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ニーズ調査 自由記述の回答一覧【小学生調査】 

 

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） 52 

2 保育サービスの充実（延長、一時保育、預かりなど） 9 

3 生活環境の整備（交通・遊び場） 84 

4 健康の確保及び増進 1 

5 学校教育環境の整備（学校・幼稚園） 29 

6 職場と家庭の両立 5 

7 医療費の無料化 29 

8 学童保育（放課後児童クラブ）の充実 17 

9 安全等の確保 不審者・交通事故 23 

0 その他 21 

 

 

ＮＯ 記述内容 
分類 

記号 

1 

大麻の公園設備を充実したものにして欲しい。遊具がある公園ではありますが、サッ

カーが出来る野球が出来る、また夏場は水とかで遊べるような設備。冬はスキー、そ

り遊びが出来るような設備を考えて欲しい。子供たちからもそうゆう声があるので。

江別の方は公園設備が結構整っているようなので。大麻の方はほとんどありません。

あと江別市内で夏の花火（幼稚園や保育園、自治会、学校等）打ち上げの花火が音と

かでわかるのですが、見る時には終わっていたとか、そうゆうことが多いのでわかる

範囲でいいので、いつ打ち上げ花火が上がるのか、日時等を広報とか載せてもらえれ

ば子供も喜びます。花火も見られるので。検討お願いします。 

3 

2 

子供一人で留守番させないといけないことが時々あるので、そういう時に児童館のよ

うな一日過ごせる所がもっと充実して欲しい。隣が共働きで一年生・三年生の二人で

留守番の時があるようで、子供だけで夏休み、冬休みを過ごしている様子。何かあっ

たらと思うと少し怖いです。そういう不安もあるので自分の子供だけの不安や周囲の

不安などもあるので、もっとよくしていけたらと思います。 

3 

3 

東野幌本町では生徒の登下校時に「見守り隊」の方がいてくれるので安心です。シラ

カバ通りからスーパービックに抜ける通学路の歩道が毎年雪が積もり、通学路として

は大変危険な状態です（人が交差出来ません）。雪が降ると民家の方が歩道に雪を捨て

ているので、せっかく排雪が入っても少しの大雪ですぐに歩けなくなります。歩道に

は雪を捨てないルール作りをして欲しいものです。 

3,9 

4 
札幌から来ましたが、学力レベルを上げて欲しい。子供からは給食がすごくマズイそ

うです。 
5 

5 子供を安心して育てられる江別市の取り組みに期待しています。 0 

6 

・小学生になるとあまり感じないが、一時保育を利用したかった時に親が通院したい

という理由よりも働いている人がたくさんいるからと拒否されてしまった事を残念に

思っている。・宿泊を伴う施設は江別にはなく、そこから学校へ通学出来る環境が整っ

ていないのはかなりおかしいと思う。数年前にそういった子を預からなければならな

い事があった。とても大変だったが、もう少し考えられないのかと思った。・勉強が遅

れている子を支援してくれる場所があると良い。・どんな家庭環境にも左右されず公平

に勉強出来る、力をつけられる場所があるとよいと思う。学力ＵＰには小さなところ

から始めなければ変わっていかないと思う。 

2,5 

7 江別市内の学校間でも学力の差があるようなので、差がなくなるような教育。 5 

参考資料２ 
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8 ゆめみ野に住んでいますが、この辺には児童会館がないのであると良いと思います。 3 

