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1・時間の延長や病気の時も預かってくれる施設の確保をお願いしたいです。
2・母親のリフレッシュの為の一時預かりをして欲しい。子どもが発熱しても仕事を休めない時
もあるのでそういう時の保育もしてほしい。

3・国の補助金、削減などで今後ますます大変になるかと思うが公立保育所のサービス向上（正
職員の増員、給食面、建物の建替え、床暖＝はだし保育）を是非お願いしたい。特に中央保
育所のホールは狭すぎる。

4・休日、祝日等にも保育して欲しい
5・保育時間を長くして欲しい。いきなり「保証人がいなければ預かれない」等の方針を打ち出
して保護者を混乱させるのはやめて欲しい。（昨年度のように）代替の人が入っている事が
多いが引継ぎ等きちんとして欲しい（連絡した事が通っていないことがあった）

6・預かり時間の延長（17時30分までとなっているが私を含め間に合わない方も多い。せめて18
時までお願いしたい）食事は所内で作りたてのものが与えられている。母も子もうれしい。
保育士さんも明るくおかげで私も安心して働く事ができる

7・認可保育所に通っています。子どもの健康管理や子どもの体質などの配慮をありがたく思っ
ています。園での行事についてですが運動会や発表会は日曜日に当てていただき問題に思わ
ないのですが親子遠足が平日に行われているので仕事をもつ親として少々参加の難しさを感
じています。土曜日とかにする事はできないでしょうか

8・連絡帳を全員につくりささいな事でもこまめに連絡できるようにして欲しい。幼稚園が特に
今日何したとかケガをしても状況がわからなく不安。子どもの意見だけではいまいち納得が
いかない

9・保育所の保育料が高すぎる。少子化と言われる世の中もっと安くして欲しい。是非なんとか
してほしい。保育所の定員特に未満児をもっと増やして欲しいです。０歳児から預けたいが
中々入れないので困ります。保育所のホールもとても狭くて行事などの時はとても困ってい
ます。なんとかもっと広くして欲しいです。

10・希望者は全員認可保育所に入所できるようにしてほしい。認可保育所の保育時間を７時30分
～18時00分に延長して欲しい

11・保育所の利用時間についてですがせめて18時まで利用できるといいなと思ってます。様々な
行事親子で楽しませていただいています。親子遠足はどうしても平日じゃなくてはならない
のでしょうか？以前疑問を投げかけたのですが二度と何も言うもんかと絶句するような答え
でした。保育所全体の方針がこんな事では保育士さんの力も発揮しきれないだろうとも感じ
た出来事でした

12・無認可に預けても市立保育所に預けている時と同じ負担になるように補助をしてほしい
13・勤務先の育児休業が子どもが満３歳になるまで取得可能になりましたがそれに伴う保育所の

サ
ービスが充実していないようです。子ども、家庭、職場、自分自身各々の事情を考慮して、
子

14・保育時間を延長して欲しい
15・自営業の方の為に土日も預かって欲しい
16・延長保育など仕事が長引く時にもう少し長くみてほしい。仕事が忙しい時期だけでも日曜日

もみて欲しい。保育園の費用が高すぎ
17・保育時間の延長。夏冬春休みについても保育して欲しい（幼稚園）。病気時の保育、環境整

備（専用スペース等）
18・農繁期の日曜保育
19・保育所の保育時間、現在は17時30分迄だが17時45分にして欲しい。保育料がかなり不満。も

う少し安くならないのか
20・保育所は保育料が所得に応じて違いがあり、保育内容にかわりはなく、もちろん子ども同士

で、平等である為にはかわりがあってはいけないと思うが、料金の幅がありすぎだと思う。
保育時間の延長。

21・先生の数は多いが一日の出来事などの報告があまりない
22・年度始めに土曜日保育の希望確認が実施されています。土曜日保育を希望しない園児と希望

する園児の保育料が同一というのはいかがなものでしょうか。給食代分として差をつけるべ
と思います。

23・保育料が高い
24・サービスではないですが保育料が高すぎると感じます。働いていても意味が無いくらいで

す。特に二人目以降はもっと減らす等の設置をとってくれなければ安心して子どもを産めな
い気がします。益々少子化が進むのでは？経済的負担は重要課題です

25・定員が一杯で保育所に入れないと言うような事があっては困る。もっと施設を増やしたり職
員を増やして対応できるようにして欲しい

26・入園の優先が公務員に有利に思えることがある。保育士の子どもが入園できなくて困ると聞
いた事が無いが、他では良く聞く。いろいろ理由はあるのだろうが勤めている同じ所へ自分
子どもを預けるのはいかがなものか？身内同士甘すぎるように思う。

問27-1:保育所、幼稚園などのサービスに対する意見、要望（自由筆記）
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27・幼稚園には代休がある為そのたびに誰かに預けなければならない
28・保育所でお世話になっていますが、毎日とても楽しそうに通っています。富良野市の保育所

にかかわる方たちは皆様とても良い人で幸せです。
29・他の保育所、幼稚園児との交流
30・保育士のいない場所（部屋）での子ども達の遊びが気になる。ケガ不審者の出入りなどで。

保育所所長が他の機関（中央、麻町両保育所など）を兼任する事についてあまり子どもや親
たちに親しみを持たれてないのか、また兼任しているため忙しいからか子どもや親が挨拶し
ても声が帰ってこない時がある（所長先生から声をかけられたことはほとんどない）

31・どの子も同じ風に育つと考えないで欲しい。お昼寝をしすぎ。もっと学習する力をつける時
間を取って欲しい。幼稚園児と差がつきすぎている気がする。子どもに対して差別をする先
生がいる

32・認可保育所で０歳児を受け入れる所が１ヶ所なので２ヶ所に増やして欲しい
33・祭日も保育所をやって欲しい
34・保育時間を延長して欲しい。保育士の人数を増やして欲しい。
35・今のままで充分満足しています
36・保育所の保育料高い。軽減して欲しい。幼稚園に通わせたいが、仕事の都合上幼稚園が土曜

日が休みだと困難だ
37・地元以外から何らかの事情で途中入所してくる子どもまたはその親への配慮が足りない。

もっとちゃんと馴染められるようにして欲しい。保育士さんの対応が全員ではないが冷たく
感じる事がある。保育士さんの平均年齢が高すぎ。もっと若い先生を入れて子どもの気持ち
のわかるそして「あんた達の子どもを預かってるのよ」ってオーラを出さない先生に預かっ
てもらいたいす。やはり、待機児を出して欲しくありません。定員を増やすか保育所を１つ
増やして欲しいです

38・保育所で入所者を増やしたが施設はそのままなので狭い。また職員の人数も増えていないの
で対応できるのかどうか不安である。へき地の保育所がなくなるかもという話を聞いたが、
人数が少ないからと言ってなくしてしまうのはおかしい。必要だと思っている人達がいる限
り、続けられるように努力してほしい。市街地区の人達と同じようなサービスを受けられる
ようにすべき

39・終了時間が17時30分だと就職先があまり無いのでせめて18時30分になっていただければと思
います。（18時までの仕事が多いので）

40・仕事の多様化にサービスが対応できていないと感じます（保育時間など）
41・駐車スペースを広くして欲しい
42・完全給食にして欲しい
43・ケガには充分注意していただきたいです。たかがひっかき傷ですが１年以上傷跡が消えてい

ません（女の子の顔）
44・時々感じるのが保育士の対応。子どもを預かってあげてると言うような対応がある。保育時

間の延長は是非お願いしたい。これからは保育所も幼稚園も連携や保育士同士の交流情報交
換が必要だと思う。子育て支援という考えであればこれからは区別する必要がはたしてある
のだろうか。事務的な対応の保育所のイメージがあり､もう少し親の立場での対応に期待

45・働いていなくても延長保育を頼みたくなる時があります
46・市立の保育所（あるいは幼稚園）は園児獲得の競争も無く保育士の立場（公務員）が保障さ

れているから保育もお役所仕事と言うかやっつけ仕事だと言う話は以前から聞いていたが富
良野市もまさにその通り。もっと大きな街のように市立認可、認可外などの様々な保育所が
ないので、親に比べられたりする事もないから楽なのでしょうね

47・現在山部保育所に預けています。延長保育を利用していますが冬期も続けて欲しいと思いま
す。子どもをずっと見てくれる人がいない私達にとっては仕事にも中々行きづらい現状です

48・保育時間で冬期でも延長を希望したい
49・今の保育時間は延長保育が４月～10月までとなっており、農家の方の為にしか延長保育をし

ないといった感じがする。通年働く事を希望する者にとってはとても利用しにくい
50・へき地保育所でも３歳以下の子どもの入所をできるようにして欲しい。毎日手作りお弁当は

大変週に１度はパンの日など負担を減らして欲しい。けれど保育料が上がるようではダメだ
と思います。

51・へき地保育所で夏の期間だけの延長保育なので働く母の為に１年間ずーっと延長して欲しい
52・山部は夏は延長保育があるが冬は３時半までなので長い時間働けない。認可保育所になれば

時間も長い間保育してもらえるし給食なので助かる
53・全ての園児が１つの部屋で一緒に寝るお昼寝の時間が風邪などの病気の集団感染の原因の一

つになっているような気がします。
54・子どもが楽しんで保育所に行っているので良いのでは？担任の先生も子どもの様子を離して

下さるので助かります
55・保育所の延長について冬の間も17時30分までの延長をして欲しい。農家の人の為だけの延長

ではなく働く人の為に年間を通して延長保育があれば良いと思う
56・受入時間を早くして欲しい。農繁期中だけでよいのですが
57・給食にして欲しい。延長保育の時間帯を１年間にして欲しい
58・遊具ホールの拡大を望みます。延長保育は是非これからもずっと続けてほしい
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59・へき地保育所の食事を給食にして欲しい。延長保育や一時預かりなど必要な時に低料金で預
けられるシステムが欲しい

60・へき地保育所も街の保育所と同じように（時間、給食）して欲しい。へき地も農家だけでは
ないので働いている人はとても不便です。

61・現在娘が通っている保育所の保育士には大変満足していますが人数を増やしていただければ
先生方の負担が軽減され、より良い保育ができるのでは？予算的な面もあるのでしょうが園
児の人数に対する保育士の人数についてご一考下さい

62・延長保育をしてほしい。希望者のみの３歳児未満の保育のお願い。保育園児が入院または親
が入院した場合３歳児未満の兄弟を一時的にみてほしい

63・開始時間を早くして欲しいという意見を聞きました。発表会の会場が狭いので検討して欲しい
64・へき地でも給食にして欲しい。時々弁当でない日を作って欲しい
65・夏場だけでも保育時間を延ばして欲しい。特に朝も早く預かってほしい
66・農家の多い地域なので農繁期だけでも（７月～10月）延長保育（午後５時頃まで）を長くし

て欲しい。
67・延長保育の時間をあと１時間、いや30分でも増やしていただけたら幸です
68・へき地保育所の保育時間の延長を望みたいです
69・0,1,２歳児を預かってくれる保育所を増やして欲しい。保育料をもう少し安くして欲しい。

現在へき地保育所に通っているが保育時間をもう少し長くして欲しい。（特に夏期４月～10
70・マニュアルに添った保育にしか感じない。もっと子どもにやる気を持たせて欲しい。先生の

ピアノ、歌が全く下手である。市職員としての採用が問われる。保育士の子どもに接してい
る時間がどうか問われる。例えばパソコンにかかりきりで一人の保育士に任せたりという場
が見られる。あくまでも二人での保育が望ましい。

71・夏の間だけでもせめて５時くらいまで預かって欲しい
72・へき地保育所でも給食制にしてほしい。
73・現在布礼別と麓郷保育所の合併問題が出ていますが、両方が納得のいく形で話を進めて欲し

いです。
74・予算がないから保育所をなくしたり保育士の人件削減の為に保育士を減らしたりパートのお

ばさんのような人に働かせたりでは安心して子どもを預けて働けない。また保育士のお役所
勤め態度も感心できない。（例土曜日は休、時間外は全くといって良いほど父母の会の事に
係らず任せきり）保育士の異動は早めにして欲しい

75・保育士にはやる気のある人にお願いしたいです。年齢は関係ありません。子どもの為に前向
きに行動してくれる方が嬉しいです。役職ばかりえらくても子どもの事はほったらかし、た
だ居るだけという先生がいます。自分がだるければもう一人の先生に任せっきりというよう
に親の目からは見えます。保育所の消耗品費が余っているからと無駄遣いばかり、こんな先
生がいるから財政が苦しくなるんです。もっと先生を教育するべきです。昔の考えばかり。

76・春休み夏休み冬休みの預かり（特に冬休みのお正月休みはながいのでは）長期休みの預かり
環境を整えては

77・預かり保育の時間がもう30分長いとよいと思う。
78・もう少し保育時間を長くして欲しい
79・０歳児の定員が少なすぎる
80・私の子どもは知的障害児ですが今年度から幼稚園に通っています。幼稚園では家の子が入園

する為加配の先生をつけてくれました。そのおかげで子どもは毎日楽しく幼稚園に通ってお
り集団生活の中で様々な体験を通して成長しています。障害児を受け入れる幼稚園には補助
金が交付されているようですが障害児も健常児と同じように保育サービスを受ける事ができ
るような体制を今後も継続してほしいと思います。保育所でも幼稚園でも障害児を受け入れ
るには人員を増やさなければなりません。そのための予算確保を是非お願いします

81・市内の保育所、幼稚園、託児所などの情報をまとめた一覧表冊子などを作成してみてはいか
がでしょう。２年程前に富良野市に転居してきた時とまどいました。

82・土曜日も平日と同じように保育して欲しい
83・現状には満足しているが卒園から入学までの間はどうしたら良いのかと今から心配です
84・幼稚園で参観日がある時に幼稚園のお遊戯室や多目的室で下の子の面倒を見てくれるサービ

スがあると助かります
85・費用負担の軽減を望みます。またパートで短時間でも働く女性が増えその効果として経済的

な安定だけでなく母親が子から離れリフレッシュ。社会へ貢献しているのだという気持ちに
なれますからパートの母を対象に短時間（午前中のみとか）の保育を行って欲しい。幼稚園
－親の協力を強制しないで欲しい。子育て中の人、働いている人は無理です。でもプレッ
シャーになってしまいます。

86・なぜ公立の幼稚園がないのでしょう？富良野の自然環境を生かした保育内容（毎日毎日自然
の中で遊ばせたい）の幼稚園があるといいのに

87・幼稚園も通常の保育時間を長くして欲しい
88・運動会の場所が園庭では狭すぎる。親と先生との会話（お便り）等が少なすぎる
89・今現在助かってます
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90・幼稚園には大変満足しています。家の前までバスが迎えに来てくれ入園当時下の子はまだ
４ヶ月だったのでバスが来る時間玄関先にちょっと出れば乗せられお昼寝やミルクの時間を
気にして幼稚園までお迎えに行かずにすみ助かりました。子どもの行事などでも子どもの成
長振りが大変嬉しく思え活動内容もとても子どもにとって充実していたと思います。年少以
前の子ども達を幼稚園などに少しずつ慣れさせられるよう週何回かずつでも親と一緒に行く
ような活動などがあればと思います

91・土日を楽しく過ごしたり学んだりする場がない
92・幼稚園も毎土曜日の18時頃まで預かるようにしてほしい
93・親の勤務時間の配慮した保育時間であって欲しい。保育所の入所決定の時期が遅すぎます。

３月中では安心して働いていられません。入所できなかった時、３月も半ば過ぎてからどこ
に預けたらいいんですか？

94・幼稚園保育所によっておやつ内容が違うのは仕方ないと思いますが子どもの発育を考えた
時、お菓子ばかりというのは考え物です。食事の一部として捉えるように健診等では指導を
受けますが実際幼稚園でのおやつがお菓子ばかりなのは気になります

95・保育所の定員を増やして欲しい
96・参観日など仕事を休まなければいけない時間帯にあるのでいつも仕事が休めないため子ども

を休ませて悲しい思いをしています。
97・バス通なんですけど冬になると朝も帰りもかなり遅れてくるので家の近くにきたら携帯電話

にでも連絡が入るようになると大変助かります。確か、旭川のきくし幼稚園がこのような
サービスを行っていると思いました

98・両方の実家が遠いので上の子の行事などの時気軽に短時間、低価格または無料で預けられる
サービスをして欲しい

99・保育料を下げて欲しい。子どもが安心して遊べる広くて安全な園庭
100・保育所に入れなく二人の子どもを別々に預けており（幼稚園と託児所）月の負担も大きい。

保育園に入れる人数や枠を拡大して欲しい
101・幼稚園の土曜日の預かり保育を毎週にして欲しい。卒園生も土曜日や長期休みなど預かって

欲しい
102・子どもの保育を考えると生活のリズムは保育園がよいと思うが、仕事をしていなければ保育

園に入所できないし仕事をしたいと思っているが就学児と就学前児の時間を考えるとパート
のみの仕事にしか就く事ができないように思う。保育園と学童保育は同じ目線で考えられな
いのだろうか。それより仕事をしていなくても仕事していても保育所か幼稚園どちらでも選
べると良いが

103・幼稚園には代休があるためそのたびに誰かに預けなければならない。
104・延長保育とか土曜日面倒を見てくれるのは大変助かりますが、公務員だったら土曜日休日な

ので利用しなくても良いと思いますが、一般のサラリーマンやパートで働いている人だと土
曜日は普通の時間まで勤務している所が多いので、できれば毎週土曜日18時までとか預かれ
るようにしてもらいたい

105・現在幼稚園にお世話になっていますが日々の子どもの様子を聞く機会が少なく気になること
も多い。家庭で躾や子どもへの対応で親が気をつけたりすることをアドバイスしていただけ
ると安心できると思う事がある。（個人的に園の先生方に聞いていったほうが良いのかこの
ままでよいのか）

106・夏期保育、冬期保育があるのはとても嬉しいが金額がちょっと高い
107・近年共働きが多い中で時間が短すぎる
108・今の幼稚園に大変満足しています
109・もっと兄弟割引の項目を増やして欲しい。幼稚園のお残りのおやつのあり方（質や量）を改

善して欲しい
110・園児に対する先生の数をもっと増やせるよう助成して欲しい。園バスについて－スピードを

出さないとはいえベルトをしないのは危険では？
111・病気（軽い風邪）などの子は別室で見て欲しいです。うつるので。お友達同士での喧嘩を見

落としすぎではないでしょうか
112・仕事をしているお母さんにとっては土曜日にも幼稚園があると助かると思います
113・１～３歳児が集まって保育士さんと遊ぶ支援があるといい。（千歳市にはあって利用しとて

