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ニーズ調査 自由記述の回答一覧【就学前調査】 

 

分類記号 分 類 分類集計 

1 地域における子育て支援(経済的支援,周囲の援助・情報） 74 

2 保育サービスの充実（延長、一時保育、預かりなど） 55 

3 生活環境の整備（交通・遊び場） 114 

4 健康の確保及び増進 16 

5 学校教育環境の整備（学校・幼稚園） 24 

6 職場と家庭の両立 14 

7 医療費の無料化 83 

8 学童保育（放課後児童クラブ）の充実 31 

9 安全等の確保 不審者・交通事故 11 

0 その他 24 

 

 

ＮＯ 記述内容 
分類 

記号 

1 

医療費は小学生のうち（せめて小 3くらいまで）は安く設定して頂けると嬉しいです。

インフルエンザの予防接種の料金が高く（2,500ｘ2 回）打つことをためらいます。もう

少し安いと嬉しいです。江別市は「すくすく」がすばらしいと思います。子供が小さい

時はよく利用しました。小学生でも遊べる室内の場所が出来ると聞きました。期待した

いと思います。 

7,3 

2 

我が子は身障 2級です。在宅療法（医療的なもの）から補装具、医療費助成、特児手当

に自動車税減税まで本当に役所の方は毎度お世話になっています。また、市の福祉に対

する支援があることで私たちの暮らしもよりよくなっているのだと日々感謝していま

す。ありがたいと感じると同時に大変だと思うのは、毎日手続きのために来庁すること

です。障害児がいて仕事を持つ母親（父親の家庭ももちろんだと思いますが）には時間

を作り調整をし手数料を払って住民票や診断書を取りに行き窓口へ出向く労力が必要と

なります。この辺の事情をどこまで職員の方々が理解しているのだろうか？と思うこと

があります。もちろん、手続きに関する住民票の手数料が無料になるとか福祉タクシー

チケットのみでなく、ガソリン代補助も選べるなど更に充実したらもっと便利になるし、

負担も減るのになとは思うのですが、すぐに変えて頂くのも無理かなと思うので、私た

ちがこうした状況下にあることだけ知って頂けたらと強く願っています。 

0,6 

3 小学卒業まで医療費 1 割にして欲しいです。 7 

4 

乳幼児医療の負担額、小学生から大人と一緒の 3割負担はあまりにもでかすぎる！負担

が大きすぎる。せめて小学生までは 1 割負担のままにしてほしい。お金なくて病院も行

けなくなる。小学生なんてまだまだカゼひくし病院も通うでしょ。他の地域では小学生

までの免除あるのに…。ぜひ考えてほしいです。 

7 

5 

幼稚園や保育園等の先生達の人数が少ない。安全に見てもらえているのかという不安や、

言ってもやってもらえないのではという気持ちがあるので要求は出来ない。経営者の考

えかもしれないが、江別市くらい子供が多いのであれば、対応の仕方があるのではと思

う。 

5 

6 
学童保育については利用する子供に対し指導員が足りないと聞いています。これから就

学するにあたり、そのことがやや気になっていますので学童保育の体制整備を望みます。 
8 

7 
近くに祖父母がいないので、小さい子に関われなくて寂しい思いをしているお年寄りな

どど関われるような仕組みを作ってほしい。お互い助かると思う。 
1 

8 学童を増やして欲しい。 8 

参考資料１ 
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9 
江別は妊婦にも幼児にもキビシイ市だと思う。もっと助成が充実していないと子供も産

めない。子育てしにくい町だと思う。 
1 

10 
小学校卒業くらいまでは医療費を初診のみ、またはかからないようにすべき。ワクチン

接種も任意でもかからないようにすべき。 
7 

11 

・公園などが古くさい遊具が多い。砂場も汚い。12月に新しくビック内に施設ができる

が遊び場が小 3まで利用可との事で、休み期間や午後は小さい子は危険ではないだろう

か。幼稚園などの特色をわかりやすくまとめて欲しい。保育園での一時預かりをもう少

し月齢を下げて欲しい。支援センターの利用時間をもう少し増やして欲しい。公園やそ

の付近の街灯が暗すぎて怖い。ＬＥＤにして明るくして欲しい。 

9，3 

12 

江別市のリサイクルバンクを利用しています。子供用品や服、スキーウエアなどはリサ

イクルが早く、どんどんサイズが変わるので無料でもらったりあげたり交換出来る場が

欲しいです。子供とベビーのもののリサイクルバンクです。スキー・スケート、自転車、

服、ジャンパー、くつ、学用品とか。野幌や大麻、江別の商店街の空き店舗を使って。

大麻の「よるのにじ」いいですよねー。野幌南地区にもあるといいなー。 

0 

13 

母子家庭なため、同じ環境にある方が集まってコミュニケーションがとれる場所がある

とうれしい。平日は仕事のため、土日で使用できるとありがたい。2 人で住んでいるので

近所の方とのコミュニケーションがあり現状のお話や軽い会話が出来るような環境だと

安心してくらせる。 

a,1 

14 

子供を産み育てる環境を整えて欲しい。保育園の保育料が高すぎる→なぜ幼稚園より高

いのですか？ハローワークで仕事を探すのに相談したら、子供を預かってもらえる所を

探せと言われ、保育園を探しに市役所へ行ったらまず仕事を探せと言われた。行政機関

で意見、言ったことが矛盾している。おかしい。今後、江別で子育てするにあたり大変

不安を感じる。 

6 

15 

成人した障碍者がうろうろしているのが怖い。新札幌や札幌駅でもよく見かける（その

人）大麻に一人で住んでいるらしい。大声で叫んでいたり歌っている時もあり、高い声

でしゃべってたりもする。バスで一緒になった時等も何をされるわけでもないが、すご

く怖い。 

9 

16 

兄の関係で子育ての情報がわかったが、それがなければ何もなかった。保健センターに

フッ素で行く時にでも話が出来ると相談しやすいと思う。他市ではそのようにしていて、

色々と情報がえられた。 

1 

17 
地元が江別市でなく釧路なのでわからないことだらけです。まだ知っておかなきゃいけ

ないことはあるので、子育てに関することは色々知りたいと思っています。 
1 

18 

近所の小児科がなくなって、どこの小児科に通ったらいいか悩んでいます。家から遠く

なったり待ち時間が長かったりと考えると決められません。幼稚園で時々幼稚園の都合

で午前保育になることがあります。行事の前の日は準備のためという理由で、そういう

場合は延長保育料をとらないで子供を預かって欲しいです。 

1 

19 

たまにこの様な調査がありますが、反映されている感じがあまりありません。まずは医

療費などは周辺の市と比べても助成が足りません。助成対象を小学校卒業まで伸び、是

非今の 5才児が対象のうちに実現して欲しいと思います。 

7 

20 せっかく作ったアンケート、しっかり子育て事業に役立ててください。 0 

21 

保育所や幼稚園の費用、入所の方法や空き情報などインターネット以外でも分かりやす

くしてほしい。費用の負担も軽減してほしいです。公園の環境（例えばあかげら公園の

奥）樹木が茂る夏過ぎ、道路から見えにくく中高生のサボってる子が寝てたりして、小

さい子供が遊べない。ボールや子供が引っ掛かる。2～3年前まではきちんと整備されて

いたが、最近の業者が手抜き（草刈り）。医療も子供、大人ともに全部みてもらえる所

があると安心（時間外や休日）。先日、脳外科に行かなきゃいけなかったのに、たらい

回しで紹介してくれた所は休業（その日だけ）していて、札幌まで･･･。（連携がとれて

ない） 

1,3 

22 

少子化だから子供を産める環境を作ろうとか、今いる子供たちのためになど文面では良

いことを書いているものやＴＶなどをみますが、実際、前より負担が大きくなったりし

てきてると、そういう取り組みを無駄に思えます。子供の命や生活など第一に考えて欲

しいと思います。医療費や教育費など、少しでも負担軽減を望みます。 

1,7 
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23 

乳児検診時の保健師及びスタッフの対応について～健診後、フッ素塗布の為待っていた

らいつまでたっても呼ばれず、一時間以上またされたあげくの一言が、カルテがまわさ

れてなくて…、すみませんの言葉もなく終了後帰され、ものすごく腹が立った経験があ

ります。もっと言葉使いや接遇についてすべての方々が勉強する必要があるのではない

ですか。前から気になってはいましたが、保健センターの人の対応って上から目線でも

のを言う人達ばかりで、相手の立場にたって考えていない人達ばかりで精神的にものす

ごくダメージをうけます。もう疲れる事ばかりで検診とかも行きたくないと思う事がよ

くありました。 

4,0 

24 

休日、夜間で以前子供が熱を出していて、当番院などに電話をして受診できるかどうか

聞いたら、小児科に行ってくださいとか、小さい子は見てもらえず、結局、平日になる

まで待っていることがありました。あと「みるけど薬は出せない」と言われたこともあ

ったので、もっと子供が安心して病気になった時もいつでもみてもらえる所があれば親

も安心できます。 

4 

25 

現在、幼稚園の子が春から小学生です。今は幼稚園の預かりを利用していて働いていま

す。学童保育も考えていますが、小学校からだと 20 分以上かかる事、交通量の多い道路

を通らなければならない事等、心配です。しかも民間の学童保育施設であるためなのか

指導員の方達の言動も目にあまる光景をたびたびみかけます。ある公園での出来事です

が、子供を叱るのに巻き舌でまくしあげた男の若い方。携帯ばかりいじって子供の話に

は「待って」としか言わない方。障害児童もおられたのですが、叫ばせたままだったり

とか。子供達の親が見たらさぞ心を痛める事と思います。今は小学校も空き教室が増え

たりしていますが、ぜひそういう場所を学童保育の場として使えないものでしょうか。

また二小の様に敷地内に学童保育の施設があり、職員の方も子供の教育や環境に適した

方がいて欲しいです。春からは仕事時間を減らし、子供が一人で留守番出来るようにす

る方向で考えていますが、学童保育もあるのに…と行く先決まらない状態でいます。 

8,9 

26 

就労していない親も恩恵をうけられる支援があるといいです。働いているのがあたり前、

働くべきという風潮があるが、産休・育休の制度を利用出来ない就労形態もあり、2 人・

3 人と子供を産みたいと思うと働けない。働いていないと保育所に入れず、保育所に入ら

ないと職を探せないという矛盾もあり、一度辞めると働きづらい環境がある。専門職や

公務員以外の人も広く利用できる制度など、現実味のあるものを考えて欲しい。正社員

以外の人は産休・育休すら使えず、妊娠をしたら辞めざるをえない環境だということな

ども知って欲しい。 

1 

27 

江別駅前が代表する様に街に活気がないものですから、この街で子供が育っていくこと

自体、不安になる気がします。もうちょっとまわりの人に気を使う人が増えたら、住ん

でいる人にとっても、そこで育っていく子供たちにとってもいい街になるような気がし

ます。個人的なことを言えば、学童保育の時間の延長をものすごく希望しますが、江別

市内に勤務地がないので定時 18 時で仕事が終わっても 19時前に江別に戻ってくること

になるからです。 

1,6 

28 保育料等、子供の教育にかかる費用の補助制度の充実はできないものでしょうか。 1 

29 

お父さんと子供で遊ぼうイベントを増やして欲しいです。冬が遊ぶところが少ないので、

月 1 回位のイベントが欲しいです。せっかく原始林が近いので、幼児も参加出来る自然

イベントがあったらよいです。（例えばどんぐりでコマを作ったり、拾った落ち葉で絵

を描く等）。子供と一緒に出来る健康体操教室が、どこかの体育館であると嬉しいです。 

3 

30 

江別市は地域によって公園の充実具合に差があるように思います。新しい住宅地には広

く明るく新しい公園があると思いますが、古い住宅地（特に大麻地域）には狭く暗く古

くさびれたままの公園とは言いにくいものがあるように感じます。どこの地域に住んだ

としても、子育てに不安、不満がないように事業を進めていただきたい。 

3 

31 

江別市は公園も多く、子供が遊べる場所も充実しているので引っ越してきて本当に良か

ったです。ビッグ 2Ｆに新しく出来る室内施設に期待していますが、室内でのびのび遊べ

るところがもう少したくさん出来るといいなと思っています。 

3 

32 他の市に比べ、医療費が高い気がします。 7 

33 
もう少し江別市も医療、費用、学校費用を見直して欲しい。小さい子供が遊べる環境も

作って欲しいです。 
3,7 



4 

 