9 

公園の整備を考えて欲しい。つばき公園については野球が出来るような作りになって

いるがネットなどが全くないため近所の人は困っています。遊具も古く汚いです。も

っと小さい子に遊んでもらえるような公園作りをお願いします。改善されることを願

っています。 

3 

10 
子供の数が減っているので中学に行っても入りたい部活がなくなってしまった。通い

たいのは近くの中学。部活は隣の中学ならある。中学の部活動について考えて欲しい。 
5 

11 

小学校ですが、のんびりし過ぎている。特徴がなさすぎる。つまらない。私の頃は学

校によるのでしょうが校内写生大会や合唱コンクールなどもあり（もちろん学芸会や

運動会はあります）算数や国語が出来る生徒だけではなく美術が得意な生徒とかが表

彰されて充実している感じがした。先生がサラリーマン化してつまらない。先生自身

が「優秀な先生は札幌で先生になれる」とまで言う。ということは江別には優秀な先

生はいないということなのでしょうか？ 

5 

12 

・学校の先生は忙しく子供の家庭学習のサポートは難しいとの考えから、習った事の

疑問や復習を手助けしてくれる相談機関があったら良いと思う。親が教えられる学習

内容のうちはいいが、高学年、中・高校生になるとどう教えていいかわからない時も

ある。・放課後、遅い時間になっても一人で遊んでいる子がいる。「17 時」「18 時」と

学校で示された帰宅時間に合わせて何か目安となる音楽を流すことは出来ないか。・そ

の家庭の状況もあるが、一人で一晩中留守番することもある（親が帰ってこない）近

所にいる。育児放棄など虐待につながらないためにも、子供の置かれている実態を把

握する必要があると思う。（学校で子供にアンケートをとるとか） 

1,9 

13 

現在８カ月の妊婦であり小４の子供を育てているのですが、札幌に比べ産婦人科も少

なく児童館もなく商業施設も少なく子育てにいい環境を聞いて家を建てたのですが間

違えたのでは？と思っています。上江別小は児童が多いのに児童館が少ないのはどう

いうこと？と思ってますし、民間に任せ過ぎです。税収が札幌より少ないのはわかり

ますが、子育てに対してのサポートが少ないと思います。 

1,3 

14 冬に野球やサッカー等の競技が出来る屋内施設があるといいです。 3 

15 

冬や雨の日の遊び場がなかったのが不満でしたが 12月から子育て広場がイオンタウン

に出来るので楽しみにしています。早苗別通りの上江別公園とみずなら公園の間に手

押し信号が欲しいです。南町⇔東町の行き来に不安を感じます（子供のみ、自転車）。

上江別小学校から児童館が遠く、子供だけで利用出来ません。生徒数も多いので近く

の場所か学校内に必要です（無料の施設が）。児童クラブには登録していますがたまの

利用なので子供が行きたがりません（決まったグループができてしまっていて）。もっ

と自由に子供が出入り出来るような場所を作って下さい。 

3,9 

16 

以前、学童保育を利用していたが、民間のためか地域によって条件や料金が大きく違

うのが不満。大抵１校区に１か所しかないので選択の余地がない。条件を均一に出来

るよう市で介入出来ないものか。 

8 

17 
今現在ある制度を充実（時間、人数、場所等）するだけでもかなり良くなると思いま

す。予算など制限もあると思いますがよろしくお願いします。 
0 

18 
雨の日などに遊べる室内が欲しいです。特にゲームセンター風ではなくアスレチック

のような身体を動かせる環境が良いです。 
3 

19 

特別な支援を必要とする子供を育てています。市の福祉センターでは訓練、療育を受

けることが出来ず市外の医療機関へ行き受けている現状です。市内でも必要な療育支

援を受けられるよう施設そのもの、そして人材（療育者）の設置を強く望んでいます。 

1 

20 

環境整備や新しい設備の充実は野球側に偏っている。江別駅側は子供が増えているに

も関わらず子育ての環境が悪すぎる。児童会館なども近くにない。車の一時停止標識

がなく子供たちの通る道としてふさわしくない。公園の時計が壊れている。正直アン

ケートを取ったりしている割には子供への支援は手薄で、高齢者にばかり金銭面でも

環境面でも力を入れている。もう少し子育てに力を入れて取り組んで欲しいです。 

1,3,9 

21 

・学校の中に学童保育などを作ってほしい。働くお母さんのためにも子供たちがわざ

わざ違う場所へ行くよりも、授業が終わってそのまま学校内で学童にした方が親も安

心だと思います。・子供が多い家への支援も必要だと思います。・学習も無料で月 2 回

5,8 
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ほど教えてくれる所も作って欲しい。 

22 

３年前に函館に住んでいたことがありましたが、その時ほとんどの公園が雑草だらけ

で遊具も少なくがっかりしました。江別はきれいな公園が多く遊具も整っていて江別

の良さを再認識しました。子供が楽しめる公民館での催し物やフリーマーケット等も

いつも参加しています。江別は便利で子育てしやすく大好きです。これからもきれい

で楽しい遊具のある公園の整備に力を入れて欲しいです。魅力がある公園には子供が

たくさん集まってきます。函館では誰もいない公園がたくさんありましたが江別では

子供たちが元気に公園で遊ぶ姿を多く見かけます。公園がもっと素敵になればどんど

ん子供たちは公園で遊ぶようになるでしょう。 

3 

23 

冬の間、公園が雪捨て場になってしまうと子供たちの遊び場がなくなり家の中でちま

ちま過ごす時間が多くなってしまう。いくつかの公園はあえて雪合戦や雪の中のサッ

カー、雪遊びが出来るように開放し整備して欲しい。市の広報などでマップ付きで紹

介してもらえると助かる。 

1,3 

24 
雨天、冬期間に遊ぶまたはスポーツする所（サッカー・野球等）の大型施設の建設を

希望、要望します。近隣市町村へ出向くととてもお金がかかります。 
3 

25 

大人が育っていないから子育ても出来ない人が多い。今さら大人は育てられないから

大人も育てられる子供を育てるのが早いと思う。周囲からあの人ヘンと思われている

人こそサポートが必要な事が多い。子育てにお金がかかり過ぎる。お金がない＝教育

を受けられないのは将来が不安。お金がないからこそ教育が必要。 

1 

26 

小学校など小さい子供だけでなく、もう少し中学校・高校の事も考えて欲しい。学校

でもう少し教育に力を入れて欲しい。塾に入れるのは大変です。先生にお願いしても

宿題も全然出してくれない先生もいます。今の子供のも担任の先生は子供達にも嫌わ

れていて学校に行きたくない子供や精神的に辛い思いをしている子供もいます。他の

先生に相談に行くと怒られるという子供もいます。教育現場の見直しも必要だと思い

ます。子供を預けているからなかなか言いたい事を言えない人もいると思います。子

供に何をされるかわからないからです。そうゆう声を聴いて対策を考えてくれる所が

欲しいです。 

1,5 

27 

江別の児童会館は午後は学童保育で利用できるようですが、午前は利用できないよう。

地域に子供の友達を作りたくてもそうした場所が住んでいる地域にないと相談しあっ

たり助け合ったりする関係まで発展するのは難しいです。江別は公民館など一部でい

っせいに集まるものがあるだけ。なぜ地域の児童会館を上手く利用しないのか非常に

不思議です。厚別というか札幌の児童会館の開放の実態について勉強し、良い所を取

り入れたら良いのではと思います。 

3 

28 

子育てしづらい事が多いです。保育園では朝 7：15～夕方 18：15 で延長は 19：15 まで

行っているのに、なぜ学童や児童館では行っておらず、母子だろうが２～３万近く利

用するのにお金がかかるか分かりません。収入が多い方なら良いですが、母子は働か

ないと生活が出来ません。サポートもお金がかかりますし家で一人にさせるしかなく

なってしまいます。もっと環境が整ってくれれば安心して仕事が出来るのですが来年

は４年生なので利用している学童も利用が難しく、親に頼るものの両親ともに耳が聞

こえないので何かあったらと思うととても不安です。もっと積極的に力を入れないと

転居する方が多くなると思います。実際に何人もの方が転居されています。もっと学

童の利用時間が長く収入に応じての学童費を考えて下さい。これから仕事をされる方

が多くなりますのでぜひ参考にして頂きたいと思います。 

1,8 

29 

現在住んでいる野幌代々木町には児童センター、放課後クラブなどがあり不便はない。

今後、大麻中町への引っ越しを考えているが、周辺には放課後クラブが１か所しかな

い。しかも定員が一杯とのこと。このように地区により児童の放課後受け入れに差が

大きい。単に市全体での人数拡大では地域差が埋まらない。改善するのであればこう

した部分に目を向けて欲しい。 

3,8 

30 子供が思いきりボールをけったり走ったりする公園が近くに欲しいです。 3 

31 
雨の日や長い冬場でも思いきり体を動かせる環境があればありがたいと思います。ま

た医療費の助成など経済的な負担を少しでも軽減して頂けるようお願いいたします。 
3,7 

32 小学生の医療費の負担を軽減して欲しい。札幌市では何年も前から軽減されている。 7 
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33 