もよかった）家族が入院したり介護する時に一時的に保育園で預かってくれるサービスがあ
るといい

114・現在保育所に預けなくてすんでいるが。保育料を減らしてもらえないと二人三人と預ける場
合給料の殆どを払う事になってしまう

115・夏、冬休みの月謝代軽減して欲しい
116・園内で伝染するような病気（はしか、りんご病、胃腸炎）があり、はやりそうな時はお便り

などで知らせて欲しい。知らずに居ると他の兄弟や家族に移る。移らないような対策がある
と思う。年に２，３回は胃腸炎で休んだりするのでもっと手洗いなどを家に帰ってからした
り、ドアの取ってなどは皆で触れるので。もう１つは下駄箱。冬に長いのをはくと入らない
のではいて行きたくないと言ったりするので冬の靴も入るような下駄箱にして欲しい
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117・私は専業主婦ですがそれでも子どもを長く預かってもらいたいと思う機会がよくあります。
上の子は幼稚園に通っていますが、何か用事がある時などは共働きでなくても時間外保育を
してくれるのでとても助かってます

118・幼稚園に駐車場が全くないのが不便。園舎が狭くて汚い。トイレも大人用が１つしかなくと
ても狭い。

119・夏休み冬休みも預けられ普段も５時30分まで預かってもらえるので仕事をしている人はとて
も助かると思う。仕事をしていなくても１日だけ用事ができたりすると預けられるのでとて
も助かっている。助成金がもう少しあると嬉しい

120・現在の仕事はフルタイムではないので今の幼稚園で延長もあるし不満はないがフルでお勤め
の人は保育所以外大変だろうなと思う。近くに身内のある方はいいけれど。今よりもこれか
ら先就学した時に街の子は学童があるけれど農村地区はそれがないので今より仕事できる時
間がなくなるのでは…と言う心配がある

121・幼稚園はとっても満足。本当にお世話になってます。幼稚園に行くようになり親子共々友だ
ちが増えました

122・幼稚園の先生をもっと多くつけてほしい。行事を多く楽しくしてほしい。
123・園での指導や先生方に対してはとても満足しています。ただ園の老朽化が気になります。園

庭も少し狭いように感じますが現在の立地の現状を見ると建替えや広くする等も一般の幼稚
園では中々無理だというのも感じます。市で何らかの援助があれば多少変わると思います。
それと夏、冬等の長期休みは現在多少お金を支払って預かってもらっています。１日約1,000
円位ですが生活の為仕事をしているので少しでも負担が少ない方が良いと思います。あと２
歳児から入園できる制度等があれば良いと思います

124・とても良いとおもいます
125・現時通園している幼稚園は子どもも大喜びで楽しく行って先生方も良い方ばかりなので不満

はないのですが子どもの人数からして、もう少し先生を増やして欲しいと思います。（一人
一人に目が届いてない時があると思うので）

126・幼稚園は学校とは違うのだから一時土日保育も行ってほしい。親が出席しなければならない
日が多すぎる。参観日を減らして欲しい

127・現在は時間外保育があるが夏休み、冬休みに常に預かってはくれない。近くに祖母等がいな
いと、働きたくても働けない。

128・私立幼稚園でかかるお金が高い。いくら戻ってくるとはいえ３歳から入園させたくても考え
てしまう。費用以外では何も言う事はないです

129・時間外保育を気軽に利用させていただけてとてもありがたく思っています
130・幼稚園の月謝が高い（来年又上がるので生活が大変になる）助成金額が少ない。お道具代と

か高いし､子どもの人数分毎回買うのがきつい。親の参加行事が多いし、子どもの日頃の様子
など園に行かないと分からなかったりする。

131・公共の保育所にも利点はたくさんありますが、公務員を増やし設備にかける予算を現存する
幼稚園への補助に回し、予算の軽減と利用者のニーズに対応できるようにした方がいいので
はないでしょか。私設の幼稚園では非常に厳しい財政で経営している所も多いはずです。女
性の雇用の場を広げそして働く女性達の育児支援をすると言う点で私設幼稚園への補助をす
る方が理にかなっていると思います

132・今子どもが通っている幼稚園は大変満足していますが、生徒の数に対して園の職員の数がも
う少しいらっしゃれば余裕があるのではと思いました。育児を終えられた有能な各幼稚園の
方針に沿ってくれる有償ボランティア（男女年齢問わず）がいらっしゃるのもいいと思いま
す。各幼稚園は延長保育を実施し、就学前の児童の保育の場となっているのが実際なので幼
稚園にヘルプの希望を聞いて頂きたいです

133・保育所の低年齢の枠が少なく入れない。仕方なく託児（無認可）に預けざるを得なかった。
134・私共の子どもを預かっている幼稚園についてはいろいろな面で大変満足していますが他の幼

稚園での話などを聞くと子どもが具合が悪い時の対応や家庭からの要望が届かないと言う事
も聞いています

135・人数が少ない幼稚園で子どもに対して先生方もとても優しく子ども達に対して目の行き届く
保育があったが、なかよし教室の子ども達がたくさん入園してきます。聞くところによると
なかよし教室の方で園児の多い幼稚園より園児の少ない幼稚園の方が良いと言っていると聞
いた事がある。そうなると他の子は先生の目が中々いかなくなり我が子も寂しい思いをして
いる。もしそれが本当ならなかよし教室から先生を派遣して下さい

136・行きたい幼稚園があるが他の幼稚園とサービスに差がありここに行こうと思ったところが
サービスが悪いと我慢するしかない。例えば４時までしか延長保育をしないとか、５時半ま
でする所もあるのでできれば統一して欲しい。給食もある所とない所があり、それならある
所に行けばと言われそうだが色々な事情でそうしたくてもできない人もいる。後幼稚園の中
で言葉の暴力や軍隊の様に厳しいと陰で母親が言っている所もあるので少し気にしてほしい

137・延長保育の時間を長くして欲しい
138・預かりの時間を増やして欲しい
139・公開保育の日を週１回程度あれば入所していない子を連れた親子が自由に参加できて嬉しい

と思います。（札幌でありました）
140・自宅近くの保育所に通所できないのはとても不便
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141・現在通わせている幼稚園には満足しております。特に先生方の子どもへの接し方が素晴らし
いので安心して通わせていられます。ただ安全面で国道に面しており誰でも簡単に出入りが
できるため女性の保育士さんばかりなのが少々心配です

142・なかよし教室に通級している為午前保育や行事のあるときなどはどちらかを選択しなければ
ならなかったりする事があり、休みをする事が多くその日のテンションによっては子どもの
為に一人先生が付きっきりになってしまうようです。園での教員の配置にも限りがあるので
行事等のときにサポートする人手を増やすような支援費があれば良いと思います

143・障害児の受入をもっと積極的にしてほしい。富良野へ転入して来て「障害のある子はどこも
入る所がない」では困ってしまう。障害児の受入はそれぞれの園、保育所での対応だけでは
不充分。行政の支援があって初めて保育所も行えると思うので行政が今の富良野の障害児に
対するサービスの現状を見た上で、積極的な支援を考えて頂きたい

144・完全お弁当制の幼稚園にとても満足しています。給食が多く導入されている中でこれからも
完全お弁当制の幼稚園がいつまでもある事を望みます

145・夏期、冬期間預かり保育があれば良いかな？と思うことがあります
146・幼稚園の助成金も所得制限があると全くでず、税金ばかり払って損をしてる感じがする
147・運動会と生活発表会を楽しみにしています
148・先生と親が一緒になって子育て教育できる環境作り、雰囲気作りをお願いしたいです
149・もう少し長い時間預かってもらいたい
150・保育所の数が少ない。幼稚園の時間帯が短い
151・幼稚園代が高い。冬休み夏休みがあると仕事ができない。保育所はいつも空きがない。働き

に出たいが保育所が少なく空きがないのですぐに入所できない。大変困っています。保育所
は働く親の為の所ならば土日、祝日もやってほしい。おじいちゃんおばあちゃんのいない世
帯の家庭の人は預ける所がない

152・職員の数をもっと増やして一人一人の子どもに目が行き届くようにして欲しいです。幼稚園
での子どもの様子がわかるような工夫をしてほしいです

153・とても幼稚園の先生は熱心です。これからもがんばって欲しいです
154・時間の（居残りの）延長をしてほしい事。その時の先生の対応というか、ただ預かっている

だけの様に見えるので子どもに楽しませて欲しいと思う。たまには見に行ってるみたいです
が、３時以降ほったらかしの様に見える

155・保育所の保育料を一律にしてほしい（母子家庭は除く）。幼稚園の夏、冬春休み週５日制は
負担が多い。

156・幼稚園でも土曜日だけでも預かってくれる日があればありがたい
157・現在通っている幼稚園は若い先生が多く元気なのは良いのですが時折頼りなさを感じます。

もう少しベテランの先生がいると良いのですが
158・大変良くしてもらっていますが仕方のない事ですが休日が多く仕事ができない日が２日３日

と続くと辛いものがあります。あと給食がもう少し充実（回数と内容）したらと思います。
159・制服等リサイクルできる物はリサイクルしていくべきではないかと思います
160・認可保育所の０～１、２歳児の定員枠を増やして欲しいです。働く母親としては年度末ぎり

ぎりになるまで入れるかどうか不明な状況と言うのは不安です。市町村レベルではないのか
もしれませんが少子化に歯止めをかけるのならば安心して子育てができるように安心して預
けられる場所を増やして欲しいと願います

161・どんな特徴があるのか情報の提供を行ってる所もありますが開放日を設けて自由に見学でき
るようにしていただきたい

162・病気の時に仕事を休めなければ預かって欲しい。慣れた保育所、保育士さんの方が子どもの
ストレスがない。ファミリーサポートセンターは是非利用したいですが今はないですよね。
核家族で近くに親戚がいないので近所のおばあちゃん、先輩ママなどに親戚の様に預けられ
ると子どもも安心だし親も孤独でなくなりよいと思います

163・私の子も２才６ヶ月になりますが３年保育か２年保育にするかどうか迷ってます。二人目も
考えているのですが、二人目がもしできても一人目を保育所に入園させるとお金がかかるの
で保育所幼稚園ではなく週に２回ほど他の子ども達と遊んだり食事をしたり、できれば無料
であれば一番良いのですが、有料でも保育所幼稚園よりは安く利用できると思うのでもしあ
れば利用したいと思います。今回はじめて週１回の幼児クラブを知って行っていますが子ど
もの為にもとても良いと思います。

164・都心部(札幌など）では保育所開放もあるのでご一考願いたいです
165・就園前の幼児の一時預かりを充実させてほしい
166・子どもを保育所へ預けて働きたいと思っていますが待機してる人が多くて、あと働く場所が

決まっている人が優先されているので困る。保育園を増やして欲しい
167・無料で園の開放をしてほしい。（転勤族ですが他の都市では色々な人が自由に参加できるシ

ステムがあったりします）
168・土曜日や月１～２回の一般の幼児への園開放をして欲しい
169・もっと開放してほしい。３歳未満の子と親とで参加できるような取り組みを希望します
170・他の地域で入園前の２歳児を週２回位で午前中子供だけ預かってくれる幼稚園があるそうで

す。富良野にもそういう所があったら子どもにも親にもいいかなと思います
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171・時代のニーズに対応しきれていません。幼稚園ならともかく子どもを保育する施設が休日な
し、365日24時間対応なのは都会（旭川程度）では当たり前です。母親と言えども夜遅くまで
働かざるを得ない女性も多い時代にまったく遅れていると思います

172・お母さんが働いてなくても保育所に入れる様配慮してほしい
173・保育料を下げてほしい。子どもが安心して遊べる広くて安全な園庭が欲しい
174・幼稚園などの費用が高いのでサービス自体希望なんてできません。夕方から夜間にかけての

保育があれば良いなと思います
175・０歳児～２歳児までの預け先が少ないので増やしてほしい。保育料をもう少し軽減してほしい
176・鳥沼保育所を市の認可保育所にしてほしい。季節保育の為冬期は午前保育で少々困っています
177・お金をためたいので働きに出たいが預ける所もなく保育所も待機中でいつ預けられるのか仕

事に行くようになるのか不安です。お金がないので早く預けられるようにして下さい
178・仕事をしていなくても保育所に入所させてほしい。仕事をしたくても預かってくれる人がい

ないので仕事をしている人を対象にしてほしくない
179・なんで３才～なんだと思う。専業主婦は旦那が帰ってくるまで子どもと１対１。かわいい我

が子もいつもかわいいわけではない。３歳以下だって兄弟がいれば１時間半預かると言うか
遊び場を提供していると知人に聞いた。じゃあ一人目はどうすればいいんだろう

180・週に何日か午前中だけでも預かってくれたらと思います
181・親がいつでも自由に幼稚園や保育所などの施設を見学できれば良い。（子どもの様子を好き

な時に見れれば）
182・認可保育所に入れる人数を増やしたり年度途中でも入りやすいようにしてほしいです
183・現在山部へき地保育所は３歳児からしか預かってもらえないので年齢を引き下げてほしい。

また保育時間も冬期間は短いので夏と同様に18時頃まで子どもを預かってもらいたいです
184・幼稚園も土曜日預かってくれるとうれしいです
185・幼稚園に通わせたいが一人一人目が行き届いているか不安である
186・夜の仕事をしていても保育所に入れて欲しい。親の休む場がない。
187・早朝、延長保育。送迎バス
188・認可保育所の保育料を軽減して欲しい
189・私達の地区、西達布ではへき地保育所がありますが４月～11月まで預かっている所です。

年々子ども達が減って保護者の負担額も増えてきています。遠足などは親の車に子ども達を
乗せて行きます。小さい保育園での支援を少し考えて欲しいと思いました

190・今現在、鳥沼保育所に通わせているが、土曜半日ではなく、１日保育に戻せないものか
191・仕事をしたいので保育所を探しても主婦は…と言われ未だに仕事も預ける場所も見つからな

い。利用料金が高いし夜中はどこも預かってもらえない。
192・今現在通っていませんが、保育所など１年にどのくらい料金がかかるか不安。収入で決まる

と聞いた事がありますが、その料金も高ければ子どもを保育所に通わせられないかも？と
やっぱり不安。

193・季間保育での受入人数を増やして欲しい。若しくは一時預かりの枠を柔軟にして下さい。
（以前申し込みましたが断られました）

194・両親が仕事をしていないと入園はできないと言われた事があります。子どもを預けるところ
が見つからないと仕事も探せないと思うのですが…。その時の言い方もきつい感じで言われ
てむっとしました

195・買い物や病院等に行く時に気軽に預けられるようなサービスを行って欲しい。
196・へき地だからという理由で保育時間が富良野市外と１時間以上差があること山部に学童がな

いこと（働く親としては大変困る事です）。全ての親が農業と言うわけではない。保育時間
が３時30分や冬期３時では困る。富良野に通っている親は15時30分でも時間的に難しい（特
に冬期は）

197・まだ保育所など入園していないので状態がわからない。
198・保育所、東山ですが３歳から入れるみたいですが働いてる場合とか３歳以下でも預かってほ

しい。食事も弁当、毎日みたいですが、給食にしてほしいです。週１回とか月２回とか弁当
の日を作り基本的には給食にして欲しいです

199・もっと近い所に幼稚園があったら便利だ
200・人数制限などあるのもわかるが預けられないと困る場合もある。すぐ働きに出たいが預ける

場所が決められないと就職先も決められず毎月受付をしてほしい
201・子どもが少なくここの地域にないのが不便です
202・私立保育園の料金が高すぎるように思える。
203・現在北の峰にある託児ルームポプラさんにお世話になっております。富良野に転入してきて

から１年以上お世話になっていますが家庭的なサービスがとてもありがたいと感じていま
す。ずっと利用したいと思っています。しかし、病気になった時や土日祝祭日に勤務になる
場合（月に１，２回あります）仕事が長引いた場合など現状では預かってもらえる場所があ
りません。その様な場合にも対応してくれる施設があるととても助かります

204・認可保育所に入れる人数を増やして欲しい
205・現在幼稚園に通っているが17時30分までの預かり保育に間に合わない時があるので時間の延

長をして欲しい。保育所でも幼稚園でもかまわない。
206・小さい子を預ける時先生の数が足りないとか１クラスの人数が多すぎる
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207・へき地保育所は時間が短いので延長保育なども考えていただきたい
208・他の地域から転入して来ても保育園が少なく入園できない為生活環境が改善されない。
209・あるのに私が知らないだけかも知れませんが幼稚園の送迎バスのようなものが保育所にもあ

ると助かると思います
210・保育所で預かってもらえる低年齢の枠が少ないし、幼稚園でもオムツが取れた子どもぐらい

しか見てもらえない。子どもの数も少なくなってきているのでできる事なら小さい時から
色々な子と出会える場があればいかなと思っているので近くの保育所や幼稚園で受け入れて
もらえると良いと思います。ただ費用の面が少々心配なので行政で一部支援していただける
ととても預けやすくなります。一部へき地保育所の廃止の可能性について聞いた事がありま
すが地域に根ざしたサービスを目指すべきなら地元の要望がある以上統廃合には反対です

211・年に１度の控除について当てはまる人が少ないのでは？基準を高くして欲しい。毎日の保育
料が負担です

212・負担の問題が一番。競争により充実していく事を（保育所も含め）望む
213・就園前の子ども達の遊びの場を提供して欲しい。保育所や幼稚園に通う子どもとも関わりが

持てる日があり、参加が自由に。たまに遊びに行きたい
214・保育施設も少ないし公立の幼稚園がないのが残念,
215・仕事をしているため残業も多く夜勤もある。もう少し時間延長してみてくれたり夜間も対応

している施設があると助かる。このままでは退職も考えなければならない。
216・料金を安くして欲しい。土日、祝、春夏冬休みもみてほしい
217・へき地保育所でも延長保育をせめて５時ぐらいまでにしてほしい。保育士の出勤時間をずら

したり等すぐにでも来年度よりお願いしたい。
218・まだ保育所には通わせていないので富良野市ではどのようなシステムなのかわかりませんが

東京の23区の中のある区では子ども同士のいじめではなく先生からのいじめで子どもがノイ
ローゼのような状態になってしまった例を知っています。保育所に通わせる年頃は色々なこ
とをたくさん吸収していく時期ですので型にはまった、大人の都合の保育だけはしていただ
きたくないです。もちろん育児は私達親が主にして行くものなのでこのことは自らが一番気
をつけたいです

219・保育料が高い。
220・もう少しおそくまで預かってほしい。（午後７時～８時）仕事が終わる時間が遅い所も多く

なってきている
221・富良野の農村では昔から子どもを一人家に閉じ込めて或いは車の中に置いて、または連れて

働いています。もし、火事が起きたら子どもは死にます。子どもを畑に連れて仕事をしたら
機械に巻き込まれる危険があります。実際死亡事故も起きてます。今農家には子どもを見る
為に仕事を休む余裕はありません。担当者に３歳未満の農村の子どもを保育所で預かって欲
しいと頼んだ所「金がないからできない」と言われました。もし、家の子或いは地域の子に
何らかの事故が起きたら私は市を訴えるつもりです