34 

地域によって、図書館や児童館といった自由に子供が出入りできる施設が偏りすぎてい

ると思います。見晴台、新栄台、ゆめみ野は子供の数は多いけれど、そういった施設が

少なく不便だと思います。 

3 

35 

住人が増えつつある町内会に、町内会館の設営はしてもらえないものですか？できれば

小さな子供～老人までが利用できる会館は市で積極的に作って欲しいと思います。町内

会の人達が全員こころよく会費を出してくれるというのは難しく、子供はいったいどこ

で遊べば良いのでしょうか？北海道の夏は短く冬は寒くて大変です。室内の遊び場がた

くさんあったらいいと思います。 

3 

36 

認可保育園の定員数が少なく、1才以降希望の保育園に入れるか不安。幼稚園に本当は入

れたいが仕事をしていると無理になってしまうので、幼稚園でももっと保育園のように

長く毎日預かって頂けるといいなと思います。2人目、3人目と子供が安心してのびのび

江別で育っていけるよう、安心・安全な環境の希望として、医療費の補助を中学生位ま

でもう少し負担して欲しい。 

,72 

37 インフルエンザ等の予防接種の女性の拡充。小児科・産婦人科の確保（土・日・祝日） 4 

38 

うちは小学 2年生の女の子が学校を終わってから学童に行かせています。来年は 3年生

なので母親の遅番の日と夜勤の日だけ通わせ、カギを持たせて留守番と考えています。

月々の月謝も 6,000円＋延長代がかかり、今 5才の子も利用するとなるとかなりの負担

です。大麻小の近くには児童館がありません。周りはとても困っています。児童館が一

つ出来てくれると嬉しいです。うちは母子家庭+看護師という不規則な仕事で、毎日自分

の妹や友達、ファミリーサポートにお世話になっています。病気の時はあずま小児科の

病院保育と本当に助かっています。私の職場は岩見沢で、うちの周りの話をするとうら

やましがられます。本当に恵まれていると思います。 

3,8,6 

39 

江別市が他の市町村とは違う子育てのしやすい市だとは思わない。他の市町村の基準と

特に変わりがなく感じるので、何が他の市町村とは違う売りがあると良いのではと思い

ます。医療費は南幌では小学校にあがっても助成があったりするのでとても助かる助成

制度だなと思います。これから小学校に行く上でも児童会館、学童の心配があります。

仕事の終わる時間まで開いているのかなどの心配や周りの話を聞くと、子供が学童に行

きたがらないとの事。行きたくなるような施設であってほしいなと思います。現在、正

社員であるものの休みが少なく、賃金も低く、時間も長いため転職したいのですが、母

子家庭の為、次を見つけてからの転職を考えていますが、非常に難しく悩んでおります。

この低い賃金でも保育料も支払いも高く、母子手当も一部支給との事で最初はびっくり

したものです。何か改善があればとても助かります。 

1,3 

40 

室内で遊べる大型施設があればうれしいです。江別は冬が大変なのでなかなか車があっ

ても市街に出ることが大変です。江別市内に室内で十分に遊べる室内施設があると助か

ります。そして小児医療の充実も希望します。札幌市の小児科との連結や医療費の軽減

ももう一度考え直して欲しいです。食育についても、もっと取り組んで欲しいです。江

別は農業が充実しています。食の大切さ、作る大変さを児童自ら体験させる事が大事だ

と思います。バーチャルもこの先大切かもしれませんが、自ら体験、経験させる触れさ

せる事を大切にして欲しいです。 

3 

41 

乳幼児の医療費助成を札幌市や北広島市並まで拡大して欲しいです。小さな子供の人口

割合が減少しているようですが、こういう点から改善していけばいいのでは？子育てす

る若い夫婦に魅力的な街づくりをお願いします。 

7 

42 

江別市で運営している保育園が統合や民間委託で減少していると聞きました。また不便

な場所も多く、選択する際に困りました。（なぜ通いやすい場所に建てないのか？）今

後、引っ越す予定地「文京台」には認可保育園は無し。子供の成長を考えて人数の多い

保育園を選択すると大麻保育園だけのようでした。教育方針や理念など保育園それぞれ

特色があるようですが、そういう部分での選択は出来ず残念。様々な人数の保育園がも

う一つ位あると助かるのですが…。 

2 

43 
木の香りや手触りなどを感じる「木育」や子供向けのキャンプ、アウトドアイベントな

ど行って欲しい。 
0 
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44 

アンケートをとって何が変わったのか教えてもらいたい。書かせて何も変わらないのな

ら書く意味がないので結果を教えて下さい。このアンケート用紙の大きさにあの封筒の

小さい意味がわからない。適当な仕事しかしていないのがよくわかる。とてもではない

けれど、こんなんじゃ江別市は良くならないし、きっとこの仕事をしている人も本気で

よくしようと思っていない。金をもらって仕事をしているならもっと真剣に働くべき。

しっかりしろ！ 

0 

45 

小学 1年～中学 3年まで 35 人学級。小学 6年または中学 3年まで医療費 1割負担。幼稚

園の補助（世帯収入によって補助が受けられない）の枠をなくす→上の子供 2 人は幼稚

園に入れたが、補助が受けられなくて本当に大変だった。保育園の保育料が高い！（働

いても働いても保育料でもっていかれる）。そして働けば働くほど税金ももっていかれ

るし、何のために働いているのかわからない。子育て世代の負担を軽減するための制度

をもっと考えて欲しい。 

1,5,7 

46 

子供の医療費に関わる負担の軽減を強く希望します。病気にかかりやすい子、持病（ぜ

んそくやアレルギー等）を持つ子の親の負担はかなり大きく、乳幼時期だけで治癒する

とは限りません。せめて小学生の間まで（小学 6年生まで）医療費助成して欲しいです。

（初診料負担だけとか無料とか） 

7 

47 

子育てに専念したいが、夫の収入が月手取りで 15万円程しかなく(41歳でこの先増える

こともない)、私も仕事をしなければならないと思っている。夫の収入が少ない事が日本

の問題点だと思う。待機児童の問題や少子化は夫の収入が少なく、妻も仕事をしなけれ

ばならないからだと思う。子供 1 人に 5万円くらいどーんとお金が出れば、妻は子育て

に専念できるし、子供 3人産んで収入 15万円増えるのなら、子供を産む気持ちにもなる。

環境がどうとか、子供を預かってもらえる場所を求めている人よりも、お金があればそ

んな事解決するんだよ！って思っている人の方が多いのではないだろうか。子供が 20歳

になるまで 1 人に月 5万円以上の支援金を求めています、と国に言いたい。とにかくお

金がなくて困る。江別市には、市営住宅をどんどん作って子育て家庭を優先的に入居さ

せてもらいたい。(小学校の近くに) 

,3,1 

48 
保育料を値下げしてほしい。(保育料の為に仕事している人がいると思う)江別は高めで

すよね！？幼稚園と同じく 3月にお金を戻してもらいたい。 
2 

49 

意見は特にありません。夫婦ともに職場が遠く、子供とゆっくり過ごす時間が少ない為、

休みの日は親子 3 人で遊びに出かけたりしています。江別市内での遊びの広場は曜日が

合わず、なかなか行けずにいたので、今後は市内の子供やママさんとの交流もできれば

よいなぁと思っています。今後も保育環境等の充実をよろしくお願いします。 

0 

50 

子供が多いとお金が掛かります。医療費などもう少し安かったらと思います。最近は少

し改善しましたが、越してきた時は小児科が少ないのか、すごく混んでいました、今で

もヒフ科、眼科などとても混んでいて、受診するのも大変です。 

4,7 

51 

もっと江別の豊かな自然をいかした教育(森のようちえん)を作ってほしい。変にとても

不安になるので、乳幼児健診の時の保健師さんの過剰に障害をチェックするみたいな検

査をやめてほしい。困っている人は自分から相談すると思いますし、それでいいと思い

ます。幼児期は発達に個人差が大きいし、大切なのは生活するのが困っているかどうか

だと思います。他の市町村の同じ年代の子は全然出来てない子がいっぱいで、でも特に

それで問題ないのに、江別だけすごく高く要求されてビックリです。そしてそれが少し

でも出来ないと問題ありみたいな感じにすぐされて、ビックリでした。 

5 

52 江別市の幼稚園はなぜ週 1 回午前保育なのでしょうか。必要ないと思うのですが。 5 

53 

ファミリーサポートセンターは何回か利用させて頂きましたが、担当の方がとても感じ

が悪く、不安な中でもより不安になります。仕事としてももっときちんとした方をつけ

てほしいです。利用ができなくなります。 

0 

54 

子供の医療費負担を地域差があるのではなく、国で統一してほしい。大人はほぼ負担割

合が同じなのに、子供は無料の場所もあれば負担がかかるところもあり、同じ病名でも

差があるのは納得できません。江別市には支援学校がないので隣の市に行かなければな

らないときいたことがあります。できるだけ多くの子が地域の学校に通えるよう支援学

級の増設、それに伴い学校内のバリアフリーが整った所が増えるといいなと願っていま

す。健康な子を対象にしたものはたくさんあっても、病児へのサービスはまだまだ少な

いと感じています。(お金のことではありません)一方的で申し訳ありませんが、同じ地

5,7 
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域で安心して生活できることを願っています。 

55 

先日子供が 41℃を超える熱が出て、江別市夜間急病センターに行きました。インフルエ

ンザなどの検査を希望しましたが、必要ないと言われ、帰って熱を冷やしてくださいと

言われ、何の処置もしてもらえずに帰ってきました。夜の 8時頃でしたが、さっさと帰

ってくれと言わんばかりのぞんざいな態度を医師にとられ、説明などもされず主人と怒

りの気持ちで帰宅しました。別のお医者さんでも同じ判断だったのかもしれませんが、

今後夜間に急病になった場合を考えるとさらに不安です。夜間でも親や子供が安心して

受けられる医療体制を希望します。 

4 

56 

・医療費助成の強化を望みます。小学生も負担をもっと軽くしてほしい。中学生も助成

してほしい。・今後、就職する事を考えていますが、実家が少し離れているので子供が

病気になった時の事を考えると躊躇してしまいます。そのような時気軽に相談、サポー

トして頂けるようなシステムがあると助かります。 

7 

57 
市内の子育て支援センターの開催曜日がほとんど同じなので、火・木・土も分散してや

ってもらえたら利用しやすくなると思います。 
3 

58 

保育園に預けていますが、私立運営と市立運営ではずいぶん先生方の人数をはじめ、対

応がちがうと感じました。どちらもお世話になっていますが、市立運営の方が厳しい部

分もありますが、すごく安心して預けることが出来た気がします。同じ認可している保

育園同士先生方の交流や保育内容を話し合える様な場があればもっと均一的な保育が出

来るのでは？と思います。保育園は市で決めているので、なおさら。また中には勤めて

いる様子のない親も見かけるので、きちんとした調査をしてほしい。待機している方が

かわいそう。 

2 

59 
放課後児童クラブを各学校ごとに設置してほしいです。民間のものだと学校→児童クラ

ブへの通いの心配。経済的負担など大きい。 
8 

60 

学童保育を定員を増やし、高学年も利用可にしてほしい。道外などでは、希望者全員受

け入れや小学校で子供を預かるなど利用しやすくなっているようなので、江別市もぜひ

充実させてほしい。就学前は保育園や幼稚園の預かり保育など利用している方々は、入

学後の働き方に困っています。幼稚園のように学校内で希望者全員 17：00頃までは利用

できるとよい。幼稚園は私立しかないので就園奨励費があるにしても毎月 2万以上かか

るのは負担。安かったら年少や満 3才から利用したかった。 

1,8 

61 
・楽しい公園をふやしてほしい。・保育料をもう少し安くしてほしい。(高くて利用でき

ない)・安い託児施設があったらいいです。・いじめのない教育をめざしてほしい。 
3 

62 

子供の医療費、教育にかけるお金、保育園・幼稚園への補助にもっとお金を使ってほし

い。そこにお金を使わないと子供をうみ育てる人が減っていくと思う。新篠津村との差

におどろいた。 

1,7 

63 
がんばってください。特に意見とよべるものはありません。が、どこかの政治のように

聞くだけで何もならないということは、ないですよね。 
0 

64 

学童保育を充実させてほしい。定員の関係で小 3までしか利用できないようになってい

るが、小 4ではまだ家に一人でいさせられない。短時間なら一人でも可能だが、平日の 5

日間毎日下校時間(14～15 時)から夕方 18～19時まで一人で留守番となると難しい。 

8 

65 

両親共に働いているので、日中は保育園に子供を預けています。私の職場がある恵庭市

では、子育て支援センターにお弁当持参で行き、昼食をとることができたり、2歳から幼

稚園へ通えたり、保育園でも園バスがある所があり、希望すると使用できると聞いてい

ます。江別市でもそうなのだろうと思っていたら少し違いがっかりしたのを覚えていま

す。そこではじめて市町村によってずいぶん違いがあることに気づきました。ぜひ、今

まで以上に保育環境を充実させて下さい。 

2,3, 

66 

少なくとも私の周りでは、子育ての環境は悪くないと思います。江別のいいところだと

思います(保育曜日にもう少し融通がきいたら良いとか、保育料とか、多少は思うところ

もありますが)。保育園登園の際に困っていることがあるので、子育て支援の一環として

対応してもらえたら有難いと思うことを書かせていただきます。大麻扇町から大麻保育

園へ冬も歩きかベビーカーで通っています。大麻西公園のわきの遊歩道を通りたいので

すが、冬は除雪が入らないため、車道をぐるっと遠回りしなければなりません。雪の朝

は 10分くらい違います。働く親にとって、朝の 10分は大きいです。ストレスです。ほ

2,3 
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んの 20mくらいです。他に通勤通学に無理やり通ってる人もたくさんいます。なんとか

除雪してもらえないでしょうか。 

67 

江別市で子どもを産める病院や産婦人科がもっとあったら良いと思う。保育園に入園で

きず、仕事復帰が出来なくて困っています。親が保育士の子供を優先に入園させてもら

えると、その分自分が(保育士です)復帰出来たときに待機児童を減らせると思うので配

慮して頂きたいと思います。 

6,2 

68 

江別に引っ越してまだ 1年ですが、自然の多さや子育て環境が整っている事にとても感

謝しています。市の広報や回覧板にも子育てに関する情報がのっていて、身近にサポー

トしてくれる人がいるんだという事を感じられます。 

1 

69 
大麻西小のグランド横の道路が片側にしか歩道がなく、除雪も悪い(西小↔西町公園)。し

かも交通量も多く危険。学校の近くくらい両側に歩道があっても良いのではないか。 
9 

70 

子育て支援など、江別市は力を入れてくれていて、助かっています。しかし、住む地域

によっては利用したくてもなかなかできません。うちには車が 1台ありますが、主人が

通勤に使っていて、雨や雪の日は出かけたくてもなかなか出かけられません。タクシー

は料金がかかるし、バスはほとんど走っていません。保育所も徒歩で 30 分近くかかりま

す。夏は良いですが、冬は困ります。保育所申し込みの際、市役所の担当の方(男性の方)