施設などが古い。安全面のこともあるので早急な建て替えを。特に青年センター。水

が冷たすぎです。体を温める場所もないです。江別市でたくさんの子供たちが利用す

る施設があれでは･･･。 

3 

34 

・保育園がかなり古いので建て替えした方が良いのでは…。青年センター（プール）

も古いので新しくした方が良いと思います。冬は寒くてなかなか利用しにくいです。・

市内の小学生・中学生が交流できるようなイベントなどを開いてみてはどうでしょう

か。（市内対抗ドッチボール大会とかスポーツもの、合唱、各学校で取り組んでいる事

の発表会など･･･）お互いに刺激になって良いと思います。・将来に向けて江別がもっ

と充実した都市になるために、今の子供たちがどのくらい江別に残っているのかが大

事だと思います。このままだとほとんど残らないのでは？せっかく良い環境で農作物

や自然に恵まれているので、今からその良さを子供たちに伝えていく努力をもっとも

っとした方が良いと思います。 

2,3 

35 

学童に預ける時間が長いので、その時間に気軽に習わせられる習い事があると良いと

思う（英語・習字等）。本当は学校でそのまま預かってくれて空き教室で出来れば良い

と思う。土曜日にコミセンでも習えるが、土曜広場、少年団とあまり時間がない、そ

して正直私も休みたい。災害時への不安もある。単身赴任で仕事上災害時は帰れない

かもしれない。学校でお迎え訓練はしているが、実際迎えに行けるのは中学生の上の

子しかいない。その後のことは近所の人に相談するように教えていますが…。 

8,9 

36 

児童扶養手当が少なすぎる。２人の小学生の今後の学童等も心配です。就学援助費が

少なすぎる。学用品等で支給、２年生、年１２，０００円なんてジャージ・スキーウ

エア・ブーツ・上靴・外靴など購入の一部の足しにしかならない。学区用品を文房具

のみとしているなら、何の支援にもなっていない。医療費の負担が重い。なかなか病

院に行かせられない。 

1,7 

37 

近所に雨・雪など関係なく子供たちがのびのびと遊べ学べる場があれば良いと思いま

す。また習い事も費用が高く、学生の子供が３人いる我が家は負担が多く、一人一人

平等に習い事へ通わすことが出来ません。子供たちの意思と将来への夢が遠のく気が

します。 

3 

38 

・図書館や体育館等の公共施設は月曜日が休館で、学校振替休日には遊べる場所が少

ない。またこれからの季節も曜日によっては安心して遊べる場所が少なくなってしま

うので交替で休館にするなどして欲しい。・札幌のように中・高校生でも利用できる児

童センターのような施設があればと思う。イオンタウンの新施設も年齢制限があるの

で、少し期待外れでした。・医療費の助成をもっと延長して欲しい。せめて小学生まで

は何らかの助成が欲しかった。 

3,7 

39 

難しいとは思いますが、うちのそばには図書館も児童館もありません。なので作って

欲しい･･･とずっと思っていました。３年生の子が一人で行ける距離にです。コミセン

は少し遠いです。 

3 

40 

４年間保育園でお世話になり、その間色々な取り組みがあって充実した幼児時代を過

ごせたと感謝しています。兄（小５）が１年だけ保育園を過ごした時よりここ何年か

でかなり色々変わってきたと実感しています。こちらの地区は学童も６年生まで可な

のでとても助かっていますが、民営で運営自体は厳しいと聞いています。そのような

所にもう少し市の手助けが手厚くてもいいのでは？と思っています。あちこち民営に

なり、そこで働く方々が厳しい思いをしない様な支援を市にはお願いしたいものです。

人の入れ替わりが頻繁になると、子供相手は良い方向にはいかないと思うのです。 

8 

41 

病児保育施設を増やして欲しい（現在は近くにあるのがあずま小児科のみで時間制限

もあり利用しにくい。せめて朝 8：00～夜 19：00 位までに。もっと近くに病児保育し

てくれる施設があるといい（ファミリーサポートでも病児は預かってもらえない）。熱

が出た子供を小学校まで迎えにいって病児保育施設まで送ってくれるｻｰﾋﾞｽがあると

助かります（小学校から連絡があってもすぐに抜け出せない）。土日祝しか休みがない

ため、行政へ相談に行くことが出来ない。月に一回でもいいので土日祝に相談窓口を

開設して欲しい（予約制でも可）。大麻小学校・中学校周辺が暗すぎる。もっと街灯を

増やして欲しい。雪が積もった日は早めに通学路の雪を除雪して欲しい（7：00位まで

に）。 

1,2,3 
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42 

我が家の子供は６年生ですが、最近携帯を持たせました。今はＬＩＮＥ等で親の目の

届かない所で何をやり取りしているのかわからない事があるので、もちろん十分目を

光らせてはいますが、学校でも携帯の利用法等、取り入れて頂ければと思います。 

0 

43 

いつもあけぼの団地方面の公園は子供が遊べる遊具が少ないせいか、外遊び離れして

いると思います。草刈もまちまちだし。遊具を減らしたら子供たちは何で遊ぶのでし

ょうか？あけぼのから 12号線に出る手前の横断歩道に人が立ち止っても、止まる車は

ほとんどいない。手押し信号を付けて下さい。冬になると（4 時位になると）暗いので

電灯（ＬＥＤ）をあけぼの方面に設置して欲しい。黒いジャンパー、中学生の服が暗

すぎて怖い。車のライトがないとナナメ横断している中学生が危ないと思います。市

民の声が早く実現するといいですね。調査がムダにならない様にして下さいね。 

3,9 

44 

働いているお母さんが多く、学童保育を利用している子がたくさんいます。高学年に

なると自宅で一人留守番させているとのことで、もう少し学童が増えるといいと思い

ます。あと外灯が暗いように感じます。大人でも夕方歩くと少し怖く感じます。 

3,8 

45 来年中学生になりますが、中学校が遠く、時々不審者が出るので通学が不安です。 9 

46 

小学校にしても中学校にしても、その先生によって子供受けの良い先生と悪い先生が

いると思うのですが、中学校までは教育ですから人間として成長出来る様に導いてあ

げて欲しいです。そのためにも大変な事だと思いますが、先生方の考え方や方向性を

ある程度一致させ、生徒一人一人に愛情を持って接して欲しいです。それぞれの先生

方が子供たちから尊敬を受ける事が出来る様に、学習だけではなく、人格形成の場と

して良いところは伸ばし、悪いところは良くなるように、その人の身になって、力で

はなく愛をもって接して欲しい。これまでに本当に素晴らしい先生方がいましたが、

娘と楽しそうに話をしている姿を見て本当に感動したものです。娘もわかってくれる

先生でしたので尊敬していたようでした。 

5 

47 釧路市にある遊学館のような施設があると良い。 3 

48 

就学援助の制度は収入が少ない家庭にとっては必要な制度ですが、教材費を一度支払

って何か月後に入金されて戻ってくるというのが現在の形ですが、この一時支払いが

なくなってくれたらもっと楽になります。お金がないから支払いを免除してもらうの

で、一時払いも家庭の負担です。子供手当は毎月出る様になると、生活計画が立てや

すくなるかなと思います。江別独自の手当（何らかの）も何かあれば、今後増やして

頂ければ良いなと思います。→病院費用、学校における全ての教材、必要品等の援助

など。 

1 

49 

公園が子供の遊具が老朽化のためかどんどん撤去され、老人のための整備（パークゴ

ルフやテーブル・ベンチなど）ばかりが手厚い様に見える（たまたま近所の公園がそ

うなのかもしれないが…）。手入れは行き届いているので、公園を管理している方々に

は感謝しています。いつもきれいにしてくれてありがとう。 食物アレルギーがある

ので、外食・既製品を食べる事がほとんど出来ない。生協さんでアレルギーコーナー

を設けるなどの活動もあるが、町内会の子供のイベントなどでは全く配慮・対応ない

のが現状。様々な施設や店・飲食店も含め、意識を高めてもらうような支援を望みま

す。 

3,0 

50 
上江別南町公園の旧ゲートボール場をサッカーなど出来るようにして欲しい。または

雨の日など遊べる屋根付きの建物など作って欲しい。 
3 

51 

江別市は学童保育が民間で、設備・費用・保育の質に不安があり預けられない。評判

も良くない。札幌のようにミニ児童館にそのまま放課後残れたり、夏・冬休みに朝か

ら夕方までいられるようにしてもらいたい。子供の医療費について近隣の市町村に比

べて負担が大きいので、出来れば小学校の間、助成してもらえると助かります。 

3,7,8 

52 

児童館が私立なので利用料が高く質も悪い。習い事が出来る場所が子供の徒歩圏内に

なく、不便で限りがある。近隣にある老人ホームなどで、勉強会や読書会、お楽しみ

会など交流出来ると子供たちだけの留守番はなくなる。また学校では習わない風習や

常識、遊びなど親でも知らない情報学習にもなるのでは？もちろん自由参加で。老人

の方々も楽しいのでは？もちつもたれつで行うのであれば、料金も低くお互いに良い

行事になると思いますが…!? 

3 

53 
子供が小さい頃はいいのですが、高校に通う時ＪＲまでのバスの本数が少ないのが気

になります。結局、親が駅まで送り迎えしている人が多く、出来る方はいいのですが
3 
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出来ない家庭もあります。風の強い荒れた天気の日などとても心配です。 

54 

・乳幼児だけでなく、小学生にも雨の日に思いきり遊べる施設があるとありがたい。・

学校の先生が担任を持つたびにまず初めにやって頂きたいことは、子供たちとたくさ

んコミュニケーションをとり信頼関係を築くということ。親の次に身近な大人である

先生に不信感をもってしまっては、子供の発達に悪影響であると思う。 

3,5 

55 
今の子供の担任が子供をいじめてる。子供には話を聞けとか言って、担任は人の話を

全く聞いていない。母子家庭をバカにしているようにしか思えない。 
0 

56 

子供たちのために、より良い必要な環境を充実させることは大切なことだと思います

が、このアンケートは質問がわかりづらく答え方がわからないものがいくつかありま

した。立派なアンケート用紙を見て、予算をかけ過ぎではないかと思います。 

0 

57 

うちの子は「少年団」に入っているので放課後はその活動で忙しくしているが、冬場

の遊び場所がなく暇を持て余す時がある。元町地区には児童館の様な所がなく、どう

しても友達の家へ行ったりと迷惑をかけてしまう。気軽に本を借りに行けて軽い運

動・ゲームなどが出来る児童館が欲しいと思っている。 

3 

58 
イオンに子供の施設が出来ると聞いて喜んでいます。高学年も使える所があったらい

いのですが。 
3 

59 

この調査を通して、あらゆる世代の子育てに対応してもらいたいし、その家庭の現状

を受け止めてみんなが利用できる社会にしてもらいたいです。教育、保育環境、子育

ては、働くお母さんには大きな悩みの一つなので、特に子供が病気の時に預け先が欲

しいと思います。利用しやすい金額、便利であること。 

1 

60 

少子化が進んでいるとすごく思います。小学校の人数が減ってきているので。どんど

ん転校していき 1クラス 20 人くらいだと何かをする時になかなか上手く出来ない時が

ある。引っ越してきた人に地域の事を色々教えたり、子供がいる人への支援が大切で

ある。子供サークルもあるが、新しい人が入りづらい気がする。病児保育を拡大して

欲しい。土日に子供向けのイベントを増やして欲しい。 

1 

61 

学校給食についてですが、卵等そのまま使っているものに関しては、代替食があるの

ですが、材料の中に卵が使われていたり、乳製品が使われていたりで、食べる事が出

来ない給食も多いと感じます。これらに関しては、こちらで成分表をもらって、今日

はこれは食べないでねとか子供に言って食べさせないようにしています。しかし、ほ

とんど食べられない日は弁当を持たせようと思うのですが、子供が自分だけ他の子供

と違うものを食べるのが嫌みたいで、持たずに我慢しているようです。難しいとは思

いますが、もう少し何とかならないでしょうか？ 

0 

62 
学校の校舎やトイレなどを新しくしてあげて欲しい。あまりにも古すぎて子供達がか

わいそうです。 
5 

63 

学力テスト結果の開示、学校の順位等はいりませんが、子供もどの程度の位置に自分

がいるのかがわからないので、多少やる気が失せるようです。軽度発達障害児童の見

極めを早期に行って適切な教育を行ってほしい。学習において、できない子のフォロ

ーも大切ですが、できる子がもっとのびる環境にもして欲しい。 

5 

64 

私の住んでいた田舎では、学校から帰って来て誰と約束していなくても、児童館に行

けば、友達に会えました。そこであずかり保育の友達とも一緒に遊べました。友達と

約束できなければ、家でゲームしかないというのが、少し不安です。児童館がほしい

です。 

3 

65 放課後、学校で勉強を教えてもらえる支援があるといいなと思います。 5 

66 

江別には、雨の日や冬に遊べる室内キッズルーム(ファンタジーキッズ、レジャスポ)