222・３歳になったら４月まで待たなくても中途入園できるようにしてほしい
223・子どもが小さい為まだ調べていないので良くわからない
224・費用負担の軽減＜子どもが一年間幼稚園に通う為にお金がかかりすぎる＞
225・個人費用負担を軽くし市で負担してほしい
226・へき地保育所ってへき地って名前は何とかならないのでしょうか？なんか差別されているよ

うで嫌だ
227・保育所に入れたいが手続をどこでするかわからない。全般的に遊具が少ない
228・アトピーで食物アレルギーがある我が子は給食のある幼稚園には入れないのでお弁当もちの

１ヶ所に限られるので困っています。入れたい幼稚園に入れないのが残念です
229・保育士は先生だけど預かっている間は母親として愛情をもって接して欲しい。子どもが驚く

ような言葉遣いはやめてほしい。ちょっと事故が起こるたびに遊具が固定するばかりで他の
遊具は増えないし､子ども達がかわいそうです

230・娘が１歳半くらいになった時保育所申込する為保健センターに伺った時募集人数が一杯で断
られたのでもう少し施設を増やすか人数を増やして欲しい。働きたいのに全く働けたもん
じゃないので少し考えて欲しい。夫の収入だけではとても生活がきついので自分が働きたい
のにこんなんじゃやってられないのでちゃんと考えて欲しい

231・参観日等子どもを預ける所が欲しい。小さな子を抱いての参観に困る事がある
232・保育所で１日保育のサービスがあれば良いとおもう。保育所の保育料が高すぎる預けたくて

も預けられない。保育時間もせめて18時までだと良いのでは
233・保育所の費用負担を少なくしてほしい
234・０歳児の預かってもらえる保育所を作ってほしい。（今後復職する可能性もあるので）
235・保育士等の守秘義務の必要性。園児またその家族について口外されてる話をよく耳にする。

モラルにかける保育士が増えている不満を感じる。特に中央保育所、認可保育所のレベルの
低さは知られている。保育の差別もあると聞くので信頼､信用できる場へ変えて頂きたい。市
内の幼稚園はそれぞれのカラーがあり、預ける側としても自分達の子育て感に合わせ選択で
きる所が良いとおもう

236・長期の夏冬休みの時に何日かとか１日でも預かってほしい時に利用できると普段慣れている
所なら子どもにもストレスがかからなくていいと思います
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237・ほんとうは０歳から保育所に入れたかったのですが利用できるかもわからずにいたので乳児
が産まれたらか産まれる前に資料を送ってくれるかどこで情報を聞くかを教えほしいです。
未だにあまりわかりません。

238・へき地の保育所は３才～だけどもっと年齢を下げればいいなぁと思う。預けたいと思ってる
人がいると思う

239・保育所の現在の利用数がよくわからない。来年度から預けたいのだが。後自由に見学させて
ほしい（安心して預けられるのか心配）

240・保育時間の延長をお願いします。もう少し余裕を持って設定して頂けないとフルタイムで働
いていると終業時間にすぐに迎えに行っても間に合わない事があります。少子核家族化、
サービス業で働く人が多くなってきているので将来的にも土日も通常通り預けられるシステ
ムになるといいと思います｡土日に仕事がある親は利用したくても今のシステムでは限界があ
ります。個人の託児所もいいのですが今の時代に土日が休みでなくてもいいような気がしま

241・保育料を安くして欲しい
242・認可保育所でも18時まで子どもを見てもらえると助かります。保育所の定員を増やして欲し

いと思います。希望しても人数が限られている為入れない場合も多いと聞く事があります
243・保育所は民営化するべき。利用者の為のサービスをすべき、ニーズに答えて
244・保育所の０歳児からの人数を増してほしい。入れなくて困っている時があった
245・子どもの受入時間が８時では遅くもう少し早い時間から受け入れて欲しい。土日、祝祭日以

外の休みが多過ぎる
246・例えば士別市などでやっているように一時的に安く預けられる認可保育所があれば良いと思

う。認可のないところ託児所では値段が高く不安である
247・金額が高い
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1・待ち時間の短縮をご検討願います。初冬の健診の待ち合い場は暖かくしていただけたらうれ
しいです。

2・乳幼児健診、とても時間がかかり親は疲れるがそれ以上に子どもがかわいそう。
3・乳幼児健診が午前中にできればと思う。（専属の医師がいれば良いが、子どもも老人も成人
も総合的に診れる人が保健センターなり保健所なりに）

4・健診の受付時間をもっと延長してほしい。若い年代で同じ位の子どもがいる保健師さんを
もっと増やしてほしい

5・健診の時同じ事を違う人に何度も説明しなければならなかった。栄養指導、医師、発達指
導？などで皆メモを取っているようなのになぜ？情報をきちんと回して欲しい

6・乳幼児健診について。１回乳幼児健診で医師の診察問診、栄養相談など全てを受ける仕組み
になっていますが、その間の待ち時間の多さと疲れは相当なものです。我家は３人子どもが
いますが２人目以降は栄養相談などは不必要に感じますので受けたい内容を選択できるよう
にするなど項目を減らせるような配慮が欲しい

7・健診や注射など仕事を休まなければいけないことが多いので一度にできるものはなるべく一
度にしかもスムーズにできればよいと思います。待ち時間が長くとても疲れます

8・乳幼児健診の時とても時間がかかるので少しでも早く終わるようにすればよいかなと思いま
す。

9・乳幼児健診の時、時間がかかるのでもう少し短縮して欲しい
10・乳幼児健診が子どもの午睡時間と重なる。午前中に時間を変更できないものか。医療費負担

を就学前まで軽減してほしい
11・受けたくても受けられない事が多い。なぜなら土日が休みの仕事ばかりでは無い事への気配

りが足りないように思う。
12・対応してくれる職員の皆様とても良い感じです
13・乳幼児健診の午前実施。
14・乳幼児の健診、予防接種等午後が多いが子どもの午睡時間と重なるので午前にしてほしい
15・健診や相談がどこでいつ行われているかわかりづらい
16・健診は主人、私共に仕事があり、平日行く事は難問であるため、土曜日または、夕方（平日

６時ごろ）まで受付をしていただけるとありがたいです
17・小さい子どものいる女性でも気軽に受けれるように配慮して欲しい
18・乳幼児健診はいつも時間がかかるので大変。待たされる時間の方が長い
19・乳幼児健診の時、時間がかかりしかもお昼寝の時間と重なって子どもが不機嫌になる事が多

くとても疲れます
20・乳幼児検診の時間をもう少し考えて欲しい。仕事がある時など行きたくてもいけないことが

ある
21・フッ素を保健センターで４回して頂いてますが無料にしてほしい
22・医療費の負担をもう少し軽くできるようにして欲しい。少子化対策をするならばもう少し子

育てしやすい環境を作って欲しいです
23・以前に思った事ですが、乳幼児健診は午前中に行って欲しいなと感じました。ちょうど昼寝

の時間に健診なので子どもがぐずったり生活リズムが崩れたりしていたので是非午前中から
行って欲しいです

24・乳幼児健診においての保健師の指導はマニュアル通りといった感じがする。（特に実際に子
育てをしていない方）３歳児健診において子どもが恥ずかしがって質問に答えられなかった
際「言葉をしゃべらないのはおかしい」と言うような事を言われた

25・長男次男を育てている時は山部でもツ反ポリオ等の予防接種を受ける事ができましたが、そ
の後富良野まで行かなければ受けられなくなり、不便になった。サービスの低下だと思って
います

26・時間がかかりすぎるので効率よくスムーズに進めて短時間で早く終わらせてほしい(健診の
27・午後からだと眠くなるので乳幼児健診は午前中が望ましい
28・乳児健診を午前中にしたらいいのでは?1時～３時ぐらいはたいていの子どもは昼寝時間とぶ

つかるのでは？機嫌が悪くて大変
29・保健センターの職員の方々はとても親切で満足しています。電話でのちょっとした相談にも

親身になって対応してくれました。今後ともよろしくお願いします
30・乳幼児が昼寝の時間に差し支えのない時間にして欲しい。午前中からはじめるとか
31・乳がん、子宮ガン検診を東山でもできるようにしてほしい
32・健診の時産まれた子の月によって多い月の健診で時間がかかるので日を２日に分けるなど改

善して欲しい
33・社会保険に加入しているがその分労働をし保険料も支払っているのに成人健診は国保免除は

納得いかない。国保でも働いている女性はいるのに彼女達だけの免除はおかしい。社保加入
者の免除はどうなのか問う

問27-2:保健サービスに対する意見、要望（自由筆記）
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34・乳幼児健診と予防接種の待ち時間が長すぎて子どもがぐずる。（予約制などの工夫が欲し
い）乳児検診のついでに接種が受けられるとか。近くの施設でやってもらえると大変助かり

35・健診時の職員の方々の対応は良いです
36・全体的に勉強会をやっているんでしょうか。親が辛くなるような事ばかり言う人も居ます。

20年も前にとった資格では困ります。若い人達の意見をどんどん取り入れて下さい。
37・乳幼児健診や乳幼児の歯に塗るフッ素などは産まれた月の翌月の月末に受ける事があります

がせめて健診はよく月の月初めでもいいのではないかと思います
38・乳幼児健診などにでかけると担当する保健師によってはやたらと話が長かったり割とすぐ終

了する人も居るのにとても時間のかかる人もいたりでもう少し統一性が欲しい
39・予防接種（特にインフルエンザ）は指定にはならないのか。５才児健診の必要性はないの

か？（視力などの面で）
40・乳幼児医療の年齢を３歳までではなく６才ぐらいまでにしてほしい。
41・乳幼児健診はいつも時間がかかるのでもう少しスムーズに作業が流れ短時間で終わって欲し

いと思う
42・ワクチンの費用軽減
43・健診。日にちに余裕をもって１日だけでなく２～３日のうち選べられたら助かると思う。

（混み具合、仕事で休みを都合つけるなど）
44・子どもの生活体について広報などにＱ＆Ａコーナーを作るとか相談のきっかけになるような

働きかけがあったら良いと思います。
45・ちょうど昼寝の時間が乳幼児健診なので午前にして欲しい
46・乳児健診の時間が長すぎる（１時間30分くらいで終われると良いのですが）
47・乳幼児健診ですが時間がかかりすぎて子どもがぐずったりと大変だった事がありました。現

在はどうかわかりませんが。小さな子どもが何時間もかかるのは大変な事だと思います。何
か良い方法はないのでしょうか

48・多人数いる健診など大変無理な事だと思いながら書きます。１日で全てが終わる事も良いの
ですが時間予約制的なことが出きればよいかと思います。子どもが小さな時は特にミルクや
食事の時間が気になりどうしても大荷物になりがちで、まして子どもは黙って待っていられ
なく、話も充分にできずに終わってしまいがちでした

49・受けたい時に健診させてほしい
50・乳幼児健診が時間が長くかかってしまい、兄弟が居るのでその子が飽きてしまい大変だっ

た。先生の健診の間は別の相談をするなど待ち時間の少なくなるように配慮してもらいたい
51・以前同じような事で育児相談をした事がありました。その保健師さんによって言う事がばら

ばらだったり聞いている事に対して自信なさそうに答えられた事がありそんなんでいいので
しょうか

52・専業主婦などの人間ドックに近い詳しい健診を行ってほしい
53・健診予約の際時期が早すぎたのか鼻で笑われ嫌な気分になりました。フルタイムで働く主婦

にとっては時間のやりくりが大変なんです。少しくらい早くても馬鹿にするような対応は止
めて下さい。

54・冬場など子どもが小さいと出かけずらいので健診や予防接種など児童館や自宅で行って欲し
55・乳幼児健診に時間がかかりすぎるのでもっとスムーズにして欲しい
56・乳幼児健診、時間がかかりすぎる。午前中にして欲しいという話を母親同士した事がありま

した。午後は上の子が帰ってくる時間だったり昼寝をする時間です
57・いつも健診の時にお世話になっています。色々相談も聞いてくださり皆さん親切なのであり

がたい存在です。ただ子どもが成長して思春期の頃などに相談したり話を聞いてもらえるよ
うな機関があるかどうかわからないのでもしないようでしたら気軽に相談できるスペースが
あると嬉しいです

58・乳幼児健診の時、他の姉妹を連れて行く場所がありますが、その際、その子たちが遊べるス
ペースや親が席を立つときにその間、面倒を見ていてくれる専属の保険師さんをつけて欲し

59・子宮ガンの検診等の受付に男性の方はやめて欲しい
60・健診は時間がかかりすぎて子どもが嫌になってくるから疲れて最後は寝てしまう事が多かっ

た。もう少しどうにかなりませんか
61・乳幼児健診はとても良いと思うが、育児の事で結構厳しく言われてへこんで帰ってくるお母

さんが多い。私の友だちは子どもが好きで３人目もいいかなぁと思っていたんだけど第２子
の健診の後、ショックを受けていました。やっぱり３人目はやめる。自信がなくなった。と
言っていました。成人健診はとても良いと思います。

62・集団で予防接種を受けさせる会場はとても混雑し、おもちゃもないので子どもが飽きて大変
63・子どもの成長は親が一番気になる所なのに相談に行ったらマニュアル通りといった答えが。

本と同じ事を言うだけなら相談に行きたくなくなります
64・健診日を増やして欲しいです
65・乳幼児健診は時間がかかりすぎて子どもがぐずり大変でした。もう少し、スムーズに進むよ

うにして下さい。
66・ポリオ、ツ反などもっと日程を増やして欲しい
67・１歳半が３歳児健診で貧血等の血液検査、血液型を調べて欲しい
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68・健診の終わる時間がまちまちで幼稚園の終わる時間に近い。時間を変えて欲しい。
69・保健サービスはこれまで乳幼児健診くらいしか利用した事がありませんが応対なども良くて

不快な思いをした事などは特にありませんが待ち時間が長くて乳児を連れての健診が大変だ
と感じた経験はあります

70・小児科医の対応が悪い
71・乳幼児健診で待たされる時間が長く健診を受ける前に飽きてしまい集中する事ができない。

またとなりの話などが聞こえプライバシーがない気がする
72・乳幼児健診で保健師さんがとっても親身になって色々話を聞いてくれてうれしかったです。

皆さん明るくてとっても感じが良かったです
73・もっと保健サービスをたくさんしたらいいと思う。成人健診など毎月してもらったらいい。
74・歯科検診フッ素では800円の負担です。３歳以下は歯医者を利用すると無料だと聞きました。

歯科検診フッ素は利用しない方が負担がないですね。今まで保健センターへ行ってたので損
した気分です。保健センターの歯科検診フッ素はしなくてもいいのでは？

75・乳幼児検診は時間がかかりすぎます。時間がかかるわりに授乳スペースやミルク用のお湯等
用意されていません。乳児検診ではお父さん同伴で行く方もいるのに仕切り１つない所での
授乳は抵抗があります。お湯だって子どもを抱いて子どもを抱いてポットまで持って外出す
るのは結構大変です。あと健診の段取りも悪すぎます。いつも流れが決まっていてその順番
でしか進みません。身体測定栄養相談、内診等々。内診では込み合っているのに栄養相談で
は保健師さん同士が談笑している。だったら先にそっちに回してくれれば早く終わるのにと
思います

76・広報が配られないのでいろいろな情報がわからないです。広報は市民全員に配られるはずな
のに町内会に入らない家には配られないようになってるのが現状です

77・昨年引っ越してきたおりに子どもは２歳だったのですが市からの健診の連絡が全くなかっ
た。広報でフッ素や健診の日程を見てもどのように行っていいのかわからなく困りました。

78・乳幼児健診はちょうどお昼寝の時間に重なり子どもがぐずり大変なのでもう少し配慮を。で
きれば午前中にして頂きたい

79・乳幼児健診の際子どものことで親が傷つく事を平気で言わないでほしい。一日の水分量など
突然言われても解らないので前もって質問項目などの情報が欲しい

80・基準どおりで当たり前の事ばかりであまり参考にならない
81・乳幼児健診では時間がかかりすぎていく事に苦痛を感じる。やり方を見直してほしい
82・流れが悪く健診時は何時間も待つ事がある
83・乳幼児健診のときの保健師の対応の悪さ。言葉の暴力。
84・乳幼児健診、相談したくてもしたくなくなる状態が多い。しつこかったり不安にさせられた

りマニュアル通りを押し付けていて最悪、たまたま担当が悪かったのかもしれないが、嫌な
思いをした。（子ども３人ともです）他の市で知人の保健師や医師に相談する事が多い、
（身近で市内でできればいいのに）と思うような対応は見直すべきではないでしょうか

85・主婦の年１回の健康診断を希望します
86・乳幼児健診をもう少しスムーズに行って欲しい。（20～30名の乳幼児しかいないのに２時間

以上もかかっているので）
87・乳幼児健診では待ち時間が多い。子どもも小さいので長時間になるとぐずってくる。又午後

の眠い時間（昼寝）で困る。
88・人数が多くて待ち時間が長くて大人でも飽きる。子どもは特に飽きるのでもう少し長い日に

ちをとって少人数で行うべき。
89・乳幼児健診では時間がかかってとっても疲れた記憶がある。親も子もへとへとだった。
90・３歳児健診以降の健診はない。言語の発達や知能、運動機能等親の気付かなかった事や大丈

夫と自分に言い聞かせている場合も早く何かできる事を見つける手段として健診があっても
いいのでは？

91・私は平日に乳がん検診がありたまたま子どもが振替え休みで休みだったので健診場へ連れて
行きましたがそういうときに預かってくれる人がいると助かります（たまたま遊びの広場が
ある日で健診の間仲間に入れてもらえました）

92・子どもの早期療育を行う為にも１歳半健診時に発達に何らかの問題のある子どもを見落とさ
ず、しっかりとフォローして頂きたい。また、その様な関係機関を親子が充分にりようでき
るようスムーズな連携また問題や相談のある親子に対してのコーディネーター的役割も重要
と思います。その様な細かいサポートも含めサービスの質の向上、充実を望みます

93・窓口負担金が高すぎる。助成する年齢を引き上げてほしい。子どもが３人いると一人は病院
に連れて行けるが医療費を考えるとひどくならない限り連れて行けなくなる

94・待ち時間が長くて乳幼児健診など子どもが大変
95・乳幼児健診のことですが時間が長すぎて子どもがぐずったりして大変です。服を脱がしたり

着せてたりの繰り返しが多く大変です（１回で終わらてほしい）健診を受けない子どもも連
れて行かないといけない人にとってはもっと大変です

96・成人健診の時子どもを預かってもらえると受ける事ができ嬉しいのですが
97・もっと経験豊富なベテランの保健師がいたらいいと思う。マニュアル通りの事だとこちらも

不安
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98・健診の時、時間がかかりすぎる
99・保健師がマニュアル通りで対応が悪い
100・乳幼児健診はすごく時間がかかるので全て時間の予約制にして欲しい健診以外の子どもを連

れて行かなければならない時とても大変だから
101・子どもを連れてポリオの予防接種に行った時保健師さんがガムを食べてクチャクチャしなが

ら対応していたのを見てとても嫌な気分になった。年配の方でした。子どもを相手にしてい
るのだからやめて欲しいと思う。子どもがいなくても大人だけの場合でもやめて欲しい。常
識だと思うが

