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１．地域における子育ての支援 

（１）保育所、幼稚園、学校等（就学前 81件、小学生 27件） 

（内容）一時預かり、病児等保育、休日保育、こども園、保育所、幼稚園、 

        学校、放課後児童クラブ、ファミリーサポート事業 

 

【大分市（就学前児童保護者）17件】 

希望する保育園への年度途中入園ができるようになるといいと思う。現状では、4月入園にしなければ、希望園には入

れないことが多い。職場復帰しやすいよう、保育園の充実は必要。保育料の負担が大きく感じる。経済的に支援を進め

てもらいたい。子育て満足度日本一、ぜひお願いします。 

日曜日に利用できる児童館が一ヵ所と少なく、また車での利用だと駐車代がかかると利用しにくい。産後の時間短縮制

度の利用はできるが、賃金が減るので早期に仕事復帰した意味がない。 

テレヒ等で支援体制がなっていないという論調を耳にしましたが、いざ自分がとなると、案外いろいろ支援してもらえ

るじゃないかと拍子抜けしました。ただ、待機児童問題については、確かに現状では就活自体がやりにくいと思えるの

で、この点は改善してほしいと思います。 

希望した保育園、こども園に入ることができず、待機している状態。フルタイムで働いて、シングルマザーなので、こ

れはきつい。 

保育園に入れる時に、とても苦労した。たまたま認可に入れたが、決まったのも１週間前くらいで、直前すぎる。 

福岡から転入してきましたが、大分はとても子育てしにくい県だと思いました。保育所の内容にもとてもバラつきがあ

ります。保育とはわかっていますが、教育者の教育をしっかりとしてほしい。こんなことを記入しても反映されないこ

とはわかっていますが・・。 

保育所を増やしてほしい。授乳室の確保や設置（全体的に少ない）や乳幼児のいる家族向けの宿泊施設を増やしてほし

い。（保養所） 

昔に比べて、子育てに対しての支援が増えていると思いますが、仕事をしながらの子育ての場合、子供が小さいとよく

病気になり、仕事を休むのに有休がなくなるのではないか、休みすぎではないかと気になります。病児保育も病気の回

復期等に利用させてもらっていますが、病児保育で病気も長びくこともあるのではと心配になることもあり、仕事が休

みやすくなる環境があるといいなと思います。また、未婚シングルと離婚シングルとの控除面での差がなくなればうれ

しいなと思います。 

保育園の数が少ない為保育園に入れない。出産給付金等の支援が大分市はない。乳幼児が遊べる場所が少ない。乳幼児

が利用できる施設（おむつ替えができる）が少ない。喫煙スペースをなくし、乳幼児が受動喫煙状態にならないよう対

策をしてほしい。育児給付金制度を設けてほしい。子供が産まれたら優先的に住むことができる住宅を市が提供し、低

家賃にしてほしい。 
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ここに書くことか分かりませんが…。我が子が通う保育園が、無認可から認可に変わったとたん、一人親世帯、両親と

も無職の家庭といった経済的に余裕のない家庭が増えました。働きたい人が働ける労働環境、そして安定した賃金がな

いと子どもは増えないと感じます。保育園等の保育料無償化や児童手当の支給もいいですが（ありがたいですが）そこ

が確保されないと、少子化も晩婚化（未婚者増加も）も解消されないのではと感じます。「地域における子育て」は大分

市・県は取り組んでくれていると感じます。居住地区という狭い範囲ではご近所付き合いが少ないのであまり感じませ

んが…。 

幼稚園に入園するまでの３年間保育園の入園希望でしたが、３年間落ちました。もう関係ありませんが待機児童がゼロ

になるようお願いします。 

保育園を増やしてほしい。 

保育園の入所人数を増やして早く入れてほしい。生まれて３年たつのに待ちが長すぎです！！。 

保育園に預けて、働きたいと思い、希望を出して、１年になります。待機の状況はわかります。ただ、今自分が何番目

位の待機なのか、という情報は知りたいです。それによって、保育園の順番を変えたりできます。幼稚園も、年少の枠

もせまく、なかなか預ける術がありません。市役所へ行っても、保育園があかないとわかりませんという対応なので…。

働きたくても、働けない状況をなんとかしてほしいです。 

パートで働いているが、保育料が高すぎて、生活費があまり残らないので、はやく無料になってほしい。 

いずれ保育料等無償化？などと言われていますが…そうなると保育園などが増え保護者は助かるという利点はあります

が保育園の質の向上が下がったりとマイナスな面も出てくると思います。父親が育児に協力的になるよう、パパたちだ

けの交流の場などをまだ増やしたりということも大切なのかな…と思います。 

病児保育施設が増えると良い。預けられないことが多いため。 

 

 

【大分市（小学生保護者）4件】 

親が病気をしたり、急用な時に障害児をいつでも預かってくれる施設を増やしてほしい。 

児童クラブに関して、保護者が希望する形での利用が出来ない。（例）○年生までしか入所できない。長期休みのみの入

所ができない。 

幼稚園は 3年保育に加え、15時、16時まで保育していただける環境を強く希望します。公立幼稚園の良さがあまり感じ

られない。今の状態では私立幼稚園の方が充実しているように思います。子ども園にすることが将来的な目的ならば料

金だけ上げられては困ります。 

子どもが大きくなってもう利用することはないのですが、子供ルームは子どもの遊び場として、母親同士の交流の場と

してもすごく役に立つ施設だったと思いました。また、公民館主催の音楽教室や子どものサークル活動（赤ちゃん広場）

も有難かったです。 
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【別府市（就学前児童保護者）9件】 

一時預かりが利用できる保育園を増やしてほしい。 

共働きだと仕方ないのかもしれないけれど、保育料が高すぎる。夫の給料は、基本給はそれほど高くなく、ボーナス、

残業手当で上下するので、二人目で産休・育休をいただく際、私が働いていない間、国からの手当てだけでやっていけ

るのか不安。 

公立の幼稚園が小学校に隣接しているのはとてもよく、給食もあり、また小学生との交流があることで入学に関して子

供も不安がることなく楽しく入学できたので下の子も是非公立に入園させたいです。2年保育だともっと良かったかな。

上人校区は広い土地がなかなかないのは仕方ないけれど、本当に子供が遊ぶ場所がない。結局ゲームばかりになるのを

黙認してしまう。これは本当に不満です。 

大分県は全体が公立の幼稚園が年長しかないので働いていれば保育所に預けられるが、後は私立の幼稚園しかないため、

補助が出るとはいえ毎月の支払いが増え、結果親が働かないといけない状態になるのが、どうも納得がいかない。子育

てを支援するなら公立で年少から受け入れができる幼稚園を作ってほしい。 

一時保育とかがもっと増えて気軽に預けられるようになるといいなと思います。 

働きながら子どもを育てるのは一人では難しく、家族や職場の方たちの理解と協力、そして保育園でどれだけ豊かな時

間を子どもが過ごしているかを知ることだと思います。子どもと過ごす時間も、働く時間も、数年前の自分からは考え

られない出来事がたくさんあります。日々、しあわせをくれる、この子とそれを助けてくれるまわりの方に感謝してい

ます。子育て支援、よろしくお願いします。 

一時保育が割と安く、給食まで利用できるので、幼稚園や保育園に入園するまで何度も利用させて頂きました。（一日の

受け入れ人数がもっと増えるとより良いのにと思うことがありました。）今は利用していませんが、気軽にたくさんの人

が利用し、地域と子育て、他の子育て情報の収集のきっかけになればいいのではないかと思います。この時に公民館や

児童館に行くハードルが低くなり、今でも公民館での講座などは利用しています。温泉を生かし、足湯や手湯があり、

季節の花がある、トイレ、ベンチが整備してある誰でも利用できる公園、バリアフリーで駐車場からすぐに行ける公園

など（車イス道路、多目的トイレがある）大分ならではの（温泉、車イスマラソンにちなんで）広場があれば楽しいな

と思います。（自慢できる、特徴のある公園が欲しいです。）（ＡＰＵももっと開放して子供も行けたら楽しそうです）県

図書、杵築夢公園、地獄地帯公園、佐野植物公園、農業文化公園、大好きです！いつもきれいで利用しやすいです。あ

りがとうございます。夜間相談窓口（病院）も助かっています。これからも大分県は子育てするには最高！良かった！

と思える企画や施設をお願いします。「子育て満足度日本一」！！自然豊かな大分は絶対出来ると思っています！！実現

出来ます様に。乱筆乱文で申し訳ありません。 

病児保育施設がもう少し多くなって欲しい。保育料の減額。 

保育料等の負担が大きい。 
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【別府市（小学生保護者）3件】 

児童館など、気軽に利用できる施設を増やしてほしい。校区に 1つ欲しい。 

預かってくれる施設を増やしてほしい。予防接種の負担を無くしてほしい。 

別府市に在住していますが、大分市との子育てサービスの差を感じます。図書館や児童館等、公共施設の数・質も大分

市の方が豊かに思います。「別府市民も利用可」として預けられたら良いなと思うところです。未来社会を作っていくの

は今を生きている子ども達です。子育て分野に重点を置いて社会全体が関わっていくことを子育て世代として願います。 

 

 

【中津市（就学前児童保護者）7件】 

2人子どもがいて、下の子を保育園に通わせているが、上の子が小学校に入学したら「2人目半額」の適用から外れて保

育料が高額になってしまった。幼稚園に通っている子どもは「2人目半額」の適用が受けられるのに、保育園ではなぜ

受けられないのか。三人以上子どもがいる世帯は、恩恵が受けられている印象だが、子どもが１人または２人の世帯で

は、あまり恩恵が受けられていないと感じてしまう。以前住んでいた地域では、病児保育制度が整っていたが、こちら

の地域では病児保育がなく、また利用したいと思っても、利用しにくい雰囲気がある。 

保育所の土曜日の１日預かりをもっと快く受け入れてほしい。仕事以外にも子どもが看れない時は、保育所で看てほし

い。 

２人目を出産した後、３ヶ月目頃から上の子の保育園の預かりが短時間（８：３０～１６：３０）になった。下の子を

見ながら送り迎えも大変！！いつも通り標準であれば父親や祖父母が迎えに行けるのに。生後３ヶ月の赤ちゃんを毎日、

何度も車に乗せて、振動も脳の発達に悪い！！短時間保育は切実にやめてほしい。そうじゃなくても、働く職場によっ

て預ける時間が違うのに、短時間ってなぜ８：３０～１６：３０って決まっているのですか？他のお母さんたちも苦労

しています。今年から、２月３月の保育所の受け入れをはじめたようですが、１月入所希望の人が「みんな４月から入

れていますよ」と言われて、自然の流れで、４月に入れさせようとしていた。１月復帰なのに困っていた。どうしても

っと保護者の話を親身に聞いてあげられないのか？書類の中で子育てをやっているじゃない！！親の気持ちをきちんと

理解してほしい！！。 

保育園や子ども園の保育料の負担が大きすぎる。保育料を払うために仕事をしている気がする。又、小学生までは病院

受診料を無料にしてもらいたい。育休中に小学生の子が度々病院にかかると、生活が苦しくなる。だからと言って受診

させず、そのまま放置はできないから。外で遊べる公園はあるが、雨の日でも遊べる施設を作ってほしい（増やして）

有料でも良いので、なるべく大きい（０才児から小学生までが）楽しめる様な物があると良い。 

第２子以降を妊娠したら上の子を確実に産前、産後だけでも保育所等に預けられるようにしてほしい。 
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保育料が高いからどうにかならないか…。今子供３人居て４人目妊娠中ですがもっと金銭面で免除みたいなのがあると

すごく助かる。 

保育料、幼稚園の料金、時間が長くなるにつれて高い。働いても時間に間に合わなければ延長料金。預けないと働けな

いのに、高くて預けられなくなってくる。アパートなどの賃貸も、ファミリー向けが少ない地域があって、変えないと

いけないなと思う時がある。市営を増やしてほしい。共働きをしないと余裕がもてないから少し子育てしている家庭に

向けて改善してほしい。 

 

 

【中津市（小学生保護者）2件】 

保育所、幼稚園等の子どもを受け入れる場所がまだまだ少なく、待機児童も減っていないように感じます。また、保育

所に預ける前に母親が勤務先を決めなければ入れないというのは矛盾していると思います。預けられないのだから探し

ようもない。このシステムはおかしいです。また、一時保育等のシステムを知らない人もたくさんいるので、ハローワ

ーク等ともっと連携して取り組むべき。小学校に入っても長期休みの時に預ける場所がない。場所があっても、費用が

高い等、不便利な部分もあります。それと同時に、どの職場でも子どもが体調不良等で休みたいときに必ず休める制度

を確立しないと、いつまでたってもきちんと働けません。多方面からテコ入れが必要ではないか。 

中津市の学童保育の受け入れ時間の変更をお願いします（夏季・冬季）。仕事をしている親にとって受け入れが 8時 30

からなのはすごく不便です。 

 

 

【日田市（就学前児童保護者）10件】 

恐らく、この調査では何も見えてこないのでは・・・質問量が多いので。働いている人には回答は厳しく、バラツキが

あるように思う。粗品などあれば、違うはず。保育料が三人目なのに上二人が小学高学年だったら第一子扱いになるな

ど、多子であるのにまったく支援を感じない。歳の差があればあるほど、子育てのしにくさなどがあるように思う。 

仕事の日でないと預けられない保育施設に対して。月に一度でもよいので、平日の自分の休みに遠慮せず子どもを預け

て、自分の時間(美容室や買い物等)を過ごせる対策があると、うれしいと思います。 

児童手当がもう少し上がればいい。 

子供の療育で大分に通っています。大分市内には療育施設があるものの住んでいる日田には、少ない。県全体で少なく

ないのではないか。地元での療育や支援を利用したい。食事の面からの知識情報が、３才半検診までで少ない。もっと

食事から健康への関係つながりの情報を発信してほしい。 

保育所や認定こども園の無償化 

未就学児の全て（０才～）の保育料無償化を希望します。子供を生んで育てる為の費用を考えると子供をもつ事への不

安やハードルを感じます。宜しくお願いします。 
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保育士不足の解消につとめて頂きたい。賃金の改正なのか、勤務時間の改正なのか、どちらにしても、どの園も足りて

いないようなので、力を入れてもらいたい。保育園、こども園を利用するにあたって保育士不足というのは、預ける側

にとっては不安要素である。 

今、保育園を利用していますが、祝日が休みでその日を休まなければいけない状態です。週に１回ならまだ週休で休め

るのですが２回以上となるとむずかしい所があるのが現状です。祖父母にたよれるのですが、最近祖母が亡くなりそれ

もなかなかむつかしい状態になっています。保育園の（子ども園の体制の改善を）見直してほしい。 

こども園利用しているが振替休みがあるため、平日仕事を休まなくてはならない。仕事しているので預けているのに意

味ない。まだ、幼稚園のやり方（ほうしん）が強く、保育として使えない。転園したいが、保育園は定員がいっぱいで

はいりにくい。 

病後児の預かりだけでなく病児の受け入れも行ってほしい。介護で祖父母に預けられず（インフルエンザなどうつすと

死にかかわる可能性もある）仕事は休めない、父親は単身赴任でいない（仕事を休めない）などで大分市の祖父母に預

けたり、子どもを連れて行ったり、日田まで来てもらったりすることがある。冬場は特に職場に申し訳なく思う。育児

時短制度などを利用しても実際はほとんどとれない状況。働きかた改革と言うが、調査や求められることが増え（書類

の提出）結局は年々仕事が増えている。人員を増やしたり、実際、育児時短制度などの取得（現状）を把握したうえで、

支援施策を考えてほしい。 

 

 

【日田市（小学生保護者）1件】 

学童の運営が保護者主体というのは見直すべきです。働いて子どもを見れないのに、その保護者に運営をさせることは、

間違っています。支援員の人間関係の問題、保護者との関わりなどの問題は最終的には運営側に来ます。学童で働いて

いるわけではないのに、問題を処理できるはずがありません。運営側の負担になり心労が絶えません。子どもの行事は

有休を使い、休ませてもらっているのに、学童のことで有休を使うことも多々ありました。納得いかない日々でした。

支援員不足で学童開所維持の問題もあり、求人を見て面接に来てくれた方は、よほどではない限り、即採用して働いて

もらうしかありません。面接での 10分で人を見ないといけないのに、面接をする役職でもない、保護者が採用を決める

こと。この世の中とても恐ろしいことだと思います。実際他県で支援員が児童の体をさわる事件がありました。学童で

の事件なので運営側の責任問題になりますよね。間違っていると思います。市役所には何年も前から相談していると代々

言われ続けています。私たちも何度も相談しましたが、「市ではなく県が決めていることなので」との返答。何も変わり

ません。市内の支援員の時給を一律にして面接など市が請け負ってくれれば、支援員不足などなくなり、市内の学童の

運営も平等になるのではないかと思います。学童の障害児手当てが人数に関係なく一律というのはおかしいです。障害

児には支援員を 1人付けないといけないのに、障害児が増えても、手当は変わらず人件費だけが増えます。運営が苦し

くなります。見直してほしいです。よろしくお願いします。 
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【佐伯市（就学前児童保護者）10件】 

佐伯市は、医療費など子育て支援に力を入れてくれて助かっています。うちは 3人目ということで、2歳児まで保育園

は無料なのですが、歳の離れた 11歳の双子がいるので、小学 3年生以内にいないと幼稚園では第一子扱いの金額になる

と。三人目なので、あまりお金がかからないと思っていましたが、その年齢制限があるのにびっくりしました。双子育

児が大変で、三人目にはなかなか踏み込めず、8年あけてしまったのが、悪かったのか・・・とまで思うほどです。歳

が離れても親に余裕ができれば、もう一人産もうかと思うと思います。これも少子化を食い止めると思います。子ども

を産めば得になるくらいの大分になってくれればうれしいです。 

国や市町村は制度ばかり整えている印象。社会全体が労働不足で制度は充実してしても現実はその制度を利用できない

実態である。医療費の補助などは大変助かる。病児保育なども事前登録が煩わしかったり、何キロも離れたところまで

連れて行かなければならず、田舎住民は実利用が不可能である。保育所も朝 7時 30分～しか預かってもらえず不便。市

の勝手な決定で統合され、保育所まで十数キロも離れるのに時間も早めてもらえず働きにくい環境になる一方である。 

佐伯市は市の幼稚園の施設が古く、市の幼稚園をなくし、こども園に統一するべき（人数のバラつきをなくし、効果的

に資金運営、経済支援の面を考えてほしい）保育料を見直して下さい。保育園の退所基準より、“母産休中→復帰時に在

園していること”は除外してほしい。→少子化対策にならない。退園対象になる理由が不明、理不尽、改定願います。 

保育料が高く、子どもの人数を現実問題増やすのに考える。 

リフレッシュを目的に一時預かりを利用する方には、利用時間の制限や孤独な育児になっていないか、訪問制度等も加

えてみてはどうか。仕事をしていなくてリフレッシュを繰り返していては、育児と向き合う時間が減ってしまい、育児

からの逃げ場ができてしまうのではないか。向き合う楽しさを見つけられる制度等があってもいいと思う。身近にリフ

レッシュを目的に一時預かりを転々とされている方がいることに驚きました。仕事はしたくないが、昼間に家庭で育児

をするのが大変だそうです。 

地元で育ち暮らしている方が多いので、何かあれば祖父母が見るという考えが強いと思う。他県から来て暮らしている

私は、病院にかかりたい時、上の子の行事に参加したい時、下の子が小さい時はとても困りました。予約がなく当日で

も一時的に預かってもらえるサービスを充実させてほしいです。遠いですが、上浦のさくらんぼ（一時預かり）にはそ

の点で大変ありがたかったです。ここがなかったら私は入院や通院など出来ずに困りはてたと思います。 

病児、病後児保育の利用がしにくい。上の子が遠足の時、下の子が熱を出した。診断書の提出や（小児科は８：３０～）

病児保育の空き状況は前日の夜はわからないというので、遠足は９：００集合のため使えなかった！。 

私の住む地区は子どもが少なく保育園も統合してしまったのが残念でした。子どもが産まれる前はその保育園を利用し

たくて近場に住んだので。その保育園は建物もまだしっかりしていて、他の用途、例えば支援センターのような感じで

使えばいいのになあと思いました。子どもが少ないから仕方ないのかなあと思うしかないです。 

現在、認可保育園に預けていますが、他の保護者の方に「ここは良くない」という声をききます。先生方も１年たたず

に数名辞めているので、保育園も、不安です。また、夫も子どもとのふれあいが少ないので、有給休暇でも取れたら、

子どもともっとふれあえるのではないかなと思います。（有給はありますが取得出来ない（させてもらえない）ようです） 
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私の住む地区は子どもが少なく、保育園も統合してしまったのが残念でした。その保育園はまだ建物もしっかりしてい

るので、何か他の用途に使えばいいのにと思いました。（支援センターのようなもの）子どもが少ないから仕方ないのか

なあ。 

 

 