などが無いので作ってほしい。冬でも公園がただ近隣の雪捨て場になるのではなく、

公園で遊べる様になったら、体力向上につながるのではないかと思います。 

3 

67 

核家族化が進む中、子育ては地域全体で行い、見守っていかなくてはならないと思う。

困った事が起きた際、相談できる場所、助けてくれる人がいるのといないのとでは、

育児者の負担がかなり違い、育児に余裕が持てなくなる。心に余裕を持って子育てす

ると簡単に対処できる事も不安の中ではそうはいかない。人間は一人では生きられな

い。たくさんの目で子供達を見守り、成長を楽しみにできる世の中になってほしい。 

1 
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68 

通学路の安全確保は全くなっていません。この六年間ずっと学校にも市にも伝えてい

ますが、何も変わらず、あきらめというか、あきれています。子供達が車道を歩いて

いる(冬期除雪されないため)のを平気でさせている。誰かが事故に会わない限り、こ

のままなのでしょうね。どの程度把握しているのでしょうか。 

9 

69 ファミリーサポートセンターって何ですか？ 0 

70 学校給食の充実、改善をお願いします。子供が「マズイ」と日々言っておりますが。 0 

71 

子供が思い切り遊べる場所がない(ひかり町)。公園にはフェンスがなく、サッカー・

野球などしたら、周りの大人に怒られて、かわいそう。結局、家に入りゲームなどす

る事になってしまう。是非どの学校にも 1 つは元気に外で遊べる公園を作ってくださ

い。少なくても、小学校低学年までは医療負担を 1 割にしていただきたい。カゼをひ

いても、高くて病院へ連れて行けません。私を含め、多数の方が思っていると思いま

す。どうぞよろしくお願いします。 

3,7 

72 

・現在私が知っている病児保育が市内(近く)に 1ヶ所しかなく、3年生までのあずかり

で、しかも交通の便がわるい。もう少し利用しやすいように工夫してほしい。・外で遊

ばせたくても、広い公園もなく、雨の日などは児童館が遠い。・街灯が少なく、習い事

の帰り道が不安。 

1,3,9 

73 

①公園の近くに住んでいる方が、雪を捨てるので(重機を使っている人もいます)、公

園の雪どけが一番遅い。パンフレットの効果がない。冬は遊びを禁止されている公園

もあるし、道路で遊ぶわけにもいかず、軒下に気をくばりながら家のまわりで遊ぶし

かないので、自然と家の中でゲームをすることが多くなる。②市の排雪が少なすぎる。

夏の草刈りは、あれだけ必要なのか。その分を雪にまわせないか。家は個人的に業者

に頼んでいるが、ワンシーズン 4 万円以上かかる。それを市に払ってもいいから、も

う少しきちんとやってほしい。昨年は通学路をていねいにやって下さっていたが、近

くの方がまたすぐ雪をすてる。市の方が見回って、その家の玄関ポストに注意の手紙

を入れるとか、訪問するとかできないでしょうか。マナーが悪くて嫌になりますよね。

私は以前滝川市に住んでいましたが、除排雪は市だけで完璧でした。ただ、教育費は

ほとんどかけていなかったように思います。市によってやりくりの仕方が違うでしょ

うから、江別も大雪の町として滝川市と連絡をとって内情を参考になさってはいかが

でしょうか。 

3 

74 

子供も来年中学生。部活動等で学校からの帰りも遅くなり、暗い中一人で帰宅する中

学生を見かけますが、親としてはそこが一番心配です。毎日迎えに行くわけにもいか

ず、不審者情報もちらほらある中、とにかく子供達が安全に暮らせる環境作りをお願

い致します。 

9 

75 
幼稚園の就園補助に所得制限がありますが、双子の場合や兄弟が多い場合などは、制

限をゆるめてはどうかと思います。 
1 

76 
今の江別には全く魅力が無い。前記にも書したが、こんなアンケートを行っても経費

のムダ。改善する気がないなら、経費をかけるな。 
0 

77 
未就学児への対応(保育園等の充実)、小学校入学後の放課後の対応(学童の充実)、医

療費負担の軽減 
5,7 

78 

･夏など、バイクの騒音がうるさい(夜)。とりしまりをしてほしい。・高砂駅周辺に公

園(広い)あればいいのに。遊ぶ公園が近くにない。・インフルエンザ予防などの金額を

安くしてほしい。・上江別小学校の近くに児童館があれば利用したいけど、ない。・児

童クラブの料金を市で少し負担してほしい。高い料金では預けにくい。 

3,7,8 

79 

外で遊ぶ場所がないので、友達と家でゲームをすることが多いので、児童館などもっ

と身近にあれば良いと思う。荻ヶ丘児童館など少し遠いが、行って楽しければ多少遠

くても行くが、前に行ったが、1回行ってもう行かなくなった。施設が充実していて、

楽しくてキレイなら通うだろうが、イマイチ楽しくなかったようです。せまくて人が

多く十分に遊べなかったようです。もっとたくさんあれば、そんなに混まず遊べると

思う。ゆめみ野は上江小児童も多いわりに、学校のそばに子供が放課後楽しく過ごせ

る場所がないのが、とても残念です。 

3 

80 
・きらら街道の歩道がとてもせまく、ガードレール等も無い事で子供達の通学路とし

ては常時危険極まりないと感じています。毎年冬には、きらら街道の交差点で事故が
3,9 
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起きており、いつか通学中の子供が事故にあい、死亡するなどと言う事につながるの

ではないかと近隣住民は常に心配しています。一刻も早い環境整備を心から切に願い

ます。 

81 不登校児童に対する支援。又はサークルなどの場。 1,3 

82 

夏は友達と公園で遊べるが、冬や雨の日は今は唯一公民館しか集まれない。もっと会

館のような、6 年生まで集まれる場所があればいいと思う。そうでないと、ポスフール

のゲームセンターなど、室内を求めて禁止されている場所へ子供たちだけで出入りす

ると思う。医療費もせめて小学生まで無料にしてほしい。住居も母子家庭用の団地等

を作ってほしい(安く)。今かなりの母子家庭率で、生活が苦しすぎて余裕が全くない

状態なので、住宅が格安な所ができてほしい。母子家庭同士で子育て等について、励

ましあったりする場がほしい。イベントでもいいし、ネット上の江別のサイトのよう

なものでもいいし、ぜひあれば心強いのに。 

1,3,7 

83 

他の自治体もやれていること、中学生まで医療費無料。江別市がこの先子育て世代を

増やす事に真剣に取り組むのであれば、上記の事は不可欠だと思う。国がやるから･･･

ということではなく、これから地方分権などと言われているが、地方は独自性を持た

ないと生き残ることが出来ないと思う。老人ばかりが多くなり、街が衰退していくこ

とがわかっているなら、子育て世代を増やし、それにより老人を支える人達が多くな

る方が江別が生き残ることができるのではないか。当別町は町長が中高一貫校を作る

ことを掲げている。札幌のベットタウンとして魅力ある特色を出していかなければ、

他の市町に遅れをとってしまうと思う。これは何年も前から言われていた事だと思う

が･･･。市が「今になって」「今さら」腰を上げたという印象。でも今からでもいち早

く決断し、江別市を子育ての街にして欲しい。 

1,7 

84 子供の学力に応じた教育をしてもらえたら、ありがたい。 5 

85 子供が楽しめる行事を増やしてほしいです。 3 

86 

今はネット社会です。子供を持つ親はだいたいはスマホ(ケイタイ)を必ず持っていま

す。子供に関する情報をメールしてくれれば、紙の節約にもなりますし、何もないよ

りは、やっていただいてくれれば関心を持つと思います。市役所からの子供がいる世

帯(任意)で。息子が通う東野幌小では、不審者情報などメールがきます。市も対策を

考えてみて下さい。 

1,9 

87 
このアンケート結果がいかされ、保護者や子供が望む教育が受けられることを望みま

す。 
0 

88 

持病がある子供への補助があれば、とても助かります。健康な子供にくらべ、病院に

行く回数が多いからです。ぜんそくは発作で入院したり、薬代もかかり負担が大きい

です。給料日前で、私も専業主婦だった為、すぐに病院に連れて行けない時もありま

した。 

1,7 

89 

江別市は特別子育ての環境に不足は無いと思います。ただそれらの施設等を利用する

にあたり、もっと情報を発信する事と、日・祝日等でも気軽に相談出来る事が大事で

はないかと思います。 

1 

90 

小学校入学前の子供への支援というのは、色々ある様に思いますが、小学・中学まで

医療費の一部負担など支援があると助かると思います。幼児より小中学生の方が確実

に何に対してもお金がかかります。 

7 

91 

学校等教育機関にすべてお任せさせる風土環境ではなく、地域や家族が参加して子育

て支援をしやすくする環境や風土を醸成していくべきでは。現在社会的な問題となっ

ている背景を科学的に見つめ直し、現代に順応した臨機応変な取組み対策を図ってい

くことが求められているのではないか。具体的な問題①いじめ問題②携帯電話・スマ

ートフォン③道徳、地位社会プラス学校等が子育て支援できるしくみの整備が必要。

誰かに任せるのではなく、全体で参画し取り組み。 

1 

92 
学校の先生方は、保護者を気にしすぎて子供達に甘すぎる。昔の様に悪い事をしたら

どうなるかを教えた方が良いと思う。 
5 

93 江別市にはあまり期待する事がない。 0 

94 
ゲームセンターなどではなく、市営の室内外の大型遊戯施設をぜひ江別につくってほ

しい(とくに室内型)。子育てにとてもありがたく、親子でもおじいちゃんおばあちゃ
3 



9 

 