の感じが良くなくて、もう少し親身になっていただけたら嬉しいです。市役所も近くな

いので、何度も足を運ぶのは小さい子供をかかえながらだと大変です。 

3 

71 
市立の幼稚園があると良いと思います。私立は費用がかかり、とても負担になっていま

す。 
5 

72 
我が家のように障がいのある子供を預けられる、又は遊ばせられる場所をもっと内容共

に充実させてもらいたい。 
3,0 

73 小児科が近所にないので、少し不便です。 4 

74 

少子化のため、また住んでいる地域の環境などから、なかなか同じくらいの子どもと遊

ぶ機会がありません。そのため少しくらい遠くてもあえて幼稚園に行かせています。仕

方ないのかなぁとあきらめて生活しているのは確かです。 

3 

75 

子供のこと教育や子育てのことを考えるといつも思うことがあります。昔の自分達の頃

と違い、教育費や生活費、交際費などすべてに費用がかかる昨今、当然日々の生活費も

大変な状況の中、専業主婦でゆっくりと子供に時間をかけている人達はそういないので

はと・・・。母親が何かしらの仕事をするようになると、しわ寄せは子供にいってしま

うでしょう。子育て支援の充実は、必要不可欠！しかしそれ以前にもっと根本的に解決

しなくてはならないことが多いように思います。多用面からの情報や、つながりで日々

忙しい毎日を不安に思い、我が家の経済面の不安や子供達の将来の進学就職等に今から

不安であるこの状況は、根本的な何かの解決によって安心に変わることを願っています。 

1 

76 

新栄台に引っ越してから 1年がたちます。同じく、出産子育てをして 1年もたちます。

自宅からは子育て支援センターが 2か所近所にあるので、時々利用させていただいてい

ますが、とても明るくキレイなので、お友達(ママ友)もでき、楽しく過ごしています。

小学校、中学校も近くにあるので、将来は安心して学校に行けるので、その点も良かっ

たなぁと思います。また新しくＢｉｇの所に遊べる場所ができるので、雨の日も安心し

て時間も気にせず利用できる点が良いと思います。 

3 

77 

子供の遊び場が欲しい。無料で子供たちが体を動かす事が出来る場所。学校の放課後開

放等あると助かります。子供に鍵を持たせるのは、少なからず不安です。3年生から近所

の学童は入れなくなるので、学校で放課後滞在する時間が少しあるとうれしい。 

3 

78 子どもが遊べる室内遊具などを備えた施設(滝野自然公園のような) 3 

79 

「すくすく」にはかなり助けられました。保育士さんもいい人ばかりでした。上の子が

幼稚園行き始めるまでは、車もないし冬は子供と 2 人でひきこもってばかりで、ちょう

ど 2.3才のイヤイヤ期で、本当におかしくなりそうでした。友達も車がなくて、バスで

子育てサロンまで行くのが大変だと言っていました。タクシーで来ている人も何人かい

ました。あと、下の子妊娠中、つわりの 2 か月間だけでも上の子を預かってもらえると

ころがあったらなと思いました。つわり中は、1日中寝込んで、上の子にご飯も作ってあ

げられず、一時預かりも車の送迎が必要だと思い利用できず。そんな時のサポートもあ

れば、3 人目もほしいなと思います。 

1,3 
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80 同世代のママ友と交流できる場が欲しいです。 3 

81 

子育て支援センターもりのこを利用させてもらっている。平日、1 日いっぱい子供と 2人

で過ごすのは息詰まってしまう時もあると思うので、たくさんのおもちゃ、広い場所を

開放して遊ばせてもらえるのはありがたい。子供同士、また親同士の交流にもつながり、

ほかのお母さんたちから色々な情報を聞けるのも嬉しい。毎日、楽しみに利用させても

らっている。 

3 

82 土・日・祝日に利用できる子育て支援の場を増やして欲しい。 3 

83 

市の案内は総じて不親切。知っている人は読めばわかるだろうが、知らない人にはわか

りにくい。問い合わせても、詳しい人にあたるまで、たらい回しにされたりする。この

アンケートに関しても、市のサービス一覧等同封してくれれば回答しやすい。サービス

の名前だけ書かれても細かな差異が不明。わかりにくいので利用しにくい。 

1 

84 

江別市は、ほかの市町村より医療体制が遅れているところがあるので、差がないように

してほしいです。以前より支援センターの取組みなど、私が引っ越してこの 5年でたく

さん増えて利用しやすくなった気がします。その分行きたい時、自分の好きな所でとい

う感覚もでますね。私はサークル(母親主体)の代表をしていますが、中々会員が増えず、

今のままでは運営する不安もあります。時間に制約されたりするのが中々入りにくいこ

とがあるのでしょうか。12月号の広報育児の特集の片隅に育児サークルも載せてほしか

ったですね。なくしてしまうのは簡単ですが、立ち上げるのは大変と聞きますので。長

女が 4月より小学校です。多分小学校にいる間に私は仕事をしたいです。しかしながら、

クラブは利用代金が高いですな。パートで働いたとしても家計の足しには少ししかない

と思います。実際親が仕事で、お友達のうちで遊んで過ごしたりする子がいると聞いて

います。それぞれの家庭の事情も違いますので、施設の充実ができればもっと預けやす

くなるのではないでしょうか。今の所は児童館で過ごすことになるのかなと思います。

子供が成長するということは、やはり経済的にも負担が増していくのに不安があります。

家庭事情はずっと変わらないので、少しでも子育ての支援をしていただくことができて、

お母さんたちのお仕事もしやすい環境になれば、子供も産みやすく育てやすい街になる

と思います。 

4,7,6 

85 小学生の預かりの充実。泉小近くの雪の日、雨の日の遊び場所。 3,8 

86 
ハード面の充実も必要ですが、今ある設備・環境等社会資源をすばやくかつ丁寧な対応

でつなげてくれるソフト面も重要と思われます。 
0 

87 

・屋内の無料の遊び場があると良い。・緊急時、年齢に関係なく、ならし保育がなくて

もすぐ預かってくれる施設。また 24ｈ対応やショートステイ施設があると尚良い。・子

供を持つ親が就活できる様な所が、何か所かあると良い。12月よりビッグの所に出来る

と聞いているが、その他にも。・少子化の為にも、不妊治療等、これから子供を持つ、

もしくは持ちたいと思う方々にも力をいれて貰いたい。 

3 

88 

江別は以前暮らしていた町よりも教育環境が充実しており、とても子育てしやすい町だ

と感じています。小児科も多く、とても助かっています。ただ休日や夜間の病院が少な

く、仕事を終えて子供を保育園などに迎えに行き、熱があったりすることが多いので、

夜間でも受け入れてくれる小児科が増えると助かります。夜間救急センターに何度かか

かったこともありますが、NSも Drも一時的な対応しかしてくれず、結局は翌日小児科へ

連れていかなければならなく、大変です。夜間救急センターのあり方についても、もう

少し考えていただけたらと思います。(NS、Drの接遇などにも・・・) 

6,4 

89 

本当に伝えたいことが伝わらない、書けないようにしているアンケートです。でも、こ

のデータを元に色々決定していくと思うと本当にダメな自治体だなと思い、残念です。

これからの時期、排雪きちんとやって下さい。 

3,0 

90 
なぜ江別市は札幌市のように児童会館での放課後児童を行っていないのか。医療費など

にしても、どちらもお金をとられ負担が多い。 
3,7 
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91 

医療費について、岩見沢の方が負担が少ないと聞くことが多いです。友人は江別市に住

んでいますが、子供のインフルエンザ予防接種は岩見沢の方が安いからと毎年岩見沢で

接種しています。持病があるので、もう少し小学生の間くらいまでは、幼稚園児と同じ

負担の方がありがたいです。市のマタニティスクールはとても良かったです。結婚後に

江別市に転入してきたので、何もわからず知り合いもいなかった私にとって、知り合い

が出来るきっかけになりましたし、そこで出会った妊婦さんとは今でも交流があります。

子供が入院した場合、幼いとどうしても母親が付き添うことになりますが、下の子の時

は上の子を、上の子の時は下の子を預ける場所が無く、知らずわからずで、主人も夜遅

いし、1人で留守番はさせられないしという状況の事が多く困りました。実家が自営業で

忙しく、頼めない時もあり、本当に困ったことがありました。そのような時にあずかっ

ていただける場所や方法も私は知らないので、そういう場所や方法があれば教えていた

だきたかったです。 

1,7 

92 

江別市は、子育てをするのに良い環境だと他の市に住んでいる人々からよく言われます。

ただ、親と同居していると働いていても保育所に入所できないなど、少し不便なのだと

思いました。12月にできる子育てひろばも楽しみにしているのですが、広報での案内だ

ったので、アパート暮らしの人には伝わっていないのでは？と心配になりました。ずっ

と家にひきこもっていたら知らないままだろうな・・・と。 

1,2 

93 

・公園の砂遊び場の管理をまめにしてほしい。(犬のフンが毎回落ちてて不衛生)・こわ

れたままの遊具をなおしてほしい。(黄色のテープがはったままです。)・保育園などの

施設に加湿器や空気清浄機を設備して少しでもウイルスの感染をなくしたら良いと思い

ます。 

3 

94 
学校に児童館を併設してほしい。空き教室がたくさんあると思うので。放課後児童会は

遠かったり、質が悪いと聞いたこともあります。 
5 

95 
ザ・ビッグにできる遊びの広場とっても楽しみです。近所なので毎日でも行きたいです。

きっと混むと思いますが・・・。 
3 

96 
今後利用する予定なので、待機することなく保育所に入れるように整備していただきた

いので、よろしくお願いします。 
2 

97 
インフルの予防接種を幼稚園でやってほしい(有料で良い)。保健センターの立地が不満。

毎回遠くていきづらい。 
7 

98 
医療費が高いと思います。もう少し補助の対象・補助の割合をほかの市町村並みにして

ほしいと思います。 
7 

99 
インフルエンザを含む予防接種(任意のもの)の料金負担をぜひ減らしてほしい。特にイ

ンフルエンザは子供は 2回接種が必要なのに 1 回料金が高くて接種させられません。 
7 

100 

上江別東町に住んでいます。上江別小学校はマンモス校なのに、どうして近所に 0才～

預かってくれる保育園がないのか疑問です。ゆめみの、上江別方面には認可保育園も認

可外保育園もない。おかしくないですか？子供の数把握してたらこんなことになってな

いと思うんですけど。ファミリーサポートに登録していますが、知らない人に預けるの

は不安で結局仕事を休んでいます。子育て支援センターに来ている民生委員みたいな感

じで子供も知ってる人だと預けやすい。せっかく良い支援なのに、利用していない方が

多いのではないかと思います。産じょく入院施設を作ってほしい。私には産後看てくれ

る人がいなかった為、大変つらかった。2人目もほしいが、あの辛さがあると子供が大き

くなってからじゃないとムリとあきらめてしまう。 

2,4,6 

101 

児童館の朝預かりを希望します(7：00～8：00)。親が子供より早く出勤の為、苦労して

いる家庭は少なくないはず。児童館に早朝担当の方がいてくれると安心して出勤できる

ので、ぜひお願いします。 

3 

102 

江別市が子育てについて変えていこうというのが、感じられた。札幌にくらべて、まだ

まだな部分があると思うので、そういった環境づくりが必要かと思う。まだ先の話です

が、小学校に入ってからのことが心配です。放課後、預かってくれる場所が近くにある

かなど。(時間など) 

3 

103 

少人数で集まったりする時の場所を借りられる所があったらいいです。(子供がいても気

にせずに親同士もゆっくりおしゃべりできるような)子育てレンタルルームのような感

じで、自宅だと気を使うので、そういう所があったらうれしいです。 

3 
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104 子供の予防接種は全て無料で受けられるべきだと思う。任意接種の金額負担が多い。 7 

105 

子供向けのサービスは色々あるみたいで、名前は知っているけどサービスの内容は知ら

ない事が多い。まだ就園させていないので、同世代の子と遊ぶ機会を作ってあげたいけ

ど、どんなサービスがあって、どんな雰囲気か分からないので、なかなか利用できない。

もっと分かりやすく広報してほしい。 

1 

106 
小学生の子どもたちが、安全に快適に遊ぶ環境がない。不審者情報などにより、子ども

たちが恐がって外に行けない。地域の安全に努めてほしい。 
3 

107 

・保育園から小学校に入学する時、保護者が就労していると放課後が心配。保育園 19：

15 まで(延長)、学童 18：50(延長)が多い。同じように学童もせめて 19：00位までのし

てもらえれば、あわててお迎えに行くこともなくなり、事故の心配がへる。・市できち

んとした学童はできないのか。民間任せである。場所により会費や開設時間がバラバラ。 

8 

108 

江別市は、子育て支援についてとても力を入れてるとは思いますが、経済的負担となる

オムツや粉ミルク等を負担してもらえるような制度を作っていただきたいです。十分な

子育てができるような収入を得られていないという現実があるので、ぜひとも取り組ん

でいただきたいと思います。 

1 

109 

・通学路の安全を徹底してほしい。冬の期間は見通しが悪く、危険を感じる。・幼児期

は様々な子育てサービスがあり、預ける先もあるが、小学校から先は急にサービスが乏

しくなる。学校や子どものことを相談したり、母親どうしで悩みを話し合う場がほしい。

中学生が行き場なくうるろしているのを見ると部活や塾の無い子の居場所がないのかな

と思う。小学生も高学年になると学童や児童センターがつまらなく行かないことも多い。

働く親が帰宅するまでのほんの 1 時間くらいでも学校帰りに行ける場所があると良い。

地域の中に色々な居場所があり、母も集えるとありがたい。 

9,1 

110 

子供が季節をかんじるような行事を 1年通してあるといいなと思います。スノーフェス

ティバルの夏バージョンや春先にもなにかスポーツイベントがあるといいなと思いま

す。(コミュニケーションが深まるような) 

3 

111 
子育てにもっと予算をつけてほしい。今、子供達の教育に手間とお金をかけないと良い

日本ができないと思います。平等なチャンスをいかせる機会をあたえて下さい。 
1 

112 
医療費の負担が大きい。インフルエンザ予防接種は少しでも負担軽減してもらえると流

行も軽く済むのではないかと思います。室内で遊ばせる場が欲しいです。 
3,7 

113 幼稚園の無償化お願いします。 1 

114 
乳児医療を札幌や岩見沢と同じにしてほしい。近所に同じ年頃の子供がいなく、小学校、

中学校が遠いので学校に通うようになったら不安。スクールバスを走らせてほしい。 
5,7 

115 

江別市に雨の日でも遊べる遊具がある室内公園をつくって下さい。札幌には川下公園や

滝野すずらん公園などありますが、雨のたびにいちいち札幌へいくのも大変なので結局

は家でゲームの一日で終わってしまう日もあります。 

3 

116 

子育てをしている親たちの中に収入の事、家の事など(嫌いな人の事を)ネットを通して

誹謗中傷している人たちがいるので、そういう人たちのためにも相談できる場所、環境

をつくってあげた方がいいと思う。書かれた人たちは嫌な気持ちになってるし、人を信

じられなくなっている人もいるから。特に江別はひどいと思う。 

1 

117 
小学校入学からの医療費の負担がおおきい。アレアルギーを持っていても金額がかかる

ので、回数を減らしてしまう。 
7 

118 

江別は意外と遅れていると思います。アンケートを作成・送付するよりも、現場(教育機

関や病院等)でもっと話を聞いて実状見てみればわかると思います。それよりも、保育料

や税金の納付、コンビニでも払えるようにしてもらえませんか？近隣の市はずっと前か

らやってます。働く親にとっては営業時間内に銀行やら郵便局やら行くの難しいことで

す。(それだって小さなストレスですよ)そういうことだけで、グッと楽になるし、納付

率上がるのでは？アンケートもいいけど、まずは実行してほしい！実行力を江別に求む。 

1 

119 

来年から小学生で、１人っ子の為学童があまり良くないと聞いているので、不安でたま

りません。校区のクラブで、説明は何もなく用紙を見ると来年度で受け入れをやめると

書いてあり、幼児教室でくだらない話をせず、そういう事をきちんと話してほしかった。

全く安心して働ける環境とは言えません。後、産休育休も役所等公務員だけではなく、

民間でもとれるようにしてほしい。 

8 
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120 保育園の空き待ち状況なので、保育園が増えればと思います。 2 