【佐伯市（小学生保護者）4件】 

質問です。長文ですみません。宛名の妹のことですみません。佐伯市にある〇〇こども園に第 4子を預けていましたが

（2歳）、発達がゆっくりで 2歳になっても歩行ができないことから、〇〇こども園の園長から、歩行ができないこと、

集団生活ができないと言われ、新年度 5月になってから H30年度中に他の施設に移動するよう求められ、最長でも H30

年度までしか保育しないと言われた。入所中は 2歳児クラスではなく 0歳児クラスでの保育のみ可能（当人にとっては

3年目の 0歳児クラス）と言われました。補助金申請がされ、補助金の支給がされていたが加配はして頂けず、園長に

問うと、2歳児の保育料（市からの支給分）は 0歳児の保育料に比べ安いので 2歳児の保育料＋補助金（5万円/月）を

加えても、0歳児の保育料より安く、園としては赤字であると言われた。5万/月の補助金では現実的に加配は不可能と

言われた。0歳児クラスでの保育であることで 2歳児の先生の数に比べると多いので（子ども 3人に先生 1人）すでに

加配していることと同じと言われた。実際に何の発達の遅れもない 0歳児を 1人入れるほうが園としては良いと言われ

た。親としては 2歳児クラスに入り、他のお友達からのコミュニケーションや動きの刺激がほしいと思っていたが、仕

事をしている以上、預かってもらえないと困るので 0歳児クラスでも仕方ないかと当初は思っていた。今一度、補助金

を受けた場合の施設の使い道について明確にして頂きたい。今回のように、0歳児クラスに入るというのが適切な対応

なのでしょうか。〇〇法人なのに歩行できないから出ていけというのは適切でしょうか。 

専業主婦だと子どもが保育園、幼稚園に入ることができないので、児童館などに連れて行く同年代の子どもがおらず、

社会性を育む場がなくて困っています。田舎だからといって子ども園の 1号は年長しか受け入れできないのはおかしい

と思います。 

子どもが生まれてから今まで地域や支えてくれる方々のお陰で充実した子育てをできていると思います。子どもが小さ

いときは、子育てサロンや子育て広場にお世話になり、小学生になってからは、読み聞かせや母親クラブ等の地域の方々

のお陰で子どもたちも楽しくいい経験がたくさんできていると思います。小学校も地域の方々との交流を大切にしてい

て、高学年のクラブ活動や農業体験、伝統文化の継承と地域の方たちが大活躍してくれています。私はこのような子育

てに理解と協力を得られる地域に暮らすことができて大変満足しています。子どもを授かるまでに時間はかかりました

が子育てのお陰で自分自身の成長と喜びを感じています。 

子ども達がのびのび遊べるように、友人同士のつながりが持てるように。学校ですら友達の TEL番号を教えてくれない。

個人情報ばかりを言いすぎて、つながれない。しょうがなく携帯を持つ→変なことに巻き込まれる。挨拶の仕方も分か

らない。声をかければ変な人扱いされ通報。いったいどうなっているの？こんな小さな田舎でもこんな風。変な大人に

育っては自然に疑うことしかない。挨拶したら変態。こんなこともうやめて、昔のようにみんなで子どもを育てたい。 
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【臼杵市（就学前保護者）3件】 

幼稚園無償化など、もう少し経済的援助をしてほしい。医療費無料は大変助かっていますが、薬などをたくさんくれす

ぎて、あまり使わずに終わってしまうものもあるので、それがもったいないと感じる。でも、大分はいろんな面で充実

しているほうだと思います。ありがとうございます。 

就労する際に、保育園に安心して預けられるようにしてほしい。復帰できず、働けないと金銭的にも負担がかかるので。 

保育料を無料にしてほしいです！！！ほっとクーポン券を毎年頂きたいです。インフルエンザの注射（子供の）の費用

を半額負担してほしいです。 

 

 

【臼杵市（小学生保護者）2件】 

学校でのいじめ、学級の崩壊みたいな一部の生徒への対応などをより一層していただきたいと思うことと、子どもの学

校への行き帰りを心配していますので、事件や事故のないことをいつも祈っています。 

必ず来夏までに全ての学校にエアコン設置を。学力を上げたかったら環境を整えるべき。暑さの中でいらついて学べる

ものも頭に入らないと、教える方（大人）もいらついてしまう。給食費や医療費の補助を。兄弟すべての給食費だけで

月の負担が大きい。幼稚園・保育園の保育料補助を。パートで働いて月に 7～8万にしかならないのに、半分保育料を支

払うなら実質 35000円のために子を預けて働く意味が分からなくなる。児童クラブも同じ。お金がかからず、安心して

子を預ける事が出来たら働く女性が増える。 

 

 

【津久見市（就学前児童保護者）1件】 

保育料が高くて、働く意味があるのかと、考えてしまう。子供はたくさんほしいのに、経済的に無理があるから、産み

たくても、産めない…津久見はアパートが少なく、あってもせまくて、高くて…とりあえず何もかもが経済的に無理だ

なって思います！！他の県で１人産むと１００万円！とかすごくうらやましいなって思います。毎日ギリギリの生活。

貯金だってしたい！！まずは、保育料をもう少し下げるか、無料化の話が早く進むと助かるなって思います。 
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【竹田市（就学前児童保護者）1件】 

保育園、幼稚園を充実してほしい。 

 

 

【竹田市（小学生童保護者）2件】 

小学校の児童数が減っているところは統合をしてほしい。きめ細かな対応も大事だが、競争意識の低下や特別扱いによ

る社会性のなさにつながることが懸念されると思います。子どもの将来を考えて、大人は子どものために尽くすべきだ

と思います。頑張ってください。私も日々子どもと向き合い頑張ります。 

竹田市の子育て広場で現在働いていますが、広場単独の施設はなく、児童クラブとの共用施設なので、開所時間が限ら

れてしまい利用者のニーズにこたえられていない部分も多々あります。竹田市では、待機児童はゼロになっているよう

ですが、実際は全く違います。職は決まったけれど、入所できない保育所ばかりで、困っている利用者がたくさんいる

事実をまずは県でも把握してほしいです。子育て中の母親が今どのようなニーズがあるのかをよく理解した上での子育

て支援を望みます。 

 

 

【豊後高田市（就学前児童保護者）1件】 

母親も仕事をする人が多いので、保育所の時間延長、休日保育があるとよい。小学校の児童クラブでも時間の延長、休

日の対応、それがあるとフルタイム勤務ができ経済的に少しゆとりができる。学費の援助があると安心。 

 

 

【杵築市（就学前児童保護者）2件】 

子育ての基盤は家庭にあると思います。今の子育て支援は、子育てを他社に委託するというイメージがとても強いです。

仕事をしていても家庭で子育てができるような施設があると嬉しいです。 

現在は自分たちが子供の頃にくらべ子育ての環境は大変良いと考えています。私の家庭では近くに祖父母もいますし、

これ以上の贅沢は望んでいません。ただ近くには父母だけで子育てをしている家庭も沢山いますので、子どもを預かる

施設の充実は必要だと考えています。 
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【宇佐市（就学前児童保護者）10件】 

仕事を決めても、保育所が空いていない。保育所が空いていないから、仕事が決まっても断らなければならない。どう

すれば、働けますか。 

土・日・祝日、夜でも平日昼間仕事の方と同様の保育をしていただけたら助かります。 

病児保育施設などを増やしてほしい。（各地域に１か所ずつなど）仕事をしなければ、保育園に預けられない…でも子ど

もの病気、園の行事などで仕事を休まなければならない…。どうにかならないものかと…思います。 

学童の定員を増やしてほしい。料金も下げてほしい。 

小学校に併設された学童がない所も多いので、学校内に学童が設置されると助かります。 

子供を産んでも、あずかってくれる場所がなければ、無職の主婦はとても困ります。近所に空きのないこども園ばかり

だと、なおさらです。ちょっと遠くに行けば、空きのある園が…と言われても、普通に考えたらわざわざ遠い所にあず

けに行こう！と思うでしょうか？？そうなると、育休とれない、無職の主婦はいつまでたっても希望の園に受からず、

ずーっと待機ですよね。職のない人は、子供をつくるな！と言われているような気分です。お金をばらまいて、うちの

市に住んで下さいと、そんな政策する前に、そのばらまくお金をつかって、園の定員が増やせる方法を考えることはで

きないのでしょうか？クーポンも、もらえるのはうれしいけどもっと助けてほしいところは他にあると思います。私も、

貯金はたいて待機２年しました。とても悩んでいました。そんな時でも市役所は冷たい態度。子供を産むって何？って

思っていました。ぐちをすみません。 

来年の１０月から保育料が無料になるが、大分県として、給食費の助成をしてほしい。経済的な負担が軽減されなけれ

ば、いくら子育てをしたくてもできない。 

保育所、幼稚園、認定こども園における、質が同じ（一定）でないということが不安に思います。市内に沢山の園があ

る中で、一部の園は質の高い保育（カリキュラムにそった）をしていたり、毎月避難訓練を実施しているのに対し、週

案などの書類作成もなく、実際は避難訓練を実施していないのに、いざ事件に合った際は、避難訓練をしていたと言っ

て、現場に居た保育教諭がどのように避難させたり、不審者とたたかったか、等を保護者会で説明する園があったり。

同じだけ、大切な子どもの命をあずかっている事には、変わりないと思います。施設の耐震も含め、全体で、さらに高

い質を目指していけたら、と思っております。ですが出産、子育てに対するサポートは、本当に手厚いなと思います。

今後も、経済的支援も含め、子どもを産みたい、育てたい、と思える大分県のはたらきに期待をしています！！ありが

とうございます！ 

保育所関係の利用方法、高齢化対策ばかりじゃなく、子育てを心配なく出来るように、保育所、保育士など環境を整っ

てくれたらいいかな。 

もう少し保育園に入れるといいと思う。役所の子供はすぐ入れるのに、休職中や求職中は、落とされる事が多い！３号

の人も入れるといいと思う。 
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【宇佐市（小学生保護者）4件】 

学童料金を安くしてほしい。下校時の見守りを強化してほしい。学力向上のためボランティア学習を市内全校で実施し

てほしい。（市内で定期的に実施している学校があると聞いたが子どもが通っているところではやっていない）。インフ

ルエンザ予防接種の補助を大人の分もやってほしい。子どもも全額免除してほしい。小学生が屋内で遊べる施設を作っ

てほしい。有料でもいい。年パス制など。 

ほとんどの家庭が共働き。私は看護師です。医療を支えるためにも、子どもたちのためにも働きたいのですが、病気時

に預けられる所がないのと、夜間預かりができる病院が周囲にないため、上手くいきません。子どもがたくさんほしく

ても諦めなければいけない点にもつながると思います。自分の子が働く歳になったら、宇佐市にはさせたくないです。

自分がいま困っているので。住むところもお勧めできません。 

2歳以上のお母さんの保育園探しが難しい。（特に専業主婦）。求職中のお子さんは保育園に入れないことが多く、保育

園に落ちる。企業も保育園に入れないと採用できないし、お母さん方が板挟みになっている。幼稚園又は小学校に通う

子どもの雨天時の遊び場の確保。放課後児童預かり、長期休みのみでもあると安心。助産師、保健師による無料相談は

有難い。産院でも泣いたらおっぱい→おっぱいだけでなく、育て方、関わりの部分での支援が受けられるといいと思う。

支援員・保育士等への研修の充実。子育て支援拠点等、母親へ寄り添える人材の育成。コーチング等の研修、保育所、

子ども園等子育て支援拠点へのセミナー、講師の派遣等を望みたい。コーチング等母親に寄り添った立場を理解しつつ、

子育て親育ての気持ちや、生き方を変えていくうえで人生のプラスになるような講演会、セミナーや情報を提供してい

ただけないか。食育ひろげ隊の活動はとても有難い。食を通じて人のつながりが出来て、話すきっかけができて活動し

やすくなった。食以外にも、人材の提供、サービスの提供の面で、情報をいただけるともっと充実した支援につなげら

れると思う。 

高齢出産で二人を産み、幼稚園へ通うまでに支援センターがあったので通いました。親子でその施設があったからこそ

幼稚園に入るまでさまざまな事を体験させていただきました。精神的に子どもの他の子どもたちとのかかわりなど、サ

ポートしてくれる保育士の方がいたので助かりました。理想なのは、小学校近くに保育園や幼稚園、4歳児未満が通え

る支援センター、小学校の児童館があると親も子も安心です。親が仕事から帰るまで預かってくれる場所があると仕事

と子育てがしやすい環境になるのではないかと思います。 
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【豊後大野市（就学前児童保護者）3件】 

豊後大野市内の〇〇児童クラブの環境がひどくかわいそう。耐震性の疑われるような小さな幼稚園に子ども達を押しこ

め、狭い部屋での活動。園庭の遊具にはスズランテープが貼ってあり、遊べないようにしている。その周りで走り回っ

ているので、転倒して首でもひっかけたら命に関わると思います。建物が古いためか、トイレも臭く、不衛生です。来

年度から我が子が〇〇幼稚園に通うと思うと心配で不安です。先生方や保護者の方々は一生懸命で協力的なのですが、

市が協力的ではなく「面倒くさいから小さな小学校はつぶしてしまおう」という感じなのかな、と思いました。このア

ンケートは父親についての質問が多くありましたが、〇〇校区での父親の育児や行事・ＰＴＡ参加はとても多く、母親

以上に一生懸命な方がたくさんいます。それよりも豊後大野市が育児・子育て、生命の維持、四季を感じる健やかな環

境等に関心がないのではないでしょうか。ぜひ一度、〇〇児童クラブをのぞいてみて下さい。あの建物の中に、児童ク

ラブと幼稚園が入っていいのでしょうか？子育てに関しては「お金がない」で済まされないこともあると思います。大

分県に助けを求めます。 

豊後大野市は保育園に子供を預けている方や、祖父母に子供を見てもらえる方がほとんどで、小学校のＰＴＡや役員会

議、研修などで就学前の子を連れて来る人がほとんどいません。保育園に我が子が入るまではいつも連れて行くのは肩

身が狭くて憂鬱でした。どんなシーンでも子供を連れ歩きやすい雰囲気だとありがたいです。 

学校までの距離もあり近所に子どもがいない（少ない）地域にスクールバス、など利用できるようにしてもらいたい。

共働きが多い中で少しでも親の子育ての不安の緩和を願います。 

 

 

【豊後大野市（小学生保護者）1件】 

幼児教育をしっかりしてほしい。公立でも 3年保育など。 

 

  



14 

 

【由布市（就学前児童保護者）3件】 

こども園を利用していて、１号保育を利用中だが、園によっては 8:00～17:00までや、土曜利用も安いところがあり、

こども園の情報が少ない。また、長期休みに１日でも利用すると、給食費(月額 4,000円)+１日 800円。高い時は３人利

用で 8万円近く支払った記憶あり。幼稚園を来年度から利用予定だが、土曜預かりができないため、パートの仕事を転

職しないといけないと思う。子どもの為とはいえ、年齢が上がるごとに環境が変わるたびに、仕事の働き方や、職場を

変えたくない。 

保育士が足りないのもわかるので、保育士の待遇ＵＰにつなげてほしい。病児保育の充実を望んでいる。雨でも遊べる

屋内施設の充実。 

年度途中の保育所入所ができず、そのため仕事復帰も遅くなるので、保育所を増やしてほしい。一時預かりできる施設

を増やしてほしい。市町村によってほっとクーポンの使用できる範囲や方法が違うため統一してほしい。予防接種の補

助が増えてほしい。 

 

 

【由布市（小学生保護者）1件】 

保育所を増やしてほしい。放課後過ごせる場所が欲しい。 

 

 

【国東市（就学前児童保護者）1件】 

幼稚園に通わせたかったが、預けられる時間と就業時間が合わず、保育所に通わせることになった。家庭の事情に関ら

ず、平等に教育を受けられるような社会であるとうれしい。 

 

 

【国東市（小学生保護者）1件】 

子どもを産んで、仕事を辞めたことで上の子を保育園から退所してといわれ、見てくれる人もいなくて、産んだ子ども

と上の子と大変だった。保育園は仕事をしていないと預かってくれない制度はやめてほしい。せめて、1年間くらい、

お金は払うから見てほしい。保健センターに電話して、隣町のこども園に入所できる事になった。遠いけど、上の子を

見てくれるので、やっと下の子どもを見られる事ができた。（私にゆとりが出来た。精神的に参っていたので）。子ども

を産んでも上の子がいると、母親だけでは色々出来ない。せめて預かってくれる場所が近くにあって、気軽に利用出来

たらと思う。 
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【日出町（就学前児童保護者）2件】 

日出町在住ですが、託児所が３時間まで利用できる所がありとても助かっている。保育所は場合によって預かりしてく

れなかったりするので、託児所がもっと増えるか、３時間以上も預けられたらいいなと思います。 

共働きだと子どもが病気になった際に長期間休むことが大変なので、安心して預けられる場所を増やしてほしい。通学

路（小学校、中学校）の自動車運転の取締りを強化してほしい。小学生が歩いているのにスピードをだしている車が多

い。大分県は運転マナーが悪いので学生を守ってほしい。 

 

 

【玖珠町（就学前児童保護者）1件】 

玖珠町では、少子化だったり働くママが多かったりして公立の幼稚園が閉鎖となり残り１園となっています。こども園

はありますが、幼稚園が小学校への大事なステップだという思いが強くあり、共働き家庭でも安心して幼稚園へ行かせ

ることができるような支援があると嬉しいです。幸い我が家は自営業で祖母がみてくれるため助かっています。経済的

にも子ども２人を育てていくだけで精一杯ですが、未来を担う子どもたちをしっかり育てていきたいのでクーポンや補

助金はありがたいです。 

 

 

【玖珠町（小学生保護者）2件】 

一時預かり等、急な時でも対応できるようにしてほしい。田舎なので夜間の救急病院が遠く大変です。保育園等に預け

ないと子どもが遊ぶ場所がない。児童館等が出来れば親も助かると思う。 

小児医療機関、保育所、一時預かり所、児童館、公園、カフェ等が一体となった施設が各市町村に 1つは欲しい。 
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 （２）その他の子育て支援サービス（就学前 50件、小学生 19件） 

（内容）孤立感の軽減、施設、授乳室等設備、拠点、行事、 

託児、情報、健診、その他 

 

【大分市（就学前児童保護者）5件】 

子育てクーポンで買えない本でほしい本(勉強になりそうな本)があるので、クーポンで買える絵本の種類をふやしてほ

しいです。(例)にじいろのさかな、スイミーなど・・・クーポン対象でないと買えないので子供が好きな本が増やせま

せん。よろしくお願いします。 

おおいた子育てクーポンは、予防接種等に使えるのでとても助かりました。インフルエンザに使うとすぐに無くなって

しまいましたが…。インフルエンザへの援助が未満児や乳児用にあるといいなと思いました。移住後、大量のゴミ袋の

郵送に驚きましたが助かっています。福岡や鹿児島より子育てしやすいなと感じています。（中心部に暮らしているとき

に） 

アンケートに回答することで、自分の知らない制度があることに気がつきました。「子育てほっとクーポン」は、上の子

の時には主に本の購入に使用し、下の子の時は、注射に使用しました。絵本も、なかなか高値であり、たくさん買う際

には、使用すると、なんとなく抵抗感がやわらぐので、とてもありがたかったです。“切り離し無効”で、持ち歩かなけ

ればならないのは、なんとなく不自由…かさばったり、忘れたり…。ですが、本当に子どものためだけに使用できるの

で、よいと思います。今後ももっと、住みやすい、子育てしやすい大分県の環境づくりをよろしくお願い致します。 

子どもルームをよく利用させていただくのですが、毎回行くたびに受付で名前などの個人情報を記載しないといけない

のが非常に面倒くさい。カードを作り、それを毎回提示したらルームを利用できるなどスムーズに中に入れるようにし

ていただけると助かります。 

子育てほっとクーポンを別府市でもらって、大分市に転居した時に、変更手続きが必要だったので不便でした。仕事も

再開して市役所に行って～という時間がなかったため、残っていたほとんどを使用できませんでした。 

 

 

【大分市（小学生保護者）2件】 

日本の将来を担う子ども・子育てへの支援にはとても興味あります。少子化対策が一番大切ではないかと思っています。

そういった中で、結婚せず子どもを持たない方もたくさんいます。私の職場は 8 割がそういう方で、以前、子育てクー

ポンを 1万円頂いた話題になった時、私が「うみたまごでも使える」と言ってしまうと、「その財源はどこから来るのだ、

バラまき」という行政への批判を言われてしましました。一人当たり 1 万円のクーポンなんて、他への支出に比べれば

とても少なく、大半はインフルエンザ等の予防接種に充てているのだと思いますが。とても悲しかったです。やはり、

子育てへの考え方がまだ成長していない社会だと思いました。クーポンを配るより、予防接種を無料にしてほしい。ま

た、大分市では子ども医療費（小学生以上）が全額かかりますが、500円/回や 1000円/回（上限）にしてほしい。医療

費無料の市町村が増えていますが、逆にそうはしないでほしいです。500円でも私は「このくらいなら様子をみようか」

という考えになります。また、1000円を超える分を負担してくれる、という形でもありがたいと思えます。何らかの形

で医療費の負担減については検討して頂きたいです。医療費を全額無料にすることは医療費の増加につながると思うの

でやらないで欲しいです。 
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大分県の中で大分市が一番子育て支援が少ない。医療費や学校のお金、給食費、他の地区と比べても整っていません。

保育料無料とかよりも他の事にお金を使ってほしい。 

 

 

【別府市（就学前児童保護者）5件】 

子育て相談以外の家族・夫婦間の相談も気軽にできる施策も作ってほしい。 

子供の人数によって、受けられる支援がもっと増え、小学校高学年、中学生が利用、参加できる場所やサービスも増や

してほしい。 

おおいた子育てほっとクーポンの拡大を検討するよりも出産お祝い金として現金を渡すべき。 

もっと、経済的な支援をしてほしいです。子供の人数が増えると、上の子の習い事に使うお金が出せなくて、させてあ

げたくてもできない状況です。金銭面の支援を強くお願いしたいです。 

児童手当給付の制度は続けてほしいです。このお金のおかげで、娘は習い事ができたり、休日は遊園地に行けたり出来

ています。夫婦の給料で生活はしていけますが、貯金、娯楽費用まではそんなにありません。有料でもいいので屋内で

楽しめるキッズパークのような施設をつくってほしいです。理由→雨でも利用できるから。夏が猛暑すぎて外の公園で

遊べない、親子で熱中症になるから。 

 

 

【別府市（小学生保護者）3件】 

住む地域によって子どものサポート体制が異なります。大分県どこに住んでいても同じように支援が受けられる体制が

必要です。貧困など取り上げられていますが、働く家庭の支援が必要です。 

別府市立図書館を新しくしてほしいです。特に駐車場の台数が少なく、狭いので停めにくい。せめてサザンクロスとは

別にしてほしい。サザンクロスで催しがあっているときはと図書館が少なくても結局、車がいっぱいで停められないの

であきらめるという事が何回かありました。子どもも絵本が好きなのでゆっくり過ごしたいけれど、お昼を挟んでしま

うと飲食スペースもないし、慌てて本を選んだりしています。 

夫婦ともにフルタイムで働いています。収入がある程度安定しているため、子育てに係る費用は捻出できていますが、

受けられるサービスは一人の子どもに対して平等に受けられてもいいのではないか？と感じることがあります。所得制

限を設けられると働かない方が得なのかと思ってしまいます。 

 