んでもお友達とでも行けて、休日も雨の日も困りません。有料でも活用すると思いま

す。 

95 

・けっこうな過疎地でも医療費の無料化を実施してがんばっている町村があります。

江別はどうしてできないのですか？税収の割に市職員の給与が高いのではないです

か？・なんとなく江別に対する明るいイメージがないのですが、他の市町村と比べて

ＰＲが少ないと思います。市民としても明るい話題が入ってきません。・緑は多いなど、

自然の中で子育てできるので、私の故郷である大麻へ戻って来ました。住んでいたこ

とのある人は、江別にとどまっている人や、戻って来る人が多いですよ。もう少し努

力してＰＲしてほしいと思います。農産物も自慢できると思いますし、人を集める努

力をしてください。 

1,7 

96 

体を動かしたい子供達にとって、ボール遊びが出来る環境が少ないと思います。(公園

は近くにありますが、ボールの使用禁止で不便を感じます。)道路で遊ぶ事も多いです

が、基本的に本来は遊ぶ場所ではない為、親としての声掛けが難しいです。 

3 

97 

･高校まで義務教育にしてほしい。・学校にかかわる経費は(制服・カバンなど)各家庭

の収入におうじて、費用を負担してほしい。・江別市内の中学校の学力レベルを同等に

してほしい。現在江陽中学校のレベルはかなり他の学校より低い。 

5 

98 

公共の交通機関が充実していないので、子供同士でバスに乗って図書館やプールに行

ったり出来ない。もっとわかりやすくて、そして本数も増やして欲しい。車の無い人

には非常に暮らしにくい市だと思います。 

3 

99 

女性も仕事を持てる環境があると、自分の時間が自由に出来る資金なども出来、気持

ちに余裕が持てる様になると思う。小さい子供をあずけられる施設が充実していると

良いと思う。又、働ける場所があれば良いと思う。 

2 

100 

就学前の子育て支援は、子育ての基本となる時期ですが、子供が学校に入ってからの

長期間、小・中で 9 年間、高校も入れたら 12 年間。就学してからの支援が必要となっ

てくる気もします。経済的な事だけではなく、いろいろですが･･･。乳児期の大変さよ

り、子供が小・中・高と進んでくる過程の方が子育てを取り巻く環境は大変だなぁと

実感しています。 

1 

101 

特別支援教育がより充実したものになるよう希望します。現状では支援を必要とする

児童、生徒に必ずしも十分な支援をすることができていないと思います。その要因の

ひとつに、障害の発見が遅いということが挙げられると感じています。江別市では 3

歳の健診から就学時健診までの間に健診の機会がないのが残念です。保護者の立場か

らすると、就学前にはじめて障害があると言われても、なかなか受け入れられないも

のではないでしょうか。なるべく早いうちに知っておいたほうが心の準備もできます

し、どんな支援を受けることができるのか、情報を得ることもできると思います。札

幌では 5歳でも健診があると聞きました。ぜひ江別でも実施してほしいです。 

1 

102 
発達や健康等の不安や質問を同じ人に聞いてもらえると、親子で安心できるので、そ

のようなサービスをお願いしたいです。 
1 

103 

･以前児童館は無料だったのに、今は 800円近くかかり負担に思います。札幌は無料な

のに･･･。それに加え土日長期の休みは別料金だと、仕事では必要とされても、働けな

い。また子供が低学年のうりは、週 2・3回働きたいと思っても、月決めだし損になっ

てしまう。また親の介護などで預けるのも預けにくい。・小学生までは病院にかかる事

も多いので、3 割負担ではなく 1 割にしてほしいです。・中学生で切れてしまう子供手

当て･･･お金がかかるのは、これからなのに･･･。高校の無償化もいつまで続くのか、

よくわからない。・不審者情報、集団下校等の情報をＳＭＳで面倒な登録ではなくＴＥ

Ｌ番だけでメール添付してほしい。 

1,3,7,9 

104 

子供の遊び場について、公園でボール遊びをしていると、危ないからと注意される。

鬼ごっこをしてたら、うるさいから違う公園に行けと言われる等、公園で子供達がの

びのび遊べない環境にあると思う。公園の水のみ場についても、飲んだり手洗いした

ら、水遊びはするな等遊んでないのに注意されると聞いています。公園の使い方につ

いて、ボールの使用は良いか否か、自転車はどこに止めるべきか等、ルールを決め記

すものがあれば良いと思う。親世代の幼少時は、公園の水で泥遊びは当たり前だった

が、今の時代はしてはいけない事なのか、親でも判断がつかず困る。 

3 
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105 

子供が近くの公園でボール遊びをしていたら、注意をされた。公園にいたら昼なので

(12：00 頃)帰れと言われた。公園に遊びに行く事をイヤがるようになり、公園の意味

がなく、ただの雪捨て場。砂場も犬猫のトイレになっているので、遊ばせないほうが

良いと言われた。近くの学童保育は 3 年生までなので、4年生になると共働きの家の子

が土・日も家に来るようになる。夏・冬・春休みも親のいる家が集まりやすく、働い

ている家庭では遊べない。不公平なところ。学童のような所で高学年も入れる所があ

るといいと思います。 

3,8 

106 

・雨や雪の時など、天候が悪い時に屋内で遊べるような施設があればと思います。・健

診や予防接種時、待ち時間が長い傾向にあり、短縮できるよう該当者や地域を細分化

することでスムーズに行えないでしょうか。 

3,0 

107 教育・医療にかかる費用の負担がなくなることを願います。 1,7 

108 

休日にはほとんど札幌まで遊びに連れて行きます。江別に遊べる施設がないからです。

冬でも遊べる大きな公園でもあれば、札幌からも人が集まり、江別のおいしい食べ物

など知ってもらえるのでは。江別は札幌と比べて医療費負担が多いと聞きました。小

学生の 3割負担はつらいです。 

3,7 

109 

小学生からの医療費の負担を軽減してほしいです。まだ病院へ行く回数は多いと思い

ます。歯医者や眼科、皮フ科、耳鼻科など、小児科医以外でも病院へ通わなければな

らない事も多くありますので、ぜひ軽減してほしいです。インフルエンザの予防接種

の助成もあると大変助かる方がいると思います。1 人 2回受けるので、2 人以上いる方

は大変だと思います。帰宅時間を音楽等で外で遊んでいる子供達に知らせるなど、子

供達時計を持ち歩くという習慣はあまりついている子が少ないと思いますので、(1 年

生はまだ時計を読めない子もいます)、子供達が帰宅時間に気づく環境を作っていただ

きたいです。(親はもちろん言っていますが、なかなかつねに帰宅時間を気にして遊ぶ

というのは、特に低学年には難しいと思いますので)保育料・給食費等市へ支払ってい

ない方が多くいる中で、厳しく支払いを強制する手段はないのでしょうか。未払いを

している方に、児童手当や児童扶養手当等を支給することに矛盾を感じます。税金の

滞納のように厳しくしなければ、未払いのままですんでしまっている場合もあるので

はないでしょうか。そのへんの対策はお考えでしょうか。 

3,7,0 

110 
小学校でもイジメの話はよくきき、自分の子供からもきく為、何か対応があればと思

います。 
5 

111 

子供が保育園に入るまで(育休中)は、孤独な思いでいっぱいでした。近くに知り合い

がいない、保育的な施設もない。水曜日午後 2 時～5 時の小学校の図書館(情報図書館

分館)と月 1 回の子育てセンターすくすくの出前ひろばが楽しみでした。(回数をどち

らも増やして！)豊幌は子育て中の親にとって陸の孤島です。・学童保育が 17 時までな

のが、とても困っています。我が家は仕方なく父親が仕事を早く切り上げて対応して

いますが、正直無理をしています。18 時までは行ってほしい！保育園は 18 時 15 分ま

ででした。・医療費が高いことも困っています。小学校入学までは通院させていました

が、金額がハネ上がり、通院させられなくなりました。 

2,7 

112 

江別は雪が多いからか、雪が降る前からブランコが使えなくなったりと、冬は公園で

遊ぶ種類が少なく、つまらないようです。冬の公園はなんとかならないのでしょうか？

そりすべりも大きな公園まで行かないと楽しめません。勉強でニガテなものがあると、

それをどうにかするには塾や家庭教師などに頼る事を考えるとお金がかかるので、そ

ろそろパートやアルバイトをしたいと考えているところです。お金がかかりますね。

子供の好きなものや興味のあるものが、仕事として目指したいくらいのものになるの

か、判断したい事もあるので、イベントや○○教室というものには申し込んだりして

います。高学年向けだと申し込めないものが、来年になって無くならないことを望ん

でいます。息子はロボット好きです。 

3 

113 

・スクールゾーンの自動車がルールを守らない。⇒江別第一中学に送迎している保護

者だと思われるが、非常に危険である。・歩道で犬の散歩をさせている人達のマナーが

悪い。⇒フン尿をさせ放題で後片付けをさせない、しない人ばかりで他の歩行者に対

して迷惑だし、不衛生だと思う。 

3,9 

114 
新栄台西に、むくげ公園という公園があります。この公園は、背の高い木などに囲わ

れていないので、とても見通しが良く、不審者が入りづらい為、安心して子供を遊ば
3 
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せる事ができます。又、遊具スペースの他に、走り回ったりキャッチボールが出来る

広いスペースがあり、とてもいいです。ボール遊びなどが出来るスペースのない、せ

まい公園だと、どうしても子供達は道路でボール遊びをしてしまいます。これから新

しく公園を作る事があったら、十分に動き回れるスペースを考えてあげてほしいです。

むくげ公園は理想的ないい公園だと思います。 

115 子供の医療費が高すぎる。せめて 2割にならないかと思います。 7 

116 

児童手当などの現金支給は確かにありがたいが、本当に子供達が平等に支援されてい

く事を考えれば、現金支給をするなら、医療費・給食費・教育や学校に必要な費用(制

服代や修学旅行費などなど)を全額自己負担 0 にしてほしい！お金をもらってても、結

局子供に使うかどうかは親次第になってしまうし、教育や医療の負担がかからないほ

うが、何かあっても安心して子供を育てていける、子供も平等に恩を受けられると思

う。とりあえず、江別市の子供の医療費負担 1割_をせめて小学校卒業までのばしてほ

しいです。他の市町村では、とりいれている所もあるので･･･。 

1,7 

117 

母子家庭なので、就学支援でいろいろ助けて頂き、本当に感謝しています。学校の先

生にもスキーの準備の件では親身に相談に乗って頂きました。子供は毎日とても楽し

く学校へ行っているので、今の所は心配ありません。ただ、「何かあった時」の対応で、

本当の真意が図られると思います。「何か」あって、本当に困っている保護者には是非

是非ていねいな対応をお願いしたいと思います。小さい子がいる時は、本当に大変で

す。相談する事すら思いつかない、若い困っている保護者、本当に助けが必要な人に

対応をお願いします。 

1 

118 
江別市には、雨天・冬期に使えるグランドがありません。雪の中、岩見沢や三笠まで

わざわざ行きます。ぜひ江別市に室内グランドを作ってください。 
3 

119 

保育・学校で、子供の発達に関して無頓着な親が多く、気になる子がいても親の意識

が薄いため、園や学校で働きかけたくても、江別の特別支援体制が消極的なため、発

達に合った対応が後手に回っている印象がとても強くある。 

1,5 

120 

東野幌、西野幌にある野幌季節保育所は、自治体が協力し、環境も良く先生もベテラ

ンぞろいで、みんなにオススメの保育所ですが、この時代に合わない季節保育所なの

で、冬に働きに行けない。通年が望ましい。 

2 

121 元江別公園に時計の設置をお願いしたいです。 3 

122 4～6 年生が保育してもらえるところをもっと増やしてほしい。 8 

123 

最近は不審者情報が学校などから知らされてきますが、実際は子供たちに注意をする

よう伝えることしかできていません。子供自身が注意するといっても、判断が十分で

はなく、きちんと助けを呼んだり、逃げることが出来るのか心配に思います。また、

住宅地ですが、日没後は人通りも急に少なくなり、死角も増えます。周囲に警察署や

交番もなく、子供たちが安全に帰宅できるか不安に思うこともあります。自治会でも

交番設置を依頼しているそうですが、なかなか実現するのも難しいそうです。子供た

ち自身がどのような危険があり、どのように判断対処する必要があるのか、パンフレ

ットだけではなく、みんなで考え行動できる機会があればと思います。また地域全体

が防犯に対して関心が高まり少しでも犯罪が減少すればよいと思います。 

9 

124 

小学生になると医療費が 3 割になるので、親の負担が大きい。せめて小学生の間は 1

割負担だとうれしい。冬はでかける事も少ないので、子供むけイベント等があると良

いと思います。特に冬休みの後半に。 

3,7 

125 

このアンケートを作成するにあたり、書類について確認されましたか。返信封筒から

ホチキスの針がとびだし危険でした。医療費・学業の助成は、収入にかかわらず公平

に補助してほしい。 

1,7 

126 

学童保育の環境が劣悪。先生方皆さん良い方々ですが、建物が狭く古い。子供がギュ

ウギュウ詰めで、伸び伸びできずの状況です。オヤツも小さいせんべい 1枚とチョコ 1

粒の時もあり、子供が不憫でなりません。あんまりです。経済的に苦しく、共働きで

おりますが、「働いている＝お金がある」とみなされるのか、学童費も何かと追加料金

がかかり、学校は 8 時からなのに、長期休業や休校日の学童オープンは 9 時。それ以

前は延滞料がかかります。保育料とは違い学童は一律料金ですが、もっと働く親が金

銭的にも精神的にも安心できるようにしてほしい。・学童開始時間を 8 時へ。・子供の

8 
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体を考えたオヤツや学習指導。・保育環境の改善。・保育園と同じ延長形態。どうか行