102・乳幼児健診の待ち時間が長く子どもが飽きてきてぐずり始めた頃に順番が来たりするので空
いている担当者の所へ子どもをまわすなど全員でフル回転でこなしてほしい。１才６ヶ月健
診の時13時過ぎに行って16時過ぎに帰った時は母子共に疲れました。

103・乳幼児健診の時間がかかりすぎ。人数が多すぎるのであれば月の前半後半等に分けて健診日
を増やしたりは無理なのでしょうか？

104・私の子どもは食事が思うように進まずいつも悩んでいます。だからと言って保健センターに
わざわざ電話相談するのもただ電話で指導されるだけなのでなんとなく利用しずらいです。
でもいついつこの日に健康相談会があります。気軽に来て下さいなどという通信があればぜ
ひ伺いたいと思います。年に１、２度でいいので色々な子どもの事で悩んでいる人達お母さ
ん方とのお話したり相談したりしたいと思います

105・乳幼児健診が毎回、午後からなのでお昼寝の時間と重なったり、また上の子が下校の時間に
重なるため午前中に変更してもらいたいです

106・子どもが寝てしまった時寝せられるスペースを作ったほうが良いと思います。時間も少し待
ち時間があるので早くして欲しい

107・成人健診は平日で子どもを連れていけない。
108・これは地域の問題かもしれないが広報の配布がとても遅いので健診などの情報をontimeに得

る事ができない。広報以外に情報を伝える手立てが欲しい
109・乳幼児健診を午前中にして欲しい。午後からだと子どもが昼寝の時間になってしまう
110・市で行うフッ素塗布がお金がかかるのが不思議です。（保険が利くので歯科では殆どお金が

かかりません）
111・定期的な健診やフッ素塗布などを無料でしてほしい
112・乳幼児健診は待ち時間が短縮されると良いと思う
113・  午後からの健診をやめてほしい（時間がかかりすぎて子どもが昼寝の時間を過ぎてしま う）
114・乳幼児健診の時間は午前中の方が良いと思う。午後はお昼寝の時間とかさなるので子どもの

機嫌が悪くなってしまう
115・乳児検診で、毎日何時から何時まで寝て何時に食事して牛乳は何cc飲むとか形にはめたアド

バイスしかしてくれない。子育てのストレスなどが軽減するようなアドバイスを望みます。
116・健診でのお医者さんの中には明らかに情報不足で不勉強としか思えない方もいらっしゃいま

す。またこうあるべき的話をされても実生活とかけ離れていてかえってストレスになってし
まいます。（保険師さん達）母親の中には作り話で優等生ぶっている演技派も多数いること
でしょう。実際に各家庭の中を知る努力をして欲しいです

117・病院に緊急ではいっても対応が小児科の医師でなく不安。乳幼児健診ももう少し要領よくし
てほしい。何回も子どもの服を脱がしたりして大変だしかわいそう

118・乳幼児健診の時間がかかりすぎ。もっと回転良くして欲しい。（体重など空いていれば先に
計るなど順番を考えないでスムーズにして下さい）

119・乳幼児健診の待ち時間が長く（受付時間前から行っている人がいて)夕方迄かかってしまう。
初めのほうの順番だったのに最後には一番最後に回されていたことがあった

120・乳幼児健診はとても時間がかかり子どもも親もぐったりです。もっと何とかならないのです
か。午前の人と午後の人分ければもっと待ち時間が短くてすむのでは。

121・健診の時、保健師同士の私語が多く待っている人がたくさんいるのに全然進みませんでし
た。もっと早く進めて欲しいです。時間がかかりすぎる

122・こんな事を書いたら大変失礼ですけど保健センターの方はマニュアル通りにしか言わないの
で健診に行く度に気を落としてしまって友人に励まされる毎日でした。子どもは元気に育っ
ているのにおかしいと言われ祖母も大変怒っていました。子どもはロボットではないと言う
事をわかって欲しいと思います

123・４ヶ月まで健診がないのが。３ヶ月でして欲しいです
124・乳幼児健診が決められた日にどうしても行けない時などのため予算日というかそういう日が

欲しいです。次の日だと１ヶ月も伸びてしまって気になります
125・健診の時に服を着せたり脱がせたりと何回もするので１回で要領良く終わるようにしてほし
126・乳幼児健診を午前中にしてもらいたい。午後からはお昼寝の時間にぶつかり会場へ行くとぐ

ずりだしてしまう
127・乳幼児健診などは時間がかかりすぎて親も子どももぐったりです。
128・待ち時間が多くて子どもがあきてしまう
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129・集団接種は良いけど注射を打つ人達があまりにも適当すぎて困る。私も嫌な思いをしまし
た。決められた所で打ちに行ってるんだからもっときちんとして欲しい。一人はガムを食べ
ながらだった。態度が悪すぎる。保健センターで集団接種をしなければならないんだったら
今の人は辞めさせて下さい。それでなければ病院で打てる様にして欲しい。よっぽど病院の
方が安心、親切です。嫌な思いをした人は他にもいます。今でも許せないです。早く辞めさ

130・乳幼児健診の幼児が多い為時間がかかりすぎる為日程など増やすなどの改善をして欲しい
131・できれば７ヶ月健診以降の10ヶ月、１才健診をして欲しいです
132・乳幼児健診ですが、子どもが眠くてぐずります。長くて飽きます。考えて欲しいです
133・H14，８産まれは子どもが多く健診に３～４時間もかかった。ミルクの必要な時だったがさす

がに親子共に疲れ果てて帰宅｡事前に日程を２日設けたり時間帯をずらすなどということはで
きないのか？と思う。毎年こう待ちくたびれてイライラして健診を受けたくはない。

134・乳幼児健診での待ち時間が長い時があります。何回かに分けて欲しいです
135・婦人科の健診（子宮ガン、乳がんなど）の回数を増やして欲しい
136・健診を受ける以外の子どもを見てくれる場所を作って欲しい
137・健診の待ち時間が長い。（乳幼児）特に小さい時は授乳などの時間と重なると困る
138・乳幼児健診は色々と話等もあると思うけれど時間がかかって待っているのに大変だ。
139・検診時間が長すぎる。全てが終わるのに２時間かかった。
140・他の市町村にはないくらい個人への配慮が細かくてすごく良い事だと思います
141・乳幼児健診の時無駄な時間が多い気がします
142・健診は時間がかかりすぎるのでもっと短縮して欲しい
143・乳幼児健診で少し時間がかかりすぎて子どもが飽きてしまう事がある。もう少し短時間で終

わらせてもらえないでしょうか
144・乳幼児健診は７ヶ月の次が１才６ヶ月まであくので１才でも行って欲しい
145・広報はどのような家に配布されているのか(世帯、町内会など）
146・乳幼児健診もう少し待ち時間が短くなれば。待ち時間ばかり気にして保健師さん達とゆっく

り話しができない
147・乳幼児健診はいつも待たされる時間が多く、子どもが飽きてしまう。また午後は昼寝の時間

にぶつかりぐずる事が多いので午前中がいいのにといつも思う
148・１才６ヶ月健診だけでなく他の健診も連絡があるとありがたい
149・乳幼児健診の時間。13時からというのはちょうど子どもの昼寝の時間という家庭が多いと思

う。午前中にできないのかと思う
150・健診の際あまりにも時間がかかりすぎるように思う。もう少し時間短縮ができないものか？
151・乳幼児健診の時間帯を変えたほうが良いと思います。午前と午後と二つに分けるなど。時間

がかかりすぎて子どもも眠たくなってぐずるし、泣くし、聞きたい事も中々聞けず帰ってく
る事が多いです。午後は大体昼寝の時間帯だと思います

152・時間がかかりすぎるのでスムーズに回るようにして欲しい（待ち時間が長い）
153・インフルエンザ風疹など殆どの人がうける予防接種の費用を軽減してほしい
154・してやってる健診でなく心のサービスしてください
155・転入して来てわからない事、知らない事が多い。新米ママの交流会などに参加したり保健師

さんの訪問などして欲しいがどうしたらよいか分からない
156・乳幼児健診時に障害があった場合に説明や対応が悪い。健診に時間がかかりすぎる
157・３歳までではなく小学校にあがるまで乳幼児の医療費を免除してほしい
158・農村地区の仕事の時期等を考えて健診を組んで欲しい
159・乳幼児健診の待ち時間が長いので子どもが多い月は午前午後に分けるとか２回に分けるとか

工夫してもらえるとうれしい
160・６ヶ月健診の頃に聴検を行ってもらったのですが左の耳の反応がないと言われ病院で調べて

もらって下さいと言われました。特に異常はなかったのですが未熟で育ってるので病院には
通っていて１度も言われた事がなく、とても不安になりました

161・乳幼児健診にて子どもの授乳間隔について相談したものの、ただ３時間はあけて下さい、と
の事。どのようにしたらよいのか、どのようにすればあくのか教えて欲しかった。ただあり
きたりな育児教育は自分なりに勉強しているのでわかっているが、どういうふうにと言うこ
とを私は知りたかった

162・乳幼児健診は小児科医の都合によるのか必ず午後からの日程であるが３歳児未満の子どもの
殆どが昼からお昼寝をする。午前日程で実施できないものか

163・現在は第１子出産後のみ家庭訪問をしているが第２子以降の出産でも家庭訪問してほしい。
子どもによって育児の悩みが違うと思うため。新米ママさん交流会と新米ママと決め付けず
にママさんを集める会を開いてほしい。第２子以降だと自宅で過ごすことが多いように思う
ため(就学前の用事の時は特に）

164・健診、予防接種の待ち時間が短縮できないでしょうか。待ち時間が長く子どもはぐずり大変
でした

165・乳幼児健診でのブックスタート、成人健診での流れ作業でのプライバシー保護を考えてほし
166・乳幼児健診では待ち時間が長くお昼寝時間にぶつかる事も多いのであらかじめ時間帯を区

切って予約制とまでもいかなくてもそれに近い状態にしてもらえると助かると思います
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167・乳幼児健診について必ず行くのはわかりますが３時間～４時間かかってしまう時もあるので
アンケートを取ったりしてほしい。またはじかんで何人とか区切って欲しいです

168・乳幼児の身体測定をいつでもできるようにして欲しい（現在は連絡をしないといけないの
169・保健センターでのフッ素はなぜ有料なのか？歯科医にいくと乳幼児医療費受給者で無料なの
170・乳幼児健診で７ヶ月健診と１歳児健診の間にもう一度10ヶ月検診と言うのがあると良いと思

います
171・フッ素は産まれた月により受けられる月日が決まっている為都合が合わないと受けられませ
172・乳幼児健診は午前中にするべきではないか。乳幼児健診時のパート保健師の対応について多

少無責任な発言があると思われる
173・乳幼児検診の時、子どもを遊ばせる為のおもちゃなど増やして欲しいです
174・今のままでよい
175・下の子の健診の時に上の子を連れて行かなければならない事があるので少しのスペースでい

いので上の子が遊べる所を作ってほしい
176・乳幼児健診の時間がかかりすぎる
177・健診時に健診にかからない兄弟を連れて行く場合その子をみてもらったり遊ばせてもらった

りできればいいと思います
178・マニュアル通りに子育ての指導しか教えない。一人一人の生活リズムの事もっとわかってほ

しい
179・医療費について現在３歳通院料が切られる事について実際３歳以上になった時に通院回数が

増加するので医療費の無料化もしくは軽減をもう少し延長して頂きたく強く思います。１度
受診すれば2000円位かかり、それを月に何度ともなるととても大変です。この事はよく病院
を受診される方々は皆思っている事だと思います

180・授乳スペースがあると良い
181・時間はかかるし聞きに行くとたらいまわし
182・一人目だけでなく二人目などの時も新米ママのような交流会があると同じくらいの友だちが

子どもにできるのでよいと思う
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1 ・ 収入にもよると思いますが、公営住宅の入居について母子家庭に配慮をお願いしたいです。
又申込等郵送でもできるようにしていただくか、受付時間を午後６時までにしていただくか
土日も受付していただけるようにお願いしたいです。公営住宅の数の確保にも力を入れてい
ただきたい

2 ・ 富良野の公園は各地域にあるがゴミが散乱していたり遊具が汚れていたりして子どもを遊ば
せようという気になれない。他の市町村はどんな小さな公園も綺麗にしているのに富良野市
はどうしてできないのか

3 ・ 日赤の森のような（欲を言えば砂川のこどもの国の、或いはワクワクエッグ（カムイの杜）
のような広い面積で遊具も充実して雨の日も遊ばせることのできる公園があると良いなぁと
思う。

4 ・ 住宅事情に困っている方も多いと思います。もっと公住を増やして欲しいと思っています。
できれば3LDKくらいのものを。冬道の中通の除雪が悪く大変危険な思いをしています。これ
からの冬道が不安です。雨降りでも遊べる公園が必要と思います

5 ・ 公住をもっと増やして欲しい。子どもが多いとマンションを借りるのも断られる事が多い。
数も少ない。駐車場が足りない。遠い。冬は除雪されていない歩道があり、ベビーカーが使
えなく荷物を持つ子どもを連れて歩くのが困難。

6 ・ 道路が危ないと感じています。春になると子ども達と自転車で近所を散歩しますが歩道の無
い道路を車がスピードを出して走っているのが怖いです。よく追い越しをする事も見かける
で。速度規制や取締りを強化するか歩道を設置して欲しいと思っています。（今夏、死亡事
故もあったばかりなので）

7 ・ 公園が近くに無いので欲しいと思う。交通量が多い道路には歩道をつけてほしい
8 ・ 水遊びができるような公園があったらいいとおもいます。設備が立派でなくてもいいので公
営住宅を沢山造って多くの人が入居できればいいと思います。（一般の賃貸は高いので）

9 ・ 公園をもっと整備して欲しい。室内遊具があればいい。
10 ・ 公園が汚い（特にトイレ）
11 ・ 保育所に隣接している道路、歩道の雪はねは登園時間前になるべく綺麗にお願いします。子

どもの車の乗り降りの時とても困ります。街灯不足の為冬期間保育所から離れて止めると暗
く子どもだけで歩かせるのは危ない

12 ・ 雨、雪の日でも安全に楽しく遊べる場所を作って欲しい。旭川のワクワクエッグのような所
はとても良いです。富良野からの利用者もかなり多いようです。

13 ・ 公営住宅を増やし住みやすくする
14 ・ 公営住宅の数が少ないのでは
15 ・ 公営住宅の個数をもっと増やして欲しくすぐにでも入居できるようにして欲しい。公園など

も少し増やしてもらいたい
16 ・ 横断歩道が少ない。冬の歩道に雪が積もっていてやむを得ず道路を歩く事がある
17 ・ 玄関前の道路は中道なのに近くの交差点を避ける為に抜け道として車が頻繁に通行する為危

険を感じる
18 ・ バスの路線をもう少し拡大して欲しい
19 ・ 下御料には公園が無く、わざわざくるまで出かけないと行けない
20 ・ 公園の遊具が古い。安心して遊ばせられない。雨の日、冬期間子どもが遊ぶ施設がない。通

学路が非常に危険だ。子どもが学童に通っているが、非常に危ない。何か起こってからでは
遅い。早急に歩道の設置をお願いしたい

21 ・ 道幅が狭く街灯があまり無く暗い。公園なども同じ場所に集中しているような気がする。バ
スを利用するにも少し不便な感じがとてもする

22 ・ 整備された公園が少ないです。衛生面でも安全面でも心配な気がして安心して遊ばせられな
い気がします。

23 ・ 学田一区に公園が欲しい
24 ・ 雨の日や冬の寒い日などに小さい子どもを連れて行って遊ばせることのできる屋内施設が是

非欲しい。少し大きい子ども達も誘い合わせて身体を使い伸び伸びと一緒に集まって遊べる
ような（旭川のカムイの杜ワクワクエッグのような）

25 ・ 北の峰西公園の設備が古く危険なので心配
26 ・ 市外にいると小学校までの通学に時間がかかる。バス停まで距離があり、横断歩道のない、

交通量の多い国道を渡らなければならない。低学年のうちだけでも通園バスがあれば助かる
と思う。家の近くで乗り降りできたら助かる

27 ・ できれば公営をもう少し作っていただきたいです。公園ももう１つ大きいのを作っていただ
ければいいと思います。今ある大きな所は休みの日は人が多すぎて危険な時もあり
ます

問27-3:生活環境に対する意見、要望（自由筆記）
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28 ・ 冬、体を使って遊べるような室内アスレチックのような施設（アスレチックに限らず読書ス
ペースなどもあるともっといいと思う）小学生～乳幼児まで安心して安全に利用できるよう
な工夫がされている物があれば非常にありがたい

29 ・ 公園の遊具が古い。又整備が行き届いていない。トイレを水洗に
30 ・ 雨天時または、冬に遊べる屋内遊戯場の設置。河川に公園があると良い
31 ・ 公営住宅が狭い。大家族でも足りる広さにして欲しい。公園は汚すぎる
32 ・ 夏の間水遊びができる公園がないので作って欲しい。室内遊技場（全天候型の公園）がある

と良い
33 ・ 遊具を新しくし､安全に遊べる場を増やして欲しい。歩道の無い所は歩道を作って欲しい。公

住家賃が高い
34 ・ 公住を新しくして欲しい。増やして欲しい
35 ・ ３年前から公営住宅（錦町しらかば団地）に抽選に欠かさず行ってますが、あんなに沢山の

入居希望者の方がいては難しく経済的にも厳しい状況が続いています。新しい団地をつくる
なり年間収入の少ない人等を考えた上で抽選を行うなり対策を考えてください。このままで
は我家は破産してしまいます

36 ・ 母子家庭だったり収入の少ない家庭には優先して公住に入れて欲しい。去年の収入実績（国
保

37 ・ 他の地域の公園のことはわからないが自分の住んでいる地域の公園の殆どはブランコと滑り
台の遊具しかないのでもっと遊具を増やして欲しい。小さな子ども達が雨の日や冬でも遊べ
る室内の遊具のある施設があれば良いと思う

38 ・ 公営住宅をもっと増やして欲しい。母子家庭の人が公住にすぐ入れるような環境にしてほしい
39 ・ 保育所も幼稚園みたいに通園バスがあれば良いと思います
40 ・ 公営住宅の抽選を見直して欲しい。何回も抽選に落ちている人や母子家庭への優先等考えて

ほしい
41 ・ 公園はもっと遊具をふやして欲しい。古い物はなおしたりして欲しい。
42 ・ へき地にも公園を作ってほしい
43 ・ 公園が特に不衛生で遊ばせたいと思えません
44 ・ へき地には公園がないので公民館などの近くに作ることはできないのか
45 ・ 太陽の里の遊具が古くて幼児向きでないので使用できない。山部の市街地に幼児が遊べる公