121 
今月オープンする子育て広場を何か所か増やしてほしいです。冬になると子供達の遊ぶ

場所がないので、室内で遊ぶ場所があれば子供達ものびのびと遊べる。 
3 

122 関西と北海道の子育ての環境が違いすぎて分からない事が多い。 1 

123 

今年は入院で子供を一時保育に預けなければならなかったが、2歳未満の子を預けられる

保育園が少なく、希望日に預かってもらえない日もあった。祖父母がいたので、何とか

なったが、もう少し預かれる保育所を増やして欲しい。また、今回の入院で初めて知っ

たが、緊急に対応する一時保育が年 1 回しか利用できないとか。私の場合、検査入院→

手術入院であったし、緊急って入院以外にも不幸であったり、必ずしも年 1 回とは限ら

ないはず。しかもそんな事、知らなかったし。今回、市役所と保育所の方々のおかげで、

いろいろ考慮していただいたので助かりましたが・・・。 

2 

124 

夫が単身赴任中で、二重生活のため、働いても追いつかない。そのため扶養からはずし

て働いても収入が増えたと保育料が上がり、子供と一緒の時間が減ってお互い負担が増

えているのに生活は苦しい。税金が払えないどころか、日々の生活も大変で病院にいく

のも悩む。自分の病院なんてまず行ってられない。何をどうしたら良いのか。このよう

な悩みを相談できる窓口はないのでしょうか？市役所で相談しましたが、根本的な解決

はしません。子供はとても愛しているのに、自分のイライラでどうしようもない時があ

って辛いです。 

1 

125 

子供の医療費を安くして頂きたい。就学時から大人と同じ３割負担は、とても家計を圧

迫します。そして病院へも我が家は、赤ちゃんの時よりも集団生活(学校・幼稚園)へ通

い始めてからの方が、色々な病気をもらってくるので、医療機関の受信が増えました。

せめて小学校卒業時まで、医療費を安くして頂きたいです。今の時代夫の仕事がハード

な家庭が多いので、妻の負担が増えます。妻が急な用事があった時など、予約なくても

当日子供を預かって頂ける施設があったら良いと思います。 

1,7 

126 

東光町の泉の沼公園のすぐそばに家があります。私の家のある区画には歩道がなく(歩道

のラインもなし)、歩道のあるべきところは水路になっていて、場所によっては１ｍくら

いのみぞになっています。去年から補助付自転車の練習をしているのですが、車がくる

と危険で道路のはじによけるのですが、水路のみぞで十分にはよけられません。そのう

え、3才の子どもが車が来たことであせってしまい、自転車ごと水路のみぞに落ちてケガ

をしました。せめて水路のみぞ部分をうめてもらうことはできませんか？公園利用で車

もよく通るし、歩道作りをしてほしいです。 

9 

127 

問 12 でも書きましたが、子育て中のママに関わるすべての人が本当に応援しているとい

う、心から通じ合えるものが欲しいです。あの一言で私は本当に傷つき、ママ友の中に

同じ体験をした人たちが居たことにも、おどろきました。心がこもっていないと感じて

いるのは私だけでない事、とても悲しい事です。これから子育てに向かう新人ママさん

達がつらい思いをしないように考えていただきたいです。テレビで、子ども殺してしま

う事件、自分でなくて良かったと思うこと何度もありました。支えて下さい。 

1 

128 他の兄弟との勘違いの為、記入ミスが多くなりました。見づらく申し訳ありません。 0 

129 

やはり金銭面での不安が大きく、これ以上の出産は出来ないと感じています。家庭の収

入を増やそうにも小さな子供がいる人への職場の対応は充分ではなく、子供がいる事を

申し訳なく思いながらの働きになるし、休みがちな事を理由に結局やめてしまうという

事も少なくありません。金銭面での不安をなくしたい、しかし仕事はない、ならば子供

はあきらめよう・・・という流れです。目先を見てちょこちょことお金を配るような策

ではなく長い目で見て安心できる支援を心からお願いしたいと思います。子供が育つに

は 20年かかるので。国の策がころころ変わり、信頼できないので、せめて江別市は信頼

できるという支援をして頂けたらうれしいです。江別で育てて良かったと感じたいと思

います。よろしくお願いします。 

6,1 

130 

・若葉町の「ななかまど公園」は、広さは充分あるが、遊具等公園全体の雰囲気がさみ

しい。草の部分も多いし、もっと明るい感じの公園にしてもらいたい。・保育所等の入

園前の子が入れるクラスの詳しい情報がほしい。園のＨＰくらいでしか見れないので、

広報とかに入れてもらいたい。 

1,3 

131 
医療費が札幌などにくらべると、早くからかかる様になってしまうのが残念です。札幌

と同じ様に就学前までは費用がかからないとありがたいです。 
7 
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132 江別はとても良い環境だと思います。 0 

133 

・インフルエンザの注射は、ほとんどの人がやると思うので、もう少し安くできる様に

負担してほしい。・3才からの方がよく病気にかかるので、認定証(？)の医療費が安くな

る年齢を 3才から 6才くらいまでに引きのばしてほしい。 

7 

134 学童及び児童館等の早急な拡充をお願いしたいと思います。 8 

135 

とにかく経済的に余裕がありません。医療や教育、保育において更なる助成があると助

かります。働く場所を探しても、子供を預けるための保育料と自分が得られるであろう

収入が見合わないため、なかなか働けない。 

1 

136 

3才になるまでは、母親が働くには保育園に預けるしかないが、認可にはやはりすぐ入れ

るわけではなく、一時預かりも希望してもいつもいっぱい。これを解消しなければ、い

つまでも子供は増えないし、江別にも人は増えない。働きたい母親はたくさんいる。保

育園を増やすなり、保母さんを増やすなり、そして保育料を下げてくれないとパートの

お母さんにはきびしい。私には中 3 の娘もいますが、その頃から全く変わっていない。

もっとスピーディーに待機児童をなくす事をめざさなければ、江別の活性化も望めない。

市の仕事は遅すぎる。会社なら倒産してる。あと、保育園の対応も慢性化しているのか、

冷たく気分が悪かった。保育園の都合に合わせろ的な口調は腹が立った。幼稚園は個人

経営だからか、とても親切。見習ってほしい。 

6,2 

137 

・学校内又は学校のすぐそばに学童施設がほしい。・公園のすべり台やブランコは、雨

のあとすぐに水たまりができ、何日も遊べなかったりするので、定期的に土を埋めて水

たまりができにくくしてほしい。・雨や雪でも子供たちが遊べる施設がほしい(無料)。

(例)エンゼルランドふくい 

3,8 

138 

小学校入学～高校生までの医療費補助がない事が信じられない。少子化なのに子供が大

切にされていないと受け止めています。例えばインフルエンザワクチンの接種について、

何故 65才以上の人は千円で受けられるのか？乳幼児と子供、その親に対して行うべきで

は？子育て世代から取ったお金が高齢者に行きすぎている。高齢者は除排雪サービスを

受け、パークゴルフ場を整備してもらって、補助金を受けてデイサービスの立派な車で

送迎してもらって優雅な老後を送っている。全て私達子育て世代から取った税金で。子

供の世代は江別から出てってもらう。老人を支える為に犠牲にしたくないから。 

7 

139 
江別は冬や雨の日に遊べる場所がなさすぎる。医療費等も小学生までは、一割のままで

いてくれると助かる。 
3,7 

140 

①最近のお母さんは車を持っている人も多いので、良い遊具がある公園へ連れて行って

遊んでいる方も多い。全部の公園をよくせずとも、重点をしぼって整備してもよい。そ

の際トイレの設置や冬期間除雪によって遊具が壊れてしまわないような配置も検討して

ほしい。②あつべつのファミリーフェスタのように、地域のサポーターやサークル、小

中学生が一緒に行う子供の目線にたった催しものがあると良い。③市外から転入してき

た方へ情報が行き届いていない。それぞれの情報収集も必要だが、本当は楽になること

で苦労している人もいるようです。(ネット環境がない人 etc) 

1,3 

141 
小学校の児童館を各学校に設置してほしい。未就学の子が就学した後の事について、と

ても不安を感じます。 
3 

142 
難しい話とは思いますが、最近は叱ってくれる大人がいないので、子供に親だけでの躾

は厳しい時があると思います。(公共の場など)  

143 

保健センターでの相談は、3才の健診が過ぎると相談しにくいです。3才の健診の時に「こ

れで保健センターは卒業です。ただ何かあればお電話いただければ相談は受け付けます」

と言われると、なかなかちょっとした事でも相談するのは気が引けてしまう。子育て支

援センターでは先生達も忙しくて、ホールには遊びに来てる親と子供だけの事があって

気軽に相談できないこともありました。相談窓口は足りているのでしょうか？しのじま

先生が亡くなってから近所に小児科がありません。上江別、ゆめみ野地区に小児科を誘

致してほしいです。父親向けの講座などに参加できない人の為にお父さん向け情報誌な

どあれば良いと思います。 

1,3 

144 
・小学校入る前までの医療費は初診料以外負担なしにしてほしい。・親が病気などで子

供の面倒が見れない場合、すぐに預かってくれる所があるといいなと思います。 
7 
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145 

