
富良野市

子ども・子育て支援に関する調査

（就学児童）

自由意見

速 報



№ 自由意見

1
スキー授業が２回しかないのに、数万円も出して揃えるのはもったいないと思
います。

2

小中学校の給食の件で、給食費が上がってでもおいしいものを食べさせてあげ
たいです。給食の完食を強いるのであれば、給食の質を上げてほしい。デザー
ト、果物も月に一度でるかでないか、おかずの品数も少なすぎると思います。仕
事の効率化を優先しすぎで、冷凍食品を多用しすぎのようです。納豆は、残し
て給食センターに戻ってきた時に捨てる仕分けが大変だということでメニューか
ら外され、子どもの健康のためという概念が後回しにされていると思います。

3
へき地になると、とても働きづらい。小学校に入ると家計の負担も大きくなり大
変。しかも、働く場所もほぼ選べない。

4
観光者向けのものばかりに力を入れている。富良野市民が住みよい町、子ども
たちが安心して遊べる場所をつくってほしい。室内で遊べるキッズルームや大
きい子どもが遊べる体育館。公園の遊具を新しくする。

5

隣なのに、中富良野の子育てに対する支援が違いすぎる。中富良野は、医療
費はかからないし、子どもの消防団活動でキャンプとか、少５のリーダー研修で
宿泊とかあってうらやましい。楽しそうだし。中富良野に引っ越しした家庭もある
くらいです。

6

桂木学童が１～３年までなので長期休みだけでも４、５、６年生の受け入れをし
てほしい。
西病院の前の道路を横断してはいけなくなってしまい、登下校に時間がかかる
ようになってしまった。手押しの信号機をつくってほしい。
３年生から２クラスになって１クラスの人数が多すぎる。

7
働いていないと、児童館に子どもを預けられないのは不便。親が急な用事、病
院に行く時や入院しなくてはいけない時など、一時的に児童館に預けられると
いいと思ったことはあります。

8

学校まで遠く、大人でも歩いていける距離ではないのでバスとかあるといいなと
思う。
富良野で仕事を探しても観光業が多いため、土、日、祝のところが多いが子ど
もを預けられる施設がないので厳しい。土、日、祝でも預け先があると働ける人
も増えると思います。

9
公園など屋外の施設は充実しているように思いますが、冬期や雨天時に遊べ
るような室内の遊び場があってほしいです。

10
小学校でのクラス人数について。心も身体も大きくなる３年生から、１クラスの
人数が増えるのは、どうなのかと思う。せめて５年生からにならないものか。教
師（支援員ではなく）の増員を市で負担することなどを検討してほしいです。

11
教員不足と児童の減少に伴い、小規模校の見直しはやむをえないと思います。
児童はともかく中学生は、集約し団体生活の経験を得ることが必要だと思いま
す。
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12

３歳の息子は、赤ちゃんの頃からスマホで遊んでいます。先日、ネットに関する
講演を聞き、ネットの恐ろしさを感じました。昔と違い、子どもが外で遊ぶ事が少
なくなっているので、大人が、遊びの場をつくり、ネットから遠ざけ、人間関係の
構築や、遊びからの学びを得てほしいと思います。放課後や休みの日の児童
の居場所づくりや、保健センターの子ども広場は大切だと思います。

13

市や教育委員会は関係ないと言われると思いますが、子どもにはやりたい、頑
張ってみたいと言っていたスポーツ少年団を「帰る手段がない」という理由でか
わいそうだけどあきらめさせていました。ふらのバスと提携してスクールバス化
する事はできないのでしょうか？

14
国をあてにせず１つくらいは市として独自に何か考えてみては？市として独自
に何もしないならこのアンケートの予算も含め、はっきり言ってムダです。どうし
たらいいのか、少しは自分達で考える努力をしてみてはいかがですか？

15 市役所を新しく建てる事よりも子ども達の支援を優先すべきだと思う！

16 子ども達、親子で利用できる公共施設が欲しい。

17

子どもが小学１年生の時に他の市から引っ越して来ました。そのため、乳幼児
への支援などはわかりませんが、小学生の子育ての環境としては、あまり良い
とは思えません。自然や景色、学校の雰囲気はとても良いのですが、遊ぶ場所
がないことと、医療費が３割負担と高いことが気になります。子どもだけで遊べ
る公園も少ないと思いますし、休日に家族で出かけるにも、行く場所がありませ
ん。外食するにもどこのお店も観光客向けの料金設定で高いです。そのため、
休日は旭川におでかけして、買い物や食事をしてしまいます。他の家庭も、同じ
ようなところが多いと思います。市民には割引があるなど市民でも利用しやす
い工夫が必要だと思います。

18

放課後子ども教室（山部）は長期休暇中も13時からの開館で、非常に不便で
す。午前中からやってほしい。山部保育所の冬期の開設時間も就労している親
にしてみれば不便以外の何物でもないです。子どもを安心して預けられるしくみ
がなければ経済は発展しません。

19

樹海小学校に通わせています。中学まであと１年と少しです。統廃合の話が出
ています。統廃合になると、まともな義務教育が受けられずにかわいそうだと、
話し合いがあるたびに思います。先生の数が減少し富良野市内の中学生は当
たり前に受けられる専門科目（音楽、美術、家庭科、技術等）が、５教科の先生
方が頑張って教える……これは先生の力量にもよりますし、先生の負担もかな
りのもの。教えてもらう生徒もやはりかわいそうです。同じ富良野市なのに僻地
だと義務教育もまともに受けられないのでしょうか。非常に不安です。統廃合に
なれば、時期的にもちょうど中３の受験で大変な時です。不安と心配しかないで
す。

20
子どもが安全に遊べる場所がない。公園が安全かと思っていたけど、不審者が
見てくる。１人でも大人が見てくれれば、いじめ、いやがらせが減り、安全に楽し
く遊べるような感じがします。
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21
仕事が8：30からなので学童の開く時間を8：15くらいにしてほしい。夏休み、冬
休みは誰もいない学童の入口に子どもを置いて行くので、吹雪、大雨の日は心
配になります。（たまになら仕事も遅れていけますが、長期になると……。）

