感じる道路が多いと思う。公園でボール遊びが出来ない事を残念に思う。
公園に時計をつけてほしい。
遊び場（ボール遊びなど）が少ないので、校庭を放課後開放してほしい。

37 / 47 ページ



資料6_富田林市(小)その他・自由意見 問23オ

問23 オ 仕事と子育ての両立について

仕事の休みがとりづらく、参観日など休んで行ってあげたいが、毎回行ってあげられない。
仕事をしたいが、保育園料が高すぎる。子育て中（特に子どもが小さい頃）は面接で断られる
事も多く、先の事を考えると不安が多い。
よくわかりませんが、両立というのは必ずどこかに誰かに無理があるから難しいものだと思い
ます。働きたくても働けない、働いたら子供が理由に休めない…働きたいのだから、働ける様
に工夫して考えて欲しい。
小学校の担任が小さい子を育てていて遅刻するのは個人の都合であり、生徒には無関係で
あり、職場の問題である。産休・育休の権利を主張するなら義務も果たすべき。1年の1学期
から自習なんて無責任！
有給休暇の取りやすい職場環境であることを望みます。
自身の親や配偶者の親が近くに居ない為、子供を預かってほしい時に頼る人がいません。仕
事を始めたくても、急に学校を休んだり、休みになったり（学級閉鎖や警報が出た時）した時
のことを考えると、仕事はできないと思います。
土曜日は仕事の父、母も多く、子供は時間を持て余すので、半日だけでも学校へ行ってほし
い。
パートであっても、子供が病気などの時、休めない雰囲気がある。一定期間の労働時間を越
えた場合、パートであってもあるはずの有給休暇がつかない会社もあるので、義務化を徹底
してほしい。
これ以上、女性が社会進出をすれば、子どもはどんどん減る。男女の役割をある程度受け入
れなければ、首をしめているのは自分ということに。子どもを育てた後でも働けますという社会
に。
両立より子供をしっかりと育てられる環境がいいと思います。
主婦の雇用をもっとするといいのに。また、育休や職場復帰もしやすい環境が望ましい。
母親が働きやすい環境を作るべき。午前中のパートや週に2～3日のパート。
仕事をしている母親に優しい理解ある市であってほしい。
仕事をもつ女性が増える一方、子どもを預ける施設の不足しています。保育園だけでなく、子
どもを学校以外に預けられる施設（学童以外に）あれば、助かる人も多いのでは？
ファミリーサポートセンターを利用したいが、ニーズが合わず自分の仕事を削っているのが現
状。もっとたくさんの人が利用参加すると改善されるのでは？
母親も働きやすい様に、夏休み、冬休み等だけ子供を預けられる学童があれば良いと思いま
す。
子育てをしながらでも働けるためには、近くで短い時間が良いのですがなかなか見つからず、
困っています。条件があう仕事を探すのにハローワークが遠い。市内求人を増やしてほしい。
保育園は以前に比べ入園しやすくなったと聞く。対応柔軟でありがたく思う。子育支援課のス
タッフはいつも対応が良く、仕事をする者にとって本当に心が楽になる。
母子家庭で仕事育児の両立がまだまだ難しい。両立出来る様、サポートして頂ける場をもっと
設けてほしい。
子育て中は、仕事よりも子育てを優先したい為、仕事優先の会社ばかりでは働けない。
女性の負担が大きく、結婚や出産の妨げになっています。人生は長く、1人で生活しなければ
ならない時がくる可能性は高い時代になりました。男性も女性も同様に家事をする（楽しめる）
のが当たり前の雰囲気ができるよう啓発してほしい。
富田林は子育てしやすい市だと思います。これからもがんばって下さい。ありがとうございま
す。
子供の学校行事などで会社を休みにくくなってきていると思う。
就業先がない。（小学生の子どもがいるだけで、無理。）
中学校も全員給食にしてくれると、仕事に行ってる親は助かります。
未就学児童でない為分からないが、未就学児童を抱える親であれば、企業への啓発を行っ
て欲しい。
まだまだ両立するのは難しい環境にあると思います。
男性の育児、家事参加をもっと啓発してほしい。
子育ては夫婦が協働で行うもの。女性がキャリアをもって働きながら子育てできる環境作りが
大切。
経済的に将来が不安なので働きたいと思っていますが、放課後や長期の休み（夏休みなど）
に子供の面倒をどうしよう？と思うと働けません。たまになら親も預かってくれますが、いつも
は無理です。10時から2時勤務、当日子供の体調のための欠勤もOKなど、母親も働きやすく
してほしいです。男性の育休制度をよくしても、子育てに積極的でない父親は役に立ちませ
ん。逆によけいな世話が増えて、夫の休みの日は手間がかかります。家事、育児をもっと評
価してもらえる社会にしてほしいです。専業主婦にも一人前の年金を出してほしいです。
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これこそ税金の無駄遣い。利用者が少ない。実際的に使用できないのに人件費を使いすぎ。