園があるといい。山部小学校にある遊具も古い。できれば新しい物にして欲しいです。滑り
台もあると良い。山部の保育所の滑り台は少し傾いてるので危ない気がします

46 ・ 公営住宅に入りたいが空きが無い。先日公住審査の電話がありましたが期限を守らない事に
対しての対応が厳しく残念に思いました。提出期限を守れなかったのは私が悪いのですが余
裕を持って対応して欲しいと思います

47 ・ 公園はないわけではないが小さい子どもが遊べる物が少ない。ブランコが高すぎたりジャン
グルジムの幅が広くて上れなかったりなど。箱型ブランコの対応（撤去、固定など）が富良
野市は他と比べずいぶん遅かった

48 ・ 近くに公園があっても遊具が古かったり公園の柵が壊れかけたりゴミが散乱していたり整備
がしっかりされていないので安全に遊ぶ事ができない。山部に太陽の里があっても年齢の低
い子が遊ぶ遊具が無いので楽しむ事ができない（上の子が遊べるのに下の子が遊べない）

49 ・ 山部にある公園の遊具が古い物が多いので色を塗り替える等の対応をして頂きたいです
50 ・ 幼児用の遊具が少ないと思います。公衆トイレを清潔にして幼児用の便器を設置したり、オ

ムツ替えできるスペースも作っていただきたい
51 ・ 私の住んでいるところから公園が遠く、ちょっと不満です。子どもだけですぐ行ける公園が

あったらいいなとは思います。ほんの少しの遊具でいいんです
52 ・ 山部地区に関して言えば小さい子どもを安心して遊ばせる公園が全く無い。地域に住む子ど

もの事をもっと考えて欲しい。（観光客の事ばかりのように思える）歩道があっても冬の間
除雪をしてくれなく結果車道を歩かなくてはならないので危険である

53 ・ 子育てしやすい環境には程遠いです。山部では公園の遊具も40年以上経っている物もあり危
険で安心して子どもを遊ばせることもできません。市内全部を考えても子ども達のための公
園がとても少ないと思います

54 ・ 山部の公園は非常に少なく就学前の幼児が遊べるような物がなく、滑り台もさびていて滑る
事ができなかったりどうにかして欲しいです。どこの公園へいっても人も居なく非常に寂し
い。幼児の遊べる遊具が整備された公園が町場にできれば絶対毎日親同士が集まり日頃の寂
しさや不安が解消されると思います。子どもが水遊びもできるような公園を是非。町場の集
まりやすい場所に作って欲しいと思います

55 ・ 山部10町内子どもが多いが遊ぶ所が無い為家の前の道路で遊んでいる。保育所送迎の車がと
ても危険である。何度も轢かれそうになっている。市役所の方にも見に来ていただいたが進
展なし。少し離れた所に公園はあるが遊具も古いし荒れ果てている。早急に考えていただき
たい。事故が起きてからでは遅いと思います

56 ・ 公園の遊具を充実させて定期的に点検をして安全と衛生にいつも配慮して欲しい
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57 ・ 交通の便は決してよいとは言えないと思います。冬期間の道路整備をしっかりして欲しい
58 ・ 公園が近くにあっても遊具が無い。富良野の街ばかりにお金をかけすぎ。もっと公園や公営

住宅を増やして欲しい。噴水は夏涼しいけど小さな子には危険
59 ・ 農家の子が町まで行かなくてもすむ公園
60 ・ 山部13町内の公園が汚く遊具などが古い。汚い
61 ・ 公園、遊具などをふやして欲しい
62 ・ 東山にも公園の遊具など充実して欲しい。用水路とかにも柵とか無いので外で遊ばせていて

も危険だし車もスピードを出していて危ないし公園も無いし（近くに）安心して外で遊ばせ
ておけない。児童センターを作って欲しい。どこも行く所がない。

63 ・ 市街地や住宅地には公園などがよく整備されているように感じるのですが農村地は意外と少
ない。広い土地はあっても子どもが遊ぶ環境となると危ない場所も多く、遊具なども少ない
ように感じます。雨の日に遊べる室内の施設もあると良いです

64 ・ 地区に公園がありません。学童とかねた公園施設があれば良いと思います
65 ・ 公営住宅が狭い。古い
66 ・ 東山の留下橋を広げて歩道をつけて欲しい
67 ・ 西達布周辺に公園が欲しい。現在の西達布保育所の園庭を整備、開放しても良いと思うので

す
68 ・ 国道の歩道の整備（西達布から東山プールに行くのに自転車だと歩道が途中で切れて国道を

横断しないとならないので危険です）
69 ・ 公園の遊具が壊れていて使えないものがあるのでなおして欲しい
70 ・ 公営住宅を増やして欲しい。（現在住んでいるアパートはリビング含めて３部屋しかなく、

もう一部屋あるアパートを探すと家賃が高すぎて経済的に無理）待機している希望者も沢山
いるのでもっと増やして下さい

71 ・ 休みの日に遊べる公園が欲しい
72 ・ 雪の日、雨の日でも思いっきり遊べる屋内の施設があればうれしいです。旭川のカムイの杜

公園（ワクワクエッグ）は子どもが考えた遊具などでできており使用料もなく富良野から１
時間かけても行きたい場所です。そういう場所が富良野にもあればと思います

73 ・ 通学路になる道路は必ず歩道が必要ではないかと思います
74 ・ 公営住宅が古すぎる。少ないので増やして欲しい。道路は麓郷やワインハウスなど観光地ば

かり整備されるのが早く通学路に歩道が無い場所があるのは全くおかしな事だと思うので、
一日も早く安全に子どもが学校に通えるようにして欲しい。富良野は遊具が充実している公
園が少なすぎる。バスの本数が少ないのは仕方ないかもしれないがJRとラベンダー号との連
結が悪すぎて利用しずらい

75 ・ 同じ所を毎年毎年何回も測量して経費の無駄遣いです。１回でできないんですか。なぜ冬に
工事してるんですか。雪溶かすだけで何日もかかってるみたいなんですけど

76 ・ マンションの近くに冬になると雪山で見づらい交差点があるのでせめて止まれの案内でもつ
けてほしい

77 ・ 旭川のカムイの杜公園のような外でも中でも思いっきり遊べる施設が欲しい
78 ・ 新光町公園には新しいトイレが設置されたが遊具など殆どなく木製の物が多く、木が腐って

くると危険。子どもが遊びやすい公園にしてもらいたい
79 ・ 古い公園遊具の改造、歩道の充実
80 ・ 雨が降ったり雪の間は遊べる場所がないと思う。屋内の遊び場所が欲しい
81 ・ 公営住宅の古くなってきている所がいっぱいあるので早く建替えが必要だと思う。入りたく

ても入れない人が沢山いるのでもう少し何とかして欲しい
82 ・ 公園が汚い。除雪が悪く雪山の陰が見づらく危ない
83 ・ 防犯灯の充実。雨でもおもいっきり遊べる場所
84 ・ 公営住宅を増やして欲しいのと、入居の優先
85 ・ 公住をもっと増やして欲しい
86 ・ 公園に最低ブランコと滑り台は置いて欲しい。公園にトイレをおいて欲しい
87 ・ 子どもの公園利用に関してもっとのびのび体を使った遊びに参加できるように催しを企画し

ていただきたいです
88 ・ 歩道を作って下さい
89 ・ 冬期間は公園も遊べず、外遊びする場所が少ない。除雪車が積み上げた雪の山でそり遊びし

ている子ども達を見かけるが危険であると思う。気軽にそり遊びや雪遊びができるところが
あれば良いとおもう。子どもの為の施設が欲しい（木のおもちゃ、絵本、アスレチックな

90 ・ 家の近くには幾つか公園があるのですが、２～３歳くらいの子どもが遊べる遊具がない。現
在公園にある遊具も古い物や動きの悪い物もあり危険を感じます
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91 ・ 公園が沢山ある割につかえる公園が少ない。汚い。子どもだけでなく親や大人もくつろげる
ような芝生やイスが欲しい。また公園の近くにゴミステーションがあり、子ども達がそこか
らガラスや陶器を持ってきて遊んでいます。破片もあります。危険だと思います。成人用の
週刊誌なども散らばっており、子ども達の集まる所にゴミステーションはどうかと思いま

92 ・ 早く歩道をつけてほしい。事故も多い場所なので土地の提供は皆さんでしているはずなの
に、何もできないのですか。自分の自宅ばかりよくしているのではない？

93 ・ 公園（日赤の森、扇瀬公園など）に日陰になる所が少なくて夏は暑くて仕方がない
94 ・ ベビーカー利用の時、階段だけで他に上る手段がなかったりオムツ替えのスペースもない所

が殆どで困る事がある
95 ・ 歩道をもっと作って欲しい。公園が不衛生で汚いし、特に犬猫のフン。公園のトイレが汚

い。道路の段差が多い
96 ・ 公園ですが出来た頃は遊具もとても新しく木でできていたので親しみやすかったのですが、

腐ったり折れたりと年数が経つに連れて危険で、手もトゲだらけで大変だった事がありま
す。木も最初はいいのですが、とても危険な状態です。腐らず危険でない物があれば良いと
思います

97 ・ 古くなった遊具や壊れかけのは危険なので見回って欲しいです
98 ・ 子ども達が自由に遊べる施設があるとうれしいです。夏には雨が降ると砂川にあるピラミッ

ドをよく利用していて富良野にもこんな施設があれば良いのにと思います。旭川にあるカム
イの杜も幼稚園の遠足で行きどちらの施設も子ども達は夢中になって遊んでいました。たま
たまですが稚内へ行くことがあり、市で運営している体育館も同じようにアスレチックやブ
ランコ等とても遊具が充実して、軽食も取れ施設使用料は無料。理想的です

99 ・ 市営住宅がなさ過ぎる。その為かアパートの値段は下がらず家賃の支払が大変な人が沢山居
ると思います。市、道営住宅の抽選会場を見れば明らかだと思います

100 ・ 安全に学校まで歩ける道がほしい。スクールバスが欲しい
101 ・ 見通しの悪い大きな道路に信号がなく、近くの公園まで行くのにとても危険である
102 ・ 道路の街灯が少なくて暗くなってきたら大人でも歩いていても怖い。公園が古くて汚い。近

所に広くて綺麗な公園もなく子ども達が集まって遊ぶ所がない
103 ・ 東小学校の通学路でもある東部児童センターの前の通りは歩道の整備はされたものの近年大

型観光バス等の交通量が増えたにもかかわらず横断歩道も信号もない為街路樹の間から子ど
もが飛び出てくる事もあり非常に危険ですので早急に対処して欲しいと思います

104 ・ 近所の新光公園の遊具が古く危険。入口の丸太も倒れたまま放置してあり仮説トイレもその
まま。車で出かける公園ばかり綺麗でも普段公園をもっと整備してほしい。街灯が暗く数も
少ないので日が短くなってきた時に危険です

105 ・ 所得による制限は不公平、税金など多く払うのだからそんな所まで差をつけないで欲しい。
妻は働かない方が世の中得なんでしょうか

106 ・ 車社会の中で子ども達が自分で遊びに行くのに道路がとても危険。歩道がなく、車もスピー
ドを出したり追越をかける道路について安全対策がされていないのが気になります

107 ・ 公営住宅が少なすぎ。いつも抽選に応募しているが入居ができないので４～５階建てのがで
きると良いと思う

108 ・ 公園の遊具の修理点検を毎週やって欲しい。安全に子どもが遊べるようにお願いします
109 ・ JRをはさんで交通の便が良いとはいえない。麻町線のバスはあるがもっと市内をこまめに回

るバス等（交通機関）があっても良いのではないか。地下鉄等は無理だが老人社会に対応し
た取り組みを考えてほしい

110 ・ 公営に入居したくても倍率が高くて入れない
111 ・ ベビーカーや自転車に乗った時の歩道との段差が気になります。公園があまり綺麗とは思え

ません
112 ・ 冬の間歩道の雪が邪魔になって小さな子どもと手をつないで歩く事がきでない。信号機のな

いところは雪で車が見えないので子どもが危ない。なので除雪をまめにしてほしい。
113 ・ 公営住宅に申込をしても申込人数の４，50倍も人が多くて当たらない
114 ・ 大家族でも入居できる公住を作ってほしい。公園も広くて清潔なトイレのある所を増やして

欲しいです
115 ・ 市内までの道路で街灯がすくなく歩道もない所が多いわりに車の（ダンプカー大型バス）交

通量が非常に多いので、これから学校へ通わせる時に不安を感じる事があります
116 ・ 冬にも公園で遊ばせたいが駐車場も雪だらけのうえ公園が雪捨て場になっている。冬でも遊

べる公園はあるのか？ベビーカーを押して歩くのが大変なのは道路に限らず市の施設内も大
変な所は多い。一度全員が車イスやカートで動いてみるべきではないか？新人研修や勉強会
で取り入れていくべきでしょう。特に40代以上の男性

117 ・ 公園について～近所の公園に遊具がなく、不衛生なので困っています
118 ・ 誰でも気軽に利用できる室内用の大型遊具がある遊び場があると嬉しいです。例えば旭川に

あるカムイの杜のようなところ
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119 ・ 市街に居ると小学校までの通学に時間がかかる。バス停までのきょりもあり、横断歩道のな
い交通量の多い国道を渡らなければならない。低学年のうちだけでも通学バスがあれば助か
ると思う。家の近くで乗り降りできたら助かる。

120 ・ 道路が狭いのに車がすごい勢いで通って行く。畑や田んぼの近くの公園で遊んでいたら子ど
もがいるいないにかかわらず農薬を使われるので公園で遊べない。一時停止がない為車とバ
イクが接触した所を見た事があったのですごく怖い

121 ・ 道路～ベビーカーでの歩行には危険だったり（車側からみても）困難な事が多いと思う。
（段差、幅など）公園～やはり遊具がもう少しあればと思う。箱ブランコもしようできない
ならば何か代わりの物を置く等して欲しい。ただトイレ、砂場などは綺麗に使うには住民側
のマナーや自分達で管理して使いやすいようにする努力も必要と思う。小さな子を連れて行
くには東屋のような日陰になる場所やベンチはあると良いと思う

122 ・ 信号をつけてもらいたい。黄金どおりを渡る所。東小学校へ行く時に絶対に通る、大型ト
ラックが時速40km以上で走る

123 ・ 学田に早く公園を作って欲しいです
124 ・ 公住は抽選は公平でよいが母子大家族（低所得）障害等々の優先入居。その前に数が足りな

すぎると思う
125 ・ 歩道する場所で電気がない場所があり危険
126 ・ 特にトイレトレーニング中はトイレのない公園では遊ばせづらい。砂場遊びなどで手が汚れ

た後手洗いさせるのに不便な水道がある。扇瀬公園はゴミが捨てられている事が多い。モラ
ルの問題ではあるけれど、もっと注意すべきでは？よくカラスが問題になっているが一部の
人が無用に興奮させていると思う。子育て中のカラスは刺激しないようになど看板を立てて
は？川の水温を上げるのはやっぱり無理でしょうか

127 ・ 天気の悪い時でも遊べる室内の遊び場があれば良いと思います
128 ・ もっと除雪をして欲しい
129 ・ 黄金通沿いに住んでいるものですが街路樹を撤去して欲しく思います。なぜなら家の子二人

とも喘息を持っています。アトピー性皮膚炎もあります。花粉がとても気になります。あと
ななかまどの実がとても汚くなります。アレルギーの方が多い時代に大きい木などはどうか
なと思いました

130 ・ 公園の設備をもう少し整備してほしい。公園内のトイレの衛生化と利用できる期間を長くし
て欲しい。冬の公園に雪山は作れませんか？

131 ・ 錦町には町まで行き来するバスがない。協会病院に行くにはタクシーを利用しているが毎週
通っているのでタクシー代と病院代で毎月大変です。どうにかしてほしいです

132 ・ 割れたビンや割れた食器などが多く危ないのを掃除して欲しい
133 ・ 道路－歩道の段差とでこぼこ。車の多い所なのに歩道が狭い所がある
134 ・ 住宅は母子、お年寄の枠を作って欲しいです。他の市でも優先されている所が多いので富良

野市も検討してください。通学路を見通しよく除雪してください。病院周辺の中通も除雪し
て下さい北の峰以外富良野小学校の周辺（弥生町、朝日町、桂木）などにも住宅を増して下

135 ・ 公住はお年寄りに広い部屋をつかっていると聞いています。一人暮らしの方にはそんなに必
要ないのでは？家族が多く、狭い部屋で生活している人はたくさん居ると思いますよ。そん
な人にも公住を貸してください

136 ・

公園等ももっと子どもが楽しく遊べて綺麗な環境で遊具も充実した物がある所を作って欲し
い

137 ・ 路上駐車が多く危険を感じる。冬道で停止の標識がなくどこで止まったらよいかわからず横
断歩道上まで行ってしまった事がある。銀行に行ったりするとき駐車スペースがほとんどな
く不便である。公園の遊具が古くて汚い

138 ・ 旭川にあるような雨の日でも冬の日にでも子どもが安心して遊べる施設があると嬉しいです
139 ・ 母子世帯優先入居の配慮があると良いです。公営住宅、市営住宅への応募資格を得て欲しい
140 ・ 道路を広くして歩道を作ってほしい。公園を作ってほしい。夜になると暗くて危険なので街

灯をつけて欲しい
141 ・ 公園をたくさん造って欲しい
142 ・ 夏、スポーツセンターとなりのパークゴルフ場、とても環境が良いと言うか手入れ等にお金

が使われている様子。よそのお子さんが歩いていた所ゴルフをしている方が「あぶないから
よけて」と言っていたが、土日は子どもに開放してはどうですか。自然も多く歩く練習の小
さい子どもにはとても良いと思います。冬、特に桂木の日産、道路の脇目一杯雪を積むのは
やめて欲しい。道路は狭くなる、幼稚園のバス待ち場所なので怖いです。もっと排雪に対し
て何とかしてください

143 ・ 近くに公園がないので子どもの遊ぶ場所がない。大きい道路で通学路なのに横断歩道がなく
子ども一人で渡らせるのにとても危険

144 ・ 公園の遊具が汚い
145 ・ 古い所が多く目立つので少しづつ新しい所を増やしていくと良いと思う（公営住宅）
146 ・ 設備が古く老朽化している。子どもだけで安心して遊べるように明るい環境にして欲しい。

午前中に遊んでいる子ども達が少ない
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147 ・ 歩道のない道路が多く現在は車移動が多いのでそれほど不便は感じていないが子どもが就学
して通学する事を考えるととても心配です

148 ・ 国道に横断歩道をもっと増やして欲しい。片側にしか歩道もなく、そっちに渡る為には道路
を横切るか、歩道のないところを歩くかどっちにしても子どもだけでは無理です。道路が非
常に悪すぎる。

149 ・ 住むところがない。なんで富良野は公営住宅が少ないのか。家賃が高すぎる。マンションば
かり建ってるのに（それも５万も６万もする）みんなが入りたい住宅がない。それにあって
も何十倍もの抽選で当たらない。公園も一度全部の公園を見て回ったらどんなのかがわかる
から見て欲しい。公通も大きな店が建っているが車の出入りが危ない