22
小学生の医療費も免除してほしい。
室内の子どもの遊び場をつくってほしい。

23
冬の間に利用できる室内の遊び場が欲しいです。学童に入所していなくても６
時頃まで通遊びに行けたら助かります。その場合料金がかかっても良いです。

24
小学校までの医療費を補助してほしい。
給食費ももっと下げてほしい。夏休み、冬休み等の長期休業があっても金額が
変わらないように感じ、金額の設定を知らないまま給食費を払っています。

25

現在、小学校入学後は、病院へ行くとかなりの出費があります。ただの風邪で
も、菌の検査や血をとると5,000円はかかります。しかし、検査しないと何の菌か
わからず、休みもとれなかったりします。小学校へ入ると、体はだいぶ丈夫には
なりますが、やはり中学入学前までの子どもは小人とみなし、無償化になること
を望みます。お金がかかるから病院へ行かず様子をみる、何の菌かわからず、
登校させる、拡大すると良いことはありません。何とかして下さい。

26
うちにはないのですが、両親のいない家庭（？）施設を利用している子ども達の
学習が不足している気がします。これから自立する力になるので特に学力、教
養は必要なのだと思うのですが、余り力がはいっていない様に思えます。

27

学童へ現在行っていますが、人数が多いので来年は現在利用している学童へ
は行けないかもしれないとの事。仕事でお迎えが難しい、家へは歩いて帰れな
い距離なので、どうすべきか悩んでいます。もう少し小学生の預け先が増えれ
ば良いのにと思います。

28

青少年科学館などで開催されているような科学教室や工作教室などのような体
験学習の場や機会が富良野であると良いと思う。子ども達の興味の拡大や
様々な体験の場が地元の富良野らしく取り組める場や集まりが選択できること
が望ましい。もし既にあるのなら、拡充と周知徹底の改善や参加しやすさ（場
所、金額、キャパシティetc）の工夫が必要。親子で参加しやすい仕事の拡大工
夫。

29

放課後児童クラブの開設時間を延長。子どもが、保育所から小学校へ進むと、
仕事を変えなければならない方が周囲に多くいました。いわゆる”小一の壁”で
す。夫婦共働きで多様な就労形態の現代、せめて私立保育所と同じ時間、学
童も開いていると良いです。是非とも、よろしくお願いします。
保育施設の充実。０～５歳児の保育施設を増やすことで、就労の支援につなが
ると思います。例えば、通年制の山部保育所を認可保育所にし、年少からの受
け入れが増える……等。私の周囲には近年、保育所を希望する方が多いで
す。

30
子どもが自閉症スペクトラムと診断され、学校にも伝えましたが、先生が理解し
ていないのか本人はなぜ怒られたのか分からないまま帰って来る事がありま
す。学校側も発達障害の子の接し方を学んでほしいです。
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31

医療費の補助。小学校から３割負担はけっこう大変。全額が希望だが１割負担
とかにしてもらえると助かります。
インフルエンザワクチンを助成されると多子家庭としては助かります。仕事もフ
ルで休みとりにくいのもあるので。
全天候対応型の屋内遊具施設ぜひお願いしたいです。小学生（６年生）まで遊
べるようにしてもらいたいです！！

32

保健師さんや療育にあたられている方々はとてもきめ細やかに心くばりしてくだ
さり感謝しています。ただ、休日に母子だけで過ごしていると煮つまってしまうこ
とも多く、外出しようにも富良野には全天候型の小学生も遊べる場所がなく、う
つうつとしたり、八つ当たりしたり、逃げだしたくなることも頻回にあります。体力
のある小学生（幼児もですが）が体力を発散できるような場所があればいいの
にと強く思っています。よほどの時は旭川や砂川まで出ているので、市街地で
なくても山部や東山方面にあっても行くと思います。

33

乳幼児医療の負担が小学生からないのが大変。南富良野などの様にもう少し
市でみてほしい。せめて小学生の間は医療費の負担をなくしてほしい。
学童は大抵は8：30から親の仕事が始まるのでせめて８時ぐらいからみてもらえ
ると助かる。

34
医療費が無料ではない事が残念です。富良野市の流行りの病気が、蔓延しや
すいと感じます。地域の気候乾燥のせいかもしれませんが、いろいろ引っ越し
てそう感じます。

35
雨の日や冬期間、思いきり遊ばせられる（野球をさせてあげられる）環境がない
のが残念です。

36
小学生以上にも医療費の無料化をするべき。不満の原因はここです。まずはこ
こに取り組むべき。

37

小学生の子どものクラス割りが、現在２クラスなのですが、人数の都合で１クラ
スに編成されるという話を聞きました。そのことにより、子どもへの負担や教育
が今までどおり、きちんと行き届くのか不安です。市の教育方針としては小人数
制より、大人数編成がメインなのでしょうか？何かの際に教えていただきたいで
す。

38
保育園の様に土曜日も預けられる施設があると助かる。別料金で幼稚園で預
かってもらえるとか……。近くに親族がいないと仕事も限られてしまうため。
（土、日が出られないと断られたりするため。）

39 子どもが多くいる家庭での国民健康保険の金額が高いと感じます。

40

街中の保育所が狭そうだし、園庭も小さく可哀そうに思う。そもそも街中の保育
所施設には反対だったが、父母達の反対署名に対しても、きちんと耳を傾けな
かった市に対しては不信感がある。保育環境の充実について、本当に子どもの
事を想って市が動いてくれるのを望みます。
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41

室内で様々な年齢（低学年くらいまでは）と小さな子が遊べる場が欲しい。
年齢制限があったり、土日は遊べない。市のしているひよっこクラブ等は兄弟で
遊べない。
病気の時は預けるところがなく、仕事を休み両立できないので、療育施設があ
ればと思う。
スキーの用意など負担が大きい。札幌みたいに使用済みのものを貸しだしても
らったりすることはできないか。
学童の時間が早くなってほしい（8時30分はすでに仕事がはじまる時間）。

42

現在は子どもが小６になったのであまり感じなくなったが、平日に保育園が休み
になったり、学童はあっても学童の中での取り組みが、以前住んでいた地域に
比べると劣っていたり、残念に思うことが多かった。ハード面を整えることも大切
だがソフト面の充実も必要。様々な支援をする人材についても、ただ非常勤を
増やしても解決は難しいことも多いと思う。