政にお願いしたいです。 

127 

こちらは東京にあるような誰でも遊べる児童館(学童保育ではない)がないのには驚い

た。冬はとくに外遊びが難しいのに、ないのは何故？スーパーをたてるなら、大きな

児童館を使って欲しいというか必要ではないでしょうか。多分今うちの子が小中学生

の間はそのような施設は出来ないと思うので、今の現状で楽しく遊べるようにするし

かないですね。東京、埼玉にもありましたが、児童館是非お願いします。 

3 

128 

小学生の医療費負担が大人と一緒は大きすぎる。病院に気軽に行けない。その事は子

供が生まれてからずっと 12 年間言い続けているが全く変わらない。もう江別市は他の

地域に住んでいる人に「良い所」とすすめられない。今の子供はアレルギー持ちが多

く、かにさされただけでも、ひどいはれとかゆみでヒフ科に行かないとならない子も

いるというのに、その度に数千円もかかってしまう。 

7 

129 校内に児童センターがなくて不便。 3 

130 

学習塾やスポーツクラブに課外活動を行っている家庭が増えている一方で、教育費に

余裕がない家庭は家庭学習とゲーム時間の両立に手をやいている。公園には不審者情

報があり、子供たちは遊ぶ場所がなく、室内でゲームをする機会が多い。特に冬季は

同じゲームソフトを持った子の家を順番に回っている。私たちの子供の頃は、夏も冬

も外で公園に集まって遊ぶことが当たり前だったのに、今は外で子供が遊んでいる姿

が少ないことが残念に思っている。場所と機会を与えていただければ、子供たちにサ

ッカーを無料で教えたいと思っています。 

3 

131 

学童保育を利用したいと思ったが、学校から遠く、家に帰って来る方が近いのでやめ

ました。学校内に学童保育があると安心安全に利用できると思います。また住宅街の

街灯が暗くて少ないので、不審者や事故が心配。 

8,9 

132 

子育てに悩んだりするお母さんが多いと思います。相談出来ずに殺人が起きたり育て

られないというお母さんが増えてる気が・・・。役所とかもそうだし、近所で話し相

手みたいな人が身近に居れば変わると思います。もっともっと情報発信していけば良

い環境にはなると思います。役所の方も親身になって聞いたりしたら信用も出来るの

ではないかと思います。色々な情報を出した方が良いと思います。子育てしているお

母さんは助かると思います。 

1 

133 

あまり関わりがないので、よくわからないです。私の勉強不足ですが、利用されてい

ない方も多くいらっしゃると思うので、色々な場所に広告を出すなどしたら、もっと

多くの方が利用されて意見なども出て、充実すると思いました。いつもありがとうご

ざいます。 

1 

134 母子家庭でも余裕をもって子育てできるような環境、情報があるといい。 1 

135 学童保育が不足している。学童保育の充実を強く求める。 8 

136 

私は以前他県に住んでおり、2 年生迄そちらにおりました。子供も小さかった為、よく

熱を出し早退して病院に連れて行った事が多々ありました。又土曜日も仕事の時があ

り、その時は朝子供のサポートの方へ仕事の前に子供を預け、その方が 2 時間程みて

下さり、市の子供を遊ばせて下さるところへ連れて行ってくれました。学校へ入学し

てからは、校内にある学童保育に預けて仕事の帰りに迎えに行った事を思い出します。

又地域の運動会やバレーボール・ソフトボール大会他イベントがあり、お手伝いもさ

せていただきました。足立区の学童保育について目にしますが、地域の中でその様な

取り組みが出来たらと感じます。学校の先生方や地域の各年代の方々、市の方々が助

け合いながら、子供たちの心と身体の成長に手助けしたり、守ったり出来るといいと

思います。もちろん親もその中に参加し、共に協力出来たらとも思います。たくさん

の様々な形の支援をこれからもお願い致します。 

1 

137 

･母子家庭なので、経済的にきびしい。スポーツなどをやらせているのですが、遠征費

用などが大変でなかなか思い通りにいかない。・市営住宅に入りたいが、どこに電話し

て良いか、わからない。 

1 

138 
冬の除雪時の残した雪の山が大きくかたく高くつみあげられていて、小さい子供が玄

関から出る事ができなかったり、通学路にも雪山があり安心して通わす事ができない。 
3 

139 通学路にキケンな道路が沢山あっても、市に問い合わせをしても、自治会などのまと 3,9 
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まった意見がないと優先的には対応出来ないと言われたらそれまでで、いつか事故が

おきないよう祈るしかないなぁと思うのが現状です。そういう意見や要望をもう少し

子育て環境の整備として積極的に見直して欲しいと思います。 

140 
他の学校に通う子供のいる友人などと話をした時、学校によって勉強の進みに差があ

る事が多い。特に中央小学校は進みが遅く感じるので、不安に思う事がある。 
5 

141 

0才児より保育園に預けましたが、とても古い建物でした。朝はとても寒く、早目に建

て替えなどしていただけたらと思いますが、先生方には大変良くしていただき感謝し

ています。学童が市内に少なく、市営と民営の金額の差があまりにかけ離れているの

が残念。住んでいる場所により働きやすさの差があるのはとても悔しくも感じます。 

2 

142 

情報図書館の本館には静かに勉強するスペースが設けられているが、エポアホール内

の分館内では本を読むスペースは多少あるが勉強をするスペースは全く無い為、子供

が歩いて行ける分館内で読書以外の間仕切りがあって勉強が個のみで出来る場があれ

ば良いかなと思います。 

3 

143 

大麻南樹町では、学童保育が３年までになります。働いている親としては４年生から

夏休み・冬休みなどの長期休みになると預ける場所がありません。長期休みになると

一人でお留守番をさせるのが不安です。もっと学童保育の充実を考えて欲しいです。 

8 

144 

児童館の充実をお願いしたいです（出来れば学校内での）。働いているお母さんたちが

多いこともあり、なかなか講話などの参加が出来ない。義務付けで何かためになるも

のを１年に一度は聞いてもよいのかな。難しいですが。防犯対策もあるが、外で言葉

を交わすことが少なくなり寂しく思います。声をかけると逃げていく子もいたりしま

す。地域の皆さんで声を掛け合える環境に（昔のように）なっていけるといいですね。 

1,3 

145 

自転車の右側通行禁止が決まりましたが、左側へ渡る為の信号がなく車も飛ばす道路

を渡ることは危険だと思います。左側通行を強要する前に、信号の設置など考えて頂

きたいです。学校にも意見を出していますが、市役所に言えとか警察署へ行けとか、

結局どこへ行けばいいかわからず不愉快な思いです。 

3,9 

146 いじめをなくし学校生活を安心して過ごせる環境であって欲しいと思います。 5 

147 
乳児期、幼児期での金銭的援助より、中学・高校・大学などの方が実際かかるのでも

っと支援して欲しい。 
1 

148 

一人目が１か月経つ頃に、市から子育てのアドバイスをしてくれる方が家に訪問に来

てくれて、今思えば大切な時間だったのでありがとうございました。子育てサークル

も利用させてもらい助かりました。 小学校でのいじめの問題や先生の問題は学校に

相談員がいても解決出来たとは聞かないので、自分の子がそうなった時に相談できる

のは学校ではないように思います。 

1 

149 

江別には発達（子供精神科）がない。札幌で予約していくのは本当に辛い。 ハンデ

のある（発達障害）に関しての対応がよくない。 私は札幌の有名なＤｒ．のところ

に何件も通い診てもらってきたけれど、よいところなんてひとつもない。江別もない。 

子供の発達など相談（支援センター江別の）行っても連絡もこない。発達相談の対応

も適当。他人事。 江別は子育て力を入れてる?!不思議でたまらない。巡回相談･･･？

○○相談、どこへ行ってもあちこち回されもう何年もなり、子供はスクスク育ちどう

にも出来ない人もいる事を知ってほしい。うわべだけの子供発達支援なんていらない。 

4 

150 

大麻西町５丁目に居住しているのですが、大麻西小学校までの通学路が危険で、一応

スクールゾーンの標識は立っているのですがとてもそれを意識した道路には思えませ

ん。歩道がとても狭く、夏時期でも手提げカバンすれすれに自動車が通り、特に朝の

登校時、出勤前の急いでいる車がたくさん通るので出来れば歩道の的確な確保をお願

いしたいです。 冬は歩道はなくなり、車が通った轍を通っています（中学生も）！

新しい住宅街で乳幼児のお子さんも多いので、今後の事もあるので是非とも考えても

らいたいです。 

3 

151 
小学生に１クラス４０人は多すぎる。もっとゆとりを持ってクラスを作っても良いの

では？小学校の先生の質が低い。特に常識面で。 
5 
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152 