 

【中津市（就学前児童保護者）7件】 

救急電話相談は、何度か利用したこともありますし、とても助かるシステムだと思います。子育てに必要な医療につい

ては、費用的なことも含め、更なる充実が広がっていくことが望ましいと思います。 
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ベビーチェアを設置するときは、トイレの入り口の鍵からはなしてほしい。（子供の手のとどく場所に鍵があると、開け

られてしまうので。中津の道の駅はちかいです。）おむつ交換台は男性も使えるものを増やしてほしい。外出先でのおむ

つ交換はいつも母親になってしまうのでうんざりします。地域子育て支援拠点はルールがたくさんありわかりにくい。

常連の方が多いのか、スタッフさんもルールを知らない人にはきびしく嫌な思いをしたのでもうあまり行きたくない。

図書館の読みきかせの参加日、人数等増やしてほしい。 

子供が多い家族には、まだまだくらしにくいと思います。１、２人までなら母１人でもお昼どうにかなるかもしれませ

んが、それ以上には手厚いサービスがあまりないように思いました。 

遊び場を増やしてくれてありがとうございます。子どもたちも喜んでいます。子育てほっとクーポンでたくさん絵本を

いただきました。絵本が好きになりました。たくさん買って読んであげたいけど、あまり買っていません。またクーポ

ンがもらえたら嬉しいです。 

子育ては、まわりに母親（実母）がいないとサポートは大変。子供に何も問題なければそれなりに育てていくことがで

きるが、障害があると、次の子を産むのを不安に感じて悩む。そういった親達へのサポートが充実していないと思う。

小学校入学前には、自分達でうごかなければなかなか情報が入ってこない。就学に向けて悩む。人によって少しずつい

っていることが違いとまどう。その辺りのサポートも強化して実感がもてるようにしてほしいです。 

申請しなければ受けられない支援が多く知らないまま期間が終わっているといったケースが多すぎる。 

おおいた子育てほっとクーポンは使い切れずに使用期限がきてしまいました。最近発行したものには金額の増や、利用

できる場所が拡大していたりと、不公平感があります。上の子（小２）を出産した時に比べ社会は大分子育てに関し協

力的なムードができてきたような印象を受けていますが、まだ高齢者に対する政策の方が手厚い。高度な医療のせいで

延命を望む家族が寝たきりの老人を生かす選択は沢山あるようです。何故かというと結局受け取る公的なお金のせいも

あると思います。本当に多いと思います。人の命は重いですが、これから生まれる、育つ命ももっと尊重されるべきで

す。労働人口は減り、若者は子育ても仕事もフルで行わないといけず、本当に大変です。ツケが数年のうちにやってく

るか心配です。 

 

 

【中津市（小学生保護者）1件】 

「子育て満足度日本一」という目標は分からなくもないが、他都道府県と比べて大分県が優位にあろうかとする姿勢が

見え隠れしているようで印象があまりよくないと感じる。しかしながら、より多くの子どもの笑顔を育み、産んで良か

った、生まれて良かった、住んで良かったと思える県づくりには賛同します。現在は仕事と子育ての両立はまだ難しい

ように感じます。子育てに関する情報を入れようと、学校の参観日や行事、公開授業等に参加したくても、職場に休み

を取ることが出来ず参加できないこともよくあります。また、学校も忙しいようで、子どものことについてじっくり話

す機会があまりもてていないと感じます。子育て、人材づくりは長い時間と多くの人手が必要であると思います。経済

的な支援はもちろんありがたく感じていますが、子育てを十分に考慮したうえでの働き方改革や、子育て・人材育成に

係る人の増加などを進めてほしいと思います。 
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【日田市（就学前児童保護者）7件】 

保育園、幼稚園の保育料０。先生たちの処遇の見直し。 

日田市は子育て支援センターや児童館が利用しやすくとても助かっています。転勤族のため近くに頼れる身内がおらず、

夫も朝早くから夜遅くまで仕事があるため、子供のこと家のこと１人でやらないといけない現状です。子が小さく手が

かかる頃は時短勤務を父親が選択できるように国、行政から指導があればいいのにと思います。企業によって差がある

ので父親が育児参加しやすい社会になることを願います。 

児童館、アオーゼなど月曜日が休みと同じ日に休みになると子供の行くとこがなくなる。別々の日が休みになるともっ

とアオーゼを利用しようと思うのですが。 

児童館など利用することがあるが、子どものタイミングに合わせて、家の事などをしてから出掛けると、昼ギリギリに

なることがあります。子どもはお腹すくけど遊びたい！！気持ちが強くなり「帰りたくない」「でもお腹すいた」でぐず

る事があります。持参したおにぎりなどを食べられるスペースがあると助かります。一度帰って出直すとなると、子ど

も人数が多いと大変なので、遊んで→食べて→遊ぶの流れが作れるともっと利用しやすくなります。 

おおいた子育てほっとクーポンは、使わないまま期限がすぎて使えなかったりするのでクーポンよりも違うのがいいで

す。周りにも使わないまま終わったと言う方も多いです。もらっていても損をしたみたいになるので嫌です。後、職員

の方が人によって態度をかえるのは変だと思います。気分が悪いです。平等に接してほしいです。ファミリーサポート

センターも登録しましたが一度も連絡はないです。 

毎月毎月、子供にお金がかかるのに対し、児童手当は４カ月に１度。毎月とは言わないが、２カ月に１度の支給になれ

ば助かるのにと思う。健診も自宅に来てもらう方が良い！市役所だと日程が決まっているので、その日に行けないと健

診日がずれてしまうので…。 

双子に対してまだあまり理解が無い。双子育児をしていると、出かけるのも大変で、支援センターなどに行きたくても

なかなか行けないのが現実です。最近、双子の出生も多くなっているみたいなので、もっと色んな面で双子支援をして

頂きたい。 

 

 

【日田市（小学生保護者）4件】 

問 31にも色々なサービスがあるが、事前登録が必要だったり、手続きが面倒だったりして使いにくい。一度の手続きで

共通して使えるようなカード（保険証のようなもの）を作って簡単にサービス利用ができると利用も増えると思う。 

子育てにはお金がとてもかかるので、もう一人子どもが欲しくてもあきらめなければいけないし、そんな方はたくさん

いると思います。もっと支援があればなと思います。児童虐待ニュースを見たり、聞いたりしたらとても辛いです。虐

待をする人は、自分自身が小さい頃、虐待を受けていたり親に愛されて育たなかったり、子育てを一人でして悩みを誰

にも相談できなかったりが主だと思います。もっと地域の支援があったり、虐待の疑いがある家庭にはもっと踏み込ん

でいかなければ子どもの命は助けられないと思います。虐待されている子どもたちを助けてあげてください。よろしく

お願いします。 
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園児までの子育ては良くなっているのですが、この子どもたちが育って高校に入った時に、大学に行った時の事を考え

ると怖いです。20歳ぐらいまでの支援を考えてくれると嬉しいです。 

子どもが小さいうちは保育料の多子軽減などを受けられ経済的に助かるが、大きくなると（小学校以上）受けられるサ

ービス（行政サービス）が無くなり、生活にゆとりが無くなる。生活にゆとりがないと気持ちにもゆとりが持てなくな

り、子育てが楽しいと思えないと思う。自分も実際そうだから。小・中・高校生が受けられる支援の幅を広くしてほし

い。 

 

 

【佐伯市（就学前児童保護者）5件】 

平日は仕事をしているため、役所などを利用したくても時間が合わず、昼休憩などを使って行くしかないのですが、も

し土曜日や日曜日など午前中だけとか受け付けてもらえるとありがたいです。 

子供救急電話相談なんとかしてほしい。愛想悪すぎ、子供病院に行けと簡単に言う。夜間見てくれる病院がない。 

保育料の無償化等も挙げられていますが、予防接種のクーポン等だけでも有難いです。子どもを育てていくには経済的

負担も気になりますが家族でそれも乗り越える為に一生懸命働く、子供の為にも頑張る親でなくてはいけない。１人の

子どもでもとても大変ですが、親になるという強さも、責任も重要！！何もかも無償にしていても甘えている人々も多

いと思う。親になるにはそれくらいの強さを持って子供を産むといった事も理解しなくてはいけないと思います。今は

親の責任感の無さ、人任せな所が目立っている。行政や市、県への感謝を持つことが大切だと思います。 

♯８０００に TEL してもつながらないことが多すぎる。母乳で育て発育がよくなかった子にミルクを足すよう何度も指

導されてつらかった（子はミルクをうけつけてくれず）その後身長ののびは悪かったが、６才の今、とても健康です。

母のきもちに沿ったアドバイスをしてほしい。 

県外から来た人達が集まるようなサークルなどがあるとありがたい。 

 

 

【佐伯市（小学生保護者）3件】 

子育て支援は乳幼児にばかり手厚くなり、小学校へ上がると急にすべてがのしかかり、働く母親にとっては学校へ上が

ってからの方が PTA など忙しく、児童クラブなど夏休みの毎日のお弁当、学級費、クラブ利用料など保育園よりもお金

も時間も必要に感じ、働きづらいと思います。共働き世帯は、親族のサポートなしにはとても厳しい環境だと思います。

高校も減りますます子育てするのに難しい環境だと思います。子育て支援は乳児から高校まで考えたサポートをして下

さい。 

時代の流れもあり、子どもを育てたり、出産したりする事が難しくなっているような気がします。女性も自立、独立し、

自分の価値や実力を発揮し、活躍する事の方に力を入れて、その力を発揮する時期や年齢が、出産適齢期と重なってい

る様なので、両立させるには、周りの支援・理解・協力なしには今後成り立たないのかなと。今でも十分な支援やサー

ビスがあり、とても助けてもらっていますが、100％の支援は無理なのではと思います。仕事と家庭を天秤にかけるので

はなく、仕事と家庭の在り方に少しの妥協も必要かと。一筋縄ではいかないのが子育てで、それを終えてそれまでの過

程があるからこそ、巣立った時に感動があるのかなと思っています。 
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高校になると支援がなくなり、お金が足りないので大変と聞きます。小学生のうちに貯金しないと高校は大変よと言わ

れます。この先が不安です。 

 

 

【臼杵市（就学前児童保護者）2件】 

子育てに力を入れているようには県も市もまだまだ感じられない。家も建てたのでここでこれからずっと子育てをしな

ければならないとの思いはあるが、小学校のトイレやクーラーなど子どもを育てる地域には不安も多様ある。小児科が

１つしかない事も気になっている。行政にしかできない支援をしっかりとして頂きたい。 

サークルに来られない方や、参加されていても輪に入ってくる事のできない若いお母さんを見かけるととても気になり

ます。私の友人の話しですが（奈良）同じ学年の子供を日付を決めて集めるそうで、地区や年齢が近いと親しくなりや

すいと聞きました。確かに検診では親も緊張していますし、そのようなサークルがあれば行きやすいので内気な方が参

加するキッカケになりそうな気がします。それから、仕事をされている方はサークルや子育て支援の恩恵にあずかる事

ができません（無理かもしれませんが）ぜひ土日祝などにも行ってほしいです。フルタイムで働く方と専業主婦の方の

溝は深いように感じます。お互いが関わり合う機会が増えれば、理解しあえてストレスのない子育てができるのでは…

と思います。 

 

 

【津久見市（就学前児童保護者）1件】 

子どもの数が少ないので仕方ないのかもしれないが、子育て支援センターも平日の３日間、しかも短時間しかあいてお

らず、近所に同い年の子も少ないので利用したいと思ってもしにくい。週末や雨の時なども利用できる場所（人がいな

くてもよいので解放してるところ）などがほしい。また、病院関係も（小児科含め）充実しておらず子育てするのに向

いている街とはいえない。 

 

 

【竹田市（就学前児童保護者）1件】 

ほっとクーポンの利用可能対象を増やしてもらえると助かります。一時預かりができる保育所の拡充。商業施設等に二

人乗りのベビーカーを設置してもらいたい。 

 

 

【豊後高田市（就学前児童保護者）1件】 

子育てのイベントはどうしても大分市内などが多く、なかなか出向くことができません。もう少し、県北でもそういう

イベントをやって欲しいです。（市町村のイベントはありますが、県主催のものはあまりないと思います）サービスに関

しても同じような気がします。スポンサーなどの関係で難しいところもあると思いますが。 
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【豊後高田市（小学生保護者）1件】 

子育て支援は妊婦さんの支援から、子どもが大きくなってくると教育、地域や高齢者とのつながり、地域雇用など切れ

目ない幅広い施策が必要なのだと思います。課同士で部同士の連携、つながりを大切にされてください。 

 

 

【杵築市（就学前児童保護者）2件】 

公民館活動などは、大人向けが多いので、子供向けも多いと良いと思います。杵築の町の方に、色々と集中しているの

で、地方にも色々とサービスがあると嬉しいです。 

杵築市内にオムツ交換場所を増やしてほしいです。 

 

 

【杵築市（小学生保護者）2件】 

支援の対象を小学生、中学生以下だけでなく以上の子どもを持つ世帯に対しても考慮していただきたいです。祖父母の

介護の問題も出てくるので。 

地方なら地方の良さを出すように子育て支援するのが良いと思います。 

 

 

【宇佐市（就学前児童保護者）3件】 

父母ともにフルタイムで働いており、気軽に頼れる親族が近くにいないため、仕方がないが土日にお金を払っても預け

られるサポートがほしい。土曜は、園の預かりを利用しているが、利用している園児が少ないため、預けにくい。土日

に子どもと触れ合いたい一方、土日にたまった家事や仕事をする必要もある。 

ベビーカーやベビーバスなど、子ども用品のレンタルがあればいいなと思っています。 

子育てほっとクーポン、ありがたく使用させていただきました。経済的に直接支援いただいて感謝しています。歯が弱

く、フッ素の定期塗布で使用したり、インフルエンザの予防接種なども含めると、２才になるまでに使い切ってしまい

ました。クーポンのおかげで迷いなく受診できていたので、今後も継続、できれば増額していただけるとありがたいで

す。 

 

 

【豊後大野市（就学前児童保護者）1件】 

他人の婚活に私の税金が投入されることに理解できない。ほっとクーポンは自治体によって使用できる内容が異なり、

非常に不愉快な思いをした。大規模都市と小都市の差があるのはなぜか？（大分・別府は図書購入ができるのに豊後大

野はできない）議会を通して…と説明されたが、子どもは大きくなっていく。役人は役人だと感じた。 
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【由布市（就学前児童保護者）1件】 

行政からの支援では行き届かない所が多い。ただ、産後ケアセンターなどを活用し、その先の子育てに関する教育、体

験を全ての親に受講してもらい、意識をしっかりと改革してもらうことも大事だと思う。声のかけ方やお互いの接し方

など、普段の生活で（何気ない一言でそのまま溝がという方も多いので）ありがとうやお願いできる？などすぐ実践で

きることのアドバイス、実技(実践）をセミナーで行う。それを地域や会社でも行うのも未来のある子育て、社会づくり

だと思います。子どもがいなくなると日本も終わりです。どうか明るい未来になるために、よろしくお願いします。産

後ケアセンター→産後なら母親も身も心も大変な時期なので、こういった施設の創設も考えていただきたい（空き校舎

をリフォームなど）→働く人も時短（２ｈ～３ｈ／日）で小さいお子さんのいるお母さん達が交代で行うなど、雇用へ

の支援もしたらどうか。 

 

 

【由布市（小学生保護者）1件】 

由布市湯布院町在住です。子どもに対する取り組みが甘いと、ぜひ県の方から市へ訴えてほしいです。建設予定の複合

施設には児童館はできない。共働きの世帯が増えているにも関わらず来年度児童クラブでは待機児童が発生するなど、

子育てがとてもやりにくい地域だと思います。昔のように専業主婦が多いとか、二世帯同居している人が多いとか思わ

ないでほしいです。時代も移り変わるように、人や生活も変化しています。いつの時代の話をしているのかと県や市に

もわかってほしいです。他県や他市への人口流出が止められないのはそのことも一因であるとわかってほしいです。高

齢の方や観光客へのサービスも大事だとは思いますが、子どもがいなければ将来的に支える人がいなくなるという事で

す。もう少し子育て世代の方にも目を向けてたくさんの支援をお願いしたいです。 

 

 

【国東市（就学前児童保護者）4件】 

子どもが少なくなっている中、子どもへの手当や祝い金など、手厚くサポートしていただいているように感じます。あ

りがとうございます。その一方で、地域には子どもが少なく、子どもが成長するのに必要な同年代との関わりがとても

少ないと感じます。市だけではなく、県としても少子化に真剣に向き合うのであれば、今のままではダメだと感じてい

ます。どんな方をターゲットに施策を進めていくのかは分かりませんが、特に子どもが小さい頃に「子育てが楽しい」

「子どもがいて良かった」という思いがないと、次の子も欲しいとは思いづらいと思います。ぜひ、大分県で子育てを

して良かったと多くの方が思えるような、思い切った施策を期待します。 
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具体的な話になりますが….子供の時期は先ず体作りが大事。体の筋力、使い方、刺激をたくさん入れることなどができ

ると、その後の成長発達にスムーズに移行できると聞いたことがあります。(体の基礎づくり)現在落ち着きのない子や

集中できない子と言うお子さんが話題に出てきたりしますが、ただ単に子育てしやすいだけの施策ではなく、子育てし

やすい＋α健康な子供を育てると言う＋αの部分も裏目的としたような施策を進めていってほしいです。一人の子供だ

けが、"頭がよくて優等生で゛という状況には限界があり、友達や仲間同士皆が落ち着いて園や小学校で切磋琢磨して成

長していく方がお互いの影響力として大きいと思うので、そちらの視点も入れていただきながらの施策を希望します。

大分県の子供全員が成長していけるような・・・(例)体力づくりの視点＋子育てサービスの視点、雨天時の体育館解放(無

料)たくさん体を動かせて親もサービスとして使いやすいメリットあり。 

国東に住んでいます。国東市は子育てをする上で支援や制度がきちんとあり、助かっています。ただ、スポーツをさせ

たいと思っても周りにありません。子どもは気管支が弱く、ぜんそく気味なので、水泳をさせたいと思っていますが、

別府まで行かないとないと聞きました。仕事をしているのでなかなか通えません。別府や大分だと好きな事を子どもに

させてあげられますが、国東や田舎の方は限られています。もっとクラブやスクールを充実させてほしい。子どもの未

来のためにも。 

子育てしやすい環境に国東市は変わっていっていてとても嬉しく思います。１０年前にあれば、もっと子供を産んでい

たかと思うと残念です。次は子供が住みたいと思える環境、就業場所の充実を叶えてほしいです。 

 

 

【日出町（就学前児童保護者）2件】 

市町村ごとの差異があまりない子育て支援体制ができたらと思います。 

出産補助金など大変助かりました。今後は色々なサービスがありますが、私（父親）母（外国人、中国）はあまり知る

機会がなく、サービスを使いたいのですが、使えない人が多いのではないでしょうか。対象者にどの様なサービスがど

のタイミングであるのかを周知させるかがポイントだと思います。日出町特有のサービスがあれば（各地方自治体）そ

れをどうアピールするかも大事だと思います。まわりの人、会社の人、知らない人が結構居ます。せっかくの制度、知

ってもらう事に活動を勧められれば、まだ、この自治体に住みたいと思えると思います。 

 

 

【日出町（小学生保護者）1件】 

子どもを妊娠し、いざ出産となる時に病院に行く手段がない地域がある。産前は夫が仕事に行き、上の子も学校など、

特に昼間は妊婦一人というケースが多く、産気づいたときに陣痛タクシーがない地域が多く困った。大分市、別府市な

どは陣痛時にタクシーに乗れるようだが、他の地域では破水していたらタクシーお断りというところも多く、救急車を

呼ぶべきか悩んだ。子育て支援で一番先に産前で不安な母を安心させるための制度を整えてほしい。 
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【玖珠町（就学前児童保護者）2件】 

問３６で子育てポジティブキャンペーンに取り組んでいる。と、書いてありましたが、出産する前も後もそして現在も

玖珠町の状況からして、とてもポジティブになれません。なぜなら、女性が働きながら子育てできる環境が整っていな

いからです。私の住んでいる○○地区は子供が少ない為か、児童館がないので、子供が小学校に行きだしたら誰も子供

を見られる人がいません。だから母親の私が仕事を辞めるしかないかなと日々悩んでおります。送迎バスがあれば遠方

の児童館でも通えるのでは…と、思っております。高齢者の介護施設の送迎バスはあるのに、なぜ子供のための施設や

送迎バスはないのでしょうか？〇〇地区は街灯も少ないので今後、子供の登下校も心配です。仕事の面でも残業があっ

たりと、帰宅が遅くなる為、毎日子供と過ごせる時間が限られています。「子育て満足度日本一」を目指されるのであれ

ば、子育て＝女性の働き方改革も一緒に考えて頂きたいです。私事でしたが、どうかご検討の程、宜しくお願い致しま

す。追伸、〇〇地区の祭りで男の人達が昼間からお酒を飲んで踊り、一部の地区を歩き回るというものがあります。少

なからず町からの援助がある様なのですが、町が援助するのであれば子供の安全がしっかり守られているか、安全に取

り組めないのであれば年齢制限を設けるなど指導をして頂けないでしょうか。今年もその祭りに幼児を無理やり参加さ

せており、オムツも替えず炎天下の車内で寝かせ怪我もしています。幼児を参加させるのであれば時間を制限するなど

最善の配慮をするべきなのに、祭りを管理する人達が皆お酒に酔っており…とても良い祭りとは思えません。単にお金

か自分達だけが楽しむために行っているとしか思えません。子供を参加させるのであれば最低限タバコやお酒の制限を

するべきではないでしょうか？（長文になってしまいすみません） 

♯８０００を利用することがありましたが、話し中でつながりにくい時がよくあり、緊急をようするのかわからない時

に、つながらないとどうしたらよいのかわからなく、とても不安になりました。もっとつながりやすくなると安心感も

あり利用しやすくなると思います。 

 