43

関係ない事かもしれませんが、通学路の街灯が少なく、夕方には暗いので増や
してほしいです。不審者などの情報もあるし、学童から帰る子どもたちがまっ暗
な中歩いています。迎えに行ける方々は良いと思いますが、１人で歩いている
のを見かけると、とても心配になります。

44

小中学校で１学級の人数の多い環境を改善してほしいです。クーラーのついて
いない人数の多い教室での夏の暑い日の教室内の環境は、扇風機があっても
良くならないです。人数を少なくして、教室内の空間をゆとりある快適な空間に
していただき、子ども達に気持ち良く集中して勉強ができるようにしてあげたい
です。

45
富良野の安全でおだやかな環境が好きですが、小さな集団での経験というもの
が少し心配です。よりたくさんの事柄にふれる機会があたえられればうれしいで
す。

46

小学１・２年生、中学１年生以外でも、35人クラスを富良野市の取り組みとして
考えてほしい。発達障害児、発達に困り感のある児童に対する保育所・幼稚
園、学校の連携はすばらしいと思うが、学校生活において40人クラスだと先生
の目が届かないのではと心配している。中学３年生で受験の際に40人クラスで
は、物理的に狭いことや、先生の負担の増大を心配している。

47
スポセンの使用の仕方に不満。バスケはいいけどバレーは個人ではダメ、と言
われる事。球技の自主練場所がない。
雨など、家以外で遊べる所がない。

48

医療費が小学生から３割負担なのが厳しい。中学生の入院に補助がないのも
厳しい。
少子化が進み、中学の部活動も人数が減り、遠征に利用するバス代の負担が
すごく大きい。医療費も補助がないし、すごく家計を圧迫している状況。バス代
だけでももっと格安になるよう市で考えてほしいです。
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49

小学１年生から医療費大人と同じ３割負担は大きすぎる。特に低学年～中学年
はまだ病院にかかることも多いのに、収入の少ない家庭には苦しい。
通学路の見直し。歩道の確保。必要なことがたくさんあると思います。
不審者や子どもに対してクレームを直接言ってくる年配者もいるので、安全パト
ロールの強化や通学時の状況をもっと知る必要があると思います。

50

共働き世帯（核家族）が増えて、学童保育を利用する家庭はこれからも増える
と思います。我が家は現在３年生ですが、４年生でも保育を利用したいです。
（フルで働いていて、誰も居ない。）でも、受入人数を超えたら、他の学童に回っ
てもらいますと言われ、正直それなら行かせられない。（歩く距離おかしいです
よ。）特に冬場や、最近も不審者情報があると、家に１人で居させる事に不安も
感じます。私が小さい頃は確かに３年生までしか学童を利用できなかったです
が、だからって４年生からそんな遠回しに受け入れが難しいから、他に行くこと
もありますって言われた現状にすごくショックを受けました。

51

室内の子どもの遊び場があればいいな……と何度も思っていました。医療費が
６歳まで無料になり、大変ありがたいですが、（このアンケート対象の子の時は
３歳まででしたが）近隣の町はもっと無料の期間が長いので引っ越しを考えたり
もありました。市の財政のあれこれで難しいのだろうと思いますが。

52
幼児向けもしくは子ども向けの英会話教室が無いのが残念です。図書館での
月１回だけでは少なすぎるのでお金を払ってでもスクールへ通わせたい。

53
光ケーブルを入れないと若い人は田舎には来てくれないと思います。
室内外の子どもの遊び場が少ない。
大陽の里のちゃぷちゃぷ池がなくなっていてショックでした。

54
母子家庭で実家に住んでいても、親があまり協力的でないため、実家に住んで
いる人も母子手当がほしいです。全家族の収入を見るのではなく、母本人（１
人）の収入をみて決めてほしいです。

55
市なのに、子どものためのおもちゃ屋もなく、若者向けの洋服屋などなく、休日
に家族で出かけられる気軽な場所もない。郊外でなく、街中に大きな公園など
をつくってほしい。娯楽施設もほとんどなく、休日もつまらない。

56

学校の休みが多すぎる。医療でも、救外で受診の電話をすると、嫌な対応をさ
れます。
予防接種も他市町村のようにインフルエンザ予防接種の助成があるといいと思
います。医療費も小学・中学まで無料にする等助成があるといいです。就学時
前を医療費無料にするのも遅すぎです。

57

子どもが発達障害を持っていますが、学校と病院の連携が不十分で、結局は
親の負担が多いと感じます。今、子どもが不登校ですが、学校以外の子どもの
居場所が少ないです。富良野市という、海外にも名の知れている土地ですが、
まだまだ地元民の価値感は古いと感じます。もっと教育の多様化、教育の中に
人の多様性を認めること、というのをもっと盛り込んでほしいです。
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58
子連れで遊べる室内施設（例えば児童館など午前中から利用でき、子ども向け
のイベントがあるといい）。

59 急な休園や学級閉鎖の時の預け場所がほしい。小学生の医療費の無料化。

60

４年生になると近く（桂木児童館）に通えなくなり、遠くの北の峰の児童館まで通
わなければならない事がとても不安です。このまま近くの児童館に通いたいで
す。他のところから転勤してきましたが、どこの児童館でも６年生まで受け入れ
ていたので、３年生までしか通えないと聞いてとてもびっくりしました。

61 小学生の子どもがのびのび遊べる室内公園があったら良いと思います。

62

10歳以下の子育てについては、いろいろ考えられているとは感じます。10歳以
上の子ども達は、放課後、学校に残っていられない。公園に行っても、中学生
がいて遊べない。冬は遊ぶ所がない。友達と一緒に勉強したくても、学童は時
間が決まっていて入れない。親のいない家では遊べない。図書館は中学生・高
校生で、いられない。結果自宅で、一人で勉強やゲームするしかない。だから
学校でしか友達と遊べない。友達とちょっともめると、次の日学校でしか謝れな
い。学校に行きたくない悪循環。友達と学校以外で話せる場所があればいいと
思う時が多いです。

63

新庁舎建設にお金をかけるのなら、子育てに関する支援も手厚くしてもらいた
い。（建設が必要なのは理解しますが。）人口流出に歯止めを掛けてほしい。我
が子の将来を想像すると不安が募る。子育てしやすいまちだと実感できない。
今回アンケートを記入するに当たり、子に障がいが有る無しによって解答する
内容が大きく異なると思いました。