・学童について大変困っています。子供が行く学校の近くにある学童は 18時まで、19時

にいつも保育園にお迎えに行っているため、全然間に合わないです。保育園はどこも 19

時 15分まで延長が使えるのに対して学童は全て 19時までではなく、どうして違いが出

てくるのか疑問です。ファミリーサポートを使うといっても毎日 1 時間程預けていたら

結構な金額になってしまい活用することはできません。少し遠くの学童も下の子の保育

園のお迎え、又車がないと厳しく思います。そのようなことが理由でずっと続けてきた

仕事を辞められた方もいらっしゃると保育園の先生から聞いております。どうか保育園

の時間と差をつけず、全ての学童が時間を延長してもらえることを心より願っていま

す。・医療費が今一割負担ですが、他の市では小学校入るまで控除されています。未就

学の子供も、まだ抵抗力が弱く、よくカゼをひいたりしています。3才までは少しでも体

調が悪かったらすぐに病院に行ってましたが、お金の事を考えるとある程度様子を見て、

行ったりしています。予算等あって大変かと思いますが、子育てに力を入れていると言

っているなら、他の市と同じような待遇にしたいただけたらと思います。要望ばかりで

申し訳ございません。 

7,8 

146 

小学生になったら医療費が 3 割負担でびっくりした。薬もかかるし、けっこうな負担に

なる。まだまだ病気が多い頃だし、なんとかしてほしい。除雪がひどくて冬に安心して

子供を外にだすことができない。 

3,7 

147 

このようなアンケートをとるのは結構だが、具体的にどこにどのように反映されいくの

か、反映されてきたのかなどの報告を広報などに載せてはどうかと思う。「以前はこん

な不足があったが、現在はこのように改善されてきている」というのが、もっと市民に

わかれば、みんなの意識も市全体へ向けられていく気がします。 

1 

148 

「ぽこあぽこ」ができるとのこと、これまで冬期の遊び場に困っておりましたので、大

変喜ばしく思っています。気軽に出掛けられる場がある(できれば曜日や時間が限られず

に)ことが、親子が家の中で息苦しくならないために必要ではないかと思います。同様の

施設が市内に増えることを望んでいます。 

3 

149 

うちは農村地帯で、小学校が終わったあと、うちで遊んでいることが多いので、新しく

できるセンターの中にとかどこかに放課後児童センターがあると大変たすかるかと思い

ます。保育園も冬期は幼稚園なみに早いため、用事があるときは認可保育園の一時預か

りにたすけてもらってます。認可保育園は入園料が高く、なかなか入れられません。一

時預かりも、日・祝日が使えるとたすかります。よろしくお願いします。 

2,3 

150 

・時々保健センターに行きます。時間があると食事量などの相談もしますが、とても親

身になってくれて感謝しています。・子どものために早く仕事がしたいです。保育所育

ちなのですが、良い先生ばかりで楽しい思い出ばかりなので、家庭以外の場所も必要だ

と思います。・保育料の高さがあり、預ける決断ができません。パートについたとして

も、ほとんど保育料にとられたら本末転倒になってしまいます。・おむつ代の補助がほ

しいです。・保育所も 4月入所だけでなく、いつでも入所できるようにしてほしいです。・

仕事が決まらないと保育所も預けられないというのは、保育所が入れなかったら仕事で

きないという事になるので、職探しもできないです。幼稚園の時間では家計のたしにも

ならないし、八方ふさがりで悩んでいます。・せめて市営住宅に入りたいです。 

1,2,3 

151 

夜間急病センターの医師は、子どもの時は小児科医師に診察してほしい。外科医は小児・

外科以外の知識はないようだ。近所の小さな公園は、鉄棒と砂場しかない。ブランコが

あったが、こわれたのかなくなっている。小さな子は鉄棒では遊べない。なので、自転

車や車で家からはなれた公園に行くことになる。江別には私立の幼稚園しかないが、保

育料などの負担をかるくしてほしい。子どもは体質的に病院にかかる事が多い。医療費

の助成や支援を希望する。 

1,3 

152 

息子が発達支援センターに通っていますが、交通の便が悪く、タクシーだと往復 1500円

くらいになります。毎週 1 回の利用なので、利用料を入れると、けっこうな金額になり

ます。息子のためとはいえ、小さい 2番目の子を連れての移動も負担になり正直つらい

です。支援センターの先生の都合もあると思いますが、もう少し近くの自治会館とかで

先生に来てもらえるとか、そうしてもらえると本当は助かります。 

1,2 
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153 

保育園の一時預かりについて、親自身が病院に行きたい時に利用したかったが、1歳 7ヵ

月からだったので利用できませんでした。はっきりいって 1歳７ヵ月にもなれば自分で

歩けるし、連れ歩くのも大変ではなくなります。自分で歩けない為にだっこが必要な 10

ヵ月～1歳 2ヵ月くらいまではいちばん重くてつらい時期です。「1日」ではなく 2～3

時間程度なら、卒乳しまたは粉ミルク可等の条件つきで預かっていただけたら、ありが

たかったです。もう終わったことですが。実家が近い人ばかりではないので、ファミサ

ポの人の話をきく場等のイベントがあったらいいと思いました。会ったことのない人に

急に預けるのもちょっと不安なので。 

1,2 

154 

・学童保育・児童館→1 度家に帰ることになっているようですが、働いているので道路の

危険、行き帰りの危険を防ぐためにも、学校から直接行けるよう配慮してほしい。安心

して預けられるようにしてほしい。札幌はＯＫなのに、なぜ江別はだめなのか、働くマ

マが多い世の中でおかしな制度だと強く感じる。 

9,8 

155 

自宅が江別小と第三小の合併に関わる位置にあります。児童の減少により合併はやむを

得ないことと思いますが、江別小学区の子供達が中学校へあがる時に、少人数で第一中

学校へ行くことになるので、心配になりました。あと江別小の跡を廃墟にならぬように

していただきたいです。今も夜道が恐いので。 

3,5 

156 

・屋内施設が最近出来ましたが、有料なので気軽に行こうと思いませんでした。夏場は

公園で無料で遊べても冬場や荒天時は大型店などに行ったりしますが、子供が遊ぶには

イマイチです。川下公園の屋内施設みたいのがあるといいです。・学童保育で大麻小の

そばのサンサンキッズは不定期(一時)預かりができるので、助かっています。他の場所

では定期のみもあると思いますが、パートの人は毎日同じパターンの仕事とは限らない

ので、柔軟な対応ができるといいと思います。子供が高学年になると学童利用はできな

くなるけれど、どの小学校のそばにも児童館のようなものがあるといいです(学校で預か

りなどでも)。不審者も多いので、安心して遊べる場所が確保できるといいです。 

,83 

157 

引っ越してきて間もないので、知識不足なところがありますが、今後知りたいこととし

て、幼稚園の比較ができれば良いなと考えています。また、たまにリフレッシュとして

小さい子どもでも気軽に預けられる場所があれば良いと思います。公園の遊具は、大き

な子向けなので、小さな子でもできるすべり台やブランコがあれば嬉しいです。 

1,3 

158 

放課後児童クラブは数が少なく、移動手段のない子供が利用しづらい。大麻農村地区は、

歩道がなく、交通量の多い車道を歩かざるをえない。大人でも恐いぐらいなのに。まず

は、そういう環境を改善してほしい。農村地区に歩道をきちんと整備して下さい。 

3,8 

159 

近隣市町村と比べ、子供の医療費の助成が少なすぎると思います。集団生活になると病

気やケガをすることが多く、病院受診の機会が増えます。子供を持つ親として、12歳ま

での医療費無料化、インフルエンザ接種の助成を願います。 

7 

160 

・アンケートがわかりづらい。・以前に保育所の申し込みに行ったことがあるが、担当

者が不親切で準備書類など確認するため二度三度足を運ぶことになった。また市外より

転居してきても、すぐに保育所に入ることができず、一年見送って同居の親に面倒をみ

てもらってます。 

2,0 

161 

前回にも記入しましたが、今よりもっと「保育所」を増やして下さい。そして「病院(小

児科)」を土・日・祝日開いている所を作ってほしい。※夜間、急ぐ時にどこへ連れてい

けば良いのか困る。 

2,4 

162 

・今通園している幼稚園は、子供の数が多く、先生の目が行き届いていないことが多々

ある。子供を預ける親にとっては、とても不安なことなので改善してほしい。・車を所

有していない、又は車を運転できない状況にある家庭では、通院や習い事、地域での集

まり等に出向くのがとても大変です。小さな子供がいると大変厳しく感じます。もっと

交通の便を良くするとか、病院を増やすとか、タクシーを格安で利用できるとか何か考

えていただきたいです。除雪もされていない所が多い(歩道や私道？家の前の道路)ので、

歩行もままならない日も多いので、困っています。改善願います。 

3,5 

163 
もうすぐ就学なので、子育てサポートなどの利用は就学前まででした。就学後の方が今

は心配です。 
1 



15 

 

164 

・今回 12/21 イオンの 2Fで、土日も雨の日も親子で遊べる場所ができるので、とても楽

しみにしています。預かりも低価格でしてもらえるので、とても期待しています。息子

は 3才ですが、もっと前からこのような土日も使用できて無料の施設があれば、どんな

にか子育てが楽だっただろうと思います。登録者が 600 人もいて、30組が同時に使用と

新聞で読みました。どのような制限方法になるのか気になります。今後もあちこちにこ

のような施設ができたら、車がなくても遊びに行けるのでは、と思います。預かり時間

帯の延長と日数の増加を期待します。・一時預かり(保育園)の日数が 16日未満となって

いますが、もっと増やしていただけたらと思います。 

2,3 

165 

うちは祖母と弟夫婦と同居のため、子育てに関して困ったことも悩んだこともないため、

このような回答になりましたが、もし私が母子家庭になったりしたら、回答は全く違う

ものになると思います。親や友人にも頼れず、悩んでる人もたくさんいると思いますの

で、そのような方の回答を参考にして取り組んであげて下さい。また、急に母子家庭に

なった人など(そうじゃなくても)便利な施設があっても足がない場合もあり。 

0 

166 

ちょっとの間(美容室、買い物、歯医者、病院)に見てくれるサービスがあればいいなと

思っていたら、イオン内にできるということで、大変感激しました。求められていた声

にこたえてくださった努力に感謝です。今後の開園から事故がおきてしまわないような

教育的配慮を期待しています。預けても安心して用事をたせるママさんたちの強気味方

となる施設となるといいですね。 

2,3 

167 
特に不満はありません。出産した家庭へのゴミ袋支給や、赤ちゃんに絵本など良いと思

います。 
0 

168 
高校を増やしてほしい。工業高校、農業高校、商業高校があるといいと思います。町に

活気がほしい。家ばっかりで店が少ない。 
5 

169 

市外から引っ越して来ましたが、公園の数が多くどの公園にも遊具があっていいと思い

ました。ただ、かなり古くサビているものもあり、子供を遊ばせるのに少し不安がある

のと、いつ行っても誰もいなくて淋しい印象があるのが残念です。日中使用できる車が

ないので、夏は自転車を使用していますが、冬になると小さい子供も歩きにくくなり、

どこにも出掛けられずストレスがたまります。子育て支援センターまで雪道を子供と歩

くと片道 30 分かかり、正直行きたいけど毎日行きたくない、というのが現状です。バス

を使う距離でもないし、冬だけでも送り迎えのバスなどあればいいなと思ってしまいま

すが、殆どの方は車を持ってらっしゃるので難しいとも思ってます。新聞もパソコンも

なく、スマホでしか情報が得られないので子育て情報(イベント等)を知りたいです。 

1,3 

170 

札幌より魅力を感じることができることがもっとあればいいと思います。小児の医療費

負担の軽減、保育料の値下げ行って、子育て世代の住民が増えれば、街が活性化すると

思います。教育水準も市全体で底上げできるようになればいいと思います。少子高齢化

で高齢者にばかり目が行きがちですが、インフルエンザ予防接種も子供もも安くなると

いいなと思っています。 

2,7 

171 
経済的に大変なので、早く働きたいのに、子供を預けられる保育所がなく困っています。

どうしていいのかもわかりません。 
2 

172 
いつも社会福祉の方や、保健センターの方にお世話になっています。ありがとうござい

ます。 
0 

173 

来年の 10月から仕事に復帰するため、近所の保育所に子供を預けたいが、定員に達して

いたら入れないと市役所の担当者から言われた。仕事を持つ母親が、希望する時に希望

する保育所に入れる保障がほしい。子供が 1歳半になるまで、北見市で生活していたが、

江別に来てから支援センターのもの作りの(子供と一緒に作る工作等)のレベルの低さに

驚いた。北見市の光西保育園にある支援センターの伊藤先生の実践が素晴らしいので、

ぜひ研修に行って色々学んできてほしい。各月に完成度の高いものを作ることができ、

今も大切にしている。それが普通だと思っていたので、江別に来てがっかりした。オホ

ーツク木のプラザという施設も子供がのびのびと遊べる。天候の悪いときにも利用でき

る良い所である。北見の方が子育てする母親にとって居心地の良い市だったと思う。 

,3,6 

174 障害児のいる家庭へのサポートが手厚くなると助かります。 a 

175 

大麻西小学校のミニ児童会館を学校からまっすぐに通える様、又夏・冬・春休みは弁当

を持参できる様、システムを変えて頂けるととても助かります。学童保育には兄を通わ

せていましたが、月謝を払っているにも関わらず、安心して預けることはできませんで

3 
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した。せっかく校内にミニ児があるので、ぜひ利用したいです。ご検討を宜しくお願い