 

【玖珠町（小学生保護者）1件】 

子育て支援で色々な取組みがありましたが、短命に終わる事が多いような気がします。周知徹底してなくて人が集まら

ないからなのかな。イベントがあってもかぶることが多い。我が町、もっと連携させた方が良いのかな。 

 

 

【居住地不明（就学前児童保護者）1件】 

子育てほっとクーポンはインフルエンザの予防接種の時に利用させて頂きました。低年齢の子供は２回接種しなければ

ならず市町村の助成があっても負担は大きかったので助かりました。３歳以下までではなく、小学生くらいまでの子供

が利用できるクーポンがあると良いと思いました。 
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２．ワーク・ライフ・バランス 

 （１）職場環境、女性の就職等（就学前 30件、小学生 8件） 

（内容）夫の職場環境、妻の職場環境、女性の就職、産休・育休、その他 

 

 

【大分市（就学前児童保護者）4件】 

子育て・家事は女性がすることとして、社会が動いていますが、もっと企業や自治体で孤独に頑張る女性たちをサポー

トするシステム・風潮ができてこないかと期待しています。都会と違い、ベビーシッターや子どもを気楽に預けられる

場所は少ないと感じます。 

雇用延長により職場には、年長者があふれています。そのような職場では、子育ての理解を求めるのは難しいのが現状

ではないかと思います。年長者の労働力は、いつまでも居残るのではなく、子育て支援事業へ移行できるような制度が

良いと考えます。父親の子育てへの参加割合を低くした方たちには、地域子育てに参加していただき、改めて子育てと

は何かを学んでほしいです。年齢を問わず、男性の子育て率が高い大分県を目指してほしいです。 

女性(母親)の社会進出が推奨される世の中になり、父親も仕事、母親も仕事、夜も朝も時間に追われる日々の中で、子

供との時間を取ることが難しくなっている現代が子供にとって良い方向に行くのか?不安である。保育施設にはとても感

謝しているが、もっと親が時間を作れる社会(働き方やひとり親子育てへのフォローなど)家庭で基盤がしっかりつくれ

るように考えていきたい。考えてもらいたい。 

時短とか出来なくなったものに、時短以前の給料を保障する制度をお願いします。常勤できないのに無料残業、年休の

取得困難は子育て世帯には本当に辛いです。頑張って働きます。1歳の子供がいても。ただ社会に味方になってほしい

と日々感じます。働く意欲はあります。ただ子供の発熱時働けない場合もあります。どうかそのような世帯には支援し

ていただけますようお願いします。働く意欲も働く場所もあるのに相応の対応をして頂けないのは子育ての不安を強く

感じます。どうかこの意見を読んで頂けますよう心よりお祈り申し上げます。 

 

 

【大分市（小学生保護者）2件】 

子どもが病気をした時の看護休暇や短時間労働もしくはフレックス制の充実を図ってほしい。（県、市の行政機関だけで

なく、中小企業にも浸透するような仕組みを作ってほしい。） 

全ての事業所へ地域や子育て活動へ参加するために有給を消化できる意識を高めるための活動をしてほしい。義務化し

てほしい。出来ていなければペナルティを与えてほしい。土曜日が休みではないので運動会に一度も来たことがない。 
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【別府市（就学前児童保護者）2件】 

子育て中の職場環境の勤務体制。子育てと仕事の両立がしやすいよい環境づくりをもう少しがんばってほしいです。夜

間診療が別府市は１９：００～２２：３０までありますが、２２：３０以降は大分こども病院ではなく、出来れば各市

町村内に診療場所があれば安心できるなあと思います。（難しいと思いますが…。） 

産休後職場復帰希望、現在子ども１人ですが２人目も希望しています。育休等制度自体は充実しており、お休みをいた

だいていることが有難いです。ただ、復帰してからの生活を考えると不安でたまりません。夫も妻も帰宅が２０時頃、

幸い祖父母が近居のため、頼れば何とかなるとは思います。父母自分たちの手で夕食を食べさせたり風呂に入れたり、

それさえも時間的に厳しくなることが予想されるため、仕事をしながら納得のいく子育てをするためには、どちらかが

職を変えるしかないという状況です。（職は教員）社会全体で働き方改革を進めていく雰囲気が高まっていくことが必要

だと感じます。 

 

 

【別府市（小学生保護者）1件】 

母親の中でも、仕事と家事・育児を両立したい人もいれば、家事・育児に専念したい人もいる。「男女平等」や「仕事と

育児・家事の両立」が当たり前の世の中になっていて、専業主婦の方の肩身が狭いと感じる。子育て中もバリバリ仕事

をする、子育て中は仕事の負担を減らしてうまく両立していく、専業主婦になって子育てや家事を存分に楽しむ。とそ

れぞれの考え方や家族の状況によって、自分で選ぶことを認め、応援できる世の中になってほしいと思う。 

 

 

【中津市（就学前児童保護者）2件】 

父親は子どもが好きだし、もっと子どもと関わりたい気持ちはあるけど、仕事が忙しくてなかなか子どもと接する時間

がとれません。私は、日々ワンオペ育児で疲れます。子どもは熱性けいれんを起こすことがあるので、行政や他人に預

けるのも怖いです。 

子育て中の親が休暇を取りやすい環境づくり、子育て中の親が仕事をしやすい環境づくり、子育て中の親のカウンセリ

ング環境づくり、子育て中の親の経済的負担の軽減、子どもが遊べる場所を整える、子どもの知育・徳育・体育の環境

を整える。 

 

 

【中津市（小学生保護者）1件】 

看護師をしています。職場はもちろん女性が多く、子育てしているスタッフが多いです。子どもが病気になると重なり

休めなくなる環境にあります。なので、親の援助がない人は正社員からパートになるしかない人もいます。気軽に休め

る制度を作ってもらえる、また年に何回かは休みと別に育児休暇を取るという制度があればいいなと思いました。 
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【日田市（就学前児童保護者）5件】 

子どもがまだ幼く働くことができないが、収入もギリギリで働きたい。でも早くから外に子どもを預けるのは母親とし

てしたくないという思いがあります。なので、短時間に自宅でできる仕事や、一緒に子どもと行ける職場などあればい

いな、もっと増えるといいなと思います。 

働いている妊婦への職場の理解がほしいです。マタハラが多くあるので、どうしても働きづらいです。２人子どもがい

ますが、職場では二回ともいやな思いをしました。職場環境が変われば、子どもが増えるのではないでしょうか? 

妊娠が分かったときそれまでに働いていた就業先の契約が切れ出産するまでの間短期募集を受けたくてハローワークに

行ったがハローワークの方も協力的ではないし、企業も妊娠だということで募集自体どこも断られた。現状働かないと

生活できないし、すごく苦しかった。二人目も考えているが企業の理解がなく不安でしかない。 

今年、出産の為、やむなく退職しました。職場での育児休業が利用できない為です。現在パートでの求職活動中ですが、

市内での求人もとぼしく、厳しい状況です。フル勤務でも子供が病気等で呼び出しがあればすぐ迎えに行ける様な環境

が増えることを強く望みます。働きやすい環境や経済的支援もあると、３人目も考えたいと夫婦で良く話しますが、現

状は難しいです。 

大きな企業で働く方々は有給と年休がしっかりしているのかもしれませんが、小さい職場ではあっても休みづらいのが

現状ではないでしょうか？子供が悪くても休みづらい。こんな資料を作っている方々が主となって小さな子供を育てて

改革をしてくれて母親に優しい世の中になれば子供を何人も産む人も増えるのではないでしょうか？ 

 

 

【佐伯市（就学前児童保護者）5件】 

子どもが保育園に行ってる家庭は、仕事ができるが、幼稚園や小学校等は長期休暇がある場合、両親の他に預けられる

人がいないと、働きに行けない状況になる。預かり保育や児童クラブ等に子どもを預ける時は、お金がかかり、子ども

が幼稚園や小学校に行っている間に働こうと考えると、パート等になるが、何のために働くのかという状況になる。子

育てのために離職して、再就職するのに保育所はすぐ見つからず、一か月以上空きを待ったが保育所に入れず、仕事を

辞めることになった。子育てしながら働きたいけど、働けない人はたくさんいると思う。再就職を希望する母親の支援

をもっとしていただけたらと願う。また、もし支援等があるのであれば、市報や児童館等で情報を広めてほしい。 

公務員で現在第 2子妊娠中です。希望すれば 3年間育休をとれますが、上の子(第 1子、2歳、現在保育所在所)の保育

園を継続するには第 2子が 1歳になるまでに職場に復帰しないといけない決まりです。4月が予定日なのでできれば、2

年間育休を取りたかったのですが、上の子が保育園を辞めるのを嫌がっているし、今辞めると 2年間入所できないので、

やむを得ず 11か月での復帰予定です。保育所の受け入れ拡大、ルールの緩和、そして母親がしっかりと子供と向き合っ

て子育てできる環境づくりを今後もよろしくお願いします。 
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日頃の子育て支援に感謝しております。保育園にも預ける事が出来て助かっていますが、今後もフルタイムで働く場合、

幼稚園、小学校低学年時がとても不安です。特に職場は子育て世代が多いので理解は得られますが、土曜日や祝日は仕

事なので、預け先との調整や仕事の調整にとても困り、悩みます。（今は交代で休みを取っています）祝日、休日子ども

を預けれる場所や一緒に行ける場所がもっとあればと思います。そうするとたとえば母親が仕事の時、父親や祖父母が

行くことが出来るので預けやすい。佐伯市の児童館の情報など早い時期から詳しい説明や案内があれば安心して働けま

す。事業所側の立場としても夏休みや冬休み、土曜、祝日など、職員、スタッフの子どもの預け先のサポートもあれば

嬉しいです。 

今年の春から育児でのことで休みが取れる制度が新しくできていて大変助かった。学校行事等はそれで休みがとれてよ

かった。 

昔（私の母や祖母）の時代に比べたら、私達はとても子育てしやすい環境にあると実感します。実際に子育て支援セン

ターなどから、たくさん役立つ情報をもらい生活に活かせていると思っています。ただ、今育休中ですが、職場に復職

してまた第二子を妊娠した場合、職を続けていけれるかとても不安です。もっと子育てに理解ある企業が増え、ママが

安心して家庭と仕事をムリなく続けていく世の中になっていくといいなと思っています。 

 

 

【臼杵市（就学前児童保護者）2件】 

夫が家事育児に決して協力しないわけではなく、職場の（看護、送り迎え等）休暇を取りづらい雰囲気や家事・育児に

参加しづらい飲み会等多くなることが夫自身の意識改革より改善が急務だと感じている。そのためには行政で後押しす

る支援策等義務化及びペナルティ等行っていただくと女性がもっと活躍できる地域になると考えている。全国の先駆け

となる取組を期待している。特に女性が子育てしやすいような時短やテレワークよりも男性が子育て（育休・看護等）

取りやすくしなければ、いつまでも女性ばかり家事育児に追われてしまう。 

小さい子供を預けて働かなくてもよいくらいの収入があればよいのにと思います。まずは社会の全体の意識改革も必要

で、特に親世代の子育て、家事は女性の仕事という考えを改めて欲しいと思います。短時間（１日４時間くらい）の仕

事の求人を増やして欲しい。保育料無償化は何の解決にもならないと思います。それなら長いスパンで見て小学生以降

の給食費無料にして欲しい。子育てクーポンは正直使いづらかった。 

 

 

【津久見市（就学前児童保護者）1件】 

土、日、祝日が休みとなる仕事を探すのが難しい為就職先に悩みます。会社等、土日休みのところが増えると嬉しいで

す。 
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【竹田市（小学生保護者）1件】 

正社員の母親 1人で子育ては厳しいです。今の職場は人数が足りずパートに切り替えられない。 

 

 

【豊後高田市（就学前児童保護者）2件】 

子育てサポート企業にて就労しているが、子どもを保育園に預けて働く、ということに否定的な言動も多く、女性が子

育てをしながら働く、ということはやはり難しいことなのだと日々感じています。 

子育てをしながらの就労は正直とても大変です。職場の理解も得にくく時間に余裕もなく日々時間に追われバタバタと

過ぎその中で保育園からも理解されず女性が働く事がまるで悪い事のように言われ一人でどうしたらいいのかも解らな

くなってしまった過去があり住んでいる地域の保育園、子育て支援課には不信感しかありません。「㈯は家庭の日」この

言葉が私はすごく嫌です。それができない家庭もある事を役場の人は解っているのでしょうか？どの仕事も必ず土曜日

が休みならいいのですが、そんな訳にはいきません。なんのための保育園なのか…そもそも㈯預けないのであれば幼稚

園に預けています。 

 

 

【杵築市（就学前児童保護者）2件】 

子育ては本当にお金がかかります。まずは県内の賃金を上げてほしいです。 

子どもを育てながら就労をしたいのですが、一番は子どもを連れて仕事ができる場があればすぐにでもしたいのが本音

です。都心部にはそのような会社もあるようですが、地方では全くないので増えていくように支援をして頂けると同じ

ような想いのあるお母さんの就労につながると思います。 

 

 

【杵築市（小学生保護者）1件】 

子どもも大きくなり病気で学校を休むこともあまりなくなったので、そろそろパートやアルバイトとして働きたいなと

思っているのですが、ちょうどよい時間の募集はありません。あったとしても、急な子どもの発熱などでの休みが取れ

なかったりするので働きたくても働けない状況です。子どもがいるとどうしても休まなければいけない時もあるので子

育てに理解のある会社が増えて 1日でも早く働くことが出来たらいいなと思っています。 
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【宇佐市（就学前児童保護者）2件】 

まだまだ行政や地方団体の方が、子育てや復帰するための仕事等の協力が少ないように感じます。今現在、共働きも多

く、子どもと触れ合う時間が少なくなってきているため、仕事場に子どもを連れてきても Okとか、いう会社をもっと増

やしても良いのではないでしょうか。会社の中に託児所を設けても良いのでは。 

子どもをめぐる環境は様々厳しいと感じます。のびのび育てたいけれど家の周りには同年代の子どももいなく同世代の

親も小学校にあがるまでいるのかいないのか分かりません。ゆっくり子どもとすごしたいけれど、１才をすぎると手当

（お給料）が出ません。働かざるを得ません。子どもには十分な教育の機会を親として保障したい、たくわえをしたい

と思っても、手元には十分残らないのが現実です。（我が家の夫はサラリーマン、妻は公務員ですが）CMをしたりパン

フレットをつくったり、外交問題も大切ですが、未来をになう子どもたちに十分な教育がほどこされるよう、十分な人

材、研修の機会など質を高めるための方策が必要ではないでしょうか。園の先生方はみんなキラキラ輝くステキな先生

方です。だけど結婚をしたらやめていってしまいます。なぜでしょう。子どもを育てながらできる仕事ではないからで

はないですか。ライフワークバランスが十分にとれている母なんて本当にいると思いますか？心の充実、お金の充実、

安全に子どもを預け活き活きできる社会をのぞみます。 

 

 

【宇佐市（小学生保護者）2件】 

出産育児のための休業制度を拡充することで女性が働きやすい環境が増え、各家庭の経済的不安の解消が図られる。各

事業所の制度を各事業所に委ねるのではなく、国の施策等で義務化する様な働きかけがないと中小企業ほど取り組みが

難しい。 

賃金が上がらないので夫婦共働きは必須と思います。しかし現状は、保育時間が短すぎる。24時間にしてほしい。職場

で休みが取れない。出産を期に退職した場合、再就職できない。子どもが産まれると夫婦どちらかが仕事を辞めるか、

パートタイムになるしかない。経済的に子どもを産めない。どうでもいい施策に金を使うなら夫婦共働き出来るように

すれば少子化は改善されます。問 31の 18個をよく考えてください。 

 

 

【国東市（就学前児童保護者）1件】 

女性の給与が増えれば、その分父親の仕事が減り、家事・育児にもっと協力してもらえると思う。我が家の場合は、子

どもが寝てから帰ってくるので、平日は、ほとんど子どもと触れ合う機会がない。残業して、給料を稼いでいるので、

母親の給料が増えたらいいなと思う。(母は、フルタイムの臨時職員） 
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【日出町（就学前児童保護者）1件】 

共働きで私はパートで定時には仕事が終わらず、主人は勤続 20年で休みは平日、有給は冠婚葬祭しか取れず、帰りは子

どもが寝た後です。母子家庭のような生活です。もっと家族の時間が欲しいです。子どもを遊びに連れて行きたい。勤

務体制を取り締まってほしい。公務員などは体制が整っているから分からないでしょうが、一般の会社では、男性は休

みを取れていないのが現状です。子どもの居る男性が、休みを取る規則を作って欲しい。 

 

 

【九重町（就学前児童保護者）1件】 

学校の先生など県の職員さん同士で結婚されると、ご夫婦の勤務先が離れたところになると聞いたことがありますが、

それだと子育てが大変だと思います。せめて、お子さんが小さい間（小学校入学するまで）は自宅から近い所に勤務で

きたらいいのではないかと思います。 
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 （２）男性の子育て参画等（就学前 8件、小学生 1件） 

（内容）男性の子育て参画、休日等の行事、次代の親づくり、その他 

 

 

【大分市（就学前児童保護者）1件】 

女性に子どもをたくさん産め、仕事もして税金をおさめろ、その上、介護もしろ、というのは無理があります。女性ば

かり負担させるのはどうかと思います。スーパーマンじゃありません。PTAや、子ども会に男性が参加している割合は

非常に少ないです。病院に子どもを連れてきているお父さんも少ないです。介護の問題も同じくです。教育費の負担を

へらし、女性が働かなくても子育てできる環境か、男性や高齢者の意識を変えていかないといずれ女性たちは疲弊して

しまいます。 

 

 

【別府市（就学前児童保護者）2件】 

妊娠・出産時パートナーがいる女性には、父親学級への参加を義務付けるべき。どうせ主に育児をするのは母親なので、

赤ちゃんとの接し方よりも産前・産後の女性との関わり方を中心に教えていくべき。妊婦健診時、妊婦に同意をとり妊

婦のタイミングに合わせて、今後子育てに関わる可能性のある人に対し、妊娠・出産に関する基本的知識から妊産婦と

の関わり方を、同一文書ではなく、それぞれ(実の親用、義理の親用、勤務先用等)の立場に合わせた資料を作成し送付

する。「子育てに周囲の理解を」というが、妊産婦にとっての「周囲」とは、社会全体ではなく、ごく身近な家族等であ

る場合が多い。まずは、これらの人間への教育を。 

家庭によると思いますが、うちは夫が協力者です。実際に育休を取りたがっていました。ですが会社は平気で残業ばか

り。休日は会議。それに対する手当もないです。子供と過ごす時間は奪われ、かと言って働いたのにお金は増えない。

社会って何なんだろうと思います。もっと子育てに関われる会社づくりは必要だと思います。今は共働きでの子育てが

多いなか、親の心のゆとりも考えてほしいと思います。産めよ増やせよと言うなら、育てる親のことも考えて頂きたい

ものです。 

 

 

【中津市（就学前児童保護者）2件】 

育児を当たり前にやっている父親からすると、「イクメン」という言葉は、あまり良いとは思わない。(この言葉自体が

男性と女性の育児に関する意識の差を感じる) 

問２７からは、父親の育児についてでしたが、色んな制度が増えても、実際休みなど取得すると給料に反映してしまう

ため、育児に参加したくても家計の事を思うと仕事になるのは必然です。もちろんさまざまな支援制度が増えるのはと

てもよい事だと思いますが、今回のアンケートの内容はちがうなと思いました。 
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【佐伯市（就学前児童保護者）1件】 

父親学級も聞いたことがないし、父親がもっと育児や子どもの保護者と交流が持てるような、イベントや行事、教室が

あってもいいと思います。 

 

 

【杵築市（就学前児童保護者）1件】 

このアンケートを夫にもしてもらったら、少し不機嫌になりました。自分があまり家庭の事に参加できていない事に気

が付いたのかもしれません。普段、ゆっくり夫婦で子育てや家庭について話す機会が作れていませんが、このアンケー

トに答える事で、すこしだけ考える時間を頂きました。ありがとうございました。 

 

 

【宇佐市（就学前児童保護者）1件】 

４月に引っ越しをし、新しい環境になると、家族で協力することが１番大切ですが、父親との時間が子ども達はとれず

にいます。小学校低学年ぐらいまでの子どもを持つ親に対して、もう少し働く環境を整え、週に１回は休みにする等、

週に１回は定時に帰宅する等、子どもとの時間がとれるようにしてもらいたい。子どもが父親と夕食を一緒に食べられ

るようにしてもらいたいです。 

 

 

【宇佐市（小学生保護者）1件】 

まだまだ社会全体が父親の育児・子育てに理解がないため、本人（父親）の意識的・協力的ではない。 
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 （３）共働き（就学前 2件、小学生 1件） 

 

 

【大分市（就学前児童保護者）1件】 

子育てと仕事の両立に難しさを感じています。経済的には苦しいが、子育てもしっかりしたいと思いますので、働き始

めるタイミングがわかりません。短時間でも働いて、家事と育児をこなしていける社会になってほしいです。 

 

 

【別府市（就学前児童保護者）1件】 

大学職員は祝日も授業をとの達しが文部省からあり、夫は祝日も仕事。保育園は開いていない。夫婦の両親共に遠方で

親族もこちらにはおらず誰も頼れない。大学の一時保育の様なものはあるが子供もなれていない所にいるのは嫌がるし、

どんな環境で過ごすのか不安。祝日に授業やめてほしい。来年のゴールデンウィーク十連休最悪だ。文部省職員は優雅

に休日を満喫している事だろう。甚だ迷惑な話である。これを書く時間さえ惜しい。 

 

 

【杵築市（小学生保護者）1件】 

日本は少子化というのに子育てに対してサービス・支援があまり充実していない。経済的にゆとりがあればもっと子ど

もを欲しいと思えるが、夫婦共働きであるにも関わらず、所得が低い。所得の格差が少子化を助長させている。義務教

育の期間から子育てや虐待問題を考える授業をするべきだと思う。北欧等の子育てに関して先進国であるシステムを見

習うべきだ。 
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３．ひとり親家庭等 

  母子家庭、父子家庭、その他（就学前 3件、小学生 2件） 

 