64 小学生もしくは中学生まで（義務教育）医療費は無料だととても助かります。

65 広い公園（旭川のカムイの杜）のような、外でも中でも遊べる施設がほしい。

66

公園の整備。室内遊びできる場所が学童しかなく、限られているので室内遊び
ができる場所があると親も子どもも嬉しい。
医療費の負担が大きく、病院へ行くのを躊躇してしまう。中富良野みたいな環
境になると助かります。

67
子ども医療費無料の年齢引き上げ。（最低、中学生まで無料に！）
算数セット、スキーセットなど、数回しか使わないものは学校の備品にして必要
な家庭に貸出す。
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68

多子世帯ですが、先日中学生の長女が入院し、また、下の子たちも感染症など
で次々と通院が必要で自分はもちろん今後子どもが発病しても通院できないく
らい家計が厳しい現状です。他市町村では子どもの医療費無償化が進んでい
ますが、富良野市では多子世帯は苦しい状況。子どもはかわいいですが必要
な物が買えない状況は非常に辛いです。若い人にもっと産める環境を整えてい
ただきたいです。このままでは少子高齢化がますます厳しくなります。

69
小学生でも利用できる、室内遊び場をつくってほしいです。多少お金を支払って
もいいので。

70 室内の遊び場が欲しいです。冬でも動けるところがあればいいです。

71 子どもの医療費の負担が大きい。

72
富良野小が人数が減り、クラスが２つになったりと１クラスの人数が増えてトラ
ブルが多く、教室も狭い。

73

学童保育センターの利用ニーズが増えている中、定員に対する施設の広さが
狭いように感じます。十分な広さを確保することで、子ども達ものびのびと活動
できますし、保育者も子ども達の安全を守りやすくなるのではないかと思いま
す。（狭い中で走り回ることによるケガや、狭い中に大人数がいることへのスト
レスなど。）とはいえ、「定員を減らす」というのは、解決にならないので、なんと
か施設の充実が実現するといいなと思います。

74
小学生になっても歯医者や小児科にかかる頻度は幼児期と変わりません。一
気に病院受診での経済負担がかかります。医療費無償可希望です。

75

将来を考えると教育資金等不安なので、パートではなく、正職員を希望していま
したが、現実は厳しいです。出産前から勤めていた職場でパートで復帰し、６年
経ちましたが、子どもが大きくなっても正職員として勤める事が時間的に厳しい
ので、転職する事に決めました。子育てしながら、正職員として働けるような企
業が増えてほしいです。

76
小学校で農作業体験なども行ってくれているが、学校でなく富良野全体でも季
節に沿った催しを沢山子どもたちに経験させてあげたらいいと思います。何ごと
も経験は将来に役立っていくので。

77

富良野へ引っ越してきて６ヶ月から保育所を利用できる事や、妊娠している際
にも保育所を利用できるのを知らなくて、２人目妊娠の時体調がすぐれなくて大
変だった。
幼児期の発達障害があるグレーゾーンの子どもだったのに、子育て支援セン
ターに相談しても何もしてくれなくて、小学校に入ってから色々と相談できたり話
をしてくれる人ができた。

78 医療費をせめて小学生までは１割負担にしてほしいです。
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79
医療費の無料化（中学生）をしてほしい。
小中入学に対しての祝金的なもの。

80

子ども連れで遊べる（駐車場や休憩所、トイレがある）公園が少なく、子育て支
援センターの自由開放（登録していない子どもも遊べる日）の日時が少ないの
で、他の子育て中の人たちと交流できる機会が少ないです。また、支援セン
ターは幼稚園に入っている子はいけないので、兄弟で連れていきたい時にとて
も困ります。

81
子どもの医療費助成の対象と範囲を広げてほしい。０歳～12歳か15歳まで自
己負担なしで所得制限なし等。もしくは、子ども手当の増額を希望。

82 休日・祝日の時にも預けられる場所があるといい。

83

現在ひとり親家庭で、パートの私は、月10万前後の収入。家賃、支払い等で、
手元に残るのはごくわずか。４ヶ月に１度、手当てはもらっているが、それでも
足りないと思うことがあります。もう少し増やしてくれれば、生活が潤うのに、子
どもに好きなものを買ってあげれるのに、と思うことがあります。

84
小児医療費、中学３年生まで無料にしてほしい。多少の病気だとなかなか病院
にかかりづらい。
冬の遊び場が足らず、室内でTVやゲームばかりになってしまう。

85 小学生・中学生の医療費の無料、又は一割負担化。

86

室内で遊べる施設をつくってほしいです。休みの日、雨の日、子どもと健康的に
遊びたいからです。そういう場所が増えるとママ達の出会いの場にもなるので。
パパが休日仕事の人の輪が広がれば、お互いの家に遊びに行くとか選択肢が
増えると思います。

87

いじめや不登校・親の考え方家庭の教育力など、子どもや親を取りまく環境が
大きく変化している。家庭の教育力の底上げができるような取り組みを市として
早急に取り組んでほしいです。また、子どもたちが心豊かに育つためにも、きめ
細やかな指導ができる学校環境の整備をお願いしたいです。１クラスの人数を
減らし、先生方が増えると、救われる子たちが増えると思います。学力も大切で
すが、心の育ちはもっと大切だと思います！！

88

小学生の医療費負担が大きい。
子どもが習い事や遠方の学童に行くことができるような送迎システムがほしい。
例えば路線バスを子どもが、放課後を充実させるために気軽に使える時間や
路線にするなど、サポートしてほしい。

89

学校・特別支援担任のスキルが低い。学級支援員が多い。１学級の人数を減ら
し、学年での学級数を増やし、学校には指導者を増やして欲しい。（例、40人１
クラス担任１人、支援員２人より、40人２クラス、担任２人の方が良い。）
他の市町村から遊びに来てもらえる様な公園（旭川や秩父別にある様な……）
があれば、もっと富良野に遊びに来てくれる！！
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90

冬場などでも遊べる屋内施設で、高学年や大きい子も利用できるようなモノが
あると良いと思います！
就学前は、手厚いサービスがある。学童は登録していないと18：00まで預けら
れないので、時々不便です。