仕事と子育ての両立で、近くの他の母親はかなり忙しくしていると感じる。
子供の急な病気や代休、夏休み等の長期休暇等考えると、母親の仕事参加は難しい。又、
子供の年齢が大きくなると、母親自身も歳を取るので、ますます仕事が見つかりにくい。
私は仕事に夢中になるタイプだと思うので、子供が高学年になるまでは、フルタイムでは働か
ないつもりです。子供と一緒にいる事が楽しいです。でも、「これ！！！」という仕事に出合え
ているのなら、続ける事を応援してくれるシステムがあると（充実している）助かると思います。
仕事も大事！子供も大事！！みんなそうだと思いますよ～。
富田林は学童が6年生まで19:00まで預かってもらえるので、多少の残業でもお迎えに間に合
うので助かります。
休むと会社に行きづらい。無理をさせて通学させる事がでてきそうに思う。
税金や保険料が上がり、103万ぐらい働いても割が合わない。130万以上働いたらもっと上が
る。仕事がない。
子どもが幼いうちは、なるべく親が育てた方が良いと思います。その為には、中高年からの雇
用促進がもっと安定すれば、安心して子育て出来ると思う。
仕事をしても学童の費用などが高すぎて、意味をなさない。
子育てに理解のない人の多い職場なので、PTAが平日に集まるため、休めないのでとても困
る。学校のPTAは、必要でしょうか？働いていても行ける時間にしてほしい。
子供は親の愛情が必要、一緒にいる時間を少しでも長くできるように仕事を定時に終わって
退社できるように企業には努力してもらいたいです。
共働きが定着しているように思う雰囲気もあるが、実際に介護や子どもの病気は、母親が仕
事を休むというのが現実で、昔から変わらないと思う。
子供が病気の時などは、休みやすい環境が望ましいですが、民間はなかなか難しいです。
子供が病気になると仕事を休まれるので困るという理由で職が少ないと思います。そんな時、
職場の一室で看護できる環境があれば、子どもが病気になっても同伴出勤できるのに…と思
うことも。職場がムリならやはり公的機関で施設をつくるべきです。
子供が帰ってくる前に戻れる仕事につければ良いのですが、企業も理解してくださるとうれし
いです。主人の仕事があまりにハードなため、学校行事だけでも休めるとうれしいです。
仕事すれば補助金もらえず、でも働かないと食べていけない。河内長野ではもっと補助があ
るので、子育てには向いていない富田林市だと思う。
子供が病気をすると仕事が休みにくい。会社が休みやすい環境を作ってほしい。
パートや仕事に出たいけど、子どもが風邪とかひいたら休まないといけないので、断念してい
る人も多いと思います。利用しやすいサポートがあるといいですね。
近くに子どもを見てくれる人がいないと、仕事と子育ての両立は大変だと思います。
どこでも子供が遊べるスペースがあれば助かる。図書館や市役所等、親が用事がある時、良
いと思う。
父親が協力的であっても、母親が仕事をすると一方的に負担がかかるのは今も昔もかわりま
せん。子供が急な病気になっても休みやすい環境、受け入れ施設が確保されるべきと願いま
す。
シルバーさんのように、少しの時間でも出来るパートの斡旋所が近くにあればと思う。
会社の理解や、保育環境が充実しているので、2人の子供で育児休暇1年を2回したが、今ま
で問題なくやってこれて幸せだと思う。
一度子育てで家庭に入ると、仕事に復帰するのが本当に難しいです。企業側の意識や社会
的な支援サービスをもっと変えてもらいたいです。
会社は表向きは休暇をとっていい事になっているが…。
今、土曜日は仕事が休みであれば保育園預かりができないでいる。でも、平日休みなしで働
いて、土曜日少しでも預かってもらえると、用事を済ませれるのでとても助かる。
子供が重りにならない様な女性の働く場所、市の助けが必要です。
小さい子が熱を出しても預かってくれる施設がほしい。
近隣での就職が多い地域だと思う。学校行事を市内同じ日に行うと、参加できない親が出る。
両立をと思うなら、会社を休みにするか、日をずらすかしないと思う。
仕事を持っている人が子育てしやすい社会になってほしい。（急な休み、税金など）。
参観日は、世の中で一般的に繁忙日でない日にしてもらえると助かります。
子育てが一段落してからの仕事探しの支援を希望。
うちの場合、子供が大きくなるまでは私は専業主婦でした。下の子小２のときに、少しずつ（最
初は週１、３時間）お仕事をし、そのうち時間を増やしてもらい、両立ができたと思います。そう
いうお仕事なら無理なく子供にも不安がないのでは。
子供の登下校が不安。小学校の役員、生徒が少ないのでまた当たるかもと言われ、うんざり
する。下の子の幼稚園行事で時間がない。働きたくても働けない。