【大分市（就学前児童保護者）2件】 

ひとり親になり子供は 2歳にもなってない、仕事は探さないといけない、住む家もないとなったとき、何度も何度も市

役所に通いました。感じたことは保育所にもなかなか入れない、仕事を見つけようにも預け先がない。一時預かりを利

用しましたが、結局そこの予約が週一もとれない。3時間程度のみ、その間に面接を受けろと市役所から言われました。

お役所仕事、親身になって貰えるわけでもなく、お前がやってみろと思うことばかり言われました。結局は他人事。何

一つスムーズに行くことはありませんでした。色々手続きが面倒くさすぎる。時間がかかりすぎる。「母子、フルタイム、

親族近くに居ない」でもやっと入れた保育園は第 9希望でした。弱者は"入れただけでもありがたい゛と思うしかありま

せんものね。もっと利用者に近づいてほしい。ちなみに市営団地も 4回外れています。 

ひとり親で、実家に住んでいることだけで、世帯主が自分や子供を扶養してなくても、他の同居人を（家族）扶養し、

結果、ひとり親としての援助や支援、手当て等、全く受けられず、保育園に預けたくても、できない現実。その点の改

善をかけ合ったり、してほしいです。子育てに関しては、祖父母の協力があり、大丈夫です。（知識的なものについては）

実家には住んでいるが、父母にも、生活がある為、経済的な支援も、国や市や県が数字だけ見ている程ありません。そ

れで、同じひとり親の子と支援等違うのも、どうなんですか？制度に対して、不満しかないです。子供のためと思って

も、こんな中で、子育てで、困っている事ないですか？と聞かれても…。怒りを感じるだけです。（子の母） 

 

 

【大分市（小学生保護者）1件】 

ひとり親（特にシングルマザー）に対する経済支援、子どもを預けやすい体制が足りないと思う。どんな家庭で育って

も皆が学びたいことを学び、将来につながるようにしてあげてほしい。 

 

 

【別府市（小学生保護者）1件】 

ひとり親家庭への新充実。もっと現状を知っていただきたいです。アンケートなんかでは伝えられない事が多いです。 

 

 

【佐伯市（就学前児童保護者）1件】 

ひとり親家庭であり、2人子供がいます。1人目の手当は 5万～として、2人目～５千円とかでとても厳しい状況です。

働いているのですが、いい条件で働くところも少なく 2人目の手当額を見直したり、3歳から減額など・・なくしてほ

しい。家賃、生活がとても厳しいです。 
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４．障がい児 

（就学前 3件、小学生 3件） 

 

 

【別府市（就学前児童保護者）2件】 

障害児に対する支援が分かりにくいです。 

うちの子供は障害をもっています。先天性の難病です。何かある度に「健常児」として、こういう通知がくることが、

大変辛いです。現在自発呼吸ができず、人口呼吸器管理で、病院内の施設に３６５日入所しています。どうかよく調べ

て頂き、親の気持ちをくみとって頂くと大変有難いです。 

 

 

【別府市（小学生保護者）2件】 

発達障害を育てる親の相談やアドバイスが頂ける所が欲しいです。 

発達障害の子がいます。学校の先生がもっと詳しく勉強して、理解してほしい。良い先生を増やしてほしい。子育てし

やすいように、地域の方が見守ってほしい。一緒に見守ってほしい。学校の周りの近所の人も、クレーム（うるさい）

を言ってくるようです。子どもは学校でもおとなしくしておかないといけないんですか？おかしな世の中です。 

 

 

【竹田市（小学生保護者）1件】 

障がい児の親が頼れる施設が少ないと思います。地元にデイサービスなど利用できる施設があればもう少し家族の負担

が減るのではないかと思います。障がい児を持つ親は、中々他の人に子どもを預けることも出来ず、自分の時間という

ものを中々持てないと思うので。 

 

 

【豊後大野市（就学前児童保護者）1件】 

発達障害児への支援をもう少し手厚くしてほしい。療育手帳 A1,A2,B1までは手当てが支給されるのに B2だけ支給され

ないのはおかしいと思います。優先駐車場を身体障害の方だけでなく、全ての障害の方（もしくは、その保護者）も車

を停められるようにしてほしい。広いスーパーなどは特に、入り口まで遠いと、多動がある子どもは危険です。 
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５．医療、保健、医療費助成等 

（就学前 76件、小学生 32件） 

 

【大分市（就学前児童保護者）7件】 

現在、大分市は就学前までの医療費負担はなく、助かっています。小学校に上がり、医療費がかかり出し、歯科をはじ

め受診をためらってしまうことがあります。他市町村では、小学校の間まで医療費負担がないと聞きます。大分市も、

早くそうなれば良いなと思っています。 

小学生でも病院が無料だとうれしい。病児保育で「ならし保育」はやめてほしい。土日に 500円以下で子どもが楽しめ

るイベントを増やしてほしい。平日のイベントは、仕事をしていると行けない。児童クラブも無料にしてほしい。 

大分市は就学前までしか無料で病院にかかることができません。一年生になると大人と同じ三割なので小学生の上の子

は様子を見る時間か長くなり病状がひどくなって受診するということも多々あります。喘息の持病もあるので医療費が

かなりの負担になっています。せめて 10歳くらいまで医療費がかからないようにしてほしいです。 

義務教育の間は完全に医療費を無料にしてほしい。結婚支援にお金をかける必要はないと思います。その分を子育て支

援に使ってほしいです。 

医療費を小学校卒業まで無料にしてほしい。任意の予防接種の無料化、又は、一部負担等、拡充してほしい。 

子供のためと言っていますが子供が住みやすいのか？子供のために保育園や生活のための住みよい環境と経済的な支

援、予防接種、任意接種などの費用の援助が必要、インフルエンザの注射の無料化、一人の子供を育てるためにすごく

お金がかかると言われています、そのための国や県、市の援助など、生きていきやすい生活しやすい未来がいい。 

予防接種の任意接種（インフルエンザやロタワクチン）を全額補助してくれると助かる。実際に「お金がかかるから」

という理由で接種を渋っている人が何人か居る（私の周りには。）ロタだけでもクーポンで５０００円は使えるが、結局

手出しが４０００円かける３回と出費がかさむ。子どもが小さいうちは、働きたくても働けない。しかし出費は増える

一方。経済的に、毎日不安になる。もう少し補助してくれれば助かると思う。子供服のリサイクルについて。着なくな

った（サイズアウトした）服を一括で集めて、必要な人にまわす様なサービスがあるとありがたい。（既にある？知らな

いだけか？）まだ着られる服が自宅にあるが、捨てるのが勿体ない。かといって、リサイクルショップへ換金しに持っ

ていく程の余力はない。お金に換える、よりも、思い入れのある服なので、必要としている人に使って欲しい。保育園

に入れなくて困っていた。パート勤務でも、認可に入りたかった。無認可が高く、結局入れることができなかった（経

済的に）祖母に見てもらった（週３）保育園に入れられない→働く日を増やせない。悪循環。育休、産休明けの人はす

ぐに入っていた。私はすでにパートで働いていたのに…仕事を探す（就労する）タイミングと、保育園応募のタイミン

グが悪い。あずけ先が確定していない状況で、仕事を探すことは非常にむずかしい。不安。仕事を探している人は、確

実に子どもをあずけられる様な、何か、もうちょっと、手助けが欲しい。 
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【大分市（小学生保護者）4件】 

我が家は子どもが大きくなっているので、行政の支援はもうあまり必要ない。でも、自分の子どもが有料だった予防接

種や幼稚園代などが無料になってきているのを聞くと不公平感がいなめない。 

乳幼児の支援ばかりが目立ちます。小・中学生もアレルギー持ちの子がたくさんいる時代です。小・中学生の医療支援

もしていただきたいです。子どもの小さい頃は予防接種も自費ばかりでした。 

小学校卒業まで医療費の負担を無くしてほしい。無料が無理ならせめて負担を 1 割に。小学校に上がった途端に無料か

ら 3 割は負担が重すぎる。市民税が少し上がっても、子育ての経済的負担を軽減してほしい。由布市は予防接種の助成

もあるし、医療費も負担が少ないので由布市と同等レベルにしてほしい。 

我が子はアレルギー（アトピー）や、先天性の口唇口蓋裂などで、病院や歯医者に行くことが多々あります。医大など

にも通っていますし、そういうことが重なると給料日前など、時期をずらすことを考えてしまいます。育成医療やそう

いった制度も存じていますが、回数が重なったり、親の急な病気などあると医療の制度を、大人、子ども、関係なく負

担を減らしてほしいと思うことがよくあります。せめて、子どもにはお金を気にせず、診察や薬の提供をしてあげられ

ればいいなと思います。 

 

 

【別府市（就学前児童保護者）13件】 

市町村により年令に応じた医療費が違う。未成年の間は医療費を無料にしてほしい。私立学校の学費無料化を早急に実

施してほしい。子供手当の増額を行ってほしい。 

確認漏れかもしれませんが、私の妊娠中には、保健センターでの母親学級がなかったので、もっと開催してほしいです。 

産前・産後の保育園受入において、ハイリスク妊娠で管理入院になっている場合、優先入園を認めてほしい。預け先が

なく困った。 

医療費を小学生も０円 or５００円にして欲しい。子供が３人いますが、年が離れている為、３番目にもかかわらず保育

料免除になりません。来年は満額かかります。年が離れようが近かろうが、３人目にかわりはないのでは？せめて１番

目が小学校のうちは（現・３年まで）免除にしてほしい。中学生～習い事費、食費などかかり始めるのに児童手当が減

るのはなぜ？？ 

別府市では子ども医療費受給が小学校に入学するまでですが、他の自治体のように、中学生年代まで（高校生年代まで）

と対象を拡大してほしい。小学校から負担が大きくなります。 

認可保育料が高い。小児医療は義務教育までは無料にしてほしい。 

子どもの医療費を中学生まで免除してほしい。 

医療費就学後も無料にしてほしい。就学時間前からの出勤・勤務強制する企業への取り締まり。朝早くから勤務する親

の場合、子どもを早い時間から学校、幼稚園でも見守ってくれる早出の先生がいてくれると助かる。 

子どもの医療費について、別府市では就学前までは無料ですが、小学生からは必要となります。子どもが３人おり、内

２人は小学生です。１人病気になれば家庭内で感染しますし、親もうつります。まだ体の出来上がっていない小学生ま

で、医療費の負担を減らして頂けると助かります。 
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高齢者のインフルエンザワクチン接種は安いのに乳幼児や小学生以上の子供は金額が高い。２回接種で１人７，８千円

かかるため毎年考えてしまう家族の中で１人でもインフルエンザになると保育園に登園できないためなるべく接種した

いが本当に高い…。 

子どもを出産して乳児全戸訪問が１度ありました。核家族化や地域の方々とのつながりがうすい今日、何度も利用出来

るようにし、母の心や身体のケアーを専門スタッフに聞いてもらい、アドバイスをして頂くだけで、子どもとよりよい

環境を築ける一歩になるのかなと思います。（虐待防止の観点からも…）父がまだまだ育児休暇がとりにくい社会である

と感じます。出産後の数カ月は子育てを父の協力がもう少しあると母の心身負担がないかなと思います。 

医療助成を中学生までにしてほしい。授乳室少ない（わさだタウン、パークプレイス）４、５才児がほとんど園に通っ

ているが、通っていない子もいるのでもう少し参加場を広げてほしい。 

市町村で医療補助が異なるのはおかしい。医療費は必要な部分なので援助してくれると助かる。我家は多胎なので、倍

にお金が必要となります。税金などに関らず、もう少し低額でおさえられると助かる。制度でも共働きをしていたら、

あてはまらない為、大変です。本当に必要な物だけの（教育物品等）購入などにして欲しい。 

 

 

【別府市（小学生保護者）6件】 

医療費（外来）、薬代など無料化にしてほしい（上限 500円など）。予防接種の補助費を負担してほしい。 

中学卒業まで医療補助がほしい。インフルエンザなどの予防接種も無料にしてほしい。 

子どもが病院にかかるときの費用を助成してほしい。 

医療無料制度を小学 6年生又は中学 3年生までにしてほしい。子どもが 3人いるので、1人が病気（インフルエンザ等）

にかかると、病院代がすごくかかる。佐伯市、由布市、日出町など無料化が進んでいるのでは。ぜひ、全県内実施して

ほしいです。 

他県より引っ越してきて、助成や支援が大分県はまだまだ不足していると思います。医療費等、授業料など他県並みの

助成をしてほしいです。 

私は別府に住んでいますが、別府は子どもの医療費受給資格は 6歳までです。12歳まで伸ばしてほしいです。子どもと

公園に行きますが、もう少し公園の整備をしてほしいです。 

 

 

【中津市（就学前児童保護者）6件】 

未就学児のみ調査をしても、しかたないのでは?子育てとは、生まれて数年のうちだけが大変なのではなく、その年齢そ

れぞれで大変なことがあります。こんな形式だけのアンケートで何が調査でき、何に対しての対策が打てるかは全くも

って疑問しかありません。このような立派なアンケート用紙を作成できる予算があれば、その予算はもっと有意義に使

えるように、もっとしっかりと考えるべきです。まずは、高校生までの医療費補助など、もっとリアルな対策を考えた

らいかがですか? 

豊後高田市のように、１８才まで医療費を助成してもらえたら助かる。（現在、中津市在住） 
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医療費負担が大きいので、費用助成があると良い。 

子供にアレルギーがあり、耳鼻科にかかっています。今後の医療費が心配です。隣の町は小学生まで医療費無料なのに

中津は就学前まで虫歯予防にフッ素を！と言いますが、小学校に上がれば歯科受診もお金がかかります。うちは３人な

のでなおさらです。又、最近は市民病院も夜間は時間制限があり、日中も手紙がないと診てくれない。近くの民間の小

児科は人数制限かけて予約いっぱいなると診てくれない。大変なのはわかるが、子供はいつ病気になるかわからないの

に、行きたい時に受診できないのはおかしい。仕事もそんなに休めないのに、どんどん少子化になってもおかしくない

と思います。 

問３４にも記入したのですが、中津市の子育て支援の中で医療の面で補助がないのでしょうか？無料にとまでは言いま

せんが、小学生の間は定額制など近隣の市町村と同じようにしていただきたいです。就学前に MRの予防接種を打って下

さいと言われているのですが、予約もインターネット予約で仕事をフルタイムでしているととれないし本数も少ないと

のことで就学前までに接種できそうにありません。どうしたらよいでしょうか？小児科の先生方がなかなかいらっしゃ

らないのは分かるのですが、子どもが小さい時に、急な発熱や病院でみてもらいたい時に安心してみていただけるよう

にと願います。 

中津市に転入してきましたが、以前いた町の方が、生後の健診が充実していました。０才児に１ヶ月、３ヶ月しかない

ことにびっくりしました。１才でも１回のみで、次に３才までないことにおどろきです。もう少し増やしてほしい。１

時預かりは、ほとんど利用できません。 

 

 

【中津市（小学生保護者）4件】 

双子を育てています。同時にお金がかかることがたくさんあります。せめて、医療費の無料化（中学生まで）、双子手当

などがあると経済的に助かります。宜しくお願い致します。 

近隣地域（福岡県）は医療費の助成が早くから進んでいるので、大分県も市町村任せではなく充実させてほしいです。 

小学校に入っても病院にかかる事が多いため、医療費援助を考えてほしい。 

中津市は小学生の医療費がかかるので、熱を出したり、打撲したりあっても病院に行かず、我慢させる事があるので、

無償化してほしい。小学校のテスト代や雑費も無償化を願う。テスト代ってなに？ 

 

 

【日田市（就学前児童保護者）8件】 

インフルエンザの予防接種を全額補助してほしい。 

医療費は無料で助かっているが、夜間当番医などで「子どもさんは対応できないのでかかりつけの小児科に電話してみ

て下さい」と言われることが多々ある。時間外で見てくれる小児科が１件あるが、その小児科が無くなったらどこで見

てくれるか心配になる。 

私の住んでいる市では、インフルエンザの予防接種の助成は１部だけで、予防接種を母子ともに高いお金をだしてうけ

ても、インフルエンザにかかったら、仕事も休まなくてはならない（実際毎年うけているのに２回もかかった）せめて、

子どもの分だけでも全額助成を希望する。 
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初めての子供が早産、第二子、第三子と双子だったため、１人も地元で産めていません。周産期医療の充実（NICU）を

強く望みます。 

とにかく子育てには、お金がかかる。何かと。子供は好きなので、もっと一緒にすごす時間が欲しいが、母子家庭なの

で、フルタイムで働かないと、とてもじゃないけど、生活できない。インフルエンザの予防接種も今年は１回１，００

０円２回まで出るみたいだが、躊躇します。 

医療費の助成など、とても助かっています。子育てクーポンの換金がもうすこし簡単だと助かります。もっと子供と遊

べる施設、公園がほしい。今は県外までつれていくしかないので。 

インフルエンザを拡大させないためにも高齢者の様に各医療機関で料金を統一してもう少し安くして欲しい。日田市は

２４H診てくれる小児救急がないので充実させて欲しい。子ども手当てがあるのでとても有難いです。 

日田市在住ですが、小児科も祝日、日曜日に熱などが出ると診て下さる小児科の先生もいます。ですが、その小児科医

の先生の負担も大きいと思います。もう少し済生会など大きい病院が休みの日でも対応してもらえると、良いのにと思

います。市内も少し外れると、やはり医療機関は少なくなるし、休みの日は対応できない場所も多いです。そういった

医療面が充実すると嬉しいです。 

 

 

【日田市（小学生保護者）2件】 

インフルエンザ予防接種の無料化。 

家事・育児について。男性の参加が多くなっていると感じます。育友会や行事などで家事は女性がするものだと思って

いる夫です。主に女性がしてもいいと思いますが、週一でもいいので休みたいと思う。作ってほしい。出産後の「乳児

家庭全戸訪問」による保健師さんの訪問で、親身に話を聞いていただいて、不安なことを相談することにとても安心し

励まされました。4か月に 1度でしたが、初めての出産時には不安がいっぱいです。1か月に 1度でもいいと思います。

保健師さんを増やしてほしい。自分から行くよりも訪問してもらうと話がしやすかったです。 

 

 

【佐伯市（就学前児童保護者）4件】 

佐伯市では保育所が増えたり、中学生までの医療費を市か負担してくださったりと子育て支援が充実していると思いま

す。インフルエンザのワクチンの費用を一部でも負担していただけたら大変助かります。我が家では子供 3 人が２回接

種の為毎年 2万円費用がかかります。 

集団検診の際の保健師の質が悪すぎて相談事があってもする気にならない。検診へ行っても大した話はしない、内容が

あまりない話をするので意味がないと思う。今後、子供がまだ欲しいが、育休産休をもらえる職がほぼないので困る。

それなのに子供を産めだの言う CMや広告などはいらないと思う。そういうのが整ってから言ってほしい。子供が居るこ

とで働き口がほとんどない。 

発達で心配なことがあり、親身になって保健師が相談して下さりありがたい。月１のみてもらうきかいや療育につなげ

て下さり本当に感謝しています。 
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県や市が子供の医療費を保障してくれるのはすごくありがたいです。育休が１歳までというのはとても短いと思うので、

希望すれば延長できるような制度があるとよいと思う。自営業でも父親が子育てをできる時間が作れるような対策をし

てほしい。 

 

 

【佐伯市（小学生保護者）2件】 

佐伯市に住んでいますが、子どもの医療費がかからないのですごく助かっています。それが理由ではないのですが、私

の周りの家庭は「一人っ子」が少なく、「2人以上」、3人、4人、5人と子沢山な家庭ばかりです。（うちも含め）子ども

のうちは病院に通うことがやはり多いので医療費がかからないとすごく助かるし、子育てしやすいと思います。 

医療費無料に大分市もしてほしいです。子育てにお金がかかるので。 

 

 

【臼杵市（就学前児童保護者）2件】 

大分県に住んでいると各市町村によって医療費(小学生以上)の格差もとても大きくて"安いところに住んでいる人だけ

ラッキーみたいな風に思うことがあります。もちろん人口の多い少ないも関係があるのでしょうが、親としては切実な

問題ですから医療費無料が叶うといいです。 

年々とても子育てしやすい環境が整ってきていて助かっている。ただ休日当番でも小児には対応していないと言われ、

４０～５０分かかる県病やこども病院に電話するよう言われる。医師、看護師の人手不足など理解しているが、子ども

の体調は、夜間や休日に急変することが多いが受け入れてくれる場所が地方には少ない。 

 

 

【臼杵市（小学生保護者）1件】 

高齢者の施設充実と同等以上に小児医療体制の整備に力をもっと入れてほしい。 

 

 

【津久見市（就学前児童保護者）4件】 

県南に夜間もしている子ども病院を作ってほしい。保育料を下げてほしい。 

市が開く健康診断に行き、悩み等聞いてはくれるが、通り一遍の回答しか得られない。本当の意味で親身になって話を

聞く人がいない。小児科も然り。 

子育てをしていて一番不安なのが大きな病院が近くにないことです。子供は急に体調を崩したり、救急搬送か必要な場

合があるのですが、大きな総合病院の小児科は見てもらえる時間や曜日が縮小されたり、(現在は受診できなくなってし

まいました)救急搬送も隣町まで行かなくてはならなくて安心して夜を過ごすというのは子供が特に授乳のときはあり

ませんでした。今も子供の体調面の相談できる病院はなかなか見つけにくいです。子供の医療面、ケアの面にしても安

心して相談、見てもらえる病院が増えてほしいです。 
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子供の医療費を入院時の食費代もかからない様にしてほしい。予防接種は全て無料、住んでいる市が違ってもお金がか

からない（助成できる様にしてほしい）現在住んでいる市ではあまり小児科がなく、隣りの市の小児科に行っているが、

予防接種は住んでいる市での助成となるため、予防接種は住んでいる市、検診等は隣りの市と分けているため手間にな

る。 

 