91
受診した際、医療費の負担がある。（他市町村ではない所が多いのでは？）
せっかくの自然を活かした遊びの場やプログラムが少ない（子どもに対する）。
学童保育センターの職員の中で意識の低いと思われる方がいて不安だった。

92

前頁にも記載しましたが、とても立派な建物の学童センターで、学校の校庭も
隣接しているのに、外遊びをして過ごすことができないのはあまりにももったい
ないと感じています。スタッフの確保の問題もあると思いますが、子どもは外で
元気に遊んでほしいなと思っています。

93
冬に室内で体を動かして遊べる小学校高学年まで遊べる公園の様な遊び場が
あったらいいと思います。スポセンなど広い体育館を小学生に開放するなどで
も。

94

子育てするには不安や不便な環境（道路、公園、施設、学校、保育園それぞれ
安心できません）。変質者も多いですが情報の連絡が遅い。次の日に連絡が来
るとかありえない。すぐに情報を伝達するべきです。
観光客を集客するためのまちづくりではなく、今住んでいる子ども、老人、若者
の事を考えたまちづくりをしてください。移住を考えてしまいます。

95
協会病院の産科の医師が複数いるといいです。
富良野小の学童が、学校から少し遠いと思います。急を要するものではありま
せんが、近い場所にあると安全です。

96

市役所建設費が高すぎると思う。未来のために、子どもに対する政策をもっと
しっかりしてくれないと、子どもを増やせない。子どもや家庭のために働いてい
るのに、子どもと過ごすと時間をつくれない程働かされ、疲れ果て、子どもに八
つ当たりする悪循環です。子どもを大切にする市を目指さないと、人口も増えま
せんよ。

97
中学生まで医療費がかからないという理由で中富良野町に引っ越す人が結構
いるようです。

98

小学校３年生以上と中学校２年生以上の１クラスに対しての人数が多く、教室
が狭い事による不便さ。また、子どもにかかる精神的なストレスも心配です。先
生方への負担も大きく、より良い教育をする為には、支援級の子ども達の人数
を含め、１クラス30人前後の人数が良いのではないかと思います。
短時間で働きたくても、保育料に消えてしまうため、ファミリーサポートの金額を
もう少し低くしてほしい。

99
弱者に優しい環境整備、人育てをお願いしたいです。教育・管理だけでは、人
は育たないと思います。心が育つまちであってほしいです。
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100

小学生の医療費をゆくゆくは無料にしてほしい。
冬は登校前に学校週辺の道路も除雪して欲しい。通勤時間とかぶるので、見て
いて大変危険。
扇山小なのですが、何故扇山小には「地域見まもり隊」のような人はいないの
でしょうか。年数回とはいえ、仕事があったり乳児がいたり、正直負担が大きい
です。

101 中学校卒業までの医療費の無償化。

102 室内でおもいきっり体を動かせるような施設があったらいいです。

103
高等教育に関して、高いレベルの教育内容（国立大への進学etc.）を求めるとど
うしても旭川への高校進学が必要になってしまうので、地元の高校に特別進学
クラスがあると将来的な選択の幅が広がるのでは、と思う。

104

今は高学年になり、一番大変だった時期は過ぎ去ったが、１歳で保育所に通
い、フルタイムだったため、当時は苦労した。それが原因で子どもは１人っ子と
なった。学童や保育所の始まりの時刻より早く就業であったり、年末年始等、市
が運営していると完全に長期休業してしまい、公務員ではない民間は長期休業
がないので子どもの預け先を探すのに毎年苦労した。現在どうなっているか不
明だが、困っている保護者はとても多かった。働く親の苦労を知ってほしい。学
童、保育所の長期休業は不必要。

105
なぜあんな場所に保育所を建設したのか、本当に保育環境がベストであったの
か、今でも疑問です。
富良野市は教育予算が少なすぎると思います。

106
小さい子だけでなく、大きい子（小学生くらい）の子も気軽に行ける室内の公園
のような遊び場があるといいなと思います。

107

市内小中学生の教科書を教室においても良い環境づくりをしてほしい……。あ
まりにもカバンが重すぎる。絵の具道具・習字道具も置いて帰れる様にしてほし
い。不審者情報が多発しているのに、持ち物が多く、すばやく逃げられない様に
感じる。

108 通学路の雪の除雪を行ってほしい。

109 子どもの医療費の助成を小学校卒業までしてほしい。

110 公園をもっときれいにしてほしいです。冬の遊び場の充実を！

111 スキー場に通えるバスを通してほしい。
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112

近隣で言うと、中富良野との子どもへ対しての金銭面の差が大きい。住宅を建
てて買うのも富良野ではなく、中富良野と言う人が多いと思う。「富良野市」とし
ての支援の充実をもっとして欲しい。オムツ援助（ゴミ袋）もあるが、小学生～
中・高校生への支援がほぼない。子ども世代の就職先も富良野には少ない。

113
小学生以上の子どもが、悪天候や冬の時、遊べる屋内施設がなくて不自由を
感じる。

114 小中学生の医療費の無料化。子育て世代への経済的支援を進めるべき。

115 病院代の３割負担が厳しい。

116
中富良野や南富良野は、医療費が中学生まで無料と聞きました。子どもに手厚
いと、人口も増えて、魅力的なまちになるのでは？

117

紙オムツ代の補助にお金をかけるぐらいなら、おたふくやインフルエンザの予
防接種の補助にお金を使うべきだと思う。
もっと予防医療に目を向けてほしい。
室内の遊び場を確保してほしい。

118

図書館の２Fスペースに、テーブルと椅子を配置し、自習できる環境をつくって
ほしいです。学生が自宅以外で勉強に集中できる環境を整えてあげてほしいで
す。
東大演習林、演劇、自然塾、メセナ等、富良野の教育環境は豊かだと思いま
す。授業数の確保等、苦労はあると思いますが、子ども達に育みたい真の教育
を今後とも期待致します。

119 医療費を中学生まで無料にしてほしい。

120
室内で遊べる施設があると嬉しい。
小学生でも医療費はかかるので、医療費免除を小学生もしてほしい。パートを
休んで受診しなければならないので、負担が大きい。

121 富良野には、雨の日でも遊べる所がまったくないのでつくってほしい。

122
外で遊ぶ時間が少ない。（場所も含めて。）全天候型の遊具施設をつくっていた
だきたいです。家にいる時間が多くなってしまうため、体が動かせなくなってしま
う。体幹の弱い体になってしまう気がします。