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ファミリーサポートを利用してみたいのですが、あまりよくわかりません。（手続きや値段な
ど。）
車の安全運転を促す標識やプレートの設置。（交通事故を回避する為。）
一概に言えません。それぞれの家庭のスタイルでできれば一番いいと思う。
両立はしにくい！子育てにお金がかかりすぎる。
興味が無いのでわからない。
参観や運動会の参加がやっとで、委員活動では休みにくく、学校のボランティア活動の参加
人数が少ないので、親同士の関わりが少なくなっている。
父親は朝早く家を出、夜中に帰宅、子どもと一緒にいられる時間が少なすぎて・・・
安全パトロール等地域と連携して今以上にどんどん見守りたいやっていただきたい。
（企業の意識啓発、男女共同参画について）あまりピンときません。
なされているのでしょうが、『感じない』よく友人と話してます。
近くの病院（皮フ科や眼科等）に通院させたいが、（土曜など）待ち時間が激しく、平日は閉院
が早い為、精検の用紙をもらってもいけない。
富田林は保育園も学校もかなり良い先生が揃っており、親も安心して子供を預けている様で
す。
仕事と子育ての両立については、どちらも十分できるのであれば良いと思いますが、その為
にはサポートしてもらえる何かが充実していないと困ると思います。（子供が親を必要とする
間は、出来るだけ一緒に居られるのがベストだと思います。）
個人の意識の問題があると思う。
父親の育児参加を推進してほしいです。母親の負担や責任が多すぎると思います。
夏休みや冬休みのみの学童クラブを利用したい。
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問23 カ 子どもの安全の確保等について

小学校、中学校でも、明らかな校則違反をしている生徒には、本人、家族に厳しく指導するべ
きだと思います。
近隣で声を掛け合ったり、地域の子どもを持つ親の顔合わせ会、子ども会がもう少しあっても
いいのではないかと思う。
学校の休み時間、教師の不在となります。休み時間の見回りは必要だと考えます。
常に大人は見守っているよという意識を持っていたいです。
見守り隊の増員のため、報奨制度の導入について検討してほしい。
集団下校でも下級生が置いていかれたり、叩かれたり。子供一人一人の注意力を地域全体
であげてほしい。
「通り魔」事件があったので、犯人はどこへ逃げ回っているか捕まってなくてこわいです。パト
ロール強化して下さい！！
それぞれの地域で、朝の通学時や夕方の下校時にパトロールの方々が見守り隊として活動
して頂いていて、すごく有難く思っています。そのボランティアの方々以外にも、より多くの方
にパトロールして頂けるような環境ができればと思います。又、夜まわりも冬場だけではなく、
一年中して頂けるように（特に夏場）各地域で話し合いの場を設けるよう、市の方からも御指
導や提案書など願えればと思います。（ボランティアばかりに頼るのではなく、各地域で当番
制にするなど…）
児童虐待の背景に目を向け、保護者の生活支援や心のケアなど今まで以上に力を入れてほ
しい。
子どもにもっと苦労をさせてはどうでしょう。暇を持て余し、守られてばかり。お膳立てされた場
所で生きるだけでは、力のついていない子どもだらけになります。子どもにも仕事を。役割を。
小学校の防犯を考えて欲しいです。
小学校からの連絡メールで、不審者が校区内でいるので注意する様にとの連絡を受けます
が、習い事で１人で出かけるので心配な時があります。
パトロール強化
児童虐待は特に力を入れていただきたいです。
スクールカウンセラー。ちゃんと話しが聞ける人。
↑親も子も先生も利用できて中立な立場の人。チームで取り組むといい。
通学した時にお知らせID等がほしい。帰った時間もわかるのでよいと思う。
土・日を活用して（放課後など）、地域の人たち（お年寄りなど）を交えた交流。パトロールの強
化。毎日のように不審者が出没する町では、安心して子育て出来ません。もっと住人（住民）
の声を聞く体制が必要だと思います。
点滅信号での車の信号無視が多い為、たまには警察官も登下校時にいてもらえたら…と思
います。
外灯を増やしてほしい。監視カメラなど。
学校や学童での子供の様子を、いい事も悪い事も保護者へこまめに報告してほしい。
毎朝、見守り隊の方々が声かけをして下さっているので、とても安心しています。
（いじめ防止、児童虐待、非行防止）これら3つについては、もっと地域と市が密接に連携でき
たらいいと思います。
朝夕の見守り隊、いつも感謝しています。朝、もう30分長く立ってもらえると安心です。たまに
遅刻であろう子が走って道を渡るのを見かけますが、すでに見守り隊の方がおられない。こう
いう子供こそ目をかけてあげて欲しいです。
最近、通学路での事故などのニュースが多いので、朝など安全確保に立っていただいてるの
は助かります。