致します。 

176 

現在保育園に併設している子育て支援センターを利用していますが、週 3 日午前中だけ

しか利用できないので、もう少し利用できればいいなと思います。今度新しい所がオー

プンしますが、遊具の利用制限が 3年生までとの事なので、小さい子と小学生が一緒で

ケガしないか少し気になります。「すくすく」などで就学前の子と一緒のところでも、

押されたりおもちゃ取られたり、たたかれたりしてる子を目撃したこともあるので心配

もあります。親も携帯ばかりを気にして自分の子を見ていない人も多いので、センター

の先生方にしっかり見ていただきたいと思います。「どんぐり」では、保育園行事に参

加させてくださったり、先生 2人ともいい先生なので安心して連れていくことができま

す。 

3 

177 

・4年生以上の学童保育がほとんどないのが不便です。今の世の中、たとえ高学年でも家

で留守番をさせていると心配で落ち着いて働けません。また、パートなど短い勤務の人

にとっては、学校がある時は必要ではないが、春夏秋冬などの長期休みの間のみ学童を

利用したい人もたくさんいるので、そのような施設があると助かります。・ある障がい

児の支援施設に相談に行った時、年配の女性の職員さんに「かわいそうに」と言われま

した。正直それは母親も思っているけど、育児に悩む母親には言ってはいけないフレー

ズでは、と思いました。その他「～してないんじゃないですか？」など、責めるような

ことばかり言う方でした。もう少し職員教育をした方がよいと思います。 

8,0 

178 
・中学生まで医療費は無料だと嬉しい。・おむつのゴミ袋を支給してくれるのは助かり

ます。 
7 

179 

母子家庭になり、フルタイムで働いて、保育園に預けているが、保育料が普通に引かれ

るのはきつい。いくらフルタイムで働いていて、収入があったとしても、1人の収入で生

活のすべてをまかなわなくてはいけないのに、収入の 6分の 1 が保育料というのが、納

得いかない。母子の保育料を別に決めてほしい。 

2 

180 

私の自宅が向ヶ丘なのですが、近くに児童館や学童保育、保育園などがなく、免許をも

っていない私はとても不便に感じています。小学校が近く、子供が多いのになぜそこを

充実させないのでしょうか？あと、江別市は子供を預ける場所がなく、日中子供を預け

る人がいない方は、就労するための面接などは、どう行けばいいんですか？札幌市は、

就労前から保育所に預けられ、そこから面接など行けるし、12歳まで医療費初診料のみ

だし、見習ってほしいです。持病がある子供をもつ親としては、医療に負担がかかりす

ぎます。江別市は子供が多いし、市民税高くとるのに、子育て世代に優しくなく、周り

の母親達もとても不満に思っています。みんながみんな親族に子供を預けられる環境じ

ゃないのに、江別市はそういうサポートが少なすぎると思います。イロイロと少しでも

改善される事を願っています。 

3,8 

181 

子供の医療費の改善→江別は他市町村に比べても消極的。小学生の 3割負担はひどすぎ

る。乳児期に絵本を配布したりしているけど、そんな事よりももっと経済的援助に力を

入れてほしい。私は、母親は家に居てあげるのがベストだと思う。やはり帰ってきて母

親がいるのはうれしいし、私も子供の時母親が家に居ないとさみしかった。今、働く女

性を推進し保育園待機とか話題になっているが、今時点で家計が本当に苦しくて働かな

ければならない母親とよかを得る為に働いている母親と同じにしてはいけないと思う。

できれば家計の為に働く母親が減る環境がいいのではないかと思う。 

1,7 

182 医療費(小学生以下)を無料(又は一部負担金)にしてほしい。 7 

183 幼稚園の入園費や毎月の費用を軽減していただきたいです。 
 

184 

・乳幼児医療受給者証を江別市内の医療機関だけでなく、他の市町村でも使えるように

して欲しい。後から請求しに行くのは、とても面倒。・小さいうちは何かと病院に行く

ことが多いので、無料になる期間を 3才までではなく、小学校入学までとか、もう少し

長くして欲しい。 

7 

185 幼稚園の保育料が経済的に辛い。無償化を強く望みます。 2 

186 

保育園の数が少ないと思います。3才以上は幼稚園があるので、教育には困りませんが、

0～2才児が入る保育園が圧倒的に少ないと思います。保育園が決まらなければ、就職も

できないのに、職がなければ待機児童にも入れてもらえないのは本当に困る。他市町村

は、医療費のかからない所が多いなか、江別は 1割負担。あまり子育てしやすい環境で

2,7 
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はないと思います。 

187 
学童保育をもう少し充実させてほしい。医療費を安くしてほしい。江別市は高いと思い

ます。 
7,8 

188 

ファミリーサポートは、一見便利そうで、使ってみたかったのですが、意外と高いので

利用したことがなく、また保育士さんでない方がみてくれるのは大丈夫ですか？研修だ

けで子供を知らない人がみれるのか、ちょっと不安でした。できれば金額も高いのだか

ら、保育士さんであればいいと思いました。あと、年収に応じた対応があれば・・・。

幼児プールが江別市内にないので、幼児がプールできない。 

1,3 

189 

まち全体で子供について、もっと優しい目であたたかく見守ることができたら、安全・

安心であるし、関心を持って(子育てしてない世代との)もらうことで、お互いのために

もっとよくなるのではないかと思います。 

1 

190 

就学後の医療費の負担が他市に比べて重いと感じます。もう何年もそのような声があが

っており、署名もしました。負担の軽減にぜひ積極的に取り組んでいただきたいと思い

ます。 

7 

191 

子育て支援センターはいつも利用させていただいており、大変助かっています。21日に

オープンする子育て広場は土日も利用できるということで、そちらも楽しみにしていま

す。保育所の情報を簡単に見られるようにしていただければと思います。ＨＰ等が少な

く、情報がないのですべて直接見に行かなければいけないのは負担が大きいので。特徴

などがわかれば数ヶ所に絞って見学に行けば済むので助かります。よろしくお願い致し

ます。 

1,2,3 

192 

最近不審者の情報が多く、不安。また、放課後の児童会の預かり時間が短いことや長期

休暇が高額なので、就労後どうしようかと悩んでいる。近年子供たちが外であまり遊ん

でいる様子を見ることは減ってきたように思う。もっと皆で外遊びなど行っていると安

心できる。 

3,8 

193 

江別に住み始め子供ができ公園に連れていきますが、公園の遊具の少ないのが、とても

残念です。子供が公園で遊んでいても、つまらないと言って長くは遊ばず帰ります。ブ

ランコがないし、てつぼうもないし、危ないからと遊具を減らすのはどうかと思います。

小学生の子供がいますが、家でばかり遊ぶので公園に行って遊びなさいと言っても、公

園は遊具が少なくてつまらないと言います。てつぼうなどは公園に置いてほしいですね。

てつぼうの出来ない子もいるので、公園で練習する事ができるので。今の時代、ゲーム

ゲームばかりなので、外で遊んで楽しいと思えるような公園の遊具があったらいいです

ね。 

3 

194 

待機児童の問題が直近の問題として気になります。4月入所だと 1月に一斉に申し込むと

聞きましたが、4月から職場復帰が決まっているのにぎりぎりまで保育所が決まらないと

落ち着きません。私は職場が札幌なので自宅から職場への通勤途中、もしくは自宅周辺

の保育所に入所させたいと考えていますが、我が子の年齢は現時点で定員に達している

と聞き、入所できないのではと不安でいます。市外への転出もふくめて検討しなくては

と考えています。周囲にも同じような不安を抱えている友人もいますので、どうか定員

の増加、新設等を検討いただけるとありがたいです。早い段階で入所の希望調査を行う

など、現状を把握いただきたいです。 

2 

195 

まだ子供が 4才で、小学校以降のイメージがつきませんが、今まで感じたことは、私の

住む文京台には何もないので、徒歩で子育てセンターなどに行くことができず、孤立感

がありました。今は保育園に通園しています(大麻)。大麻までも車で通うので、遠い気

がします。文京台は少子化なので仕方ないとは思うのですが(札幌なども、そうなのかな

と思うのですが)。保育園と幼稚園の教育の差がどれくらいあるのか分からず、小学校で

差がでないか不安でもあります。また、保育園は地域で選ぶため、特徴(+保育方針)で選

べていない現状です。とても満足していますが、選択の幅が広いとよりよい気がします。

少子高齢化時代ならではの、子供達が協力、思いやりをもって成長していけるよう地域

でも何かあればよいと思いますが、不審者など事件(性的含む)も不安なので、肯定的に

なれません。安全でみんなで生活できる社会を私たちも考えたいと思います。また、障

がい児も一緒にみんなで思いやれる子供社会になってほしいです、分ける必要はないけ

ど、障がいを知らなければ、子供たちも差別してしまう気がします。「みんなちがう」

ことを認め合い、偏見を持たない子たちになれるような教育を望みます。「江別の子は

3,5 
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やさしい」というような社会になってくれたらうれしいのですが・・・。親の意識改革

も重要だと思う。まずは家庭からだと思いますので、きちんと子育てをしていきたいと

思います。 

196 

文京台には児童センターがありますが、小学校に入るまでの間、子供を遊ばせる場所が

なく、大麻まで通っていました。子育て支援の相談やちょっと子供を遊ばせる場所があ

ると、車に乗れなくても行けるので便利だと思います。児童センターも幼児を連れては

いけますが、学童保育が中心のようなので、幼児連れには少し抵抗があります。もっと

子連れで出かけられる場所が増えるとうれしいです。文京台南町のならの木公園は遊具

が新しくなってから子供達が集まるようになりました。トイレを設置してもらえるとあ

りがたいです。 

3 

197 なるべく早く決定して頂ければうれしいです。 0 

198 学童保育の場所をもっと増やして欲しい。保育園の祝日預かりする園を増やして欲しい。 2,8 

199 

子供の医療費、3才から１割とはひどいです。ぜんそく・食物アレルギーの子供がいます。

(3 人中 2 人)そのうち 1人 5才ですが、医療費がかかりすぎです。とても困ります。今年

6月に江別市に引っ越してきておどろきました。他の市と比べても高いですよね？ちなみ

に稚内市は、つい最近小学校まで初診料のみとなりました。市により事情は違うでしょ

うが、負担多すぎです。あと大麻体育館で、ステップエクササイズの講習を申し込みま

したが、幼児連れということで、良い顔されず結局辞退しました。「広報えべつ」には、

幼児連れＮＧとは書いてないですよね？小さな子供がいる母のためのリフレッシュ講座

が存在しないのが残念です。医療費とあわせ、子育てにやさしい市ではないなと思いま

す。 

1,7 

200 

子供が室内で自由に遊べる場(年齢制限がない所)がほしい。屋外で遊具があってバーベ

キューができて、水遊びができるような管理された公園を市内に１ヶ所でも作ってほし

い。 

3 

201 

両親が一緒に(子供と)参加できる場所があれば、父親の意識も変わると思います。保育

園も手軽に預けられるような料金設定にしてもらいたい。待機児童ばかりで仕事も見つ

けられないし、見つかっても預けられなかったら意味がない。住宅についても、子育て

支援枠があっても当らない現状。月の収入が少ない人を優先にして欲しい。本当に困っ

ています。どんぐりクラブも一度参加したのですが、親の下で遊んでいては、子供同士

で学ぶ事もあるので、親は遠くから見ている程度にするぐらいにして欲しいです。 

2,3 

202 
保育園でも教育に力を入れてほしい。50音や足し算等、札幌の保育園では力を入れてい

る所もあるので、良いと思います。 
2 

203 
雨の日や寒い日に遊ぶ場所がなく、どこかを開放してくれると子供もストレスなく遊べ

ると思います。 
3 

204 
支援センターで昼食をとれるようにしてくれたら、よかったなと思います。すくすくは

もちろん、他のセンターでも午後の日もあったらよかったと思います。 
3 

205 
いじめはダメだけど、差別を失くすという名目で競争・順位を失くすのはいかがなもの

かと思う。負けてくやしい、次がんばる気持ちを失くして欲しくない。 
5 

206 
病院なさすぎで不便。休日当番院がない休日がある。冬の除排雪が遅い。雪山がつみあ

がりすぎてあぶない。 
4 

207 

・交通手段がＪＲしかないので、なかなか連れて子育て支援施設に行けないので、月 1

回ではなく何回か回数を増やして子供が遊べるようにして欲しいです。・とにかく情報

が少なく、わからない事が多く、どうしたら良いのかわからない事もあります。 

1,3 

208 

医療費(3～5歳)、保育料ともに札幌市より負担が多いのはなぜですか？同じようにして

いただきたいです。将来を担う子どものために、よりよい環境で立派に育てていきたい

です。 

7 

209 

子供が小さいので、教育・保育環境については、よくわかりませんが、子育て支援のゴ

ミ袋の支給はサイズをもう少し選べるようにされたほうが、より便利になると利用して

いて思いました。札幌市は二種類から選ぶことが出来たので。 

1 
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210 

以前、夜子供がやけどをした時に、市内に診てもらえるところがひとつもなく、本当に

困りました。札幌の中央区まで行ってようやく診てもらえましたが、やけどなんて珍し

いことではないのに、どうして診てもらえないのでしょうか？何のための救急なんです

か？救急で診てもらえない科や子供だからと断られるのはなぜでしょうか？病院側の対

応もあまり良くなく、1歳の子を抱えて本当に途方に暮れました。このような事のないよ

うにして下さい。 

4 

211 医療費の低減。出産費用の低減。 1,7 

212 

子供が習い事(通学路でもある)から帰る道には街灯がとても少なく、大人でも秋冬に歩

くと不安になる。だけど迎えに行けない日もあり、子供が(誰でも)安心して日常生活を

送れる環境から整備しなければならないと思う。学区が広く、放課後、降園後に友達と

遊べる時間がとれるのは 9 月か 10月頃までで、冬場は特に家で過ごすことが多いので、

保育・授業後の 30分、1時間でも体育館で自由に遊べたり、学年単位で運動しながら遊

べるようなものがあれば良いと思う。 

3 

213 
江別市内はバスでの行き来がむずかしく、車を持っていないと不便だと感じます。アン

ケートが解りづらく回答するのに時間がかかりました。 
0,3 

214 

子供が幼稚園に行くようになり、カゼなどで通院するのがとても多くなり、医療費(診察、

検査、入院、薬代)が 4歳からかかるようになり、経済的な負担がとても増えました。札

幌市や恵庭市、北広島市は小学生になるまで医療費が初診時しかかからないと聞き、大

変うらやましく思いました。4～6歳の一番病院にかかる時期といってもいい年齢もぜひ

無料にしてほしいと強く思います。今年から市立病院の小児科の受付時間が変更になっ

たのは、仕事への影響を少なくできて、通院もできるので、とても良かったです。これ

からもこの時間のままでいてほしいです。今の小児科の先生が、このまま何年間はいて

ほしいと願っています。 

4,7,2 

215 

子供の医療費をもっと安くしていただきたい。カゼや中耳炎などで通院している子がほ

とんどです。それに加えてインフルエンザの予防接種の費用も高い。手当を増やしても

らうのが一番ですけど。 

7 

216 

近頃江別市でも子育て支援センターが次々と出来たり、子育てに力を入れて下さってる

と思います。しかし、乳幼児の医療費の負担が札幌市や近郊の市より江別は高すぎます。

江別市もぜひほかの市を見習ってほしいです。小学生から 1割にしてほしいです。また、

小学校後に就労している母親のいる子の行く学童保育が少ない。又市で運営して経済的

負担を少なくしてほしい。学校内の空き教室を使って、ミニ児童館(札幌市のように)を

作ってほしい。江別は緑豊かで子育てにも良いところも沢山あるので、行政のせいで江

別に移り住む人をストップさせてほしくないです。 

3,7 

217 

・幼稚園の長期休暇の費用の負担が大きく、利用したいがあまりできず困っている。・

歯科の費用負担が大きい。美的目的ではないが、かみ合わせやあごが小さい為に歯がき

ちんとはえてこない。そうなると色々と体にもかかわってくるので直しているが、保険

がきかないので費用が大きすぎる。歯並びや色をきれいに・・・というわけでもないの

で、体のためにもどうにかならないのかと思う。・家の近所の公園はかなり草が生えっ

ぱなし、遊具は古くきちんと遊べない為行かない子供達が多い。あっても意味がないの

で、せっかくあるのだから、もう少しなんとかならないでしょうか？せめて色を塗り直

すなど。 

3,5,7 

218 

・保健センター、すくすくなどもっと衛生的な環境にしてほしい。遊びに行くと、すぐ

何かの菌をもらってきたりする。・もっと子供の遊ぶ場所(屋内)を作ってほしい。無料。・

親もお茶などでき、子供も安心してみれる場所がほしいと思ってたので、イオンタウン

の遊び場ができて、とてもうれしく思います。 

3 

219 病児保育施設をもっと増やしてほしい。子供の医療費の負担を軽くしてほしい。 2,7 

220 

・町内会の支援(交流)がないので淋しい。・保育料が高い。(保育代の為に仕事している

ようだ)・保育園スタッフの態度、見直しされた方がよいのでは？・土日祝日の保育園休

みは厳しいです。子供の生活リズムがくずれます。又、子供もとても保育園へ行くのを

楽しみにしているので。・市内デパート等子供への配慮がほしい。(さりげないサポート) 

1,2,3 
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221 

・医療費は、せめて小学生まで無料にしてほしい。・授業料等だけでなく、給食費等も

無料になるとよい。・高齢な方との関わりを深め、サポートしてもらえる体制をさらに

考えるとよいと思う。・学校の校長・教頭先生は、2年位で異動になるのは早いと思う。

せめて子供と同じ 6年はいて、学校のことをよく理解して改善することを可能にしてほ

しい。・公園の遊具、サビて危険なものも見受けられます。事故がおきてからではなく、

安全点検をしっかりしてもらいたいです。よろしくお願い致します。 

3,5,7 

222 

小学校周辺などの大きな交差点付近に毎年大きな雪山ができている。危険きわまりない

ので、何とかしてほしい。乳幼児・児童の医療費助成をせめて札幌並みにして欲しい。

子育て世代に手厚くして次世代を呼び込まないと江別の高齢化はますます進むと思う。 

9,7 

223 

小学校内のトイレが和式である為、心配です。先生達の使用するトイレは温かくピカピ

カでしたが、生徒のトイレは寒かったです。気になりました。いじめ対策はしているの

か？不安になりました。札幌とは違い、少し遅れている様な気がしました。 

5 

224 3番通沿い 4番通沿いに保育園が少ない。子育てサロンの場所が少ない。 2,3 

225 

雨、雪の日にものびのび体を動かせるような遊び場があったらいいと思う。また、2歳以

下の子供を数時間だけでも気軽に預けられるようなサービスがあれば、母も気晴らしも

しやすくなると思う。 

2,3 

226 

・インフルエンザの注射など老人だけでなく、乳幼児も負担軽減して欲しい。(無料では

なくても一律千円など)・夜間の救急小児科の整備をぜひして欲しい。市の夜間センター

では、1 日分の薬しか出してもらえなく、医師も新人なのかとても不安である。(江別市

は子育てしやすいまちと言うのであれば)・子供の医療費を他市町村の様に小学 6年生ま

で 1 割負担にして欲しい。医療費が高いので、重症にならないと、少しくらいの風邪で

は病院に連れて行けない。アレルギーなど持っている子など軽減してほしい。・江別駅

前が閑散としているので、子供が遊べる施設など設置してはどうか。コミュニティーセ

ンターや青年センター周辺でも三小と江小が統合するので、その周辺でも子供が集まれ

る所があれば良いと思う。 

3,7 

227 子供達の医療費負担が 3人いると大変なので、せめて小学 6年生まで伸ばしてほしい。 7 

228 

小学校一年の娘が小児ぜんそくで、軽いカゼでもすぐ悪化してしまう。学校を一週間休

むこともある。病院に行けば、薬、検査、点滴で 5千円こえます。本当に高くて、困っ

てます。インフルエンザのワクチンも高いし。少子化になるのが仕方ないとしか言えな

い。 

7 

229 

・保育園がもう少し遅くまで延長利用できると助かる。また、全ての保育園が祝日もや

ってくれた方が良い。・保育料が高すぎて、生活を圧迫しているため、見直してほしい。・

公園のトイレが汚いので、キレイにしてほしい。・子供のことを考えるなら、祝日は別

の保育園で・・・などという考えはそもそもおかしい。・高い保育料に見合わないこと

を言われるのはおかしい。(土曜は控えろとか)保育料は平等にしてほしい。でなければ、

高い保育料を払っている人は、祝日もＯＫとかにしてほしい。所得が・・・とはいうが、

ただの不公平であると思う。(今の所得があるのは自分の努力だし) 