150 ・ 錦町に住んでいますが黄金通りの交通量が多いわりに信号の数が少なすぎる。数年後は東小
に通学するのに毎日渡らなければならないからとても心配です

151 ・ 雨降り、ふゆでも自由に遊べる広い施設があると便利
152 ・ 公園についてでは全てあてはまります。小さな公園をあちこちに作っていますがあれはただ

あるだけな気がしてなりません。本当に行政や大人が勝手にとりあえず作ったんだと実感し
ます。子どもや母親が求めているのはああいう公園ではないんです。富良野は雪が多く外遊
びの機会が少なくなります。住宅地での子どもは家の雪山からそりで滑るしか外遊びする方
法しかないんです。でも道路に面していて大変危険です｡

153 ・ いつも公営住宅の抽選に参加しますが年度ごとに住民票など提出があり何度行っても当たら
ないのにお金ばかりかかります。当選してからの提出ではいけないのでしょうか？毎回抽選
もすごい人数が来てらっしゃるので時間がかかっても順番に入居させるわけにはいかないの
でしょうか？抽選は新築で全戸入居の場合のみで１戸や２戸の入居は順番でもいいと思いま

154 ・ 冬の除雪が行き届いてないように感じます。もっと丁寧にして欲しいです
155 ・ とにかく子どもを安心して遊ばせられる公園が少ない。遊具も少なく古い。（20年以上前の

で錆びてる）塗装だけしてあってもネジがゆるんでいたり危ない。
156 ・ 近くの公園は汚く遊具も少なくもう少し綺麗な公園にして欲しい。道路も段差だけではなく

レンガ調の凸凹もベビーカーにはちょっと大変です
157 ・ 北の峰の道路は車の交通量が多いので横断歩道を多くつけて欲しい。橋も冬は危険なので朝

早めの除雪や緑のおばさんを配置して欲しい
158 ・ 公園が少ない。公園トイレが汚い
159 ・ 歩道のない道路も多く人の側を車がスピードを出してすれ違って行く事もよくあります。
160 ・ 家の近所は道路は広いが歩道がなく、両端は砂利。自転車を乗る時、舗装をしている中央よ

りに乗るのでとても危険です。整備して頂きたい。公園に時計があると良い。
161 ・ 道路：子どもが自転車で安全に利用できるのか心配です。冬期間の排雪なども充分にやって

欲しいと思います。公園：安全な遊具やトイレ、公園の中の整備もして欲しい。雨の日や冬
の間に自由に利用できる施設も是非作ってほしい

162 ・ 北の峰から町へ繋がる橋ですがわかってはいても子どもにとっては大変だろうと思う
163 ・ 子どもが楽しめる公園を増やして欲しい
164 ・ 公住が一定地域に固まり過ぎ。（北のみね、緑町等）もう少し市街区（本町、若松、新富）

に建てる事はできないのか？公園も遊具が少なすぎてつまらない。親子で楽しめるような遊
具も充実して欲しい

165 ・ 知り合いの母子家庭の人が公住に入れないで普通の家庭の人が公住に当選するのはおかしい
のでは？冬の日や雨の日に遊べる所を作って欲しい

166 ・ 公住は駐車場がなくて困る。お客さんが来ても冬は道路に止めると迷惑になるし。近くの広
場や公園を冬場駐車場にするとかできませんか？除雪の問題があるかと思いますが住民が負
担するとか…。

167 ・ 歩道の除雪もしてほしい（してある所もあるがしていない所も結構ある）子どもと買い物に
行く時など道路を歩かないといけなくなる

168 ・ 北の峰町に行く橋が古く小さい子が歩くのに危険を感じる。街路灯が少なく夜気持ちが悪い
169 ・ 冬の除雪をきちんとしてほしい。道路にまで雪の山が出て歩道もなく車もすれ違うことがで

きない場所もあります
170 ・ 子どもが外で遊ぶ際、安心して遊べる場があると良い
171 ・ 公営住宅に住んでいますがカビなどの発生している所に入った為その後が大変だし、部屋が

狭いし、隙間風が入ってきて寒い。他に移りたいが件数がないし、中々難しい
172 ・ 道外の人によく、北海道なら子どもの遊ぶ場所に困らないでしょ。と言われますが歩いて行

ける公園で広い所がないと思います。
173 ・ 市内を走るバスが少ないので冬など子どもを連れて外出する時は大変なのでバスの路線を増

やして欲しい
174 ・ 雨や冬場でも子どもが遊べる所が欲しいです。市内の公園は汚いです。せめて遊具にペンキ

などを塗って欲しいです
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175 ・ 住宅街から通学などで歩道が反対側にあるために道路を横断しなくてなならず夏場などは観
光シーズンなどもあり交通量も多くて危険である為に心配である。町内会などからも何度も
歩道や信号の取り付けを市などに要望しているが全くダメである。その上にJRの線路もり、
そのすぐ横には信号も歩道の白線すらない交差点と危ない所だらけでどうにかして欲しいで

176 ・ 公営住宅が少なく古い物が多い。老人ばかり優先にされていると聞いた事があります。でも
今子どもを抱えて育てている私達の方が金銭的にも大変なのです。行政に係っている方のコ
ネで入ったりしている人や本当に公営に入っている必要性等。きちんと考えて下さい。
少々不公平では…。

177 ・ 道路わきの雪山で遊ぶ子ども達をよく見かけて危ないと感じています。排雪作業を早くして
欲しい

178 ・ 近くに公園はありますが住宅地であるにもかかわらずいつもシーンとしています。子どもを
遊ばせるにも大人の目がなく、安心して遊ばせられない感じがします。今連れ去り事件とか
も増えているので

179 ・ 子どもが３人公住に住んでいるが、部屋は少なく古い。もっと公住を増やし住みやすい市に
して欲しい。公園の遊具壊れている

180 ・ 子どもが伸び伸び遊べて走り回れる遊具が充実した公園を一杯作って欲しいです
181 ・ 道路が狭い。夏など近くに行くのも少し大変。特にフォーレストの前の信号を時間式にして

欲しい
182 ・ 公園には壊れた遊具が多いので点検してください
183 ・ 公園の遊具の不備は早く直して欲しい
184 ・ 街中に小さい子どもが楽しく遊べる所がない。雨の日に遊べる施設を作ってほしい。（ス

ポーツセンター内での自由な遊び方など何か考えられないでしょうか？）
185 ・ 市内バスが充実していない。車が色々な施設に移動できなく不便に感じる事がよくある
186 ・ スポーツセンターの中に幼児が遊べるアスレチックコーナーなどあると嬉しいです
187 ・ 家の近くにある公園はお砂場が月日が経つに連れすごく不衛生で快く遊べるのはほんの少し

の期間だけ。なのでどうにかして欲しい
188 ・ 歩道の段差、そして信号の長さ（小さな子を連れて歩いていると渡りきれない事もある）が

気になる。また住宅地の車道は舗装されているが端は手付かず。自転車もベビーカーも小さ
な子もお年よりも車道を使わなければならない。道の右端を歩くと子どもに教えるが実際は
どうだろう…

189 ・ 児童館の配置について富良野小学校の近くにあってもいいのではないでしょうか。私が子ど
もだったとき学校の敷地内に留守家庭児童会の建物がありました。なかよし教室の通級は本
年度よりデイサービス扱いになりました。市のほうで半額は補助していますが受けた分だけ
支払をしております。なのに老人施設のとは違い、通級をサポートしてくれる交通機関の方
法がありません。通級にはたいてい下の子がいればベビーカーや冬はそりで来る人もいま
す。補助の方法があれば良いのにと思っています

190 ・ 公営住宅の抽選をくじではなく公平になるようにしてほしい。くじでは何年まっても運がな
いと当たらない。というハンディーができてしまいとても不便でたまらない気持ちだ。

191 ・ 公園の遊具等設備に差がありすぎる
192 ・ 住吉町の交差点、特に黄金通と交じっている所は斜めに交じっているので見通しが悪いし、

信号もないし車がスピードを落とさずに曲がってきたりでとても危険です。細い路地には街
灯がなくこれから就学等を控え非常に不安に思います

193 ・ 近くにある公園が充実していないガラス片など砂場に放置されたままで３歳児を安心して遊
ばせられない設備が不十分

194 ・ 冬期、除雪した雪を路肩に積み上げるのは車にとっても歩行者にとっても大変危険だと思い
ます。特に交差点近くだけでも取り除く事はできないのでしょうか

195 ・ 歩道がついていても冬には全く除雪しないで子どもはいつ車が滑ってすっこんでくるかわか
らない道を歩いている。どうにかして下さい

196 ・ 公営住宅を増やしてほしいです。公園の街灯を増やして夜でももう少し明るくした方がいい
と思います

197 ・ 今ある公園の整備、修理等を点検してほしい
198 ・ もっと低価格で家族持ちの人が入れる住宅を増やしてほしい。（隣や下の人の音が気になら

ない作りの）もっと楽しめる公園が欲しい
199 ・ 公園など遊ぶ所がない
200 ・ 公営の住宅の不足。道路の整備が不十分で危険である。夜街灯がなく危険である。雨の日、

冬など子どもの遊べる屋内の施設がほしい。毎日スキーばかりするわけにはいかないので屋
内の施設が必要。子どもの体力低下も心配される

201 ・ 公園の遊具が古いので毎年点検して安心して使えるようにして欲しいです
202 ・ 橋を渡るとき悪天候の時などとても辛いのでアーケイドや風除けをつけて下さい
203 ・ 冬や雨天の時も遊べる施設が欲しいです。（旭川の忠和体育館やカムイの杜のような）
204 ・

公園の遊具の整備がほしい。富良野近郊の方も利用度が高いと思うので公園の中の中身の充
実

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

１ 就学前児童保護者 
【生活環境意見、要望】 

 49

205 ・ 壊れかかったブランコや古びた色をした物ばかりなのでもう少し手入れをして欲しい
206 ・ 主要道路だけでなく住宅街の路ももう少し丁寧に除雪してほしい。年々道が狭くなっている

感じがする
207 ・ 新光公園の木製の遊具がかなりゆがんでいてすごく危険だと思う
208 ・ 公住の数が少なすぎる
209 ・ 中通の道路で交差点であっても止まらずスピードも落とさない車が結構いる。道幅もそんな

に広くないし子供たちも結構いるし車もかなり通るので心配です
210 ・ 公営住宅を増やして欲しい
211 ・ 公園にゴミが散乱している。子どもが拾ったりするのでゴミ箱を設置してもらえないか。特

にお菓子の袋や紙が多い。
212 ・ 路上駐車が多く子どもの姿が見えずらいのでは
213 ・ 駅に子連れで行くと大変です。ホームに行く時子どもとベビーカーと大きな荷物を持って階

段を利用すると電車に乗る前から疲れてしまいました。エレベーター、エスカレーターの設
置を希望します。高齢者の方や体の不自由な方もあると便利だと思います

214 ・ 交通の便が不便だと思います
215 ・ 道路に歩道がなく路駐車が多い為子どもにとってとっても危険な場所が多いのが気になりま

す。公園も清潔にして欲しい
216 ・ 衛生ゴミ収集日が月曜日の為休日になる事が多くオムツがたまって困ります。普通のゴミと

違い悪臭がひどい為対策をお願いします
217 ・ 家の近くの錦町公園はとっても広さはあるのですが遊具がとても少なく公園へ行っても家の

子（２才６ヶ月）が遊べる遊具がありません。ただ散歩して帰ってくる事しかできません。
しかも今年の夏にはブランコが１個そのままなくなっていました。誰かが持っていったのか
それとも壊れて撤去したのかもわかりません。瑞穂町の公園はいつも子ども達がいて遊具も
たくさんあって新しくて羨ましいです。ぜひ錦町公園ももっと多く遊具と新しくブランコを
作っていただきたいです

218 ・ 子どもと一緒にゆっくりと食事ができる場所が欲しい
219 ・ 近所に病院があるせいか毎日迷惑駐車でたくさんになっていて危険です。冬になると道路も

すごく狭くなって見通しも悪くて歩くのが大変。
220 ・ 特別にはないが公園をもっと綺麗にして欲しい
221 ・ 産婦人科が市に１件しかなく、しかも医師が一人しかいないのは非常に問題があると思う。

子育て以前に産むための場所がない事が問題。妊婦さんのためのサービス（サークル、エア
ロ、ヨガ）などが少ない事も問題。まずは安心して産める環境が必要であると思う。図書館
にオムツ替えスペースがないのはとっても不便

222 ・ 公営住宅の抽選に行ってもう２年半になるけど未だに入居できない。金銭的に今の家賃を
払っていくのはとても厳しいので今の抽選方法には問題があると思う。公営住宅に入居でき
ないのならせめていくらか補助金が出て欲しい。公園が少ないと思います。綺麗な所と言え
ば扇瀬公園と北の峰の公園しかない。もう少し増やしてほしい

223 ・ 公営住宅は抽選でなく申し込みした人から入れるようにしてほしい。落選して、引く回数増
やしてくれても当たらないし子どもがいると抽選いくのも大変です。西町に住んでいるので
すが家の近くの公園は色もはげて汚いし滑り台とブランコしかありません。家の子は鉄棒が
好きなのですが、ないし、西病院の近くの公園に行ってもないし、鉄棒を作って下さい

224 ・ 通園、通学路の歩道と信号の設置をしてほしい。広い公園や雨の日でも遊べる室内広場の開
放などして欲しい

225 ・

雨の日や冬でも遊べる施設が必要と思います。児童館は学童保育で利用できない事も多いで
す

226 ・ 弥生町、いんやく小児科付近、変形道路に標識がなく、道路の優先もわかりずらい。車がと
ても多い場所で子どもも多くいつも危険を感じる。車がどちらへ行こうとしているか運転し
ていても歩行中でも全くわからない。公園は全て手洗いが出来るとよいと思う

227 ・ 冬の間体を使って遊ぶ場がない。安全に雪遊びのできる所はどこですか
228 ・ 子どもと一緒に楽しくそして栄養管理の行き届いた市の安いレストランがほしい。北の峰に

行く(角にすずき自転車）の交差点が夏や冬の混む時に時間差信号がない為右折の車の車が一
台も行けないで困る。特に子どもが病気の時

229 ・ 家の近くにある公園が汚い。遊具が壊れたままになっている。住宅街の道路が暗く犯罪交通
事故等に遭わないか不安

230 ・ バスに乗りたくてもベビーカーを一緒に乗せるスペースがなくて困る
231 ・ 公営住宅には中々入れないようなので増やして欲しい。特に富良野はそれなりのマンション

やアパートは家賃が高いので公営住宅に入居したい人が一杯いると思う。子どもがたくさん
いるとマンションやアパートの独身の住人から苦情があったりするみたいなので小さな子ど
もがいても気楽に住める公営住宅があるといい。冬でも遊べる公園が欲しいです。市内にあ
る公園の殆どが雪に埋もれて公園に入れない状態なので滑り台とか作って欲しいです。室内
で気軽に遊べる施設もあると良いです
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232 ・ 公営住宅をもっと増やして欲しい。住宅が３件空いたのに抽選する時１件だけになっていた
りするので不公平感がある。子どもが水遊びできるような公園があったらいいとおもう。バ
スの時刻や停留所がわからない

233 ・ 公園は休日には中高生の溜まり場。道路の排雪は地域のばらつきが多くとても危ない所も多
いです。母子家庭のお母様方の住宅を優先的に造って欲しいと思いますがDV法もできた今、
富良野にも親を教育しなおす、母子ないし父子施設は必ずあるべきと考えます。母子寮のよ
うなものの経営が私の夢でもあります

234 ・ いっぱい公営住宅を建ててほしい
235 ・ 公営住宅が少なすぎる。雨降り冬など子どもが遊べる体育館を作って下さい（旭川のカムイ

の杜のような所）
236 ・ 公営住宅が少なくて入りたくても数年はかかってしまいます。収入に応じての入居を優先し

て欲しいです
237 ・ 公園の砂場を綺麗にして欲しい
238 ・ 公営住宅など優先してもらいたい。もう少し住宅を増やして欲しい
239 ・ 公住に住みたいのですが古かったり当たる確立が低くて入れない。少しでも出費を減らした

いです。
240 ・ とにかく公園の遊具の壊れ方がひどい。色だけ綺麗にすれば良いとは思わない
241 ・ 公営住宅をもう少し増やして欲しい
242 ・

公営住宅は高齢者、子どもがいる人を優先にすべき特に新しい公営住宅などはそうしてほし
い

243 ・ 公営住宅に入居したいがいつも募集数が少なく中々入居できない。部屋は結構空いている所
あるのに

244 ・ 家の周りに遊具などのある公園が少ないと思う。冬でも伸び伸びと遊べる屋内施設があれば
便利だと思う

245 ・ もっと児童館と言うか広場を各地区に作って下さい。
246 ・ 遊具のある公園を増やしてほしい。広い公園も。
247 ・ 近くに公園はありますがただ広いだけで遊具も少なくて古くなって滑り台とブランコだけに

なっています。トイレだけりっぱでも利用する人は少なく無駄だと思います
248 ・ 市の住宅も抽選で当たらないので子どもが多い人や給料の収入によって優先的に入れて欲し

い。もっとたくさん住宅を増やして欲しい
249 ・ 山部地区に公営住宅が少なく入居したくても入れません。山部の公住に入居したいのですが

空きがなく、富良野の公住申込をしていますが中々入居できません。公住たくさん造って下
さい。

250 ・ もう少し公営住宅に入りやすいと良いです。民間のアパートとでは家賃の負担が違いすぎる
251 ・ 近所には小さい子どももたくさんいるのに周辺に公園がなく夏遊ばせたり散歩させたりする

場がない。作れそうな土地はあるのに。考えてほしい
252 ・ 綺麗な公園を造ってほしい。砂場などは汚くて遊ばせられない
253 ・ 子どもが多いのに公園がなく遊べる所がないのが１つ。公住も抽選はいいけど、生活状況な

どでの優先があるといい。何年も行ってるのに当たらない人もいるのだからある程度年数が
あればその人を入れてあげるのも考えたらいいと思う

254 ・ 公営住宅の広さと家賃。子どもが３人いるので広い間取りの部屋、部屋数が欲しい。中々公
営住宅に入れない。アパートでは家賃が高くて子ども３人と暮らすには大変である

255 ・ 冬の歩道は人一人分歩ける幅しかない所が多く、子どもと手をつないで歩けません。歩道の
除雪路肩の雪山の排除をお願いしたい。公園の所にあるビン収集の周りが割れたビンなどが
あって危ないです

256 ・ 国道の近くだし、家のすぐ横がローソンで車がうるさかったりローソンの駐車場でエンジン
を切らなかったり騒いでいたりしてすごくうるさいのが気になる。夏は特に窓を開けるから
余計にうるさい。コンビにって便利だからいいんだけどもっと、近所の家の事を考えてポス
ターを貼るだけじゃなく、店員が言うとかもっと良い方法を考えてほしい。大型トラックの
会社とかで運転手に注意して欲しい