まだまだ街灯が少ないと思います。防犯カメラなどの設置もしてほしいです。
いじめや虐待は絶対にしてはいけない事なので、子供には日頃からいけない事だと親も学校
も伝えておく。
（いじめ防止について）現在5年生（女児）であるようだが、学校の対応がいまいちである。（ケ
ガをさせられている。）学校側の対応がこのような場合、教育委員会etcに相談すべきなの
か？
夏のプール対策について。ひさしを作る。ラッシュガード（長袖水着）の許可等を検討してほし
い。炎天下でやけど状態です。私たち親の時と同じユニフォームはおかしいです。
（非行防止、防犯について）充実してほしいです。
いじめが学校であっても相談できる教師がいない。中学校はひどいようなので、私学に行か
せるか考えます。
スーパーなどで小学生や中学生がゲームセンターで遊んでいるのをよく見かける。昼間でも
見かけるが…。駅、コンビニ等で夜遅くまで遊んでいる子供も監視して欲しい。
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ゴミのネットが歩道にあるが、通学時よける為に車道に出てしまう。粗大ゴミ置場に大きなフェ
ンスを作り、普通ゴミも置くようにしたらいいと思う。近くに粗大置場がない所は仕方ないが
…。少しでも歩道に置くのを減らせたらいいと思う。粗大と普通ゴミの曜日も違うので、いいと
思う。
住宅街でも路上駐車があまりにも多くて危険。そのうえ、スピードを出し過ぎの車が多い。
通学路が狭い為、車のすれ違いが心配。最近、子供が巻き込まれる事故が多いので心配で
す。
まだまだ地域と学校の連携が足りない気がします。
通学路ですが、特に通行止めではないので車が多く危ない上に、車のスピードもけっこう飛ば
す人が多いので、とても危険な所がある。
先生達が生徒の事をあまりに知らなすぎる。
歩道と車道の整備希望。危ないので。
暗い道に電灯をたててほしい。LEDの明るい電気にどんどん替えてほしいです。
通学路の歩道の新設。（現在とても危険な場所がある。）
大阪府条例で定められた時間外のスーパー、コンビニ前にて集う未成年者への声かけや、必
要に応じて警察と連携。
警察の取り締まり、見回りの強化。
小学校区には歩道が整備されていなくて危険です。（自転車も危ない。）いじめは小さい学年
でもあります。
交通事故防止の為の対策を実施ほしい。通学路に関する要望書を提出しているのに、全く改
善されていない。
自然災害が発生した時、学校が山の下にあるので、土砂災害など防災を具体的に示してほし
い。
子どもだけの避難訓練など、大人がいなくても子どもが身を守れる力をつけて欲しい。
親と子、1対1の生活は大変です。児童虐待にもつながるので、もっと地域で開放できる場所を
作ってほしい。
登下校中や外で遊んでいる時の安全が一番気になります。よく起きている小学生への車の事
故対策をもっとやってほしいです。
地域の方々の協力はあるが、できれば引っ越したい。
学校から帰って来た子供が、子供だけで留守番されてる家庭が多い。事故など不安に感じ
る。
学校外（家に帰ってから友達とトラブル等）のトラブルについて学校に相談しても、あまりとり
あってくれない。通学時、下校時の交通事故が心配。定期的に警官の見守り等があれば、ド
ライバー、子供の双方が気を付けるのでは？
毎朝地域サポーターの方々が通学路に立っていてくださり、安心して通学ができている。
いじめや非行、犯罪は親や周りの大人の力で防止できます。虐待は感情の延長上にあるの
で、周りの大人の友人・親との関係を大切にしてほしい。
車の事故が多いので、通学路の安全を徹底してほしい。ガードレールを増やすなど。
幼稚園、小・中学校の先生の育成を力を入れてやってほしい。
学校まかせで保護者がかかわりにく状況です。もっとOPENな学校づくりができれば良いです
ね。地域全体で子どもたち（特に中学生）を見守っていけたらと思います。
子どもサポーターの方々には大変感謝しております。
細い道でもスピード出す車が多い。通学時間など見守りを増加させてほしい。
ニュースでも取り上げられてますが、児童虐待は未然に防いでほしい。
川西小は集団登下校じゃないので不安。
暴走族の信号無視（子どもの登下校の際）や夜、外環での騒音が睡眠の妨げとなり迷惑。
いじめ→いじめる側の子どもたちにどんな背景があるのか考える視点を皆が持てるよう、学
習できる機会があったらいいと思います。いじめは犯罪であるという教育も必要だと思いま
す。
児童虐待→親が全て正解ではないこと、間違っていることもおおいにあるということ。子どもた
ちが自分の気持ちを大切にしていいと学べる機会や、自分（子どもたち）には守られるべき人
権があることを学べて、しんどいことがあった時には吐き出せる場があるといいと思います。
不審者対策。
小学校1、2年生の時とも、担任の先生が休憩時間も教室にいて下さるので、いじめ防止につ