123 中学校卒業までの医療費の無料化を強く望みます。

124
子育てをしながら、フルタイムでも働きやすくなると嬉しいです。学童が始まる時
間（長期休み、土曜日）が、仕事の始まる時間よりも遅いため、なかなか安心し
て仕事に行けないです。
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125

土日・夏休みで学童のスタートが８時半スタート。仕事は、もう少し早い時間に
スタートなので、子どもを学童の入り口でしばらく１人で待たせてしまうので８時
にスタートしてほしいと思います。雪（冬）雨天時、１人で入り口に立たせて子ど
もに申し訳ないと思いながら仕事へ行ってました。

126
保育施設の空きが少なく、利用料も高いので働いても保育料を稼いでいるだけ
になってしまう。遠距離の児童に対してのサポートが不足している。

127

赤ちゃん（３歳まで）の頃が一番つらかったです。もっと母子ともにいられる場所
（遊ばせながら見守るようなスペース）が、週に５日でも確保されると精神的に
母親が楽になると思います。上の子はニュージーランドで４歳まで子育てをしま
したが、日本の方が母親が孤立しやすいと感じます。保健センターにあるス
ペースをもう少し広く、夏は外でも遊べるような公共の保育所のような場所を、
働いていない親も使えるとよいと思います。

128
医療費の助成を乳幼児までではなく、他の市町のように中学生までかからない
ようになればいいな、と思います。

129

悪天候や冬季に子どもをいつでも連れていける室内の遊戯施設、広場が欲し
い。家庭内での親子の孤立を防ぐことができると思います。
学童保育を利用していますが、まったく外遊びをしないのでもっと外で遊ぶ（す
ぐ隣の公園でもよい）機会を子どもたちに与えてほしい。

130 子どもの医療費の無料化を希望。

131

小学校入学後、自分の子どもの普段の様子を聞いたり、（先生と）話をしたりす
る機会が保育所のころに比べると格段に減ってしまい、発達のことに関して気
にかかることがあってもなかなか相談ができなかった。もっと気軽に些細なこと
でも話ができたりする場が欲しいと思っています（予約なしで児童相談ができる
とか）。
あと、学校の先生側からは苦情の対策として子どもに発達などで気になること
があっても親に報告をしないという話を聞いたことがあるが、むしろ親側は言っ
てもらえると助かるし、どの親でも、先生達に声を気軽にかけられるわけではな
い。先生から言いにくいなら、教育委員会の人から報告するとか、事前に報告
の必要があるか希望をとってみたり、今だと親ひとりに判断をゆだねられている
感じで地域連携で支援されているとは思えない。

132
子ども達が自由に遊べる室内遊戯場などがあると助かります。学校の振替休
日が月曜の場合、図書館もふらっとも休館日で行く所がなく、天気が悪いと外で
も遊べず、行き場がないのが現状です。

133

学童保育の終了時間までにお迎えに行けないので先に帰宅させていますが、
冬期は4:00に帰宅させなければいけないので、あまり学童の意味がないと感じ
ています。夏休み等の開所も8:30と遅いので子どもを１人で登所させなければ
ならないのが不安です。小児科医院が17:00に閉まってしまうのも早すぎて困っ
ています。
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134

室内の遊び場・公園が少ない。また、整備されていないため、けがをしてくる事
がある。
救急医療も大事だが、小児歯科の充実を切に願います。歯科医院に電話して
も予約がいっぱいで当日みてもらう事ができず、断られてしまうから。本当に困
ります。

135

子どもが外で遊べる場所が少ないです。また、雨の日等、屋内で集まれる場所
が無いので友達の家でゲームが多い。もっと、のびのびと体を動かすのに適し
た施設をつくってほしいです。
富良野小は、人数が多い分、担任の先生の子ども達への関心が低い。わが子
の事を知らなさすぎると思う。もう少し、先生の負担を減らしてあげないと、子ど
も達の変化にも気付けないと思う。先生は自分の仕事だけで余欲がないと思
う。

136
まわりの市町村に比べて子育てがしづらい。支援が少ない。できるならば中富
良野に引っ越したいと思うことがある。

137
市内で遊べる場所がない。無料で、いっぱい走りまわれる室内の遊び場がほし
い。年齢制限とかなしで遊べることがないと、休みの日（特に冬）は連れて行くと
ころがない。

138

学童施設が少ない。もう１つくらい増やすことはできないのですか？
不審者情報がこの頃多く、なるべく集団で、６年生まで学童を利用したいと思っ
ているが、４年生になると北の峰まで行かないといけないと聞き、不便だなと思
いました。

139

子どもに障がいがあるためトイレはまだオムツを使用しています。オムツ購入に
あたり市からの支援があると非常に助かるなあと思います。医療費等は国から
の手帳などで１割になってはいますが、その辺も支援はいくらでもあって困らな
いです。

140

小学生以上を遊ばせる場所がない（特に冬場）。冬はスキー場でという考えも
あるが、リフト乗車にあたり、保護者が付かないといけないとなると、リフト券を
買うことが経済的負担になり、連れていく事に躊躇してしまいます。何か対応を
考えていただけると助かります。

141

地域の方々が、とても温かい目で子どもたちを見てくださっていて、すごく幸せ
です。大衆向けに、現代の子育てに関する講演などがあって、子どもや、育児
に対する理解がより多くの人に深まると素敵だと思います。
経済面の不安については、特に車の維持や、今後の増税などです。子ども手
当てが非常にありがたいのですが、収入が低いため、不安は残っています。

142

幼児を育てていて、子どもが伸び伸びと遊べる場所が少ない。室内の交流施設
などがあると、保護者同士の関わりも増えると思う。
出産時は産科医不足から不安がある。
子どもの医療費を市で少しでも負担してくれると移住する人が増えると考える。
ファミリーサポート事業がもっと利用しやすくなると、とても助かる（費用面な
ど）。
学童に行けなくなる小４からの夕方をどのように育児したらよいのか不安があ
る。

14



№ 自由意見

143
他の市町村と比べ、給食費や医療費の負担が大きいと思います。
また、小さい子に限らず、小学生、中学生等も室内で友達と勉強したりおしゃべ
りできる所がないので、環境をつくっていただければと思います。