257 ・ 雨の日等に屋内で親子で遊べるような所が余りない為小さな子どもがいると殆ど家にいるこ
とが多くて困っている

258 ・ 公営住宅に関してはもう少し数を増やして欲しいです。それと申込できる数も１件ではな
く、２件位にして下さい

259 ・ 公園が古く水遊びできる場所が全くない。住宅探しをしてもあまり良いところがない、家賃
が高い物ばかりで公営住宅は中々当たらない

260 ・ 鳥沼公園のトイレ、遊具などの改善
261 ・ お金がないので公住に住みたいが空きが無く今もアパート生活。子どもの為にも今より広め

の部屋に住みたい。
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262 ・ 公営住宅何度も申し込んだが見事に全てダメでした。もっと住宅を建ててもっと入れる様に
してほしい。抽選会場に行くとあまりにも人の多さでもう２度と行きたくないと思うほど人
が多すぎ。余談ですがあそこにに来ている家族の方が連れてくる子ども達がうるさすぎると
思います。自由気ままに動く子どもを叱りもしない親。せめて抽選している間、市で託児所
を設けては？抽選時間が縮まると思います

263 ・ 歩道の段差が多くてベビーカーでの移動が大変です
264 ・ 朝日町公園内にガラスの破片が落ちていたり砂場には動物のうんちがあったりと、もう少し

考えてほしい。公営住宅は毎回、申込者が多いのだから新しいのを建てるとか考えてみては
265 ・ 子どもがいる家庭を考えた住宅の抽選を行って欲しい
266 ・ 公園が古い。少ない。夏に水に触れて遊べる所が欲しい。清潔に管理して欲しい
267 ・ 普通のサラリーマンで全く贅沢もしていませんが、生活は苦しいです。家賃の安い公営住宅

に入れたら。と思いますがどうせ無理と諦めてしまいます。もっとたくさんあればと思いま
268 ・ 古い公園が多い。小学生以上が集って遊べる場所がない。
269 ・ 市内に新しい公営住宅が建てて増えるのでへき地の方にも新しい住宅を造って欲しい。へき

地の公営住宅は古くなるばかりで困る
270 ・ 公営住宅ですが東山は古い住宅ばかりで寒く狭いです。富良野市内の公営住宅も応募してい

るが人数が多く中々当たらない。公園は東山の公園のブランコが秋ごろ壊れていた
271 ・ 公園とか家の中で遊具で遊ぶ所があったらいい。冬は特にどこも行けないので子どもも暇を

もてあそぶのでそういう所があったら嬉しい
272 ・ 公園の設備も少なく芝生でもなく古びた公園がいくつもあったりはするが小さな子どもが安

心して遊べる場がない。
273 ・ 公営住宅をもっと増やして欲しい。公園をもっとふやして欲しい。遊具の充実化（夏は水遊

びできるような所）（小さな子どもでも楽しめるような物）。曜日が決まっているのではな
く何日誰でも利用できる遊べる施設(雨の日とか利用できる）

274 ・ 住宅街でそのうえ工業関係の作業所や事務所が幾つかあるのに歩道がない。近所の子どもが
公園に行ってもつまらないからと道路で遊んでいる。

275 ・ 市内の公園どこへ行ってもとても汚れている。遊ぶ気がなくなってしまう。ブランコの所な
ど土の中から大きな石が出ていたりして危なくて乗れず安心して遊べない。安心して遊ぶ事
のできる公園を作ってほしい。観光客のために町を綺麗にするのではなく市民が喜ぶ街作り
をして欲しい

276 ・ 近所に公園が１つもなく子どもを遊ばせる場所がない。買い物も子どもがいると遠い為不便
277 ・ 公営住宅について、低所得の人優先して欲しい
278 ・ 麓郷は観光地なので車が多く特にシーズン中は心配。東麓郷のジャム園までの道路には早急

に歩道をつけて欲しいです（街灯ももっと増やして欲しい）
279 ・ 遊具が古く新しい物を入れて欲しい
280 ・ 公園は近くにあるが何とかして欲しい。遊具ももっと増やすべき
281 ・

瑞穂の街路樹がとても大きすぎです。もっと見晴らしよくすっきりしたようなのにして欲し
い

282 ・ 公園の遊具がどちらかと言うと小学生向けの物ばかりで幼稚園へ入園前の子が安心して遊べ
るものがありません。滑り台もステンレスや鉄製の物が多く夏は暑くなって火傷しそうで
す。ブランコも背もたれがなかったりどれも中途半端のような気がします。砂場も日陰がな
く、夏は長時間遊べません。冬も公園(特に扇瀬公園）で遊べるよう入口をふさがないで道を
つけて欲しいです旭川のカムイの杜のような公園を作って欲しいです

283 ・ いずれにしても市の統一（トータル）な方針は見えない。それぞれにつながりを感じず、場
当たり的です

284 ・ 雨の日でも遊べる所があると助かります
285 ・ 天気の悪い日など室内で自由に遊べる場があるといいな。誰がいつ行っても良いような所が

あると。
286 ・ 歩道橋や踏切が少なすぎて線路以北に住んでると車がないと非常に不便である
287 ・ 公園にゴミ、ビンの破片など落ちていたりしてとても安全に遊べるとは言えない(錦町公園、

その他の公園も)山部厚生病院前の公園の遊具特にタイヤがぶら下がっている物は壊れそうで
危ない。早めに何らかの対策を打つべき事故が起きてからでは遅い。山部に公園が少ない

288 ・ 市内は良い公園がない。また朝日ヶ丘公園も冬、そりで子どもを遊ばせに連れて行ったら
「クロスカントリー用だから入らないで欲しい」と注意され、とても嫌な思いをした。かと
言って他にちょっと冬場子どもをそりで遊ばせる場もなく、室内で遊ばせてくれる場も充実
しているわけではないので親子でストレスのたまる日々である

289 ・ 子どもが水遊びのできる公園を作って欲しいです
290 ・ へき地の為か公園がない。同じだけ税金払っているのにおかしい。
291 ・ 地域ごとに緑の多い広い公園がほしい。広い場所がなければ遊具の充実
292 ・ 砂川のこどもの国や旭川のカムイの杜のような場所が富良野にも１つあれば良いと思います
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293 ・ 以前住んでいた学田１区に公園がなくわざわざ車で遠くの公園まで通っていました。あそこ
には小さな子どもが多くいたのでぜひ公園を造ってあげてほしいです

294 ・ トイレに設置してあるベビーベッドが極端に少なく感じる。女性トイレのみの場合が多く、
利用者が順番待ちをしている場合も多い。子育てに父親参加を勧める中ぜひ男子トイレにも
設置してもらいたい

295 ・ 公園については仕方がないと思わなければならないのか、農村地域では非常に少ないと思う
事があります

296 ・ ２，３歳くらいの子も遊べる公園があったらとっても便利。走り回れるプレールーム
297 ・ 町の中に１つ公園があっても良いと思う
298 ・ 公園の遊具が壊れていてもそのまま放置されている事があるのでとても危険（安全、清潔を

心がけてほしい）
299 ・ 除雪ひどいです。公園も汚いしゴミ箱もないです。環境整備に力を入れて下さい
300 ・ 小さい子が遊べる公園をもっとふやして欲しい。公園が汚い
301 ・ もっと公営住宅を増やすべきだと思う
302 ・ 公園の管理が悪い。遊具が少ない、古い、トイレが汚い。水洗にすべきだと思う。ポッポブ

リッジに夜怖くていけない。少年がたむろしている
303 ・ 自宅のすぐ近くに公園があるのですが遊具の傷んでいる物があったりトイレも不衛生で使用

する気になりません。子どもが安心して使用できるようにして欲しいです
304 ・ 歩道のない自転車通学はなくして欲しい
305 ・ 冬の間はどこも道路がツルツルで、子どもを抱っこして歩くのがとても怖い
306 ・ 公園の整備をしてほしい
307 ・ 住宅地の道路の補修
308 ・ 公園の場所がわからない。少ない。家の近くにない
309 ・ 衛生面完備のされた公営住宅に誰でもすぐ入れる様にして欲しい
310 ・ 若葉町？！市職員用の住宅がありますが空き部屋があります。職員の方は住宅補助金がある

ので一般の賃貸住宅に住む方が多いです。空き部屋は古いようですが市民の低所得者や希望
者に使用させた方が良いと思います。まだ住める状態と思います。大変もったいない事で
す。市街地でベビーカーを押していると段差等不便を感じます。コダマ印刷さん前の歩道は
ベビーカーが通れません。車イスの方も無理でしょう。富良野タクシー会社さん前もデコボ
コ。三番館さんの入口にスロープもありません。これでは町中から買い物客が減るのも当然

311 ・ 一部公園の隣に駐車場もあるが大きな公園だけなので小さな公園にもせめて何台か停めるス
ペースがあればと思います

312 ・ ベビーカーで外出の時に道路に段差があり、ベビーカーを押しずらい
313 ・ 近くに子どもが遊べる公園がなくてできてくれればいいなぁと思う。砂場とか遊具とかあれ

ば子どもも思いっきり遊べると思う
314 ・ 学田一区の住宅地には公園が１つもなく子ども達が（小学生を含む)道路で遊んでいるのが現

状である。いつ事故が起きてもおかしくなく富良野から安心できる所へ引っ越すか考案中。
３歳ぐらいの子どもを持つ方がたくさんいるのに

315 ・ 道路や公共施設などが子どもを連れてだととても利用しづらいです。工事した時期が古いの
かも知れませんが、安心して利用できる様になったらいいと思います。特に市街地はビー
カーを押して移動するのに困る事が多くちょっと休ませたいとかオムツを替えたいと思って
も場所に困ってしまいます。また子どもが雨天でも伸び伸び遊べる所が少なくこの様な事が
若い親に負担になり市内で買い物をしないとかわざわざ旭川まで行って子どもを遊ばせてい
る原因になっているのではないでしょうか

316 ・ 公園のトイレをきれいにしてほしい
317 ・ 北の峰に住んでいるのですが観光シーズンになると渋滞を避けて小さな道路まで通行してい

く為公園や児童館の近くに「子ども飛び出し注意」等の看板をつけてほしい
318 ・ 無料で屋内屋外でも遊べられる安全な公園があればいいと思う。例えば旭川にあるカムイの

杜のような施設があればいい
319 ・ 公園の砂場に犬の糞があるなど不衛生に感じる事がありました
320 ・ 公園の整備が必要（壊れた遊具が放置されていたりする）
321 ・ 公園について～小規模のものは遊具の古さ傷みが目立つ。子どもが集まってこない所もある
322 ・ 山部には公園という公園はありません。あっても古かったり不衛生です。小さい町ですが綺

麗な公園を作って欲しいです
323 ・ 市営公営住宅をもっと増やしてほしい。子どもがいない人達を入居させるのではなく子ども

のいる人達を優先させる住宅
324 ・ 雨の日でも子どもが遊べる所(室内)が欲しい
325 ・ 通学路に信号機がない。公園の遊具が古くなっている所が多く危険なので整備して欲しい。

公園のトイレを綺麗にしてほしい。入居人数にあった公住を考えて欲しい
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326 ・ 公園によくゴミ袋を大量に置いて、浮浪者がいます。子どもを安心して遊ばせる事ができな
いので困っています。何とかなりませんか？

327 ・ 国道交差点からパチンコJAPAN方向に行く道路が広いわりには歩道がなく砂利が転がっていて
仕方なく車道をベビーカーで通る状態です。スピードを出して走る車が多いのでとても危険
です。小児科にも通じる道路なので是非整備をして頂きたいです

328 ・ 公営住宅が少ない
329 ・ 道路､信号機が必要と思われる場所に信号機がない。もう少し危険な状況の調査をして欲しい
330 ・ 山部に街灯を増やして下さい
331 ・ 雨や雪などでも思いっきり遊べる所を作って欲しい。例えば旭川にあるカムイの杜のような

所。無料で開放して欲しい。公営住宅今のままでは中々入れないので中富良野の様に待って
いる人から順番にするとか少し対策を考えて欲しい

332 ・ 公園については富良野市は無駄な所にお金を使いすぎている。大切な我子と市民が安心して
使用できるような施設がない
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1 ・ 最近、子ども達の周りに不審者が現れるというお話を聞きます。家庭でも注意するのはもち
ろんですが行政でも対策を考えていただけたらと思います。防犯ブザーの配布不審者に出
会ってしまった時の対応の仕方などを交通安全教室のように行っていただけたら心強いです

2 ・ 市で行っている子育てのサークルは会員制となっているが自由参加にしてほしい
3 ・ 市ではないが国の考え方として公立保育所幼稚園の一元化には断固反対。補助金削減にも
怒っている。市には地域の子どもの為に、子どもを育てている親、保育士、教育者を支援し
がんばって欲しい。母子通園センターが果たしている役割を重視して評価して欲しい

4 ・ 公的な所から各種サービスを発動してもらうのが楽ではあるのですが、それによって住民力
が落ちていくのが心配です。現に幼児クラブは消滅しかかっています。補助やアドバイス、
教育（講演会を主催する等）に力を入れ具体的な活動は住民主導で行える環境が望ましいの
ではないでしょうか

5 ・ 障害のある子を預かってくれる所がない。障害のある子を持つ親こそストレスがたまったり
する。そのような親への支援も行ってほしい

6 ・ 苦手なところを持つ子ども達を受け入れ適切な支援をしていける施設または市内の各幼稚園
や保育所の体制を整えてほしい

7 ・ お休みの日に小さい子でも安全に遊べる場所を開放してほしい。病気の時でも預かってもら
える場所がほしい。認可保育所の０,1,２歳児の受入を増やして欲しい。金額も値下げして欲
しい。

8 ・ 市で小学生まで医療費を負担してほしい。児童手当ももっと上げて欲しい。保育料絶対に安
くしてほしいです。でなければ子ども中々産めません。その声多数

9 ・ 学童保育のように就学児が放課後過ごせる場所が近くに欲しい
10 ・ 子どもを産んで育てる流れをしっかり流れとして受け止めた対応ができるといいと思いま

す。部分的に手厚くするとか様々な分野が別々な動きをとるのではなく子どもを中心とした
総合的目で考えていただきたいと思います

11 ・ 子育てに悩んでいる。悩んでいるとまではいかなくても気になっている事があるという母親
は沢山いると思います。そんな時にちょっと行ってみようか､聞いてみようかと思えるように
もっとPRが必要と思います

12 ・ 職場への理解も進めてほしい
13 ・ 相談窓口ばかり多くても意味が無い。
14 ・ イベントを多くして欲しい。平日朝から保育所に行っているので、近所の子どもとのふれあ

いがなく、友だちを作るのが下手な親子もいる
15 ・ 現在中央保育所に入所させて頂いておりますが、建物が大変古く気になります。麻町との合

併等、うわさを耳にしますが、早く改築等、対応して欲しいです。市民が本当に必要として
いる物に税金を使って欲しいと思います

16 ・ ファミリーサポート制度がスタートしたと聞いたが市民で知っている人は少ないのでは。
17 ・ 保育所、特に児童館が古い。狭い。（緑町児童館）子どもが遊ぶ屋根のついた施設は児童館

しか今の所無いのに整備されていない。学童を学校周辺に設置できないか？無理であれば前
段にも書いたが通学路の整備をお願いしたい

18 ・ 是非、他の市町村で始まっているようなファミリーサポートシステムを進めていってほしい
（一般家庭で子どもを預かる）保育所とは違い、アットホームな雰囲気で子どもが預けられ
る場所がもっと増えると選択肢が広がって良いと思う。我家は来年子どもが小学生になった
ら知人の家に週に２日預かっていただく予定です。学童は好奇心行動力の育ってくる子ども
が毎日通うには規制が多く魅力に乏しい所だと思う

19 ・ 児童館の増設
20 ・ 市の子育て支援施策には期待できないと感じている
21 ・ 税金ばかり上げるのなら、児童手当などを上げるか引き伸ばすなどしてほしい。月10，000

円。８歳までなど
22 ・ 学童保育。一人っ子だったり、母子家庭障害児等何か理由があれば小学４年以降も受け入れ

て欲しい
23 ・ 乳幼児の医療費無料を３才～６才までに伸ばして欲しい。市役所１階の石庭の部分を子ども

のプレイスペースにして欲しい。また授乳スペースも作ってほしい
24 ・ 子どもが喘息なのですが、１ヶ月の薬代が１万円近くになり、その他診察や他の病気になっ

た時などは一月に２万円以上になる事もあります。毎月の事なので生活費にとても負担に
なってきます。これからは６才を過ぎるので、入院も実費になると６万円近くなると思いま
す。生命保険にも入れないので、何か医療費の面での支援などを考えていただけないもので
しょうか。他の喘息のお子さんがいる家庭の方も多くそう思われているようです

25 ・ 予防注射をする病院での予約時間などをもう少し延ばしてほしい。夕方でもできるように
26 ・ 学童保育や土日も利用できる様に何か考えていただければと思います
27 ・ 児童センターが欲しいです。仕事ができない。少しの時間でも預かってくれる所が絶対に欲

いです

問27-4:その他､市の子育て支援施策に対する意見、要望（自由筆記）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

１ 就学前児童保護者 
【子育て支援施策意見、要望】 

 55

28 ・ 山部には学童が無いので就学した後、子どもをどこに預けたら良いのか困っています。共働
きの家庭は現在どうしているのでしょう

29 ・ 土日はもちろん平日も夕方まで保育サービスを長時間利用する事が望みではありません。年
齢の小さな時位家庭で一緒に過ごす事が一番の望みです。経済的な理由でそれはかなわない
ので子ども達を安心して預けられる環境と経済面での支援をお願いします。

30 ・ 山部に是非児童館を作ってください。何でも街からできるのが普通ですが田舎でも利用した
い人がいるのも普通に当たり前だと思います。街でも田舎でも預ける人もいなく、仕事をし
なければいけない人が居るのは一緒だと思います。山部だけではなく他の地域にも必ず作る
ことが支援になるし田舎離れの防止にもなるんじゃないかなって思います。絶対に早急に
作って下さい

31 ・ 学童保育等の地域の差を無くして欲しいです。同じ富良野市に住んでいるのに市内の子ども
達は学童保育の制度がありますが山部にはありません。山部にも働いているお母さんは沢山
います。早急に対応して欲しいです。山部にも児童館を作って下さい

32 ・ 保健センターの子育て支援センターの活動は、富良野の市内優先と言う感じがして、人数制
限があったり山部までは情報が届かなかったりで、ふれあい広場に行きたくても行けずに不
満を持っている山部の母親は多いです。山部や他の東山やそういう離れた地域からの親子も
歓迎して欲しいのです。「その場所の幼児クラブに行けばいいでしょ」では何の為の支援セ
ンターなのでしょう。