ながっていると思い感謝しております。
不審者など子供に被害が及ぶような事件が多くあるので、もう少し見回り等行ってほしい。
子ども環境や愛情がすべてに関わってくると思います。幼いころからの関わり、親の子育ての
仕方によって、いろんな問題がでてくると思います。そして被害にあう側が泣きをみることにな
るので、幼少期や自動機の関わりを増やすべきだと思います。
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スクールカウンセラーが事件の時だけでなく、日常でも保健室などで自由に話せる環境が
整っていれば、もっと子どもたちが心のコントロールができるきっかけになると思う。
学校の下校時に毎日地域の方が立って頂けるのは本当ありがたく、感謝している。続けて欲
しいです。
高学年になれば携帯電話をもっている子供も何人かいて、メールやLINEなど親が監視しにく
いので大変だと思います。（私は持たせてませんが…）
いじめ防止なんて、親にいい顔してる子どもが学校等でストレス発散でしていることなので、
もっと公的機関が家庭内に介入しない限り不可能です。民生委員も含め、もっと権限をもたせ
て介入すべき。児童虐待も非行防止も、もっと環境を整える必要があると思います。
どんなことがあっても気軽に話せる窓口などあればいいなと思います。
上の子が中学の時にいじめにあいそうになって、担任の先生に相談してすぐに対応してもら
えた。その後、その先生がすぐに学校をかわられた。いい先生ほど早くに転校になるのは辛
いです。
通学路の安全対策をもっとしてほしい。
ボランティアの方がもっと積極的に活動できる工夫を考えるべきです。
クラス2担任制。
危険な場所、たまり場になりそうな所を作らない。地域で子供を育てる環境が出来たら良いと
思う。
いつもパトロールして頂きありがとうございます。これからもお願いします。
地域の方のボランティアでパトロールで道路に立って頂くのはいいんですが、錦織公園の前
でたくさんの人がいるだけで、何もしてくれていないので、危ないと思われるところに分散して
ほしいです。
先生も一人の人間なので仕方がないとは思うのですが、何かトラブルが起きた時に話を聞く
態度に少し好き嫌いが入っているように思うので、講習などで冷静に対処してもらえるようにし
てもらいたい。
登下校、校区のはしっこになるので、道のりが遠くて、低学年のうちは毎日不安…。
「見守り青ちゃん」子どもの下校時刻に通学路の近くを走っていただけるとうれしいです。
地域の方々が、防犯、防災、子どもの見守り隊など、大変ありがたいと思います。
小学校と地域、警察だけでなく、学童なども不審者対策に連携していってほしい。
阪急沿線のように、校門を出たり入ったりしたらメールで知らせて欲しい。優しい先生のクラス
ほど、子供がうるさい気がします。だんじりで、派手な人が多くなり、子供が憧れる（茶髪等）。
複雑化する子供同士の関わり方に、小学校の先生は早急に対処してくださり、有難く感じてい
ます。
地域で密着して子供達の姿を意識して見守ってやる事が大切だと思います。携帯電話を学校
に持っていくのは問題ですが、「GPS」のような位置確認できるものを持たせて欲しいと特に思
います。
地域のサポーターさんや保護者、学校の防犯意識が高いので、すばらしいと思う。
安全をどこが守るべきかわかりにくくなっていますが、家庭、学校、社会全てが取り組まないと
いけないと感じます。
通学路について、車通りが多いように思えるので、事故にあう前にガードレールを立てるや、
道の変更を希望します。
不審者情報を詳しくしてもらいたい。公園の防犯ベル鳴るだけで誰もかけつけない。防災ア
ラートが反響して聞き取れない。
5時と6時に音楽がなるのは助かっています。それを目安に子どもが帰宅するので。
いじめ防止の手紙などをもらってくるが、道徳的に子供が考えなくてはならないと思う。
歩道の縁石に反射板を増やして欲しいです。
防犯灯、街路灯を全てLEDなど明るいものにしてほしい。
学校と家との連絡を密にするとか、子供の話を聞くとか、コミュニケーションをとることだと思い
ます。
ため池の柵が低く、子供が通れる幅なので危ない。
久野小の通学路（登校時）に、老人会の方々が途中までは立っていて下さるのですが、学校
前の坂は先生が1人とPTAの方が1人。車、バイクも多く、いくつかのまがり角は無人なので、
かなり危険です。スクールゾーンも車が何台も通り、ヒヤヒヤします。特に下校時はどなたもい
らっしゃらないので、安心しておれません。
通学路の安全確保は必要かと思います。
帰りの（小学生）安全パトロールがないのは不安。ボランティアの方は朝（やっている）やって
いただいているので、他の人でやる事はできないのか。
学校内への不審者侵入に対しての防犯意識は緩く感じます。
誰か身近な人に相談できる環境作りが大切だと思う。