ﾊﾞｽの便が少なく、子供一人でﾊﾞｽを利用し習い事へ通わせることが難しいと感じた。

→冬は特に自転車も使用出来ず困っています。 街灯が少ないところがあり、子供が

歩くのが怖いと言っています。小６～中学生は帰りが暗くなることもあるので、安心

して帰れるようにして欲しいです。 中学校へ通う際、自転車通学を認めて欲しいで

す。→距離で徒歩の区域ですが、徒歩だと遠いのではないでしょうか？と思います。 

3 

153 

我が子は大きくなり一人で留守番が出来るようになる年になりました。小さい時は共

働きのため両親やご近所さんに助けてもらいながら幼稚園、低学年を過ごしました。

今は預ける所が増え、様々な施設や専門機関が出来ているので女性が働くことに抵抗

がなくなってきている様に思います。ただ社会全体が子供の病気や行事があった時に

休みがとれる様な状況になっていけば、より働きやすくなると思います。労働基準法

に基づき企業すべてがその様な体制になっていけるように、国から市からも訴えて頂

きたく思います。子育てを施設に託してしまい、育児放棄にならないよう、親の役割

を伝えていくことも大事。支援が必要な子が相談したり通所出来る場所を江別にも作

って欲しい。よく次の受診まで待つということを聞きます。 

1 

154 

文化、芸術面での子供の参加型、体験型のイベントがあれば参加してみたいと思う。

どうしても江別には美術館、科学館等ないので札幌まで出かけて行くことが多く、も

っと身近で出張・出前イベントでもあれば良いかもと思う。また図書館で未就学児の

イベント、絵本の紹介は見かけるが、小学生～中学生に向けての紹介はあまり見かけ

ないような気がする。各小学校の図書室、図書館のよく読まれている本、人気のある

本などあれば知りたいと思う。 

3 

155 

子供が通っている小学校には「心の教室」がありますが、担当の方がいる日や時間が

限られていて子供にとってもあまり身近なものになっていません。担当は常勤とし、

もっと子供たちと交流をもってもらい子供たちが相談に行きやすい場所となって欲し

いです。 

5 

156 

私が出産した頃（１１年前）は、妊娠検診が無料ではありませんでしたが、現在はほ

とんどが無料ですが私の周りは出産どころか結婚していない人がとても多いのが現状

です。出産には適した年齢があることや高齢出産の危険性など、芸能人が簡単に高齢

出産し簡単に仕事に復帰することなど、もう一度考えるべきです。子育て環境や支援

も昔に比べて良くなっている気がしますが。子育て児童センターなどはどうして３年

生までなのでしょうか？一人っ子の留守番は高学年になっても心配なものです。 

3,7 

157 

今の時代、両親が働かなければいけない世の中です。子供を支援と言うならまず休み

やすい環境の職場になる事です。熱のある子供を気にしながら家においていくことに

なります。友人？友人にも子供がいれば病気がうつると思う人がおおいので頼る事は

出来ません。子供が児童センターにいけなくなる中学年になると（両親が働いていて）、

家で遊ぶ事が出来なくなります。コミセンなどで遊んでいると学校に連絡が行き遊べ

なくなります。他の人に迷惑をかけない約束をして使えるようにしないと、何のコミ

ュニティーセンターなのですか？小学生・中学生の行き場がなくなり、大型スーパー

に行くと小学生が集まって遊べる様な所を作って下さい。先生がいなくても管理人さ

んぐらいで大丈夫ではないですか？今の私たちを支えてくれるのはこれからの子供た

ちです。老人ばかりでなく、子供のいる家庭の事を第一に考えて下さい。 

3,6 

158 
天気の悪い日や冬の間、子供たちが安全に遊べる所があるといいと思います。 子供

が放課後利用出来る様に、小学校のそばに児童館が欲しいです。 
3 

159 

子供が病気になってしまった時や仕事上で止むを得ず出張をしなければならない時の

保育が非常に困っています。平日は洗濯・茶碗洗い・掃除のいずれかをしようとおも

っていますが、仕事から帰宅後は疲れ果てていてご飯を作るのが精一杯という状況も

めずらしくなく、週末休みには家事がたまっていて休みが休みではありません。仕事

の方も時間に自由の利く某メーカーの営業職の委託業務ですが、稚内・函館・帯広・

旭川などの主要都市の仕事もすべて日帰りでこなさざるを得ません（子供をみてくれ

る親族はいますが嫌な顔をされます）。時間的な制約の中でギャップを埋めるにはそれ

なりにリスクのある事をしなければ埋まりません。時短のために危険を承知でギャッ

プを埋める。仕事・家事・育児をこなすために睡眠時間をけずる等々。きれい事だけ

では生活が出来ません。これがひとり親（私の場合）の現実です。耐性のない人だっ

たら過労死しても不思議ではない状況が何年も続いています。せめてひとり親の為に、

1,6 
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いつでも保育をお願い出来る仕組みを作って頂ければと思います。 

160 

江別市が本気で子育て支援事業を考えるなら、子供の医療費の負担を少なくして欲し

い。放課後児童クラブの利用料金も下げて欲しいと思います。子育てにかかるお金が

少しでも負担が減れば「住みやすい町」になると思います。 児童クラブの利用料金、

学校の給食費を滞納している親がいますが、何か対策（請求や差し押さえなど）をさ

れているのか疑問です。このような親がいると、まじめに支払っている私たちは損を

している感じになります。滞納している親に対して江別市はもっと強い姿勢で行動し

てもらいたいです。 

7,8 

161 

子育てというと小学生くらいまでのイメージが強い気がします。手をかけることは減

ってきますが、進級・進学に伴い経済的な負担が多くなってきます。進学先は出来る

だけ本人の希望するところへとは思いますが、現実は厳しいです。私は下の子が年中

さんの時から幼稚園の預かり保育を利用しながら短時間のパートで働きはじめまし

た。仕事を探している時面接では必ず「子供が具合が悪い時はどうするのか」と聞か

れます。働くお母さん達が子供が具合が悪くても安心して子供を預けられる場所がも

う少し増えてくれたらと思います。そして、３人目を産みたいと思っている、いたお

母さんたちが私の周りにはたくさんいます。産めない・産まなかった事情はそれぞれ

ですが、経済的な理由が多くを占めています。出産・保育・就学などの場面で、もう

少し助成があるといいのではと思います。 

1,6 

162 
江別市は子育てしやすい環境だと思います。ただ最近は変質者など登下校など不安や

心配があります。 
9 

163 

サポートや児童会等の情報がもっとわかりやすく手に入ると良いと思う。北海道は雪

の時期もあるので室内で遊べる（室外でも）施設等があるとすごく嬉しい。そういう

場所があるとママ友も増えたり色々な事を相談出来る友人が増えると思う。昔みたい

に土曜日も学校に行ける様にしたら良いと思う。平日の時間割をみても低学年から６

時間授業というのは、遊ぶ時間も減ってかわいそうだと思う。ゆとり教育と言われて

土曜日も休みになったが、授業はつめこみみたいになっているのではないかと思った

りもするので、ゆとり教育にはなっていないと思う。これから見直しが必要ではない

かと思います。 

1,3,5 

164 安心して遊べる場所が少ないので、もっと増やして欲しいです。 3 

165 子供向け、父母と一緒に行き気づきを感じる無料セミナーの実施を希望します。 1 

166 

金銭的に不安があるので働きたいのですが、なかなか子供の事を考えると見合う仕事

がなく子供に寂しい思いをさせている事がある。江別の企業がもっと増え、子育てし

ているお母さんがもっと働ける場所があればいいと思います。学校ももう少し子供を

預かってくれればいいのに…せめて夏は５時とかまで･･･。 

5,6 

167 

親が就労しているしていないに関わらず、平日遊んだり学習出来たりする児童館のよ

うなばしょが近くに・あちこちにあるといいと思います。冬など家にこもることが多

く、親のストレスにもなるし子供も発散することが出来ないので。 現在、児童館が

どこにあるかわからないし、どんな子でも遊びに行けるかどうかもわからない。車も

ないので冬は簡単にどこかへ遊びには連れて行けない。外は雪の事故が怖いです。 

3,9 

168 

保育料が高い（料金を確認して赤字になる為、諦める人が多い）。保育園が足りない（待

機が多すぎ）。専業主婦でも保育園利用可能だという情報を知らなかった。教えてくれ

る人もいない。役所でも教えてくれなかった（面接等、就職活動があり子供をどうす

るか困っていると言っても保育園利用の話すらなく、時間を短く近所でパートを･･･と

言われ不愉快だった）。 

2,0 

169 
アンケート行うまでの問題ではないのでは？市役所の皆さんで考えれば答えが出る問

題なのでは？市民の立場でしっかり考え仕事をして下さい‼ 
0 

170 

母子家庭なので、夕方～夜など送ったりするなど手伝ってもらえたらありがたいです。

中学案内など、それぞれの中学で内容が違うので、必要な内容を比較出来なかった。

ホームページも更新されていないように感じた。 

1 

171 

最近離婚して娘と２人世帯となったのですが、市営住宅の募集世帯人数が３人～とい

う住宅が多くて、２人～という住宅はあまりない為、２人用だと今まで住んでいる所

からだいぶ遠くなってしまい困っています。一人親で収入を上げる為には仕事量を増

1 
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やさなければいけないと思うのですが、これ以上娘との時間を削って仕事をすること