 

【津久見市（小学生保護者）2件】 

津久見市の小児科が少ない。中央病院の小児科がほぼ機能していない状態なのでとても不便に感じています。言葉の訓

練に行きたくても小児科が月に数回しかないので仕事をしている私はなかなか休みが取りづらく、受診が出来ずにいま

す。それから、耳鼻科も少ないので利用しづらいです。医療面の充実を図ってほしいと切に願います。佐伯市まで行く

のは負担が大きいです。 

医療的ケアやリハビリが必要な子を持つ家庭では、子どもと二人での通院やスクーリングなどの外出自体が困難で付き

添いをしてくれる訪問看護師を必要としますが、訪問看護というしばりから、外出支援をしてもらうことができずにお

り、不自由さを感じております。それから一時預かりやショートステイなど利用したくてもできない現状があります。

リハビリについても障がい児専門の先生からリハビリを受けることも現状不可能となりました。このような現状を知っ

ていただき、近い将来、少しでも支援施策で可能になることを切に願っております。 

 

 

【竹田市（就学前児童保護者）3件】 

乳幼児健診を受けた際に担当された保健師さんが同じアパートに住むご近所づきあいが少しある方だったので「子育て

について悩みがありませんか?」聞かれても話しづらかったです。(年齢も下でお子さんもいない方だったので尚更でい

た)「私知り合いなので担当します」といった感じだったので。「子育てや家庭の悩みを話してください」というのであ

れば面識のない方を担当にしてほしいと思いました。数年前の話ですが当時すごく嫌な思いをしたのを覚えています。 

小児医療の信頼性、小児科医の定着。近くの小児科は評判が悪く、隣町の総合病院の小児科をかかりつけにしています。

そこも総合病院なので先生がコロコロ変わるので、良い先生だったり、悪かったり。病気の回復期での看護の悩み。祖

父母が近居ではいるものの、祖父母も仕事をしています。どうしても休みが取れないなどで、仕方なく母親が仕事を休

み、職場からは理解はあるものの、休みづらい環境でもあります。ファミサポなども考えましたが、普段なれない環境

へ回復期の子どもを預けることを考えると、仕事を無理にでも休まざるを得ません。 

小児を対象とした救急病院が近くにないことがずっと不安です。医療体制を整えて頂くことが、一番の希望です。 
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【豊後高田市（就学前児童保護者）4件】 

病児保育の時間が遅く始まり早く閉まるので、もっと長くしていただけるととても助かります。 

産婦人科を作ってほしい。そして豊後高田市の雇用を増やしてほしい。高田に住んでいても宇佐や市外に働きに行って

も潤わない。 

産院が少なすぎる。 

夜間（子どもを）に診察してくれる医療機関を近場につくって欲しい。 

 

 

【杵築市（就学前児童保護者）1件】 

定期検診（３才児検診など）を平日の昼間にするのはやめて欲しい。仕事をしている親にとって、かなりの負担である。

休日の午前中など、母親でも、父親でも参加できる日が良い。使い終わって、まだ使える洋服や、おもちゃ、育児グッ

ズなどを回収し、貸し出すサービスを行ってほしい。育児に関する相談会をもっと行って欲しい。もっと親身になって

話を聞いて欲しい。 

 

 

【杵築市（小学生保護者）1件】 

医療費がかからないことは助かるけど、それよりも、予防接種等の費用が高額になるのでそちらのほうの支援がある方

が良い。 

 

 

【宇佐市（就学前児童保護者）7件】 

小学校に上がってからの医療費の問題 

子どもが土曜の昼に階段から落ち、見るからの緊急性はなかったので、救急車は呼ばず、行きつけの小児科に電話して

も塩対応。結果、５か所へ電話して 30分かかる場所の整形外科を教えられた。もし今後、何かあった時に納得のいく対

応をしていただけるとは思えず、宇佐市に住むことに不安。隣の豊後高田では医療支援に力を入れていて、宇佐市も同

じようになればいいなぁと思う。 

任意の予防接種も助成してほしい。オムツを捨てるゴミ袋は指定でなく透明なら可にしてほしい。ゴミ袋代もバカにな

らない。 

子ども医療費の助成を中学卒業まで、入院・通院・薬代を無料にしてほしい。 

医療費の無償化を中学校卒業までして欲しいです。１回５００円になるのは知っています。今は幼稚園に行っていて、

１８時頃まで安心して働けるが、小学生になって、学童に入れなくなった時の放課後長期休暇中の日中が心配。長期休

暇だけ預かってもらえる場所があると助かる。（宇佐の児童館でしてくれたら、職員も新たにやとう必要もなく、良いと

思う）自宅から徒歩、自転車で行ける距離に小さくてもいい公園があると助かる。公園自体が少ない気がする。宇佐は

土地が沢山あるので企業誘致をどんどんして欲しい。 
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１才半健診や、３才健診などで医者から威圧的に意見を言われるのがすごく嫌です。母親は不安と自信もなく、子育て

を頑張っているのに何も寄り添ってもらえなく、保健部の方々はとてもよくしてくれるのですが、医者の方々はもうす

こしお母さん方の気持を考えられる方を選んでほしいです。 

インフルエンザの予防接種料が高いので、クーポンを出して下さり、とても助かりました。有効期限も長く、活用させ

ていただきました。また機会があれば発行していただけるとありがたいです。 

 

 

【宇佐市（小学生保護者）6件】 

医療費の控除に力を入れてほしい。 

子育て支援施策は、地域によって格差が大きいように感じる。隣の豊後高田市は 18歳まで医療費・給食費は無償。一方、

宇佐市は就学前まで医療費は無償。このような差がないように大分県として、全体で同じになるように取り組んでいっ

てほしい。大分県は大好きなので、大分県のどこに住んでも同じ制度で暮らせるようになるともっと住みやすくなるの

ではないかと思う。 

医療費の負担額の 3 割がとても辛いです。小学生でも低学年ではまだまだ病院にかかる事は多いです。それを大人と同

じ 3割負担は厳しすぎると思います。無料にしてほしいとまでは言いませんが、1～2割負担にしてもらえると助かりま

す。 

宇佐には良い小児科が 1つもない。小児医療の充実を。 

こんなアンケートを取って何か変化することがあるのですか？今現在の環境があまり変わらないと思う。今は予防接種

の種類が多くなったが、まだ子どもが未就学児童の時、ほとんどの予防接種代を支払わなくてはいけなかった。多分、

10歳以上のお子さんをお持ちの方たちはそうだと思う。医療費も無償になる時はもう中学や高校なのかもしれない。何

にしてもちょうど悪い時期に子育てをしている気がする。 

小学生まで医療費を無料にしてほしい。インフルエンザ等の予防接種も無料にしてほしい。市ごとでの違いがあるのが

不満。統一してください。少子化なら少子化に充実した支援をよろしくお願いします。 

 

 

【豊後大野市（就学前児童保護者）2件】 

医療費が無料（自己負担０円）というのはとても助かっています。 

豊後大野市は虫歯や肥満について問題視しているが、具体的に市民にどうすれば良いかを言わない。もっと歯医者など

と協力して子供達の為に行うべきだと思うフッ素の必要性や予防をもっと伝えるべきだと思う。知りたい人しか知らな

い、分からない人にも伝わる行動をするべきだと思います。 
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【豊後大野市（小学生保護者）1件】 

田舎は土曜日の午後から近くですぐに診てくれる医者がいないのが困ります。夜間でも安心出来るサービスが必要だと

思います。 

 

 

【由布市（就学前児童保護者）3件】 

由布市は、小児科が少ないのが難点 

子ども手当が満３歳から減額するのをやめてほしい。 

保健師さんの訪問や 0 才児健診等は必要ない。今まで助けられた事はないし、いつも不快な思いしかしない。日々忙し

いのに、時間や日程を決められているのも困る。相談をしてもまと外れな答えしか返ってこないし、母である私の対応

をせめるばかりで、毎回行くのをためらう。ストレス。 

 

 

【由布市（小学生保護者）2件】 

近くに小児科（常設）がなく、大分市まで行く必要がある。産婦人科もなくとても不便だと感じる。 

由布市では高校まで医療費が無料とかなり充実しているが、他市では給食費無料等、市によって偏りがある。県内で子

育てしやすい県になることを期待しています。 

 

 

【国東市（就学前児童保護者）5件】 

国東では夜間の小児科で具合が悪い時に近場で見てもらうことできないので、24時間体制で小さい子供でも近場で見て

もらえるところがあるといい。子供に熱が出たときに内科の先生しかいなくて大分まで行くのは小さい子供にとってき

ついと思うのです。 

国東市には小児専門病院がない為、不便。市民病院、夜間救急はあるがいざ受付の TEL をすると内科医しかおらず、対

応してもらえない事が多い。何の為の救急病院なのか意味がない。（実際に TELの時点で受入れ拒否され翌日違う小児科

へ行きました。）信頼感も安心感もない！！！ 

保健師からの発言や、児童館スタッフの対応などが、不安をあおられたり、ウエルカムな感じを受けず、不安や嫌悪感

をいだいています。もっと子どもや親への愛情をもった職員の育成をおねがいしたいです。「いつでもホットライン」も

「子ども救急電話相談」はいずれも、とてもつながりにくいです。混線しているのか電話の近くにいないのか…。相談

したいのに全くつながらない日もあります。改善を希望します。 

陸の孤島と言われる程道路交通の不便と小児科や病院が近くにない。公園等も無く病後保育施設まで行くのも遠いので

利用出来ない。 

  



48 

 

地域に病院はあるが、診察の満足度から遠くの病院に行っている。小児科医の育成も支援してもらいたい。ファミリー

サポートなど他人に預けるのは抵抗がある。保育士など専門知識や経験のある人の方がまだ預けられる。衣服も安いも

のを求めて１時間以上かけて買い物に行っている。せめて３０分以内の場所に子ども服（安い）を売っている場所が欲

しい。 

 

 

【日出町（就学前児童保護者）2件】 

市町村で異なるかもしれないが、医療費の無料期間が４月生まれと３月生まれ約１年間の差があるのは納得できない。

小学校入学までとかではなく満６歳等に変更してほしい。事務処理が煩雑になるという理由以外にそうなっている理由

が思いつかない。 

大分県内の中で、病児保育があるところとないところがあり、格差があります。なるべく自分で看病したいのですが、

病気が２～３日くらい続いてくると休みをとりにくくなります。病児保育所を作ってほしい。乳幼児健診での先生の対

応が、声も小さく聞きづらく、分かりにくい。不安にさせるような説明を行っています。あんな検診であれば、次は行

きたくないと思うような対応でした。乳幼児健診→まち時間が長い、このご時世、時間を分けて検診するべきだと思い

ます。 

 

 

【九重町（就学前児童保護者）3件】 

子育てしやすい現代になってきましたが、田舎では小児科や耳鼻科、皮膚科などがないため、郊外まで出て行かなけれ

ばいけません。その時間と労力、お金はとても大変です。そして、やはりいまだに母親が中心となり育児を行うことが

多く、それが当たり前の世の中で、母親のストレスは多大なものだと思います。もっと世の中が母親の負担を減らして

いけるようなサービスを行ってほしいです。 

中学卒業までの医療費の助成はとても有難いのですが、他の市の様に、窓口で支払わなくてよい様になるとうれしいで

す。 

過疎地での小児医療を受けやすい様になってほしいです。病気の時、本当に大変です。 

 

 

【九重町（小学生保護者）1件】 

休日や夜間の小児科医療の充実を考えて対応してほしい。大分まで行かないといけないので大変。 
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【玖珠町（就学前児童保護者）2件】 

インフルエンザなどの予防接種を無償化にしてほしいです。ひとり親家庭の家賃補助があると良いと思います。新しい

町営住宅を増やしてほしいです。 

夜間の一時預かりができると助かると思う。夜間、休日で病気時、どこにかかってよいか迷うので、身近に情報がほし

い。子どもを遊ばせる公園が少なくて、外遊びができない。 

 

 

 

  



50 

 

６．その他経済的支援、教育費等 

（就学前 27件、小学生 16件） 

 

 

【大分市（就学前児童保護者）4件】 

本当は、あるとは思うのですが、よくわからなくて・・・。経済的にとても苦しいので、もう少し子どもにお金がかか

らず生活ができたらなと思います。 

子どもは、できることならば兄弟が多く欲しいと思うが、経済状況からあきらめねばと感じます。特に幼児期が、家計

を圧迫します。今後、無償化になるとのことなので、大変ありがたく思います。 

三人目の子どもに関しては、税制優遇など手厚くしたら良いと思います。 

今年第三子を出産したが、児童給付は、５千円の少額でも、オムツ代などに使えて嬉しい。来年も継続してもらいたい。 

 

 

【大分市（小学生保護者）1件】 

自分は 3人兄弟なので同じように欲しかったが、経済的な理由から 3人はあきらめました。フルタイム勤務で育児休業

等利用しましたが、保育料、延長料、休日保育料等合わせると、月々が本当に厳しい状況が続きました。保育園に入れ

ないなど理由もあるかもしれませんが、ほとんどの方は経済的な理由が一番ではないかと思います。私の周りはこの理

由がほとんどです。「本当はあと 1人欲しかった」という声をよく耳にします。県、国がもっと力を入れなければならな

い問題だと思います。自分の子どもたちが困らなくて良い、生活しやすく子育てしやすい社会になることを願っていま

す。 

 

 

【別府市（就学前児童保護者）1件】 

地域で異なる子どもの助成制度などを平等にしてほしい。 

 

 

【別府市（小学生保護者）1件】 

すでに何人か子どもがいる夫婦で、もう一人、二人、子どもが欲しいと思っている家庭は多いです。その場合、経済的

理由で諦めています。子どもを増やそう（県として）と思うなら、そういうところに支援をしてはどうでしょうか。子

どもの人数に応じた減税とか、補助金とか。給食費の免除、医療費の補助。3人目以降は優遇されるようになれば、0を

1にするより効率的だと思います。県が子育て満足度 1位を目指して色々な政策を行っていることは素晴らしくとても

期待しています。お金の問題が一番確実に満足度を上げられると思います。 
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【中津市（就学前児童保護者）1件】 

子育てするにも経済的な面で苦労しています。上の子と７歳歳の差があり、幼稚園の月謝は兄弟児の対象ではなかった

りして、不満に思います。 

 

 

【中津市（小学生保護者）1件】 

出産時や小学校入学時などお祝い金のようなものがほしい。子どもが多い世帯への経済的支援。医療費の無償化（小学

生以上も）。インフルエンザの予防接種無料。 

 

 

【日田市（就学前児童保護者）2件】 

経済的支援をもっとしてもらえると子育てがとても助かります（子どもが多いので）少子化対策にとっても重要事項で

あるのではないかと思います。私の住む地域では保育所が充実しているので（今は…）助かっています。 

子育て世帯への経済的支援の拡充を望む。 

 

 

【日田市（小学生保護者）2件】 

小、中学校の給食費の無償化を実現していただきたいです。 

経済的な支援が一番と思う。まだ日田はやってくれているほうだと思うが、物価は上がるのに給料は上がらない状態で

大変。 

 

 

【佐伯市（就学前児童保護者）3件】 

妊娠出産支援や経済的支援は大変ありがたいです。年々良くなっているのを感じます。都市部は充実した施設が増え地

方は見捨てられ悲しいです。経済的支援も大事ですが子育てしながら働きやすい社会になるために労働力不足を補うべ

きだと感じます。各企業の問題ではなく育休産休の制度を利用できる社会環境づくりに投資してくれれば何人でも子供

を産んで育てたいと思う。 

住民税が高い。とにかく自治体、地域の税金等が高いので、その分、小、中学校の給食費やなんらかの援助などがあれ

ば助かる。豊後大野市？豊後高田市？のように、子どもがいる世帯へのなんらかの対策をもっと考えてほしい。休日で

も利用できる、無料で利用できる児童館のような施設があると子どもも、休日に働いている親も安心できるし、仕事も

休まずにできると思う。公立幼稚園の給食費等の支援策はなぜないのか。小、中学校はあるのに、義務教育でないから

でしょうか…。佐伯市には６年保育の保育所がないのが不思議です。 
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県・市町村により以前より金銭面など良いとは思いますが、病院通院（車で３０分以上）等の免除もほしい。通院費で

約１～２万／月払っている。親が行く病院の１０～２０分、子供を病院で一緒にみてくれる。子供２人～３人注射に行

くと２人とも泣いて小さいと抱っこを希望される。２人はムリなので、少しお金を出してでも一緒に付き添うシステム

がほしい。 

 

 

【佐伯市（小学生保護者）1件】 

給食費の無償化をお願いしたい。 

 

 

【臼杵市（就学前児童保護者）2件】 

住んでいる地域が割と田舎の方なのでアパートがなく、住みたくても住む場所に困っているので、子育て世代でも住み

やすい所があれば助かります。あとオムツなど必要なものを購入するのに少し遠くまで行かないと無いので、緊急に必

要な時に困るなあと思います。 

自営業（農業などで）者に対しての金銭的な支援が、もっと充実してもいいと思います。産前産後は（特に産後）少し

ゆっくり休みたくても、仕事が忙しく、休みをほとんど取ることができないです。（働けないことが即収入につながるの

で）野菜と米を作っていますが、出産にあわせた、作づけにし、妻の手がなくても作業が進められるようになれば、も

っと産みたいという方もいるのではないでしょうか！？自営業の場合（特に家族経営では）産休育休という制度はあり

ませんので、そういった支援が必要かと思います。 

 

 

【臼杵市（小学生保護者）1件】 

児童手当ては本当に助かっています。ありがとうございます。現在 4か月ごとですが、2か月ごとになったら助かりま

す。高校になったらお金がかかるので高校生まで手当てがあると本当にありがたいです。難しいですけど。 

 

 

【津久見市（小学生保護者）2件】 

子は国の宝というが、子が多いほど色々な面で経済的負担が多い。その割、税金（国の税、固定資産他）が普通に取ら

れる。お金の負担を減らしてもらえると助かると毎日思います。 

高齢者の方が手厚く、お金もたくさんかかっている。子育ては、0歳～18歳までずっとお金が掛かる。子どもを多く産

むためには安心して働き、育てられる環境が一番必要と思う。経済的支援が必要。給食費無償化、高校無償化、学生へ

の支援など。 
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【竹田市（就学前児童保護者）1件】 

経済面の支援をはじめ、子育て支援（金銭的な）を今よりももっと充実させ、大分県に住みやすい環境を作って欲しい。

他県からの移住者にもパッと見てわかる支援金などあると大分ってすごいなって思えると思う。 

 

 

【竹田市（小学生保護者）1件】 

子育て支援にどれだけ予算を付けられるかが重要だと思います。幼児教育ももっと充実させていただければと思います。

ただ一番重要なのは、金銭的に援助が一番わかりやすく効果もあるのではないかと思うので、高校、大学まで学費の援

助なり、無償化なり、大胆な施策をしなければ他県との差別化は無理だと思いますし、本気で頑張ってほしいと思いま

す。それから、男性の育児参加はそれほど必要ないかと思います。重要なのは母親が子どもの面倒をゆったりと見られ

るような働き方が出来るようにしていただけたらと思います。 

 

 

【豊後高田市（就学前児童保護者）1件】 

今の地域は、割と子どもを育てやすいと感じます。ただ、ひとつ不満があるのは、（これは、地域は関係ないのですが）

児童手当が家庭の収入によって減らされることです。収入が多い場合はその他の税金等もかなりもっていかれます。そ

れに加えて、児童手当も随分減らされました。我が家は自営業を営んでいますが、従業員や両家両親の事も面倒をみて

いかなければなりません。家庭の環境や状況は皆さん色々と事情はあると思いますが、ひとりひとりの子どもに対して

は平等にしてもらいたいです。その子ひとりひとりが、将来の担い手になるのですから。高校までの医療費を無料にし

たり、中学までの給食費を無料にするよりも、不平等をなくしてほしいです。私たちは、人が寝ている時間も、休んで

いる時間も働いてやりくりしています。遊んで収入を得ているわけではありません。たくさん税金を払って、子どもに

は手当を減らされて…。なんだか納得がいかないという事を理解してほしいです。 

 

 

【杵築市（就学前児童保護者）3件】 

子育てにかかる経済的な負担をなくしてほしい。（保育料、予防接種は無料に）小学生以下は無料の施設等欲しい。出産

後、育児休暇、復職後は時短をしていますが、業務が多忙で残業する毎日で子供といれる時間がない。子供園の時間も

残業にあわせて、夜まで預かってほしい。学童が少なく、小学校４年生になると入れるところが少ない。小学生まで子

供を預けられる施設が欲しい。会社で時短をしていると、試験には受かっているのにプロモーションしない。朝早くか

ら預かれるこども園、小学校の受け入れをして欲しい。共働きで生活の変化があるのに、保育園、小学校、自治体は昔

のまま。変化に対応できてない。 

子育てはお金が、思っている以上にかかるので、その辺を、支援してほしい。２人目の出産祝いを出したり、住まいの

支援をしたり。他の県は医療費無料とかあるから、県で、統一してほしい！！ 
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市町村によって子育ての手当て（予防注射の補助）に差があるので一律にしてほしい。予防注射の金額が高い（インフ

ルエンザなど）・子育て支援だけでなく、子育てに時間が取れるよう、賃金や働き方も考えてほしい。賃金が安い→長時

間働き、子供と過ごす時間が取れない。 

 

 

【宇佐市（就学前児童保護者）3件】 

子供はたくさん産みたいですが、将来進学のことを考えると理想の人数は産めません。自分(親)達でさえ奨学金返済で

家計が苦しいです。教育にお金がかからない未来を望みます。 

給食費が無料になると嬉しいです。 

他県から移住してきたので、宇佐市は、経済的に補助してくれるので助かる。また、保育園にスムーズに入れるのもよ

い点。しかし、３人は、小学校以降の経済面、私たちの老後に必要なお金、（子供達に迷惑をかけない程度のお金）をの

こすためには、３人は産めないと感じています。 

 

 