2 

230 

・江別に児童精神科の病院があってほしいです。・上の子はイベントなど好きであちこ

ち参加したがるのですが、下の子が人ごみが苦手な為、親が 1 人しかいない時は上の子

を我慢させています。親同伴が必要な子の付き添いがあれば(イベント会場内で)もっと

上の子の興味や世界が広がるのに、もったいないといつも思っています。 

1,4 

231 
今年引っ越してきたばかりで、まだよくわからない事ばかりなので、もっと引っ越し手

続きの時にくわしく話を聞いてくれる人がいたらよかったです。 
1 

232 子供たちへの医療費の負担軽減に少し力を入れてもらいたいです。 7 

233 

大麻小学校に学童保育があれば、良いと思います。第 2 大麻幼稚園にサンサンキッズも

できましたが、定員いっぱいで待機している方もいると聞きました。子育て環境を整え

ると共に親が安心して働くことのできる世の中になればいいと考えます。 

8 

234 

学力ＵＰ、体力ＵＰはもちろん、心も強く育ってくれる事を望みます。小学校の事はま

だ全くわかりませんが、楽しくのびのびと生活してほしいので、魅力ある場所にしてほ

しいです。 

5 

235 
「育児」の中に「家事」と重なることも多いため、「育児」+「家事」＝「育児」となっ

ている。「家事」こそ外注できればと思う。 
1 
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236 

子供の習い事に関する情報を知りたい。どこでどんな事をやっているのか、とか個人で

も団体でも、市内でどんな習い事が行われているか知りたい。我が家では市で行ってい

るものは広報でしか知ることはできません。子供がいる家庭向けの広報みたいなものが、

毎月送られてくるとうれしいかも。あと我が家は母子家庭なので、支援・援助などの情

報がわかりやすく載っているとうれしい。このアンケートの集計結果は広報にのるのか

な？ 

1 

237 

豊幌には公園がたくさんあり、交通量が少なく、子供を育てるにはとても良い環境なの

に子育て支援センターは月に一度(雪の多い日には中止になる)で、保育所も託児所もな

い。利用するには市街地まで出なければならず、雪の多い冬には利用は困難である。豊

幌にもそのような施設を作ってほしい。 

2,3 

238 
小学校に入ってからも通院することは多いと思います。札幌のように医療費の軽減して

ほしい。 
7 

239 

・乳幼児医療の札幌市並の補助があればいいな。・通学路に歩道がなくてちょっと怖い。

(小学校)・水道水がまずい。・小学校の飲み水にフッ素添加するのは絶対やめるべき。

安全性に不安。もっと調べてからにすべきでは？・小学校の男子トイレ、大便時にも利

用しやすい工夫を。(全部個室にするとか？) 

5,7 

240 乳幼児医療費の充実。 7 

241 

本州では「マダニ」により死者も出ています。通りすがりに見たのですが、保育園児ら

しき小さな子供をボウボウの草ムラで遊ばせていました。あれはやめさせた方がいいし、

そういう情報をきちんと保育士に伝えるべき。保育園の増設 or入園者増させてほしいけ

ど、保育士の教育はちゃんとしてるのでしょうか？定期的に適任者なのかチェックしな

いと江別市のレベルが下がるばかり。「江別で産もう」としながら、産院が 2 つしかな

いのもおかしい。医療費助成も 3才までってガッカリする。せめて体力のつく就学前ま

では助成してほしい・・・って言ったら市税上がりますね。でも野幌駅周辺の工事費が

ムダに思えます。あそこにロードヒーティングって誰の希望ですか？あと除雪業者指導

してください。子供と歩いてたら、うしろからずっと追いかけられてせまってきました。

走って逃げましたよ。あと、工事中に警備員はしごでやってるところ、通学路でもある

のに指導が甘いからああいう工事が多発してるのでは？自分達の子供も事故にあう可能

性があると思ってしっかり管理していってほしいです。集計作業お疲れ様です。頑張っ

て江別をよりよい市にしていって下さい。 

7,0、9 

242 

保育園では上の子を含め、大変よくしてもらい、安心して預けて働くことができていま

す。保育料が高く、今は下の子の分が半額になっており助かっています。来年 4月から

は上の子が小学生となるため、下の子の保育料も上がるため負担が増えるのが心配です。

卒園してからも少し負担が減るよう、減額の制度など考えて頂けると幸いです。小学校

に行ってからも負担はあるので大変です。 

2 

243 

子供が少なくなり、家の近所で子供達が遊ぶのが難しくなり、園の預かりを利用してい

ます。大麻は特に昔の団地社会→高齢化の変化が著しく、現在の姿→未来の姿へのビジ

ョンが見出せていないと思います。まずは小学校をどうしていくかをはっきりさせない

ことには、下の環境も追い付かないと思っています。小学校の統廃合や設備(洋式トイレ

普及など)市がどう考えているのか。児童の流動的生活時間に市としてどう対応を考えて

いくのか。民間任せならもっと積極的な誘致など。大麻は江別の中でもちょっと違う(ほ

とんどが札幌で仕事をするためにいるような地域なので)ので、札幌市と江別市のパイプ

の充実さを望みます。子供は少ないけど、兄弟・姉妹のいる子たちが多いので、縦を生

かした子育て環境が育てばと思っています。昔の雰囲気の残る(昭和っぽい)良い子供達

が大麻には多いと思うので･･･。 

1,2 

244 

入院設備が整った小児科が市立病院のみであり、尚かつ土曜日等が休診の為、本来なら

入院させたいような症状であってもできず、夜間救急か休日診療に何度も通う事になっ

た連休があった。休日の当番病院も小児科がない場合があるので、もう少し小児医療の

充実を望みます。 

4 

245 

札幌の川下公園のような、遊具・広場・プール・温泉・遊歩道・食事・本・情報の集ま

った場所が江別にもあればいいなと思います。子育て支援センターは制限が多くて行き

づらい所があります。子供からお年寄り、ペットまで一緒に行けるような場が江別には

ないと感じています。 

3 
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246 小学校卒業くらいまで、医療費の負担を減らしてほしいです。 7 

247 

問 12 にも記入しましたが、週末に夕方くらいまで子供を預けられる場所がないと感じま

した。個人的な事ですが、産後、働いていた職場で人員不足でとても困っていた時、助

けに行ってあげたいが、週末特に忙しい所なので、軽々しく要請は受けられない･･･と断

念しました。近くに主人の実家はありますが、義父母も働いているので、毎週預ける事

もできないし･･･と。今も働きに行こうかという気持ちもありますが、週末子供を午後も

預けられる所がないので、働く事を断念しています。(働くならば、元いた職場が一番の

志望なので)あと、就学前の子供でも参加できる様なイベントがもっとあればいいなぁと

思います。(父親の仕事も平日しか休めないので、出来れば平日開催のイベントが増える

と大変嬉しいです！) 

2,3,1 

248 

乳児が入れる保育所を増やしてほしい。老朽化している保育所の建て替え。日曜・祝日

も受け入れてくれる保育所を増やしてほしい。年末年始と 3月 31 日も受け入れてほしい。

(保育所) 

2 

249 

・子育て支援センター等、数はあっても利便性がわるい。多くが平日の午前中、曜日や

休日も重なっており、やっていない日・時間帯が同じで行く先がないことが多い。必ず

どこかは開いているよう、各々のセンターだけの運営に任せず、市が主導して時間や曜

日の利便性を向上してほしい。・幼稚園の保育料の補助や医療費の乳幼児医療証など、

所得制限や年齢制限を見直してほしい。子育て世代に負担の少ない市であれば、札幌か

らの若い世代の移動も見込めるし、所得の高い層の税金収入も見込めるのではないか。

北海道のまわりの市町村に足並みをそろえるのではなく、一歩先を見据えた、攻めの事

業計画に期待します。 

3,7 

250 
江別市は、児童に対して医療の助成金が少ないと思います。薬や病院費など 3才までで

はなくて、札幌みたいに小学生まで援助して欲しいです。 
7 

251 おむつ代の補助があるとうれしい。 1 

252 

母子家庭についての情報が全然わからない。例えば、予防接種などの費用がかからない

とか、後で市役所に申請すれば戻ってくるとか、あちこちで色々な話を聞くが結局わか

らないです。(市役所に聞けばいいとか、何度もお願いしないと話聞いてくれないとか、

聞いているので、時間もないので行く気になれない。) 

1 

253 

今回ビックに子育て広場が出来た事で雨の日や雪の日も遊べる所が増えたことがとても

喜ばしいことでした。雪国ということで雪が降れば公園が閉鎖してしまいますし、小さ

い子供がいれば長くは外で遊べないので、体力的にも心配していました。こういった施

設が増える事を望みます。日頃から保健センターの方には相談に乗ってもらい、話を聞

いてもらえることにとても感謝しております。今後はもっと積極的に市の施設などを利

用していきたいと思います。また、子供の医療負担が 3歳まで無料で 3歳から 1割とい

うのをせめて小学校上がるまで無料にしてもらいたい。保育園、幼稚園の金額が高いの

も家計への打撃が大きいので。 

3,7 

254 

病院など行きたい時に、あずかってくれる場所があればいいなと思います。情報はうす

いですが、知っているんだけど、どういう手続きをしたらいいか分からず、あずけられ

ません。 

1,2 

255 

･学童保育が小学校敷地内又は直近にあると利用しやすい。家から遠くなる学童に行かせ

て暗くなってから一人で帰宅させるのは不安があるので。・保育園については復職の時

期が年度初めでないと希望のところに入りづらくなるため姉妹で別々の保育園となり、

送迎にとても負担があったし、その保育園ごとに準備するものも違うので、使いまわし

ができず経済的にも負担であった。姉妹で入園時期が決まっている場合は、入園確保等

の措置があればいいと思う。 

2,8 

256 

・0才～未就学の子供も参加できる(クラッシック)コンサート等のイベントを開催してほ

しい。(札幌では、行われているようですが、遠方なので行くのが難しいです。)・1才か

ら通える英会話教室があったら嬉しい。 

3 

257 
医療費の負担を軽減してほしい。例えば、小学校卒業までは初診料のみにする。水ぼう

そう、おたふくの予防接種を無料にする、等。 
7 

258 
中央公園の沢になっている所の利用者がほとんどいないみたいで、ムダな気がする。そ

の部分をもっと皆で利用できる様に変えたら良いと思う。便利な場所にあるのに、もっ
3 
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たいないと思う。 

259 

その時代によって必要とされる環境や支援の形は変わってきます。江別市はまだまだ、1

つ 1 つの対応が遅く、子育て支援は不十分だと思います。宅地が増え、子育て世代を呼

び込む事は税収入にもつながります。東京都は各区で子育てに対する支援がたくさんあ

ります。もっと広い視野でどんどん取り組んでいただけるとあり難いです。特に 1 人親

家庭や特別支援を必要とする家庭は、ご負担も多いと思うので、手厚くサポートしてあ

げてほしいと感じています。 

1 

260 
教育、保育環境よりも先に医療の助成(中学生まで)をもっと手厚くして欲しい。他の市

町村の方が借金も多いのに、子どもにはとても手厚くて良いなと思う。 
7 

261 医療費を安くしてほしい。公園のまわりを警察に巡回してもらいたい。 3,7 

262 

子育て支援に力を力を入れている市とうたってますが、政策が中途半端。他の市より不

審者や犯罪が多く感じるにもかかわらず、義務教育期間内にもかかわらず、片道一時間

近くかかる通学はありえません。冬になると雪も深くなります。中学校は薄暗く不安で

す。スクールバスを要請いたします。 

3,5 

263 

保育園の待機がありすぎて、なかなか入れない。仕事をしても、無認可保育だとぜんぶ

保育園にはらい、自分たちの生活ができない。1 人親だとなおさら無認可にいれるわけに

はいかないし、保育園に入れなかったら、今は育休中で休みがもらえても、入れなかっ

たら仕事をやめなきゃいけなくなって困る。もっと認可保育園をどうにかしてほしい。 

6,2 

264 

私の周りでは、お金がかかるからもう子供はいらないという人が沢山います。今 1 人の

子供にかかるお金が多すぎて、2 人、3人となるととても裕福な家庭でないと無理です。

児童手当をいただいていますが、習い事にもよりますが、足りないです。ボーナスカッ

トなどに合い、計画も立て直さないければならない人も沢山いる中、病院代もケチって

しまうという話もあります。子供に関わる教育、医療生活の費用負担が苦しいです。児

童手当ではなく、教育・医療をもっと安くしていただければ、母親まで働いて子供にさ

みしい思いをさせなくてすむのではないかと思います。私は今働いていませんが、習い

事、部活、受験と今後 10年を考えるとゾッとするくらいかかります、小学校入学と同時

に働こうと考えています。カギっこはかわいそうだけれど。 

1,7 

265 
上江別に家をたてていますが、上江別小学校のマンモス化、いじめのうわさを聞き不安

を感じています。 
5 

266 
・預かり保育料など、幼稚園でかかる費用の負担軽減。・医療費の負担軽減。(他の市町

村では、中学卒業まで 1割負担とかあるみたいなので、そうなるとうれしい。) 
2,7 

267 

もっと雪の日や雨の日でも遊べるところをつくって欲しいです。イオンに子育てひろば

ができるみたいだけど、1ヵ所では全然足りないと思います。子育てひろばでなくても、

室内公園たくさんつくって欲しい。 

3 

268 
保育園の一時預かりが、2歳からの所が多いが、1歳から預かってほしい。1歳前半から

預けて単発短期の仕事がしたかったです。 
6,2 

269 

毎年 3/31 が保育園休園が大変困っています。休日でもなく、加えて年度末の多忙な時の

休園、何とかならないんでしょうか？4/1朝に完全に進級の準備が整っていることより

3/31 に仕事に行ける方が親は助かると思います。 

2 

270 

つくし保育園前にある施設は利用されているのでしょうか？民営化に向けて話し合いが

進む中で疑問に思いました。東光保育園との統合で園を大きくするのであれば、現つく

し保育園の良い環境場所に建ててほしいので、利用されているかわからない施設よりも、

今後何十年も有効に利用される事を考えて頂きたいです。 

2 

271 

子育て支援センターを利用したことがありますが、新参者(？)利用初心者には居場所が

ないと感じられました。何度か通ってみましたが、その思いは変わらなかったです。も

っとイベントを多くやるとかした方がいいのかなと思います。ただ単に遊びに行く、し

かも小さな子を連れても行動をおこしたわりには、あまり利点はない印象でした。(もう

数年前のことなので今は違うかもしれませんが･･･) 