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不審者が多いのでパトロールしてほしい。
家庭、学校できちんと連絡がとれる風通しのいい関係が望ましい。
学校や校区内で遊んでいる時にいじめや差別的なことを言われたことが何度かあります。先
生が入って解決してくれたようなところもありますが、実際に嫌な怖い気持ちになった子供に
対しての対処に疑問があります。公的な機関で、親子、母個人、子供個人の相談できる場所
があればと思っています。
（いじめ防止について）先生の意識が低いと思う。
学校ごとに問題はあると思う。先生が授業に集中できるようなサポートをしてほしい。
宛名の子どもの兄が、転入した小学校でのいじめを機に私学の小学校に転校しました。若い
担任の先生でしたので、担任の先生を支えるサポートについてはどうなっているのかなと思い
ました。問題が起こった時にきちんと対応できる先生をみなさん望まれていると思います。ま
た、大阪市で導入されていた“ミマモルメ”という、子どもが登校、下校の際門を通過すれば親
の携帯電話にメールが来るというサービスの導入もお願いしたいです。先生方との集団下校
の期間を短くするなど、先生の負担も軽くできると思います。
問題が起こってからの行動になっているので、「言い伝え」や「噂」とかでないしっかりとした情
報公開をしてほしいと思います。情報交換のできる場もあればと思います。
いじめ防止と言いつつ、学校に相談しても「見ます」しか言わない。具体的にもっと熱心になっ
てほしい。
子どもの帰宅時間に、青パトでのパトロールを引き続きお願いいたします。
近隣の学区などでの不審者情報や交通事故などを子供たちにも教えてほしい。（起こってし
まった事実として）。
（防犯について）こども110番は実際かけこみetcあるのでしょうか？利用実績がよくわからな
い。（いじめ防止、非行防止について）中学校からはプリント配布がありました。
防犯に対しては、地域の協力いただけている事に感謝すらします。防災について、もっと情報
が知りたい！どういう体制を整えていらっしゃるのか分からない。
学校と家庭が連携できていないので、防止策は難しい。
地域ネットワークでの情報・対策の共有が必要だと思う。
児童虐待の見て見ぬふりが多い。（一般市民の意識が薄い。）何度か通報もしましたが、あち
こちでよく話聞きます。
子供の安全について、家庭での会話の中でも意識をもたせるよう心がけていますが、学校、
地域全体での指導が必要だと思います。
なぜ、集団登下校を徹底しないのか。学年で下校時刻も異なるため、一人での下校児童が危
険。
登下校の子供を地域全体で見守る体制を作って欲しい。
集団下校への呼びかけ。
集団登下校の実施を希望。
学校を通じていろいろ情報が入っているように思います。
通学路で信号の無い横断歩道があり、危ないと思います。不審者の取り締まりを強化してほ
しいです。
歩車分離式の信号を増やしてほしい。最近不審者が多いので、登下校時の見回りをしてほし
い。
自然で起こる「竜巻」「雷」「雨」などの身を守る対策を、子供に学校のほうでも教えていただき
たいです。
近年、本当に悲しい事件が多い中、いつも被害にあうのは「女の子」です。大人の私達は子
供を守る為、家庭内だけでなく、地域で守ってくださることを強く願っています。
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問23 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

持病がある子の交流会。
母子家庭で以前より収入は増えたが、子供の教育などにお金がかかり、市民税、学童の利
用料など支出が多いのに、ひとり親の月額が減らされ、大変困っています。減額する額が大
きすぎると思う。
母子家庭の人は、結構保健面、支援面に恵まれていますね。ある雑誌で、年間400万補助も
らっていると。一生懸命働いてる者が損してる感じがします。ボーナスカット、給料カットされて
いるのに…。バカらしくなりますね。偽装離婚もあるみたいですね。
現在、通級クラスに通っています。同じ境遇のママ友がいないので、相談したいことがある時
は通級クラスの先生に話を聞いていただいています。とても信頼している先生で心強いです。
ひとり親家庭です。以前、親が救急車で運ばれた時、幼子を…子供を連れて行けない。預け
る人を探してくれと、来てからその場で言われ、預ける人も場所もなく、寝たきりの元近所の方
に預けました。そういった緊急時だけ預けれる所がほしい。
もっと充実させるべき。
孤立している家庭の子供の様子などは定期的に訪問し、子供が健やかに成長するよう見
守っていただきたい。
ひとり親、障がい児を作らない社会へ。ひとり親＝保護費の増大です。男女ペアで子育てをし