【宇佐市（小学生保護者）3件】 

子どもが 3人以上になると共働きでも生活が困難。子どもが病気の時も休めない。何より経済的な支援が必要。経済的

な支援がなければ会社を休むことも出来ないし、預けることも出来ない。子どもが大きくなると将来が不安である。 

豊後高田市の子育てに対する支援は手厚くとても良いと思います。宇佐市等、校区外への通学が緩和されていない市町

村があります。家庭の事情など様々な理由があると思います。子育てにも何かと家庭に負担がかかっているのが現状で

す。隣接の校区へは通学可能とする等の支援は必要です。 

子どもが多いと迷惑をかけてしまうことが多い（仕事や公共の場など）。もっと子どもをつくりたくてもあきらめてしま

う。経済的な面でも、地域によって医療費や給食費などで、不平等を感じます。子育てはとても大変な仕事だと思いま

す。お金や仕事や時間などに悩まず、ゆっくり余裕をもって育児をしてやりたいと思います。少子化はもっと進むと思

います。子どものいない夫婦や、結婚していない同世代の友人が多く、とてもゆとりのある生活を送っているように思

います。今の子育ては習い事もあったりで、とてもお金がかかっています。 

 

 

【豊後大野市（小学生保護者）1件】 

子育て期は、未就学児や小学生の間だけではありません。特に、豊後大野市では、高校の統廃合により大分市の高校へ

通う子も多いです。以前より交通費がかかっている家庭が多いと思います。我が家も将来、高校への行き帰りだけで相

当の出費があると思うと不安です。子どものためには負担は仕方ないですが、大分市と他市町村では出費の格差が大き

いので県としてそういう部分も含めて取り組んでもらいたいと思います。 
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【由布市（就学前児童保護者）2件】 

お金を支給するような支援は、ごく短期の支援でしかないように思う。その財源をもっと他の支援に回してほしい。子

どもの遊び場の整備など。地域の特性上、祖父母が遠方で父親も不在な家庭が多い。一方で、万が一の時に子どもを預

けられるサービスが少ないように思う。ファミサポ、一時預かりがほぼ使えない。子どもを遊ばせる場所が本当に少な

い。大分市や別府市には、小さい公園があちこちにあって、うらやましい。 

親の収入格差による、子育てへの影響が保育園の同級生をみていても伺える。習い事をさせたいが時間や費用面、仕事

の都合等で見合わせている。親に時間的、金銭的余裕があれば、もっと本人の意志に合わせた事をさせてあげられるの

になあと思う。今の現状では難しく思う。 

 

 

【国東市（就学前児童保護者）1件】 

昔に比べて、保育料や医療費などとても安かったり、お金がかからなかったりと、とても助かっています。本当はもう

一人三人目の子どもがほしい。経済的にも肉体的(仕事をして子育ても)にも、今は大変で三人目は難しいのが現状です。

でも、人口増加や周りの独り身の方にも結婚して、子どもを作ってより良い人生にしてほしいと願います。 

 

 

【日出町（就学前児童保護者）1件】 

ひとり親にはとても手厚いのに、両親そろっているだけで様々な負担をしいられている気がします。三人産んで育てる

のは、とても大変です。もう少し三人目に対して手厚くしてもらえるといいなあ・・・とよく思います。うちは、待機

児童の期間がなく入れたので、大変な思いはなかったですが、働かなければいけないけど預け先がない、仕事は休めな

いけど病後児保育はいつもいっぱいで、仕事を休んで家で看るしかない。三人いるとそのリスクは三倍です。インフル

エンザに１人かかれば、立て続けに三人。ほぼ１ヶ月近く休まないといけないことも・・・。職場に戻れば、立場が悪

い。女性は、働きにくい世の中です。少しでも、子どものことを一番に考えて、幸せに生活できる世の中になってほし

いなと思います。 

 

 

【日出町（小学生保護者）1件】 

仕事と子育ての両立がとても難しく感じます。経済的にもお金がかかるので、しっかり働いて子育てをしていきたいの

ですが、病気による休み等、理解されにくく短時間勤務を選ばざるをえない状況です。経済的に安心できればもう一人

産みたいと感じますが、産休育休が取れないのであきらめています。病児保育の拡大、育児への企業の協力が不可欠と

思います。 
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【九重町（小学生保護者）1件】 

自営サービス業です。それだけでは足りないのでパートに出ています。育休も産休もむろんなく、夫婦二人で営んでい

ますので、どちらかが病気になると収入もなくなるとても不安定な生活で、将来とても不安です。高校が近くになく、

子どもが下宿で通いだしたときの生活費や学費、考えただけで恐ろしいです。どうか高校の学費の無償化、奨学金が徹

底されていきますように。土日祝日・ＧＷもお出かけできません。公務員の人たちが本当に羨ましいです。 

 

 

【玖珠町（就学前児童保護者）2件】 

多子世帯へもう少し経済的支援をしてほしい。ひとり親世帯に対し、医療費の全額免除等優遇し過ぎだと思う。必要な

部分もあるが、離婚の助長に繋がるのではないか。 

子育ては大変です。３人目を育て中なのでよく分かります。お金もすごく使います。でも、共働きでないと普通の生活

はできません。税金はムダ使いせず、子育て支援に使うべきです。お金はお金を貯めこんでいる人から取って下さい。

あと子育てに祖父母との同居はとても良い事がたくさんあります。近所はほとんど同居しているので子供たちはみんな

優しく育っています。でも親にとって同居は苦痛です。ぜひ手当てを出してください。 
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７．公園、道路等 

（就学前 53件、小学生 17件） 

 

【大分市（就学前児童保護者）4件】 

現在、未就学児と小学生の子どもがいます。長子の時に比べ、ほんの少しの年の差ですが末子の時の方が、乳幼児期へ

の子育ての周りの環境は、とても子育てしやすくなっていると思います。施策等が広まり支援も広がってきて、嬉しく

思います。行政の取組に評価できるところだと思います。特別な施設もありがたいのですが、地域の公園など今は犯罪

なども含めて子どもたけで行かせることに少し不安を感じます。ボール遊びがダメな公園など規制が多く、子どもたち

も自由にできる場所がないように思います。なので、まずは地域の中で、自由に遊べる公園の安全対策もあると良いな

と思います。 

南大分荏隈地区に住んでいますが、公園少ないです。雑誌などで市内の公園特集があっても駐車場がないといけない。

子供ルームは飲食禁止でランチルームがないところが多いので昼食の段取りを考えて出発しなければならずあまり利用

していない。 

道路歩道拡充、大分全体の道路環境の整備。電車バス利用時等交通機関利用時に登録メールに利用状況がわかるサービ

スの拡充。子育てしたい家族（不妊家庭等）に里親や不妊治療の補助（これについては大分は良いと聞きますが）等。 

幼児が遊べる遊具がある公園で、駐車場がある場所が少なく、不便に感じます。 

 

 

【大分市（小学生保護者）4件】 

子どもが安心して遊べる公園が少ない。 

行政のスピーディーな対応を希望します。子どもの通学路において、3年ほど前に自治会長を通じて、横断歩道の造設

を市へ提言・依頼しましたが、現在になっても設置されていません。その場所は、毎日子どもたちが通学路として通っ

ている道路で、交通量が特に朝の通学時間帯に多く、危険な場面もあり、子ども会の親子さんからの意見でもあり、お

願いしたという流れですが、時間がかかりすぎだと思います。 

スポーツをしている子ども達が安全で回数多く練習できるように公園やグラウンド等を整備してほしい。子ども達が成

長する時、したい時にのびのびとさせたいので利用したりすることを地域の人に理解してもらえると嬉しい。 

大分は安価で利用できる子供向けの公共施設が少ない。雨の日に行くところが少ない。（動物園や科学館など）。車で動

かなくてはいけないわりには、公共施設で駐車料金がかかる。子育てクーポンなどはうちの子の時には無かったのでア

ンケートに答えにくかった。田舎は子育てがしにくい。 
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【別府市（就学前児童保護者）3件】 

子どもが遊べる場所を増やしてほしい。遊具の多い公園、あそびま～れ(室内)など・・・子育てクーポン、今年ぐらい

に 3子以上 3万になりましたが、その前に産んだ人達にも出してほしい。うち 5人目だし、5人目で 1万少ない。市町

村によって、子育て支援が全く違う。別府市は、最悪ですね。 

図書館や公園など、子どもが利用しやすいようにしてほしい。駐車場がなかったり狭かったりして、行くのをためらっ

たりすることがある。高齢者のための施設ばかり改良されて増えている感じがする。 

雨天時に屋内で遊べる、体験できる施設（あそファームランドみたいな…）があると嬉しいです。 

 

 

【別府市（小学生保護者）1件】 

雨の日の遊べる施設がないです。また、別府市は大きなグラウンドがたくさんあるのに大型スポーツ店ないです。スポ

ーツが盛んなのに大変残念に思います。 

 

 

【中津市（就学前児童保護者）5件】 

パチンコ店ばかり増やさなくて、もっと意味のある施設ができたらうれしいです。田舎だから難しいかもしれないけど。 

角木、大塚地区。特に角木地区に公園を作ってほしい。子供達は遊ぶ場所がない為、道で遊んでいます。ボールを使っ

た遊び等、もっとたくさんしてほしいと思います。 

子供の遊び場など充実してきたものの、衛生上の問題はかなりあると思います。室内室外共に。（公園などトイレを含め、

園内のペットの糞尿など、掲示のみではなかなか防げていない。ゴミなどは気付いた人が拾う事が出来るが。）ベビーカ

ーを押して歩く時に、安全な所が少ない。信号の待ち時間がおかしい。車も、歩行の際も…。（右折信号が無い所、など）

夕方の渋滞時の時だけでも、改善して頂きたい。 

公園に行った時、トイレに子供をつれて行った際、まだくみ取り式便所で子供がトイレをできなかった。私立の幼稚園

が少ない。 

１歳でまだ公園で遊ぶには難しいなと思うこともあるので、施設等あるのは知っているが入りづらさを感じています。

（入っていいのかもわからない。）もう少し入りやすくしてほしいので施設の開放時間、日時、場所、どういう物がある

のか（プレイルーム、絵本、つみき等）がわかるように市報や市のサイトに記載してもらえると嬉しいです。 

 

 

【中津市（小学生保護者）2件】 

雨の時でも遊べる場所。開放的な。イオンやゆめタウンなどにあると嬉しい。有料でもいいと思う。 

中津市にも無料で遊べる屋内施設が出来ましたが、うちの子は皆、小学生以上なので入場できません。屋外にも大きく

て立派な公園が出来ましたが、雨が降ると遊べないので、小・中・高校生でも自由に気軽に遊べる体育館のような施設

があればいいなといつも思っています。子どもだけでなく、親も気軽に利用できると尚いいなと思います。 
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【日田市（就学前児童保護者）10件】 

子どもの遊び場や施設が少なすぎるので、もっと作ってほしい。その周辺にファミリーで利用できるレストランや広場

があれば、もっと家族で出かけることができて楽しい時間が過ごせると思う。またアウトドアを気軽に楽しめる場所が

あるといいです。 

日田は、小さい子どもの遊ぶお店がない。 

イオンモールみたいな買い物もできて子供も遊べるような場所がほしい。日田にはメインとなる施設がない。あれば周

辺の市町村からの集客雇用にもつながると思う。病院や教育機関は充実しているが住んでいて楽しくはない。(転勤族だ

から他県と比較してしまう) 

子どもが遊べる室内の場がほしい。 

雨の日に子連れで遊べる施設があると良いと思います。 

小さい子どもも安心して遊べる公園や屋内施設がもう少し増えると嬉しい。周産期、産後の母体ケア等の推進（情報発

信含む） 

雨の日に遊べる（小学生でも）屋内の施設が欲しい。病児保育の充実。・１～２歳でも送迎できるバスをつくってほしい。 

小さな子～小学生が遊べる様な公園や施設（ファンタジーキッズリゾート等）が近くにほしいです。小さな子供も一緒

にランチ出来る所が欲しいです。広い畳でおもちゃがあるような…。 

公園遊具の点検 

大型連休時、小児科の当番医が別にあると良い。地区により公園がない。児童館は校区により子供が行けない（遠い）

地区がある。同じ日田市内に住んでいる子供なのに遊べる場所や公園の数に差があるのはおかしいと思う。土日や雨の

日は、公民館等を解放して、遊具等を置いて遊べる様にすれば、いいと思う。 

 

 

【日田市（小学生保護者）2件】 

子どもたちの公園の注意書きに「ボールで遊んではいけない」、「騒いではいけない」等がある場所があります。子ども

たちが放課後や休日、お友達と楽しく身体を動かし声を出してボール遊びをする、当たり前のことが地域で迷惑がられ

ては、子どもたちの行き場がありません。みんな子どもだったはずです。もっと地域の大人の理解が必要です。宜しく

お願いします。 

子育て支援のためと言うが、公園（子どもたちが遊ぶ場所）が少ない。日田市のプールを少し充実してほしい。幼児だ

けではなく、小学生、中学生位を対象に。 
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【佐伯市（就学前児童保護者）9件】 

子どもが多い地区なのに、歩道がなかったり段差が多かったり、ベビーカーを使いづらい環境なので、とても困ってい

ます。 

無料の室内で遊べる所を増やしてほしい。親一人で兄弟を連れて施設に行くと、人数制限があり利用できないので、監

視員を増やす等、対策をとって気軽に利用できるようにしてほしい。 

私が住んでいる地域は近くに公園が少なく、外で十分に遊ばせられない。あと、何にでもお金がかかるので、ごみ袋の

無料配布などしてくれるとありがたい。 

子供が外であそぶ場所や公園が減ってきていて外であそぶには場所が決まりつつあります。気軽に子供たちがあそべる

施設など増えるとうれしいです。近くに公園がないので子供とあそぶのも家の中が増えてしまうので、公園等の施設が

増えると助かります。 

子供を連れてごはんを食べに行ける所が少ない。子供、ママ友、子供のいないママの友達が集える場所がなく外出する

機会が減ってしまう。子供を出産後、再就職に困った（保育所に入れない、条件の合う職場が少ない）予防接種や検診

は平日しか出来ないので、職場に度々休暇を届け出る必要があり、肩身が狭い。母親の（働く）負担が大きい。 

子どもを、連れて行って遊べる、公園施設の充実。佐伯で遊ぶとこがあんまりないので、休日等は大分の商業施設に遊

びに行きます。 

地区の人とふれあえる機会をもっと増やして欲しいと福岡へいる時も、大分へ帰って来ても思います。もっと公園を色

んな場所に作って欲しいとこっちに帰って来て思いました。中々予算とか人口の関係で公園作りは難しいかと思います

が、公園がきれいで、遊べる遊具があれば、お金を払ってでも訪れたいと思うと思います。 

子供が遊べる場所が増えるといい。保育園等の施設整備。インフルエンザの予防接種に対して補助があるとうれしい。

未就学の子供がいる職員に対しての働き方を考えて欲しい。 

子どもの遊べる公園がもっと増えると嬉しい。子育てをしながら、働きやすいようにしてほしい。 

 

 

【佐伯市（小学生保護者）1件】 

家の近くでボール投げをしたり、自転車に乗れたり自由に遊べる広場があればよいなと思います。 

 

 

【臼杵市（就学前児童保護者）1件】 

室内で無料、乳児～小学校までの子供が遊べる施設がほしい。公園はできたが、雨の日や寒い日に遊べる場所が無い。 

 

 

【臼杵市（小学生保護者）1件】 

各地域でルール・マナーの徹底。（学校下校後の）。小さい子どもが安全に外で遊べる場所。大きい場所ではなくても住

宅街には小さい子ども向けの遊具を置く等。小学生が遊びに行く際、幼保育園児は一緒に連れて行かない（子どもだけ

で）。 
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【津久見市（就学前児童保護者）1件】 

公園・道路等 

 

 

【竹田市（就学前児童保護者）3件】 

地域によって福祉施設が充実しているところが違ってくる。本当は地元の子どもルーム等で遊んで近くに友達を作って

ほしいけど、そのような場所がないから、遠距離のこどもルームに連れて行っている。地元の福祉サービス等には満足

している。定期的に連絡が入り気に留めて頂いているので安心できる。仕事が不定休なので日曜、祝日も預けられるよ

うにしてほしい。 

公園や出たところのトイレが不便。多子に対して生活しにくい。(周りの手が少ない) 

竹田市では子供の遊ぶ公園が少なかったり小児科もなくなるという危機だったりと市外にいかなければならない事が増

えてもっと竹田市内での子育て機関を増やしてほしい。大分県内全ての市町も子育てしやすいと言うより子供がいると

いう設定でのお店や公園作り等が必要かなと思います。例：美容室は子供が来てもたいくつしないような気遣いが出来

るお店が増えていて行きやすい。 

 

 

【杵築市（就学前児童保護者）2件】 

近所に子ども達が遊ぶ公園がない。遠くの公園まで行けないので、小学校の区域に一つくらいは安心して遊べる所が欲

しい。今、公立幼稚園に行っていますが、働く親には帰りが早いため預けにくく、子どもの人数も減っている状況です。

預かり保育の延長や 2年から 3年保育への移行など、今の働く世代に合った内容に変えてもらいたい。フルで働いて子

育てもしっかりするとなると、親(祖父母)の協力がないと難しい。 

市内に、土、日、祝日に利用できる屋内施設がありません。子どもが小さく、悪天時は公園にも行けず困ることがあり

ます。未就学児が気軽に遊べる屋内施設があると嬉しいと思います。 

 

 

【杵築市（小学生保護者）1件】 

ベビーカーや傘さし抱っこでも安心して往来できる道路拡充。雨でも気軽に体を動かせるよう体育館等施設の開放。不

用になった子ども服や用品を気軽に持ち込めるコミュニティーの開設。（リサイクル）。コミュニティー運営に必要な人

員を育成するシステムの立ち上げ。老人福祉施設を中心に職場での託児システム誘致の推進。上記のような環境が整っ

ていけば、個人のニーズへの柔軟な対応も幅が広がり、孤独な子育ても減り、持ちつ持たれつ社会につながる助けにな

るのではないかと考えました。 
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【宇佐市（就学前児童保護者）4件】 

子供が遊べる場所が少ない。(中、高生でも遊べる場所がほしい) 教師のレベルが低すぎる。(うちの子供は夢をバカに

された。教師が遅刻してくる。授業中何を言っているかわからない)保育士のレベルが低すぎる。(子供のことを全く考

えていない。自分たちに都合の良い保育園を目指しているだけ、やめたほうがよい。もっと意識を高め徹底してほしい) 

学校でのフッ化物洗口はやめたほうがよい。子供には絶対させたくない。教師や保育士も定期的に適性検査を実施すべ

きだと思う。 

遊具を置いている公園を増やしてほしいです。 

田舎では遊ぶ場所が少なく、広場があったとしても、目の前は道路で、車がよく通るなど、危ない所が多い。（水路も多

い。）ガードレールを増やす、カーブに車がスピードを出さないようにする目印をつけるなど、交通面の安全を確保して

頂きたいです。 

雨の日に子どもを気軽に遊ばせる場所があるといいと思います。理想を言えばそこでお茶をしたりのんびりリラックス

できる親向けのスペース（ベンチとか自販機ではない）がほしい。教育の面で遊びだけでなく、英会話、体操、クラシ

ックバレエ、ダンスなどの教室を各県、市町村平等に作ってほしい。田舎では、子どもを通わせる教室が少なく限られ

ている。（文化面の充実）体験教室のような感じで、子どもも参加できるイベントを多く作って、休日等各地で行ってほ

しい。そこで子育てほっとクーポンを使えるようにすると金銭面で厳しい家庭のこどもも遊べるのでは？ 

 

 

【宇佐市（小学生保護者）2件】 

子どもが安全にのびのびと過ごせる屋内型の大きな施設が欲しい。 

都会には公園等もあるが、田舎には「山で遊ぶな、川で遊ぶな、海で遊ぶな」と学校で言われ、子どもの遊ぶ場がなく

ゲームしか娯楽がない。 

 

 

【由布市（就学前児童保護者）4件】 

由布市は子供の遊ぶ施設が少ないと思います。特に湯布院は子供を連れて出かけられるところが少なく、とても子育て

がしづらい。保育園も入りにくいので、なかなか産後復職できなかった。 

由布市湯布院町に住んでいますが、ろくに公園がない。病院も小児科や耳鼻科がなく、わざわざ車で遠くまで行かなく

てはならない。幼児教育無償化よりも先にすべきことをしてほしい。 

遊ぶ場所が少なくメディア依存です。車や人の多さに外に出づらいです。後々の学力低下もこの歳から起因するのでは

…？？と懸念しています。（由布市の学力テストの結果をみても） 

近くに遊べる公園がないため車で行かなくてはいけない。日常的に利用できる公園や遊べる場所を充実させて欲しい。

そこで、親や子供とのつながり、近隣の方とのつながりができ安心して子育てが出来ると思う。 
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【由布市（小学生保護者）2件】 

近所に公園がなく外で安心して遊べる場所が少ない。大きい公園でなくてもよいのでもっと増えれば良いなと思います。

児童館も少ない。子どもがたくさんいる家庭の支援をもっとしてほしい。 

通学路に歩道がなく、車の通りも多く、子どもたちが登校している姿を見ると事故が起きないか心配になります。交通

量の多いところこそ歩道を確保して安全第一に考えていただきたいです。（由布市挟間町です）。 

 

 

【国東市（就学前児童保護者）3件】 

赤ちゃん服などのお店がない。子供服もあまり置いているお店が少ないので、保育園などの行事の時にいざというとき

買いに行けるお店がない。公園がないので、遠方まで行かないといけない。 

国東市には公園が少なく私の知り合いはほとんどの方が市外の公園に行っている。医療費が無料や保育料の無償化など

経済的支援は十分助かっている。子供が安全に遊ぶ場(公園)がないのが不満。 

土日祝もシフト制の為仕事になる。基本祖父母に見てもらうが都合のつかない時もある。気兼ねなく預けられる施設が

ない。ファミサポが家ではなく施設で(解放した)面倒を見てくれるとよいと思う。送迎も保育園のように施設に連れて

行く方が親として安心できる。お互いの自宅というのは何となく抵抗がある。国東市には雨の日に子供が遊べる場所が

ほとんどない。遊具のある体育館があればよいと思う。元気がありあまっているので。よろしくお願いします。 

 