3 

272 

子供を今保育園に入園して仕事を続けているのですが、熱をだしたり病気になると預け

る事ができなくて、せっかく保育園に入園できても、呼び出しとかもたくさんあって仕

事がしづらい現状に因ってます。保育園と小児科が連携して、熱がでても病気になって

も預かる事ができる施設を増やしてほしいです。保育園からの呼び出しがなくなれば、

6,2 
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すごく助かります。保育園に入ってからのそういう事が仕事をしていく上で必要だと思

います。 

273 

まず医療費が高い。今年もインフルエンザの予防接種を岩見沢まで行ってしてきました。

子どもでも就学前と後で負担が違いすぎる。小学生まではケガや病気を沢山するのだか

ら、3 割→1 割負担にしてほしい。大人は少しのカゼや体調不良をがまん出来るが、子供

はできないし、させたくないです。次に教育と生活ですが、土曜日も学校に通えるよう

な環境がいいと思います。土曜日に 3 時間だけでも授業をしてくれたら、平日の帰りが

早くなり、家庭での時間が有効的なものになります。今の時間だと帰ってきて宿題やっ

たら、外は暗くて遊べないというように、子供の体を動かす時間、友達との交流が不足

しがちです。(学校で帰ってすぐ宿題をしよう、と言われるので、子供はそれを守ってま

す。)最後に環境です。うちの近くの公園(泉の沼)を例に出すと、遊具のある場所はうす

ぐらくて、子供達はあまり行きたがりません。私がいると遊具で遊びたいから行きます

が、子供達だけだと怖いようです。あと、今の時期(冬)ですが、除雪がひどいと思いま

す。私の地元(旭川)はもっと道が広くなるようなやり方でしたが、江別はそれを感じま

せん。もっときれいにやれば車が行き違っても歩行者が安全に歩けるスペースがあるの

に、きっちりやっていないので、車とすれすれです。朝と夕方(登下校時)、子供達がま

きこまれるのでは、と心配です。色々書きましたが、江別が子供にとってこれからの人

達にとって良い街になってほしいと思います。 

3,5,7 

274 
子供が 2歳児の為、保育園の空きがなく(5月の時点で)入れませんでした。2歳児の枠が

もう少し増えると嬉しいです。 
2 

275 

保育園が待機で困っている。情報入手もなかなかできない。幼稚園にとりあえず入って

いるが、預かりで迎えにいくと(18 時頃)数名しかいないので、預けていて心苦しく思っ

てしまう。一時預かりも認可外だととても高いので、認可を増やしてほしい。時給と預

かり料金がほぼ一緒。 

2 

276 
学童保育の料金が高すぎる。無料でいいのでは？学童保育で料金を払ってもいいので、

英語などの教育を受けられるようにしてほしい。 
8 

277 

現在も子育て支援センターを利用させていただいています。先生方もみなさんとても明

るく親切で、施設もキレイで子供も喜んで遊んでいます。以前近隣の町に住んでいまし

たが、一時保育は満 1才から利用できたり、乳幼児の医療費も江別市より軽減があった

ため、引っ越してきて正直がっかりしました。今後はこれまでよりも親の金銭面負担に

対する対策や、子供が屋外で安全に遊べる環境作りへの対策を期待しています。 

1,3,7 

278 

西区などにある「子育てタクシー」があればとてもありがたく、とても助けられると思

います。車がある家庭が当たり前ではありません。病気の子どもとの病院までの移動、

緊急時激しい天候の中の移動、つらい時が何度もありました。赤ちゃんの時からイベン

トや子育ての集まりは、江別市にはたくさんありましたが(これは大変ありがたいことで

す)、大変な子どもを連れ、大きな荷物を持ち、車もなく、真夏の暑い中吹雪や大雨の中、

ベビーカーでの徒歩・バス乗り継ぎは心も体も疲れました。そこに行き着くまでが大変

です。でも自宅にこもっているのは良くない事です。みんな車で来られるわけではあり

ません。江別市内のタクシー会社は男性が多く、対応に傷つくことが何度もありました。

料金が高くてもいい。あらかじめ登録し、子どもを乗せて安心できる江別市内どこの場

へも行くことができる子育てタクシーがあれば孤独な閉じこもった育児環境からも心も

体も開放でき、本当に助かると思います。このようなアンケートを実施してくださり、

子育てをしている人の心の声を伝える機会を与えて頂きありがとうございました。 

3 

279 
学童に関してですが、学校学区別に金額の差が大きくある所がありますが、事業を行っ

ている方のちがいもわかりますが、大差がないようにしてほしいなと思いました。 
8 

280 
土曜の午後や日・祝日の当番病院に内科ではなく小児科でみてもらえるようにしてほし

い。 
4 

281 

特に冬場は、公園が閉鎖されている事が多く、家で遊ぶかスーパーに行くしかなく、子

供も運動不足になって便秘になったり体調にも良くないです。冬に遊べる場所がもっと

増えると良いなと思います。保育園などの子育てサロンにも行きましたが、新しい人は

入りにくい雰囲気の場所も多くて、バスを乗り継いで子育てセンターまで行ったりする

ので、特に 3歳入園前までの外部との交流の場がもっとあれば良いな、と思っています。 

3 
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282 

子供が小学校に入学してから働きたいと思っているのですが、各小学校の近くに学童が

ないのが不満です。小学校内で放課後子供をみてくれる場所があると、もっと子育てし

やすいと思います。 

8 

283 

アンケートの質問が多くわかりにくい。もっと分割して数回に分けて調査してほしい。

仕事と育児の間で記入するので、あまり質問が多いと気が重く、ゆっくり考えて記入す

る事があまり出来ない。 

0 

284 
医療費が高いのが気になります。他の市町村のように、小学生の医療費負担を軽減して

ほしいなと思います。子育て支援はとても充実していて住みやすい町だと思います。 
7 

285 

地域によって、子育てサークルなどの活動の差がある様に思います。せめて、子育てサ

ロンの実施日がもう少し多ければ良いのにと思います。今は地域のサロンの開催日が月 1

度なので、行けないと 1ヶ月間あいてしまうので。 

3 

286 医療費の負担を軽くしていただきたいです。小さい子供は病院にかかる機会が多いので。 7 

287 
学童は、高学年でも受け入れして欲しいです。上の子は家に帰り、下の子は学童に･･･と

いうシステムはおかしいと思います。 
8 

288 
認定こども園を増設してもらいたい。教育費の負担軽減。雨の日や雪の日でも走って遊

べるような施設を作ってもらいたい。 
3 

289 

子育て・出産にはやはり出費がかさみます。今後、江別市がどのようなビジョンで子育

て環境を整えていきたいのか、未だわかりませんが、江別で産み、育てる特権などを強

くアピールする必要があると思います。今のところ江別で産んで良いことは･･･ごみ袋が

無料でもらえることくらいしか実感がありません。市の環境としては、都会的(買い物な

どは便利)であり、公園も多く自然との触れ合いもできる素晴らしい土地だと思います。

あと、子連れで公共機関を利用するのは大変です、特に雨の日は江別駅前のオフィスビ

ル、あれの必要性が全くわかりません。なぜ夕鉄バス、中央バス、ＪＲバスの停留所を

まとめてターミナルを作ってくれないのか、不満です。少子化、高齢化は江別市でも言

えることです。みんなが過ごしやすい街づくりをご検討下さいますようお願い申し上げ

ます。 

1,3 

290 

3才くらいまでは、年一回新生児訪問の様な家庭訪問があってもいいかなと思いました。

特に初めての子の時は、一番悩む時期だと思います。1才半健診の後、3才まで空くのも

皆不安があったと言っていました。支援センターの紹介など、新生児訪問の時はピンと

こないけど、1才 2才で必要性を感じ、誰かが背中を押してくれたら、と思った人見知り

のママ友たちを思い出しました。今、私はもりのこで知り合えたママ友たちのおかげで、

育児も楽しく過ごしています。 

1 

291 

保育園は数がそこそこあると思うのですが、学童保育の施設が不足していると感じます。

低学年児が対象なので、できれば校内または学校のすぐ近くに必ず一施設はほしい。(通

わせる予定の所が 2年後閉鎖で困っています)また江別は学童が民間サービスのものしか

なく、驚きました。こういった環境の充実こそ税金を使って行うべきと思うのですが･･･。

未就学の小さな子供の支援に関しては 12月オープンの子育てひろば含め手厚いなという

印象を受けました。 

8 

292 
・川下公園のような屋内外で遊べる公園があればいいと思います。・医療費助成年齢が

もっと高くなればいいと思います。(幼稚園児くらい) 
3,7 

293 
住んでいる場所の近くに気軽にいつでも行って遊べるような屋内の施設があれば利用し

たいです。 
3 

294 

子供の遊ぶ場は多いが、親のほうが必要だと思う。先日 19時頃兄弟だけで外を歩いてい

る子を見た。公共の場でマナーがなっていない子も。全て親の責任だと思う。全員が参

加し、学べるような場があればいいなと思う。また施設の場所に偏りがある。利用した

くてもできない。交通の便が悪い所もある。 

3 

295 

「子育て支援」を情緒の形成が大切な小学校の時期まで行って頂ければ、江別で子育て

をしてきて良かったと言い伝える事ができ、その子供たちがいつの日か江別に戻って子

育てをすることができたら、ここに住んでよかったなと思える様な気がします。江別に

しかできない支援を望んでいます。札幌に負けない支援を心待ちにしています。 

1 

296 
・医療費が高く、とても負担。・不審者等への見回り等をもっと強化していただきたい。・

いじめ対策の強化 
5,7 
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297 

他の市町村に比べて、医療費の負担が大きいです。3才以上は 1 割負担、小学生から 3割

負担なので病院に行きづらい。もう少し負担を減らしてほしい。他の市町村へ移りたく

なります。 

7 

298 
旭川市にある「ワクワクエッグ」のような室内でも遊べる大きな施設があるといいと思

います。長い冬の行き場がない。 
3 

299 
子どもが興味を持てるようなイベントが定期的にあって、親同士の対人関係を広げられ

るような場が、共働きでも参加できる土日等にあるといいと思っています。 
3 

300 スクールゾーンの除雪がわるい。雪山の排雪を重視。歩道の砂まき。 3 

301 
・子供の医療費、他市町村より高いので小学校まで無料にしてほしい。・学区内だが小

学校まで遠すぎる。スクールバス検討してほしい。・子供イベントが少ない。 
5,7 

302 

・少人数指導を学校で取り入れてほしい。ゆとりある人数で学校生活を過ごせたらいい

と思います。・冬の除雪が悪すぎます。子供が安心して歩けるよう除排雪には力を入れ

てほしい。 

3,5 

303 
理解力が足らず、しっかりアンケートが出来ていないと思います。育児に終われアンケ

ートを出すのが遅くなって申し訳ありません。 
0 

304 

保育園を今いちど監査に入ってほしい。今いる保育園は何度言っても改善されなく、よ

くない。何度か市にも言っていますが、全くかわらないので、調べなおしてもらい、安

心して預けられる保育園にかえてほしい。 

2 

305 

札幌市は学童保育無料なのに、江別市は無料ではないのか？今まで保育所に預けている

ので、学童の閉まる時間が早すぎる。市内の通勤じゃないので、延長料金がかかる。来

年から 1年生に入るので不安です。 

8 

306 沢町在住ですが、近くに遊具のある公園がないことが少し不便に感じています。 3 

307 若葉町にも児童センター・児童館があるといいなと思います。 3 

308 

アレルギー対応の保育園、幼稚園の情報をもっと広報とかで取り上げて下さい。あと病

院、食品などレシピとかたりないです。市役所など公的な所では問題になるのではと思

いでしたら、民間に委託してでも何かわかりやすいように広めてほしいです。 

1 

309 
子供の医療費を札幌と同じ様にしてもらいたいです。新栄台に児童館を作って、雨や冬

でも子供達が気軽に集まれる環境を作ってもらいたいです。 
3,7 

310 
シングルマザーでも子供が楽しめるイベントがあればいいなと思います。公園がもっと

増えるといいなと思います。 
1,3 

311 

市営保育園での布おむつの使用を強制させる事を見直してほしい。布おむつのメリット

も理解できるが、仕事をしている身としては大変手間であった。また園内で便を処理し

ていただけるのは助かるが、その行為によって広まる感染症もある事をよく認識してほ

しい。布おむつ、紙おむつの選択性を希望する。 

2 

312 

今は子育てに専念していますが、仕事をしたいと考えています。いろいろなサポートを

利用して、自分もがんばりたいです。病児保育や学童など、フルタイム就業でなくても

利用できるようなシステムに変わってほしいと思います。 

1,2,8 

313 
自宅付近は通学路となっているが、街灯が少なく暗い。街灯整備をお願いしたいと思い

ます。 
9 

314 

子どもが小学生のうちはまだ体も弱く、病院にかかることも多いのですが、小学校にあ

がったとたん医療費がものすごくかかるようになりました。また、インフルエンザ等の

予防接種も家族全員うけるとかなりの額になります。小学校のうちは、医療費や予防接

種の負担軽減があると助かります。 

7 

315 

問 29でも書いていますが、医療費等他の市町村に比べて負担が多い。母親が働かないと

困る状況になっている家庭が多い。経済的な負担を少しでもなくしていくべきと思いま

す。江別は産業があまりないため、予算を子どもにかけられないのでしょうか？人口が

少なくても成功している町があります。今後見直されていく麻の栽培に目を向けては？

大麻という地名が残っているので適した土地と思います。各小学校に学童保育のような

ものがあるとよい。 

7,8 

316 
・経済的に支援がさらによくなると嬉しい。・任意予防接種が(水痘・おたふく・日本脳

炎等)お金かからなくなるといいのになあ。 
1,7 
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317 

医療費の負担が大きい。風邪で受診しても薬代が高い。耳鼻科や皮フ科を長く通院する

場合ももう少し負担を減らしてほしい。小学生通学路に歩道がない所や冬場歩道の除雪

がされていなくて、あぶない。(市立病院学園通りの薬局の近く) 

9,7 

 