ていく意味を思い出して欲しい。男が稼ぎ、女が家を守る、これがいちばんお金がかからない
はず。子どもはできるだけ適齢期に産む。歳をとっての出産は、リスクを伴います。声を大にし
て言って下さい。1人1人が自分の力を信じて、自分にも何かは出来るという意識を持てるよう
に導いて下さい。期待しています。よろしくお願いします。富田林のために…。
（ひとり親家庭）でも戸籍をいれなければお金がもらえるという事で、わざと籍を入れないでい
る人がいる様に思えます。何とかして少しでもそういう方を減らして下さい。
学校に先生を増やして担当にする。
公の立場の人（市や保健センターの人）が、各家庭の状況を把握するなど、孤立しない様な
環境を作っていく必要があるのではないか。
発達障がい児施策をしてほしい。
（障がい児施策について）お年寄りのデイサービスなどは多くなりましたが、重度の障がい児
のデイサービスなどはあるのでしょうか？テレビで見ただけで知識はありませんが、親御さん
はいつも緊張感ある毎日で疲れるそうですね…。
（障がい児施策について）たくさんの大人がもっと勉強するべきだと思います。まずは知る事
から始まります。勉強会の参加、健常児の親への情報提供が大事だと思います。必ず人が集
まる場所（入学式、参観日など）で、少しの時間でも真剣に話をして頂ける方の話を聞くなどい
い。なかなか難しい問題ですが、少しでも良い方向に行く事を願います。
市役所の方はきちんと対応してくれるので、ありがたいです。
ひとり親家庭には、もっと安心して生活ができる様に色々と取り組みをしたら良いと思います。
子育支援金のupを望む。
発達障がいのうち、知的に問題のない子の行き場がない。これから中学校に上がるにあたっ
て、非常に不安。また発達障害を診てもらえる医師も少ない。
母子家庭ですが、実家に住まわせてもらっていて、祖父がまだ働いていて収入があるため、
何の手当てももらえないのがおかしいと思う。教育資金など（保健、病院代なども）負担が大き
いのに。
ひとりで子供を育てていた時は、仕事で子供と接する時間が少なくて、宿題等見る事が難しく
学力も低下していました。仕事も家事も両立は大変困難でしたので、何かしら支援は欲しかっ
たです！
甘ったれた考えで生活保護を受けてる家庭をもっと厳しくしていただきたい。ずるい…。
手当のお金が毎年へらされている。
塾などに行かせてあげられない。
発達障害の子供さんについて、地域ぐるみで理解するための講座などを開いてほしい。ま
た、子供たちにも理解する機会を与えてほしい。
学校に行きにくい子のためのクラス（つう級クラス）を作ってほしい。
ふたり親でも経済的に苦しいです。安心して子育てができる社会になってほしいです。私のよ
うに、もっと経済力があればもう一人子どもが欲しかった、など思う人もいると思います。
水道代を半額にしてほしい。とくにきめ細やかだとは思わない。
幼稚園で預かり保育の実施、そして給食の実施をしてほしい。いじめ等の相談を学校にして
も、解決能力が欠けていると思う。先生方への対処の仕方等の教育を徹底して欲しい。
手当てがあることはとてもありがたく助かっています。母一人で子を育てることの大変さを改
めて実感してますが、富田林は恵まれた環境だと思います。
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シングルじゃない方が保護というか何と言うか配慮してもらえない事が多い。皆、色んな不安
があるんです。
母子家庭に対し、もっと色々な面で援助をしてもらいたい。
ひとり親家庭の支援→シングルマザーの方たちが集えるような場や機会があれば嬉しいで
す。
障がい児施策→小学校でのいろいろな困難を抱えるお友だちも、サポートさえあると、みんな
と変わりなく過ごしていけるといった考えが、子どもたちの豊かな心を育てるのではないかと
思います。大人が壁をつくってはならない。学校や地域等、いろいろな場での交流の機会が
あったらいいと思います。
離婚はしていないが別居しているので、生活が苦しい。市役所に別居の旨伝えても相手にし
てもらえず、就学援助が認められず残念です。
弱い立場にいる人、困っている人が安心して暮らせるように助けてくれるところ、相談できる人
がいてほしいです。小学校に入ってからはありません。
ひとり親の方は子ども第一に考えてほしいですね。親が選んだ道でも、子どもには関係ない
し、さみしい思いさせてほしくないです。
子どもが保育園や学校、施設などに通っている間だけ親が労働して、生活収入を得ることが
できれば、生活安定と子どもとの関わりの時間を多く持つことができる。
障がい児と健常者が一緒に遊んだりできる事は、色んな意味で成長につながると思います。
障がい児施策は、働いている親の為にも保育や学童の充実が必要。富田林支援学校との連
携は難しいのでしょうか？相手が府なら、府から補助金もらえないのでしょうか？