にも抵抗があります。もう少し一人親が子育てしやすい環境になると良いと願ってい

ます。市営住宅の件だけでもどうにかならないかと思っています。 

172 

児童手当や母子家庭への児童扶養手当などは、幼児の時よりも学校に通う子供がいる

家庭の方を手厚くして欲しい。どちらかというと学校に通っている子供の方がお金が

かかると思います。医療費も学校に通っている方が病気になりやすいので、医療費な

ども軽減してもらえると助かると思います。 

1,7 

173 

子供が３人とも小学生以上なので、医療費は普通にかかるため病院に行くとかなりの

負担になるため、少しくらいの病気やケガで病院に行くことはありません。自分たち

（親）ももちろんそうです。せめて子供は負担を１割にするなどあると助かります。

これからどんどん成長すると高校・大学とお金もかかりますが、収入が増えないのに

支出は多く、どこの家庭もやりくりが大変だと思います。 

7 

174 役所の相談窓口を 21 時頃までにしてください。 0 

175 

学校教育を充実させて欲しいです。サポート教師の強化（英語教育も含む）をし、学

力低下を防ぐ、教師の教育（教え方サポート）に力を入れて欲しいです。中学へ進む

につれ、学習塾などに頼る現状を教員も語っていますので、学校教育で強化して欲し

いです。 

5 

176 

野幌中学校は病気の子に対する体制がまるでなっていない。子供の本当の気持ちをわ

かろうとしていない。子供は学校に行けば、いじめなどあった時、一番教師に助けて

もらいたいと思うのに、力になってくれない。だから不登校の子が多い。 

5 

177 

現在、支援学級に通っているが、本来はすべての普通学級内で一緒に学び遊ぶ事が一

番だと思っている。江別市の保育園では障害児保育としているも保育室を健常者と

別々にしていることなく一緒に生活するという普通の子供にも学ぶことが多く、とて

も良い方針だと思うので、小学校以降も軽度の子供であれば出来るだけ多くの可能性

を残してあげたいと思うので、地域で一緒に（同じクラスで）学んで成長させたいと

思う。子供本人も違和感を感じることがあるため。 

5 

178 

江別に移り住み 8 年になります。札幌に比べ水道代が高かったり雪が多かったり、公

立の幼稚園がないため保育料が高かったりと、デメリットが多々ありますが、広々と

した戸建て、数多くの公園や児童館、公共施設、催し物、交通の便利さや買い物の便

利さ等々の子育て世代にはメリットもたくさんあります。デメリットが少しでも少な

くなったり解消されるととても住み良い所だと思います。少子高齢化で税収入が減る

ばかりでしょうが、未来ある子供たちにとって住み心地の良いまちにと願います。 

0 

179 
子供たちが公園でボール遊びが出来るようにして欲しい。道路に面していると危ない

からと止められる事が多いので。 
3 

180 

今は違うかもしれませんが、子供を保育園に入れようとする時に、先に雇用証明書が

必要となり子供を預けて働きたいと思っている人にはかなり難しい条件でした。入園

を申請する際、もう少し現実に沿ったものを･･･と当時思いました。病児保育（もう少

し数が増えると利用しやすいと思います）や日・祝日も預かる事が出来る場があると

よいです。 

2 

181 

児童クラブで４年生以上受け入れ難しいといわれても、夏休み・冬休みなど長期休暇

中、どうしたら良いのか。ひとりで昼ご飯を食べさせるか。現状は、私が仕事を辞め

るしかないようです。個別ではなくても、泉小もしくは大麻小学区の学童を利用する

のは可能なのでしょうか？ 

8 

182 

ある担任の先生は、自分では一生懸命にしているつもりだが言葉が足りないのか、保

護者の意見にも聞いてくれず子供の言う事だけがすべてではないと思いますが、副担

任をつけなければ授業が成り立たない、子供たちが言う事をきかないというのはいか

がなものでしょうか？校長も「わかりました」というだけで何も変わらず 12月までき

ました。あと３か月でちゃんとしたクラスになるのでしょうか？ 

5 

183 

子供たちのために、もっと放課後の時間の使い方を教え安心して遊べる環境を作って

欲しい。習い事以外の時間、共働き、母子の親は育児が大変ですので。何か、たくさ

んで安全に遊んだり学んだり出来る環境がないと思います。 

3 
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184 

小５と小３の子供がいますが習い事をしています。市で格安で行ってくれるものが増

えれば利用したいと思います。インフルエンザを２人で１万円かけ毎年受けています。

一部助成して頂きたい。お金がもったいないとワクチンをしない家庭も多いです。子

供のために、防犯カメラの設置を増やして欲しい。 

7,9 

185 

ファミサポの提供会員が少なすぎる。１時間 600円＋市が 50円程度負担したらどうで

しょう。病児保育の施設が少なすぎだと思います。児童館の閉館を６時にして欲しい。

（現在５時） 

1,3 

186 

学校の先生や親等、教育や子育てがしやすい環境作り、先生と親がもっと話す機会が

多いと子供への育児の不安も減少するのではと思うことがあります。学校で動物を飼

育し命の大切さを学ぶ事により、子供たちの中で相手に対する思いやりや優しさを身

につける教育も作って頂きたいと思います。現代の子供たちは何にでも危ない、気を

つけなさい、不審者等･･･、ストレスを感じながら外も歩く事が多く、ストレス、心の

不安を和らげる機会を学校教育の中で時間をもっと作り、そのためにはやはり動物と

の触れ合いが大切なのではと思います。 

5 

187 反抗期の子供の対処方法や支援をもっと欲しい。 1 

188 調査内容が偏っている様に思います。 0 

189 

学校の行き帰りの時間帯に道路を渡るのを見守ってくれる年配のボランティアの方々

を見かけるとホッとします。特別な行政の支援がなくても、こういった人達に見守ら

れていると思うと安心出来ます。子育てで一番心配なのは、親がいない間、事故に巻

き込まれていないかが心配です。夏・冬問わず、子供は暗くなるまで遊んできますが、

住宅街で小学校周辺に住んでいるものの、街灯があまりなく暗い場所があります。規

定があってのことでしょうか。いつも心配に思っています。 

3,9 

190 

母子家庭で仕事が忙しい。休みでも子供に目をかけてあげる余裕がない。夜勤中でも

子供の習い事の送迎など学校行事にも参加することもあり、睡眠時間をけずっている。

自分の体調に不安を感じることもあり子供と余裕をもって過ごす時間がなかなか取れ

ない。経済的に仕事を変える事は出来ず、職場でも早く帰宅できるよう努力はしてい

るが、やる事が多すぎて実際難しい。自分たちでの改善ばかりを求められ精神的に負

担となることもある。現状況では子育てに充実はしていない。市での支援があったか

らといって改善もしないと思う。金銭的支援があるなら違ってくるかもしれないが。

子供はこのアンケートに答えた子だけではなく、これからさらにお金がかかる年頃に

なっていくため。 

1,6 

191 

子供の医療費の負担の多さに、小学生に上がった時に驚きました。内科・皮膚科・歯

科等、まだまだ病院に何度もかかるのに、入院以外の医療費がまともにかかるのには

驚きました。せめて低学年位までは１割～２割くらいにしてもらいたいと思いました。

１人子供がいるだけでも大変なのに、兄弟の多いご家庭ではかなりの負担だと思いま

す。札幌にあるような児童クラブ（放課後に行く）児童館がないため、子供が低学年

の頃はかなり悩みました。そういう所がないために親御さんがいる家に毎日子供が遊

びに行くという傾向が多くなり、どこかの家の負担が重くなるという話をよく聞きま

した。 

3,7 

192 

札幌の様にミニ児童館が江別にないので、小学校に上がると勤めている母親は預け先

に困ります。無料で自由に出入りできる場所を小学校などに設置して欲しい。 食物

アレルギー児が札幌より少なく感じますが、実際は食事の対応をした方が良い子供が

多いはずです。アレルギー対応給食の充実センターの専用調理室を作って欲しい。 こ

とばの教室が２か所しかなく、通うのがとても大変でした。発達障害の検査機関。 

3,0 

193 

以前、素人が見ても発達に問題があると思う子供に対して保健センターの健診などで

病院への受診などを勧めないのをみて疑問に感じました。とてもデリケートな問題で

すが、その当時札幌の保健センターでは「強制ではないけれど専門医の受診をしたら

どうか…」と保護者に話をしていて、病院への紹介状も書いていました。その結果、

早期の療育を開始出来ていたので江別市も一歩踏み込んだ行政に取り組んで欲しいと

思います。一歩踏み込むと、色々な大変な事もあると思いますが頑張って下さい。 

0 
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194 

特に通学路での交差点の除雪・排雪をしっかりして欲しい。（昨年度、交差点に雪が大

人の背よりも高く積み上げられたために、子供が青信号で交差点に進入した際、右折

した車と接触するのを目撃したため。運転者から子供の発見が少しでも早くわかれば

＝除雪と排雪がしっかりしていれば、起こらなかった事故です。予算の関係で難しい

かもしれませんが、しっかりしてもらいたいものです） 

3,9 

195 

大麻の公園設備を充実したものにして欲しい。遊具がある公園ではありますが、サッ

カーが出来る野球が出来る、また夏場は水とかで遊べるような設備。冬はスキー、そ

り遊びが出来るような設備を考えて欲しい。子供たちからもそうゆう声があるので。

江別の方は公園設備が結構整っているようなので。大麻の方はほとんどありません。

あと江別市内で夏の花火（幼稚園や保育園、自治会、学校等）打ち上げの花火が音と

かでわかるのですが、見る時には終わっていたとか、そうゆうことが多いのでわかる

範囲でいいので、いつ打ち上げ花火が上がるのか、日時等を広報とか載せてもらえれ

ば子供も喜びます。花火も見られるので。検討お願いします。 

3 

 