144

子連れで滞在できる場所が少ない。（ex.遊ぶ場所や母親同士で話をしながら子
どもを遊ばせられる場所など。）マルシェ２などがあるが、小さい子（低学年や幼
児）と一緒だと周りの目が気になる。今回のアンケートの子どもは高学年です
が……。

145

幼児～小学生が遊べる室内遊具施設があると、母親同士の情報交換が気軽
にできるし、通年で、子ども達も遊びに行く場所ができるのですごく良いと思い
ます。
さらに、中学生～高校生が、JRやバスの待ち時間に利用したり、勉強したり、大
人も自由に使えるスペースもあると、さらに最高だと思います。子ども達の居場
所が富良野には不足していると思います。たまりーばも良いのですが、イスと
テーブルが少ないので、観光客も多いし、ちょっといづらいです。

146

現在は、その時期は過ぎましたが、子どもが小さい頃、男性用トイレに、おむつ
交換台が無く、いつも困っていた記憶があります。最近（第二子の場合）、共用
の多目的トイレが増えましたが、もう少し多いと、（公園などに）嬉しいかなあ。
（イオンみたいに）。

147
学校で、放課後残って、勉強を教えてくれたり、５時、６時まで子どもを預かって
もらえたら……。

148

乳幼児期の子育て環境は整ってきたように思うが、学童期（中３生まで含む）の
充実も求めます。例えば１クラスの人数。どの学年でも35人～30人以下の人数
設定で、きめ細かく、広々とした教室で勉強したり友だちと過ごしたりできるよう
にしてほしい。特に中学生は、体も大きくなり、個をそれぞれ意識してくる年齢で
もある。大人がそういうことも考えてあげる必要があると思います。

149
子育て家庭の支援や医療支援が他の市町村と比べるととても不満。とても住み
にくいまちです。物価が高すぎ。

150 安心して外で遊べる、体力づくりのできる公園等。

151 室内で子どもが自由に遊べる場所がありません。

15
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152

少しずつ子どもたちに対して目を向けていただけている事がとても嬉しくなって
います。新しくなった公園で遊べる日を子どもたちはとても楽しみにしています。
０歳未満の子どもを連れて遊べる所だと、今時期、室内であると良いなと、とて
も思います。上の子が大きいと習い事でいない事が多いですが、幼稚園組にな
ると家でもてあます事が多くなり、走ったりしたい！！どっか行きたい！！となり
ます。
土日（祝日）、お父さんが休みでないご家庭だと、出かけられない事が多いの
で、悲しいです。スポーツセンターなどに小さい子（０～６歳ぐらい）が遊べるス
ペースがあれば、大きい子どもたちもスポーツを楽しみ、スペースが遠い所でな
く近くにあれば見ながら大人も楽しめると思います。大人も運動・スポーツがし
たい！！（ベビーちゃんも横になれるスペースがあったらもっとうれしい！！）ベ
ビーに対しての場所が少ないのかなと思います。

153
スキー授業でのスキー購入の負担が大きい。スキー授業でしかスキーをしない
場合、授業で２回しかスキーに行かないのに、成長のため、スキーが合わず、
買いかえなくてはいけなくなり、家計の負担が大きいです。

154

近隣の町などと比べても富良野市は医療や遊び場など充実していないと思う。
また、学校環境についても放課後教室の開設や運営などで提案してもまず予
算が……と言われ、全然話し合いにもならない。子育てを充実させますみたい
なことを市は掲げているが、全然変化が見られず期待できない。

155

ファミリーサポートの講習を、土日や夕方など仕事がない時間帯でも行なって
ほしい。
冬期に子どもが遊べる様に、放課後の学校や学童、保護者や地域の方々の参
加型CSを充実させてほしい。
スクールバスを走らせてほしい（北の峰スキー場行き‐各学校発）。
学童の自由来館も、親からの連絡があればランドセルのまま行けるといい（冬
期は特に）。

156

今、国自体が財政難なのはわかりますが、子どもにかかる費用がかさむ現代
において、すべてにほぼお金がかかるこのまち（市）は、あまりにも子育てを安
心してできる土地ではないと思います。まちの整備も大切ですが、未来の子ど
もたちにも投資していただけたら、家庭はもちろんまち全体もイメージが変わっ
てくると思います。

157

富丘に住んでいます。へき地保育所では、０歳児から預かってもらえず、街まで
片道20分、朝、夕で送り迎えで1時間以上かけても預けに行く人がたくさんいま
す。また、学童もないため、街まで通い、利用させてもらっています。平日も夏
休み中も大変ありがたく、子どもも遊びや宿題をする場として喜んでいます。学
童も定員を増やし、希望者が全員入れるようにしてほしい。また、街と街以外と
住んでいる地域による、教育の不平等差を感じるので、富良野市として不便を
感じている人の声をもっと聞いてほしい。

158
高校卒業後、富良野に帰ってきやすい、帰りたくなるような仕組みづくりをして
はどうか。すると、若い世代が増え、子どもが増え、より充実した、まちづくりが
できるようになるのでは。
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159
他の市や町では屋内外無料で遊べる施設がどんどんできています。観光ばか
りに力を入れず、子どもが楽しく遊べる場所をつくってほしいです。

160

医療費の自己負担を、もう少し大きくなるまでかからないようにしてほしい。
室内で遊べる所が１つもなく、特に冬場は困る。小さな子どもが遊べる所は保
健センター内にもあるが、土日は遊べないし、保育所に行ったりしていると遊べ
ない。小学生が体を動かして遊べるような場所も必要だと思う。入場料が少し
かかってもみんな行くと思います。

161

中富良野町のような子育て支援があれば、大変ありがたいです。医療費が一
番大きく感じます。
加えて、子どもたちが交流できるような、体を使って遊べる施設も理想的です。
わが子は学童には通っていませんが、以前に１度、利用したことがありました
が、人が多すぎて、ごったがえしていたと言っていました。もう少し、子どもに
とっても、ゆったりとした空間である、学童の場であれば嬉しいかと存じます。

162

外国人レンタカーなど「観光のまち」と呼ぶだけでなく住人の安全面とかに対策
してるようには思えない。危険な運転で街を走り回る、分別しないゴミをその辺
に捨てるなど、子育て世帯には観光客をただ「増やす」だけのまちであってほし
くない。いつか大きな事故が起こる前にレンタカー対策してくれないのかな、と。