学校などで常に声かけするなど、把握している機関があるといいですね。
バリアフリーのある学校を作ってあげたら、通学、通園しやすいと思う。
ひとり親だから、子供と一緒にいる時間をもてず子供にさびしい思いをさせ、働けば働くほど
児童扶養手当支給額が下げられていくなんておかしいと思います。生活保護を受給しながら
子供をほったらかしにして遊びに出かける親もいて、まじめに頑張ってる母子がばかを見てい
る様な制度ですね。
子供3人目への優遇希望。
母子、父子家庭の方も地域活動に積極的に参加できるような提案はないでしょうか？「母子
家庭だから…」を言い訳ではないのですが、理由に参加されない方が多いので、そんな時こ
そ情報収集するチャンスだと思えるような環境になればよいと思います。
子供の発達相談など、障がい児が利用できるデイサービスなどをもっと推進してほしい。
ひとり親の方が仕事をしやすい環境整備（夜間預かり施設の充実など）があれば良いかなと。
障がい児との交流も、もう少し増やしてほしい。
市役所の外ではなく、普段から障がい児の作品を買えるようにコーナーを作って欲しい。だし
パックが美味しかったです。
弱者へ渡るはずの資金が、悪い人へ流れないように、しっかり役所内部で調べてあげて欲し
いですね。
もし親に何かあった時、気軽に預けられる場所、支援があるというだけで気分的に楽になれる
と思います。
発達障害等で気軽にソーシャルスキル訓練等出来る場があるといいです。
ガイドヘルパーやデイサービスの利用可能時間や日数をもっと増やして欲しい。
その立場ではないのでよくわかりませんが、子供たちは望んでそうなっているのではないので
心のケアなどは厚く対応していただきたいです。
就学前の子が障害児なのですが、和泉市では就学前の夏休み前くらいに市教委から相談支
援のお手紙がきて、それがきっかけで話をすすめていけるのでうれしい、とお話を教えてもら
いました。富田林市もそうゆうのがあればなあ…と、うらやましく思いました。特別児童手当が
毎年減らされてるのもすごく悲しいです！
本当にひとり親家庭なのかしっかり調査して欲しい。結婚せず、ひとり親で申請している人が
いると噂で聞いたことがあり、非常に嫌な気がする。
（障がい児施策について）学童でも受け入れの幅を広げて下さい。加配をお願いします。
携帯電話でのトラブルを防ぐ為、モラル向上の情報提供、セミナー。
富田林市は発達障害に対してのサービスが他市に比べて少ないです。支援が受けられる
サービスの充実を希望します。
もっと充実してもいいと思う。
発達障害児の療育施設がほしい。
親の収入の差が子供の学習の差に大きく影響され、貧富の差で子供の学習能力に差が出て
きてしまう。
ひとり親、障がい児と分け隔て特別扱いせず、子育て家庭すべての人が利用できる配慮があ
ればいいと思います。
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（ひとり親家庭について）病児保育サービスがない為、子供の病気で仕事を休まざるを得な
い。また、病後児保育が保育園児に限られ、学童クラブを利用している親は利用できず、仕事
を休まなければならない。子供が低学年の間は、保育園時代より不便。
障がい児への情報があまりにも少なく、個人で情報を集めて市役所へ行くなど行動を起こす
という。あまりにも不親切だと思う。
（ひとり親家庭の支援について）補助金の手続きの時は丁寧に対応して頂けました。
もっともっと手厚い支援を望みます。市の手続きのカンソ化！お仕事しながら子育てしている
友人が、時間がない中休んで手続きに何度も行かなくてはならないと悔やんでいたのを聞き
ました。
児童扶養手当を受給していますが、7年過ぎて就労証明書を毎年会社に書いて貰って、いろ
んな書類と一緒に提出しないと手当てが1/2になるとの事ですが、会社に言いづらいですし、
派遣なので会社が遠くてとても手間と時間がかかってしまいます。昔はそういう手続きは要ら
なかったとの事で…。出来れば毎年の就労証明書等の手続きを無くして頂きたいです。
もっと考えていかなければ推進されないと思う。
カ.の項にも関連しますが、『みんな通ってみんないい』という子育てを推進して、啓発に取り組
んで欲しいです。障害のある子、ひとり親に対してでなく、我が子に対して、多くの保護者が見
つめる事が大切と思います。又、早期の気づきに繋がり早期療育する事ができると思いま
す。
他の市町村より整っていると思います。
何があるのか全く知らない。もっと告知が必要と思う。子供が発達障がいですが、学校以外の
相談窓口は不明のまま。
ひとり親で病気がちなので（母）、もっと手軽に支援してもらえるものがあればすごく助かりま
す。
地域でのつながりが強化されたら良いと思います。
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