 

【国東市（小学生保護者）1件】 

子育てに関して医療制度等はとても充実しており有り難く思っています。ですが、子どもたちを安全に遊ばせる場所が

なく、とても困っています。公園一つ行くのに遠方へ行かなければならないのが少し困っています。 

 

 

【九重町（就学前児童保護者）1件】 

小さい子どもを連れて遊べる場所がほしい。晴れている時は公園や学校で遊べるけど、まだ歩けない子には難しい。地

面が水浸しや雨や雪の日、ハイハイの赤ちゃんでも遊べるような設備が、すごくとてもほしいです。支援センターは保

育園に預けるときに、時々遊びに行っているらしいです。イオンモール内にあるようなキッズスペースが玖珠郡にある

のが理想です。どうか、この願いを叶えてください。お願いします。 
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【玖珠町（就学前児童保護者）3件】 

玖珠町は、夏場気軽に遊べる、水、プール等の施設がない。雨の日など遊ばす場所がなく困る。 

子供が室内で遊べる場所があるとうれしいです。・玖珠には、皮膚科がないので、大分、日田に行くのが大変です。アト

ピーで子供をつれていくだけでも、大変なので玖珠にも皮膚科があると助かります。買い物に行くと、小さな子供のト

イレやおむつ替コーナをもっといろんなところでじゅうじつしてほしい！！他県の人がみて、大分県はすごく子供を育

てやすい環境だと思えるようなうらやむ自慢の大分県にしていってほしい！！有言実行をしてほしい。 

週末、雨や雪など（寒い日、暑い日）屋内にて遊べる施設、広く走り回れる場所があると助かります。 
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８．広報 

（就学前 6件、小学生 3件） 

 

【大分市（就学前児童保護者）2件】 

子育てに対する不安や悩みを気軽に相談できる場所の増加または、現在ある施設のアピール強化を行って、虐待や育児

放棄による不幸なニュースを出さないようにしてもらいたい。 

子供のための事業があっても知るすべがない。小学校、幼稚園、保育園などで広告を配るとか、広告メールやラインを

配信して欲しい。保育料が高い。子供２人を園に入れるのは、生活が苦しい。３人目はタダなので良い２人目も考えて

しまう。子供を自転車（三輪車）に乗せて後ろから押して散歩すると、段差の衝撃で子供が転落転倒してしまった。段

差や凸凹な歩道、狭い歩道の見直し。 

 

 

【大分市（小学生保護者）1件】 

このアンケートの内容を見て知ったサービスもあるので情報の発信にもう少し工夫をしたら良いのでは？知っている人

だけが利用できるサービスはサービスではないのではないでしょうか。 

 

 

【別府市（小学生保護者）1件】 

子育て支援サービスの周知を徹底してください。知らない間にサービスを受けられる期間が終わっていたこともありま

す。また、サービスの内容を分かりやすくしてください。できることなら医療費を中学校卒業までの負担が無くなると

大変有難く思います。 

 

 

【中津市（就学前児童保護者）1件】 

子育て支援世帯へ市報のような、定期的に配布される資料が欲しい。育児休業制度を利用しなかった場合、妻への負担

が増えるので手当てを受け取れたり、会社へペナルティを与える等して、会社側へ行政からもっと言って欲しい。 

 

 

【佐伯市（就学前児童保護者）1件】 

大分市には、大分市子育て支援サイトがあるが、佐伯市にはそのようなサイトがない。基本的に情報が古い。このネッ

ト社会において、大分市と佐伯市ですごく格差を感じる。佐伯市でも色々な活動、おもしろそうなイベントを行ってい

るがもったいない。私もだが、移住してきた者が情報を得られず、外に出るきっかけがつかめない。孤独な子育てに陥

りやすい。 

 



66 

 

【豊後大野市（就学前児童保護者）1件】 

サービスについて色々知っているのもあったが、知らないサービスも多かった。知っているサービスも利用の仕方がよ

く分からず、役所に行けば教えてもらえるのだろうが行くのも大変なのでインターネットで調べて分かりやすいサイト

があると嬉しい。あと、そのサイトでサービス利用者さんの感想（どこの保育園を利用した、施設を利用したまで分か

ると嬉しい）を書き込めるようにしてくれると参考になって有難い。もうそのようなサイトがあるのなら、私は知らな

かったので、母子手帳をもらう時や産婦人科に用紙をくばったり、貼ったりしてくれると嬉しい。一時預かりなどのサ

ービスも気になるが保育士さんが大変だという話やニュースがあるので利用しにくい。だから保育士さん達の待遇の改

善を頑張ってほしい。 

 

 

【宇佐市（小学生保護者）1件】 

サンプルとして統計調査に協力するのは何も問題ないのですが、「調査の結果」がどうなったのかを知る機会がございま

せん。そうした連絡等があるとより、世論の喚起などにつながると思うのですが。 

 

 

【玖珠町（就学前児童保護者）1件】 

支援や制度は数多くありますが、どれも自分から動かないと得られません。産後の育児疲れで内向的になっている時に、

自分から連絡してというのは難しいです。気力もない。定期的に案内文書や電話等が行政からあると相談しやすいと思

います。乳児は外へもあまり出せず、孤立する感覚がありました。インターネットが使用できない環境であれば、情報

も得られないと思います。虐待防止のためにも、接点を増やしてほしいです。 
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９．その他 

（就学前 34件、小学生 9件） 

 

 

【大分市（就学前児童保護者）3件】 

以前、友人が野津原の市役所で行っている子育て広場に参加した。友人は稙田に住んでいるが、野津原も近いため、ま

たいつもと違う場所に行きたかったので参加したが、住所を聞かれ野津原地区でないと知ると、とたんにスタッフが冷

たくなったと聞いた。大分市内なのに学区外だと利用したらいけないのか。ボランティアも多いと思うが、その人たち

にちゃんと教育しないと、友人のように落ち込む母親が増えますよ。友人は、もうあそこには行きたくないと言ってい

た。 

大分県はとても子育てをしやすい所だと感じています！！（環境・治安・福祉事業等）しかし、もっと、更に、良くな

ると人口増加や結婚活動にも皆協力的に積極的になると思います！！今の時代の流れとして女性の社会進出も活発に行

われています。とても良い事だと思いますが、それと同時に女性＝母親という見方に重点を置き、仕事との両立が可能

になるとセーブしている出産を積極的に夫婦で考えて行く事ができます！！今後にとても期待しております！！どうぞ

よろしくお願い致します！！ 

もっと子どもや親子で楽しめるイベントを沢山してほしい。 

 

 

【大分市（小学生保護者）2件】 

今後少子化社会が大きく変化（右肩上がりで出生数が伸びる）することは考えにくい。しかし、子育てしやすい環境を

作ったり、県独自で子育て No1 を目指すための大きな目玉となる取り組みをすることでもしかすると変わるのかもしれ

ない。今は目玉の取り組みが分からない。地域とのつながりが希薄になっている中、元気なリタイア高齢者がもっと活

躍し、子ども世代、高齢者世代が関われる場を増やしてほしい。お互いのためになる。発達支援（自閉症、多動、キレ

やすい）が必要な子どもさんが増えているのか。多い気がする。きめ細やかな支援がそのお子さんにとってもクラスや

地域で暮らす子どもさんにとってもお互いに良いのではないかと思う。 

子どもが安心して生活できる社会が続いていくことを祈ります。人に優しい社会、人を思いやれるような余裕のある暮

らしが出来る大分県になってほしいです。 
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【別府市（就学前児童保護者）5件】 

もともと、子供は、生まれ、育つものなのだから、上ばかり見て、いくらお金をかけても、きりが無く、すでに在る、

能力や、物質等をうまく再活用、つなぎあわせかたの工夫、などをして、その地域にあわせた、全てに無理のない子育

てが出来る事が、いいと思う。既存の温泉やプール、旅館や公園、空き家などの空きスペースを利用したり、土日も、

学校スペースを解放したり、学生さんやシルバーさんボランティアさんの力を借りて、あとは、健康に良い安全な食事

があれば、いいと思う。防犯カメラやセキュリティはきちんとしたい。元学校の先生や有識者の方々などが、コーディ

ネーターのような形になって、子育て家族を、子が、１５歳になる位まで、トータル的に見てくれたら、心強いのでは

ないか。引っ越しや転職など、色々な事が起こっても、（遠方に引っ越しの場合は別だが）地域の情報や習い事、その子

の特性、など、忙しい親では、わかりづらい他の方々の事や、自分の家の諸事情をわかってくれていて、さらに、質問

に答えてくれればありがたい。あとは、食事に関して、フルで働いて帰宅すると、なかなか、経済的でおいしい料理が

作れない。祖父母と同居すれば、いちばん良いのだが、１５分位でも、来て、健康に良い料理を作ってくれる、おばあ

ちゃん的？コックさん的？な、支援が安く利用出来たら、家族皆で、笑顔で食卓を囲めそう。 

子育て満足度日本一を目指していることを初めて知りました。最近ではネット等で代替医療の情報も手軽に入ります。

予防注射の影響、薬の影響等、子どもを産んで初めて人の健康というものに意識を持つようになりました。ですが、検

診等で予防接種を受けていないことを罪悪だとでも言うようなお医者サマもたくさんいらっしゃいます。より多くの勉

強をし続けて、現代のママの気持ちをもっとくみとれるような話の聞き方など、人間の在り方を成長して頂きたいなあ

と感じます。子どもの健康が親の一番の関心事であるのですから。 

出産後、子どもの体に異常があり妊娠中には思ってもいなかった子育てを体験中です。健常に生まれていても初めての

ことばかりで困ることもあるでしょうが、あたり前だと思う成長が、当たり前でなかった場合、なかなか気持ちが外に

向きません。私自身、考えることもなかったのですが、普通とは違う成長をしている子どもを、偏見や過剰な気遣いな

く受け入れてくれる雰囲気があれば、気負わずに生活ができると思います。大分県の子育ての現場がこのような雰囲気

にあふれることを願っています。 

今の時代、結婚しない人、子どもを産まない人、色々とありますが、産みたくない人は周りに色々と言われず、何人で

も産みたい人達が、経済的な事等で、あきらめずにやっていける社会になれば、少子化は改善していくのではないかな

と思います。 

こういったアンケートも、もちろん、子育て中の母親からの声（こうしてほしい）があると思います。現実的に無理な

事もあるとは思いますが、せっかく声をあげているので、少しでも動いて頂きたいです。子育て支援が充実していると、

大分県に皆目がいくと思うし（大分に人が集まると思います）、とても、魅力的だと思います。 

 

 

【別府市（小学生保護者）1件】 

年代によって子育ての考え方が違うため、違和感があります。また、学生へ指導をするたびに考えさせられます。「子育

て」の考えや違いにより育つ環境違いのせいか、悩む元となっています。何が常識なのか分からなくなります。当たり

前が出来ない子が多く、挨拶のできない子が多いです。 
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【中津市（就学前児童保護者）1件】 

宇佐や高田、吉富の方が、子育てしやすい町なのではと皆話しています。もっともっと良くしてください。 

 

 

【中津市（小学生保護者）1件】 

アンケートを取るばかりでそれが活かされると思わない。一部を対策するのではなく、社会全体を改善しなければ連携

もとれず意味がない。もっと本気で取り組んでほしい。 

 

 

【日田市（就学前児童保護者）6件】 

祖父母世代に尋ねると、親世代が子どもの頃に比べると、子育て支援が手厚くなっているなと思わざるを得ません。た

だ、少子高齢化がどんどん進んでいる中で、もう少し子どもに目を向けていただけないかなと思っている現実がありま

す。正直、これからの日本を担う子ども達に対する支援がまだまだ途上かなと思っているところもあります。今までの

日本を作ってくれた高齢者世代への支援も大切なのかもしれませんが・・・。生活しづらい大分県にはなってほしくあ

りません。これからの大分県の子育て政策に大いに期待したいと思います。 

親の都合の施策だけではなく、子供の育ちを第一に考えてほしい。 

アンケートは必要だと思うが１度で良いと思う。この調査にかかる費用を子育て支援にあてた方が良いと思う。 

子育て支援に関して意見をきいてくださり、環境をよくしようと努力してくれていることに本当に感謝します。母親に

なる前は「きっと自分は優しくいい母親になれる」と思っていました。料理も好きだし、自分で言うのも…ですが優し

い性格だと思っていたからです。でも実際は仕事していると時間がなく料理も時間をかけられない、絵本を読んでと言

われても後でね！って言ってしまう。家の中はぐちゃぐちゃ…子どもがちらかしたりふざけているとイライラしてコラ

ー！って怒ってしまうという、想像していた理想の母親とはかけはなれたものでした。それでもなんとか毎日をすごせ

ているのは、祖父母、保育園などまわりの人たちに支えてもらえているからです。虐待など悲しいニュースがきかれま

すが、時間やお金に余裕がなくなると人は自分にも他人にも気がまわらなくなってしまうのかと思います。子どもたち

みんなが親の愛情をたくさんうけてすくすく豊かに育ってほしいです。市の支援センターなどでは、いろんな相談にも

嫌な顔せず、時間をかけてきいてくださり感謝しています。すべての母親、父親が余裕のある豊かな子育てができます

ように。 

同世帯の未就学児２名へアンケートは意味がありますか？次女と三女へ来ましたが同じ答えになりますけど。 

家族が多かった頃と違い、家族で過ごす時間が少なくなった気がします。生活の為、仕事をしているので仕方のないこ

とかもしれませんが、人との関わりが減り、人とのやりとりにも気を遣います。でも、人が減っていく中、地域全体で

子育てに取り組んでいくことが、今後、大切ではないかと思います。 
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【日田市（小学生保護者）2件】 

結婚する女性・男性が減っていること。結婚後の生活で身近な知人・身内がいないと、子どもを産み育てる気持ちには

なれないと思う。子育て支援も老人介護も、少子化もすべて今のまま各家族が増えていけば解決しないと思う。昔のよ

うに大家族での生活、一人一人が仕事を持って、家族を支えるような社会、そんな家庭に支援してもらえれば。例えば

税金を減らすとか、大家族減税はいかがでしょうか。結婚しない方に増税もありでは。それがきっかけで結婚するかも

です。子どもを産んで生活が苦しい方、結婚しないで子どものいない自由で楽しく過ごしている生活の方、老後苦しい

のは子どもを産んで生活が苦しい方なら産みたくないですよね。 

九州管内においても、他県に比べ大分県（特に日田市）は給与水準が低いと言われている。現実に子育て世代の人口は

減っており、日中の公園は寂しい状態となっていると感じる。U ターンで帰る前も不安はあったが、子どもが行ける児

童館が 1 つしかない。古い街並みというのではなく、シャッターの下りたすさんだ建物や売り物件や空き家。子育て支

援も大切ですが、子育てをするファミリー世帯が住みたいと思う、帰って来たいと思えるかつての賑わいのある市を目

指してほしいと思います。 

 

 

【佐伯市（就学前児童保護者）3件】 

現在三人の子どもを育てていますが、一人ひとり性格が違い本当に毎日忙しく大変です。上の子二人は母乳で育てまし

たが、下の子は途中から混合になり、現在ではミルクと離乳食で育てています。一回に飲む量が毎回違っていて飲み残

しが多いので、本当にミルク代がこんなにかかるのかとびっくりしています。食事・ミルクをこちらとしてはしっかり

あげているが、子どもの体重がなかなか増えず、乳児測定で保健センターに行くと、心無い事を言われ、本当に気分が

下がりました。子育てしている方は、自分の時間もなく一生懸命しているのだから、一言一言気をつけてほしい。一度

言われた事は、ずっと心に残るので本当にやめてほしいです。 

ファミリーレストランに座敷がない。 

個人や少人数の団体がいくら声をあげても理想の実現には遠いと思う。県や国が、本気で腰をすえて取り組んでほしい。

よろしくお願いいたします。 

 

 

【臼杵市（就学前児童保護者）2件】 

幸いにして臼杵市は市の規模のわりに充実していると思います。私見ですが各市町村で施策がバラバラで市町村しだい

で「生みやすい、育てやすいところ」が分かれてしまっている感があります。例えば子供の医療費でも負担してくださ

るありがたい市町村もあれば、そうでない、大人と同じ負担の市もある・・と言った状況です。少しでも未来を担う世

代が増えればと常々感じています。 

質問が多い。 
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【臼杵市（小学生保護者）1件】 

子どもたちの暴言が最近ひどくなっていると思われます。未来の子どもたちの為にも身近な親子さん、先生方が日々伝

えていかなければいけないと思います。 

 

 

【津久見市（就学前児童保護者）2件】 

現に子育てをしている最中の人への支援も必要ですが、もっと若い人が、まだ若いうちに、結婚や出産に踏みきること

への後押しが必要だと思います。いつかは出産したいと思っていても、その決断を先延ばししているうちに年齢的に産

めなくなってしまうことも多いと思います。仕事がおもしろくて他のことが考えられない若い時期に、出産の選択肢が

見えるような、産んでも仕事に復帰できて仕事と育児を両立していけるという安心感を持てるようにできたら良いので

はないかと思います。 

子供が少なく高齢者が多い。個人的に、自営なため、社会保険ではなく、国保だと、地域にもよるが負担が大きく、子

供が、夜、身体的理由で眠れないなど、親（母）もなかなか睡眠がとれず、仕事への復帰も思うようにいかず、父親の

仕事だけではまかなえない中、もう少し状況に応じた支援や補助のようなものがあるといいなととても感じる。地域に

よっては、とても良いなと感じるものもあり（２人目３人目と子供を出産すると、お祝い金など）そんな事があるだけ

でも、女性は子供を出産しやすくなるし、子供も増えるだろうと思う。それをじつげんするには、難しい面もたくさん

あるとは思いますが、何か、もっと、これがあって助かる！というような、住みやすい環境（育てやすい）があると、

もっともっと子供が増えて、地域も元気になるのではないかと思います。将来を考え、もう１人、子供が欲しいと思っ

てもふみとどまってしまうところがあります。もちろん、しっかりと仕事復帰することが一番ですが、状況にあわせて

後押ししてくれる支援があれば、いいなと感じました。 

 

 

【竹田市（就学前児童保護者）2件】 

夫の転勤で竹田市に住んでいますが、アパート探しが大変だった。空いているアパートもなく、一人暮らしの方が住む

アパートに４人で住み、不便である。賃貸住宅が新しくできても“定住”が約束で住めない。子育てしやすい市なので、

住宅がもう少し良くなればと思う。家賃も高い。老朽化した住居が多く、カビなどで小さい子とは住めない環境です。 

様々な角度から質問を頂きましたが、本アンケートでは、現場は見えないだろうと考えます。机上の論理だけでなく、

政策の立案にあたる担当部署自らが、現場へ足を運び、実状を直視することが大事だと思う。統計上の議論だけで、未

来ある子どもたちの施策決定をしない様、効率的な税金の使い方をして頂きたいです。国からの政策のメッセンジャー

に県がならない様、しっかりと県民と膝を突き合わせて現実を把握することが大事だと思います。市や地域（民主委員

など）と連携を密に図りながら「子育て満足度日本一」を目指してほしいです。 
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【豊後高田市（小学生保護者）1件】 

豊後高田市は支援が充実していると思いますが他の市町村でも拡がると良い。 

 

 

【杵築市（就学前児童保護者）1件】 

保育士・教師等「業務・職業」として捉え、「事務実務等をこなして終了・完結」と感じる人材が多い気がする。「人」

と「人」の心の交流が感じることが少なくなった。時代の変化で「変わっていいもの」「変わってはいけないもの」の区

別は難しいのか…。環境で人材が変わるのか、人材で環境が変化するのか…どうだろう…。 

 

 

【宇佐市（就学前児童保護者）1件】 

産みたい人が産みやすいと思える地域になっていくといいなあと思います。 

 

 

【豊後大野市（就学前児童保護者）3件】 

大分県は、子育てしづらいです。 

公民館行事など、子育て中の時は忙しくて、やめてほしい。時間帯、回数など、全く、家庭状況を理解していない。保

育園、こども園、学校等は、子供のために協力できるが、市の行事、県の行事に必要なのですか。 

学校関係の行事ごとは仕方ないと思うのですが、公民館行事など必要なのでしょうか。子育てしている中、実際に（話

合いなどに行く時間がない、一番忙しい時間帯、回数多い）家庭での状況等もっと考えてほしい。 

 

 

【由布市（就学前児童保護者）4件】 

他人様のことであるが、「心配だな・・・」「大丈夫かな」と感じる子どもさんのことを安心して相談できるところがあ

ってほしい。その後、きちんとその子のための支援につなげてほしい。「児童相談所がきちんと対応していれば・・・」

というニュースがありますが、相談所の方々がきちんと対応できるように、その方々のバックアップ、フォローをして

ほしい。 

由布市でもよくはさま未来館を利用しています。図書館がとても魅力的で親子で通っています。畳の部屋等、座ってお

昼ごはんを食べられるランチルームなどがあればとても助かるような気がします。育休中はよくお弁当を持って外に出

るので…。でもミルキークラブ（現はさまこどもルーム）にはとても助けてもらい、なくなったのは残念ですが、由布

市の子育て支援にはたいへん感謝していて、同僚とも由布市から出られないねと話しています。 

今住んでいる地域は、住みやすく子どもへの支援も良いので助かっています。 

住んでいる市によって支援が違ったり、市外の人は利用できない施設などがあったり少しとまどうこともありますので、

わかりやすくしてほしいです。 
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【由布市（小学生保護者）1件】 

親になったスタートの時点での個人差を埋めるために「親とは」「子育てとは」の最低限の認識を持てるような教育を妊

婦さんからでももれなく全員にしてほしいなと常々思います。 

 

 

【居住地不明（就学前児童保護者）1件】 

子育て支援政策に関してではないが、少子化の根底に無駄な税金の使用があると考えられる。その税金で、もっとまし

な子育て支援、妊娠、出産しやすい県にしてもらえれば幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