163
子育ての環境の支援と言っても、必要な部分が人それぞれ違うし、子どもが大
きくなると、家計の負担が大きいので、もっとその面の支援が必要です。

164
インフルエンザ予防接種の負担が大きい。任意だが、子どもが小さいうちは受
けておきたいが、兄弟が多いと負担が大きく、２回接種のうち１回でもいいか
ら、補助があるとうれしい。

165
富良野市内での特別支援教育を要する児童の中学校卒業後の教育の場
を！！

166

転入時に市の子育て支援に関する情報が欲しい。（以前住んでいた市では、ま
とまった冊子を頂き、とても助かった。）知り合いもない中、遊ぶところも、その情
報を訪ねるあてもなく困った。
（特に冬場の運動不足解消のため）屋内で運動・遊べる施設が必要だと強く思
います。日中（放課後）、大人の目の届かない所で遊ぶ子がとても多い印象で
す。子どもの居場所（習いごと以外の）がもっとあっても良いのでは。

167

中学校までの医療費を無料化してほしい。小学校に上がってからお金の負担
が大きくて、なかなか病院に連れていけない。未就学の時は無料だったので、
気になる様子があれば連れて行っていたが、入学してからは、子どもが少々痛
いと言ってもガマンさせることもあります。病院代の分、他に子どものためにお
金を使えるようになることもあると思います。２人目、３人目も考えていますが、
医療費や教育費のことも考えると、生むことも考えてしまいます。

17
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168

仕事をしているので、子どもの病児保育、病後児保育をしてもらえると助かりま
す。実家が近くにない友人が周りに多いので、ニーズが多いです。
子どもにお金がかかるので、医療費無料化（～中学生まで）、保育料の無料化
をお願いします。
インフルのワクチンの助成をしてほしいです。
小学校給食の無料化も希望します。
中学校制服の貸し出し、ジャージ１枚支給してほしいです。

169

学童保育は月数回の利用なので、1,500円/月でなく減額してくれると助かりま
す。
クラスも、１クラスor２クラス程度の人数なので、いじめなど問題が起こった時の
対応などどうなるのか気になります。（クラスの中で○○ちゃんがいじわるとか
聞くので。）
医療費、子どもも中学まで免除にしてほしい。

170

道内でも暑くなる場所であるのに、水遊び場がない。
子どもと一緒に何かを学べる場所（遊べる場所）がない。
食事をする場所も少ない。
唯一ありがたいのは、スキーリフト券の無料配布。

171
無償で問題集をいただけるようにしていただきたいです。（助成などがあると良
いです。）

172

近隣町村のように、せめて子どもが18歳になるまで医療費が無料になるように
してほしい。
子どもがたくさんいる（住んでいる）のにもかかわらず、遊ぶ場所が少ないよう
に感じるので、小学校高学年の子でも楽しめるような遊具を設置した、自然を
生かした公園、水あそび広場、室内プレイグラウンドなどを設置してほしい。旭
川「カムイの杜」のような。

173

小学生の医療費負担の軽減。
屋内で子どもたちが安全に、楽しく遊べる場所づくり（びえーる、もりもりパー
ク）。支援センターは上の子（就園児）がいると使えない。
信号のない通学路の横断歩道をなくす（ゲオ↔北菱）。
産科医の補充（協会１択、１名）。
感染リスクを減らせる小児科づくり（スマホで呼び出し、個室増）。
地元定着に向けた専門学校の誘致（将来）。

174

山部は放課後子ども教室で、土曜がなかったりですが、学童のように休みも
やってほしかった。子どもが低学年の時は、よく思っていた。今は高学年で自分
で活動・行動できるからいいけど。でも、幅広く、６年まで、土日とか長期休みも
開けてほしい。時間も、５時までではなく、６時までにしてほしかった。パート（農
業）が５時までなので、途中で迎えに行かなければならないのが大変。（今後の
為に検討見直ししてほしいと思う。）うちはもう中学なのでいいですが。
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175

富良野市は観光にお金を使いすぎです。新しいホテルばかりが建ち、子どもが
遊べる場がありません。室内の子どもの遊び場を確保してほしいです。
また、医療費に関して、就学児未満は無料ですが、年齢をもっと上げてほしい
です。アレルギーを持っているため耳鼻科にはよく通うため、診察、薬ともにお
金がかかります。支援を求めています。

176
子どもが風邪ををひいたときや、インフルエンザ等になった時、仕事を休まない
といけない。そのときに、見てくれる何かがあると助かる。

177
富良野に子どもが増えると50年後も富良野が豊かになる　そのために環境を
整えていくべきだと思う。今を考えないで後を考えてほしい。

178
市役所も大切だが、富良野小の老朽化や耐震性も気になる。医療費を中富良
野のように中学校まで無料にしてほしい。

179

・「子どもは未来の宝」などとは言うものの、具体的な政策（？）がなさすぎる。せ
めて医療費の負担軽減（小学６年生まで）や、無料化を考えてほしい。（小学生
はまだまだ病院にかかる事が多い。でも医療費がかかるので最低限でしか病
院へ行かない事が多い。）

180
障がいのある子どもの保護者は孤立しやすいため、公的サービスでも支援する
ことと情報の提供を充実してほしい。

181
子どもの医療費をせめて小学生の間は無料で受けられるようにしてほしいで
す。

182

小学生がもう少し楽しめる公園づくりをしたらいいと思います。せっかく新しく
なった公園も園児サイズであまり楽しくないといつも言っていますが……。
都会では放課後スクールで１か月いくらか金額がかかるけれども習い事ができ
ると聞きました。空手だったり、手芸、お花にお茶……その日したいこと……。
富良野でも何となくできる習い事ができるようになったら嬉しい。

183

小学校の教育より、中学や高校の教育・勉強の方が、不安や心配、環境の変
化、成長と心とのバランスが取れず、学校へ行けない（行きたくても）と言う人が
数名だけですがいます。親も心配で悩んでいる人もいます。小学生より、中学、
高校の方が、支援が必要なのでは？と思います。

184
子育て支援では、子ども医療費の負担の軽減が欠かせないと思います！近隣
自治体に比べて、富良野市は遅れているので、取り組んでほしいです！
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