33 ・ 山部に児童館を作って下さい
34 ・ 子ども達（小学校前の）活動する場や行事を増やして欲しい
35 ・ 幼児クラブに月に１回子育て支援センターから来てもらって色々してもらっていますが、と

ても遊び方など勉強になるし、とても子ども達も楽しんでいます。もう少し回数を増やして
もらう事はできないのでしょうか？東山では子どもも少ないし近所には子どもがいないので
そういう機会が増えるととても助かります

36 ・ トイレが少なく年間利用ができない所もある。汚物入れの無いところもあり不便
37 ・ 子育て支援施策について何をどういう風にしているか具体的にわからないのでもっとPRして

欲しい。がんばって下さい
38 ・ アンケートとはいっても住まいの地区を記入しているのでくれぐれも個人の回答内容がもれ

ないように
39 ・ 新しい事に着手する前に今ある保育所に目を向けてください。布礼別は北の国からのおかげ

で観光客の通り道です。ゴミのポイ捨て道路のど真ん中に車を止めて地図を広げるなどひど
いです。子どもは車に轢かれそうになるし、学校生徒はそんな人の為にトイレ掃除をかかさ
ず文句も言わずしています。知事に表彰されても地域には全く良い事ないじゃないですか。
観光に力を入れすぎて今ある富良野をダメにしているのを気付かないんですか。私は今の市
長の考えには納得いきません。

40 ・ 子どもだけで遊びに行く支援場所がない
41 ・ 富良野は子育て支援が他の地域に比べて少ないと思う
42 ・ 子どもは社会全体で育てていくという体制作りが大切です。これ以上少子化が進まないよう

に安心して子育てができるように市は考えて欲しい。子育て支援によっと予算をつけて欲し
い。限られた財政の中で有効な使い方をして欲しい。財政が厳しいからといって子育て支援
の予算を削減しないで欲しい。

43 ・ 医療費を３歳までではなくせめて小学生まで無料にして下さい
44 ・ 保育所の料金が高すぎる。高齢者だけでなく、子どものインフルエンザワクチンの助成があ

ると良いと思う
45 ・ 子育ての事でわからない事を気軽に教えてくれる講演などを増やして欲しい
46 ・ 医療費負担の軽減を強く望みます（家はアレルギーの子がいて月に１万円以上かかって

います）
47 ・ ふれあい広場はとても良いです。小さい子でも森や川へ遊びに行きたいです
48 ・ ちょっとした時に気軽に子どもを預けられればと思います。親にも時々お願いする事があり

ますが、各々に用事があると、ほぼ仕方なくといった状態で子どもを連れ出かけることもあ
ります。仕事はもちろん歯医者や美容院など子どもから目を離さざるを得ない用事の時の子
どもの預け場所に困ります。臨時で預けるにも高額過ぎたりで。チャイルドシートの貸し出
しで新生児から使えてしかも無料という事で借りたのですが、新生児では完全に横に寝かせ
た状態でなければ使用できません。

49 ・ 具体的にどんな支援があるのかよくわからない
50 ・ 現在３歳まで医療費受給というのがありますが子どもが病院へ通う事が増えるのは集団に

入ってからですので小学生までにしてもよいのではと思います
51 ・ 医療費を就学前まで市で負担して欲しい
52 ・ 親が安心して働ける支援体制を整えてほしい。また具体的な支援施策は今は何も知らないの

でもしあるならもっと情報が欲しいです,
53 ・ 子育てしている人に対してどんな支援をしているのか内容がわかりません。わかりやすく、

広く宣伝して下さい。例えば共働きで子育てしている人には？
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54 ・ 市として子育て支援へ色々取り組んでいて素晴らしいと思います。へその町として子を産み
育てやすい環境となることを望みます

55 ・ 児童館に行っても小学生ばかり遊んでいて小さい子が思い切り遊べる所がない。児童館の利
用方法をもっと具体的に教えて欲しい

56 ・ 子育ての悩みのある人やそうでない人が、いつでも集まれる場所があると良いのかも。支援
だとか相談だとか型にはまらない場所があって、人が集まってそこから問題が生まれ良い方
向に向かっていけるようにするのも良いのではないか。支援相談等大きな問題が急がれるの
も事実です

57 ・ 雨降り、冬など子どもの遊ぶ所が１ヶ所もないので自由に出入りできる体育館を作ってほし
い。（旭川のカムイの杜のような）子どもの交流、親の交流もそこから生まれるのでは？子
どもを育てるには富良野は大変住みづらい場所です

58 ・ 兄弟の一人が入院したなどの時預かってもらえる所があると良い
59 ・ 子育て支援サービスを利用していると、一生懸命なのが伝わってくるが、一つ一つがバラバ

ラなのが残念。幼保、学校のつながりを深めてがんばってほしい。特に学校はもっと幼、保
の活動を認めて、１年生を赤ちゃん扱いにしないよう幼、保の活動のレベルを下げないでほ
しい。子育ては赤ちゃん幼、保児、学児がバラバラではなくつながっているものなので支援
もつなげて考えて欲しい

60 ・ 富良野は医療費が４歳からかかる。他の市町村では小学校まで無料の所もあるのに。幼稚園
に入ってからが病院に行く事が多くなるのに。あと子育て支援何をしているのかわからな
い。一部の人達だけしか利用できていない気がします。宣伝があまりない気がします

61 ・ 旭川などでは学校に学童教室みたいなのがあり、そこで放課後生徒達は過ごしているが、共
働きの場合、学童保育は５時には帰らされ、夏は明るいが冬など４時には暗くだからと言っ
て仕事の為迎えに行くこともできない。今の時代に５時は早すぎ。５時に仕事が終われるの
は市役所ぐらい。土曜日も10時からでは遅い。何の為の学童かわからない所がある

62 ・ 週休二日制により未就学児も参加できるイベント（小学生が参加できるちびっこ塾等）がな
いので実現して欲しい。（年老vs幼児。児童vs幼児。Etc）

63 ・ 雨の日、寒い日等（冬場等）小さな子が広々とした場所で遊べる場所があったら（屋内）と
思います

64 ・ 一人目の出産時は色々なサービスについて殆ど知らず利用できなかったものもある。母子手
帳交付時にまとめて広報するなど、もっと広く知らせて欲しい

65 ・ 仕事をしているかしていないかで答えが変わります。質問そのものに違和感があります。子
どもの年齢で欲しい支援は違うのでこのアンケートで何がわかるのでしょうか？もっと自由
な意見を聞いてほしい。ほしい時に欲しい支援を受け付けてくれる総合案内を作って下さい

66 ・ 子どもの医療費をせめて就学前まで負担して欲しいです
67 ・ 病院に親がかかるとき子どもを見ていてくれるところがあるとありがたいと思う
68 ・ 児童館をAM中も開放して、幼児も自由に利用できる様にして欲しい。幼児対象の行事も児童

館でして欲しい。雨の日や冬期間子どもが遊べる施設を作ってほしい。（幼稚園保育園の案
内や遊び場医療サービス、子育ての市のサービスを一冊の冊子にして配布して欲しい）

69 ・ 麻町児童館で幼児クラブ利用させてもらいとても楽しかったのですが、建物が古い。演劇工
房など、特定の人が利益を得るような建物ではなく、富良野で育つ子どもの為に児童館や保
育所を新しくした方が良い

70 ・ 子育て支援という言葉はよく耳にしますが、具体的に何をしているのかよく分からない
71 ・ 市の子育て支援って何かしてるんですか？安易か問題のある子については色々相談などある

ようですが問題のない子には何もないのかな？　思いっきり子どもを遊ばせる施設や科学セ
ンターなど子どもと一緒に出かけられる場所が欲しいです。

72 ・ 医療費について入院は６才までなのに通院は何故３歳までなのか？うわさでは真狩村では両
方とも小６まで無料と聞きました。少子化対策で富良野市でももう少し対象年齢を上げて欲
しいです

73 ・ 市での幼児クラブはすぐに定員になってしまうので、もう少し定員や曜日を増やして欲しい
です。子どもを育てるにはとても不便な町です。今時病院や公共の場で授乳スペース、オム
ツ替えスペース、母子共に入れるトイレが全くない市はあるんでしょうか？観光地でありな
がら観光に力を入れる余り、住んでいる人々を無視している気がします。小さな子ども達が
家の中でTVやゲームにかじりついているのは、遊ぶ場所が少なく、親が安心して子どもと一
緒に遊べる場がないからです。

74 ・ 子ども達や親たちが安心して楽しく毎日が送られるような環境をたくさん増やして欲しく思
います

75 ・ 市の子育て支援については内容がよくわからない。広報などには目を通していますが。
誰にでも分かりやすいように工夫をして頂けたらありがたく思います

76 ・ 気軽に子育てについて相談できる窓口がほしい。同じ富良野に住んでいると情報が漏れるの
ではないかと心配です。(口外）

77 ・ 子どもは幼稚園に入ってから多く病気になり病院のお世話になります。医療費の負担がもう
少し軽くなると嬉しいです。今は満３歳までしか支援がありませんが小学入学までとかにな
りませんか？
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78 ・ ２年前、現在２年生の子が１ヶ月半入院しました。たまたま親類がいたのでなんとかなりま
したが私達のような転勤族は自分達だけで何とかならない事も出てくると思うのです。近所
の方に頼むにしても主人の仕事が遅いので頼めないとかが考えられます。そういう時に預
かってくれる支援などはあるのでしょうか？（20時くらいまで）

79 ・ 色々な人が住みやすい町にしていくと良いと思います。子どもがいないとわからない事（タ
バコやゴミのポイ捨てなど）もあると思うので、もっと広報しても良いのではないでしょう
か。子どもだけでなく様々な人が気持ちよく暮らす為には、個人の意識を高める必要がある
と思います。歩きタバコなどは本当に危険です。でも子どもと歩いてみないとわからない事
なのですよね

80 ・ 富良野市はかなり遅れていると思います
81 ・ 市の主催する子どもふれあい広場に１年間参加させて頂いた事があります。小さい子どもが

二人いる時期でとても助かりました。ボランティアの方が赤ちゃんも面倒見て下さるので日
頃不足しがちな上の子どもとの時間がたっぷり取れて本当に助かりました。そういう場が続
けてあればいいとおもいます。母親が色々手作りする場所が欲しいです。そこで子ども同士
遊ばせたり、一人面倒見て下さる人がいてくだされば最高です

82 ・ 児童館がボロボロでひどい所が多いです。なぜですか？ゲートボール場やその他、今直さな
くても良い所には随分力が入っているように見えます。何年前の建物なんですか？特に桂木
や緑町が古すぎます。又お葬式を優先にされるとせっかくの子どもとの時間が何度も中止に
なってしまいます。今後の富良野を背負っていく子ども達をもっとちゃんと育てませんか。

83 ・ 医療費を６才まで無料にするとかもっともっと子どもを育てやすい。環境にして欲しい
84 ・ 子どもが病気になった時お金がなくて病院に行けなかった事がある。そんな時気軽に後払い

とかで見てくれるとすごく助かる。薬も必ず出されるがすごく高い。１回行くと5000円くら
いかかる。結構病気になると親も大変です

85 ・ 難しいでしょうが富良野に住んでいる性犯罪者の住所、氏名を公表してほしい。そうすれば
富良野でその様な問題もなくなるだろうし。子どもを守る事になると思います

86 ・ ブックスタートを富良野市で是非初めて欲しい
87 ・ 決して充分とは思えません。月5000円の児童手当も妥当とは言えない額だし、幼児クラブの

知名度の低さなど子育て支援を市がしているのだとしたら何を支援してくれているのでしょ
うか？よくわかりません

88 ・ 市の協会病院の婦人科が（病院全体が）新しくなると利用しやすくなると思います
89 ・ 遊びの広場を利用するお母さん達が多くなっているようです。その分幼児クラブでの方は少

なくなっているみたいです。初めての方は、遊び方が分からないなどあるでしょうから、そ
ういう人達の受け皿としては良い事だと思うのですが、そのあとはそれを自分達で生かし
て、幼児クラブなどつなげていくべきだと思います。手遊びなどはやった事のある人がいな
いと覚えられないと思うのです。子ども達が希望をもてる100年を見据えた市政が必要だと思

90 ・ 市の子育てに関して他市、他県でもサービスを受けた者としてはサービスの不十分さを感じ
ます。働きたいという希望があっても保育料が高い、時間が短いなどの問題点も多く利用し
たくてもできません。私達子どもがいる者としては子育てしやすい町が住みよい町と思えま
すが富良野はどうでしょうか。子育ては母親と言う意識を強く感じとても住みにくいと感じ
ます。都市にはない富良野ならではの魅力あるサービスを考えて提供していかないとサービ
スの充実した都市へと人々が流れてしまうのではないでしょうか

91 ・ 母子通園センターに週１回通っています。子どもの将来子育てに不安を感じながら日々過ご
しています。でもその中でなかよし教室の中で笑顔でがんばる子ども達。母親の不安を取り
除こうという色々工夫しながら私達の支えになってくれている先生方。もっともっと母子通
園センターに対するご理解ご協力をお願いします

92 ・ 情報が欲しい
93 ・ プールを通年で使用できるようにして欲しい。雨天、冬に家族で遊べるような広いスペース

欲しい（旭川のカムイの杜のような）
94 ・ 何よりも保育園を増やすか入所人数を増やして働きたい親が子どもを入所させやすくして欲

しいです
95 ・ 夫の転勤で富良野に来ている為夫婦以外の親族が子どもにはいないし、夫は土日も仕事で帰

りも遅いので子育てには携れません。保育サービスが充実してもらえると嬉しいです
96 ・ センター的な気軽に集まれて室内の遊び場を作ってほしい。プールなども冬期間も利用でき

るようにしてほしい。乳児からのスイミング教室のようなものもできるといい。と思います
97 ・ 夏冬休みの間は児童館を朝から開放して欲しい。お弁当を持たせれば昼休みもいられるよう

に、開放時間も延長して欲しい
98 ・ 現在子育て支援のふれあい広場を利用させていただいています。保育士さんが付いて子供た

ちを良く見ていて下さるので複数の子どもを連れて行く親としては大変安心して楽しませて
頂いています。お金がかからないのも嬉しいです

99 ・ 子どもが病気回復期の専門に見てくれる所があれば嬉しい。以前仕事をしていた時色々な人
に迷惑をかけたのでそのように思っている人が一杯いると思う

100 ・ 市立の保育園が少ない

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

第２章 ニーズ調査の結果 

 58

101 ・ せっかく立派なスキー場もあるのに小学生以上は青パスがあたるが、幼稚園児にはなくやら
せたくてもできない方が多いと思います

102 ・ 子育て支援センターの存在は母親にとって大きなものです。またふれあい広場も親子共々遊
んで交流できる貴重な場ですので（冬は特に）今後も継続していただきたいと思います

103 ・ ふれあい広場を利用してますが、大変施設もいいですしたくさんの遊び道具があり、先生に
もたくさん手遊び等教えてもらい満足しています。各児童館の予算は市ではどうする事もで
きないのでしょうか？仕方のない事かもしれませんが年々減らされているようです

104 ・ 現在週１度の支援センターを利用させて頂いてます。子どももお友達と遊ぶ楽しさを覚えつ
つあり親自身も生き抜きになりとてもありがたいです。ただ子どもの人数も多いので午前午
後と分けたら子どもも広々と使える気がします

105 ・ 外を散歩していると、すれ違うおじいさんおばあさんが必ずと言って良いほど声をかけて下
さいます。おかげで私自身気分転換になりますし、子どもも人見知りが少ない気がします。
このような町の雰囲気を大切にして欲しいと思います。完全に預けるのでなくても、遊び場
で子どもの相手をしてくれる人がいて、親は傍らでちょっとした用事ができると大変助かる
のですが。（読書、デスクワークなど）

106 ・ いつでも気軽に遊べる場が欲しいです。特に冬は困っています
107 ・ 昨年の５月からふれあい広場を利用させて頂いて転勤してきたばかりで知り合いもいなく不

安でしたが広場のおかげで親子共々楽しい思いをさせていただきました。あと２ヶ月で終わ
りですがありがとうございました

108 ・ 小さい子が時間を気にせず遊べる場所があるとよい
109 ・ スーパーとかに無料で遊べる所がいっぱいあるとうれしい。児童館を午前中も開放して欲し
110 ・ ふれあい広場はとても親子ともに満足しています。これからも続けていって欲しいと思いま
111 ・ ふれあい教室や幼児クラブへの支援等（支援センターより）には感謝しています。これから

も一層充実させて下さい。医療費の年齢や所得制限の改善を望みます
112 ・ このアンケートが今後の市政策になにか反映される事があるのでしょうか
113 ・ 受けられる制度とかがわかりずらい。どういうものがあるのかもっと積極的に知らせて欲し
114 ・ 市の子育て支援はどんな事をしているのかわからない。小さな子どもがいると情報を得る事

が困難になるので詳しい資料を配布するなどしてほしい
115 ・ 私の家庭には全く届いていません。利用できる事柄がないからです。ただ学校の先生方への

不信感は年々大きくなります。昨年は富良野小の先生が子ども達に号令をかけて横断歩道の
10m位手前を走り渡らせる所も見てしまいました。教育者がです！！

116 ・ 遊ぶ所が少なすぎて子の交流親の交流のできない。富良野は子育てするには最低の場所だと
感じる

117 ・ 子育て支援については子育てしている妻の人達が少し息抜きができる預かりなどを無料でし
てくれる所があると良いなと思います。せめて一人が月に１度位の利用とか

118 ・ どこで何の支援をしていてどこで手続ができるのか全くわからないしどこに聞けば良いのか
もわからない。あっちこっちに言われても最終的にはもういいとなってしまう

119 ・ 市で運営する託児ルームを作って欲しい。仕事を探す間に預かっていただけるような
120 ・ 乳幼児医療費の控除をせめて６才くらいまでに延長してほしい（３歳の誕生月までは短すぎ

る気がします）
121 ・ 妊婦健診の受診代はかなりかかった。月に２回は行くし、検査費用だけの援助では全く足り

ない。子どもが２人３人と欲しくても妊娠中の負担も大きいので結局諦める人も多いので
は。出産時の30万だけでなくこういうのも援助して下さい。全員思ってます

122 ・ 市内に産婦人科の病院が１件しかないのがおかしいと思います。すぐ先生が変わるし待ち時
間も長いし先生の対応が悪いです

123 ・ もっと子どもが欲しくてもお金の面で考えてしまうのでそういう負担を軽くしてたくさん産
めるようにして欲しい

124 ・ 夜間、休日の預かり場がほしいです
125 ・ 老後の問題も大事だけど子ども支援にも力を入れて欲しい。でないと少子化が進むと思う
126 ・ 医療費のけんですが、児童手当を支給している間入通院を免除してほしい。入院６才、通院

３歳では短すぎる
127 ・ 育休をうまく利用できる社会作りをもっとしてほしい。子供ができた＝退職を余儀なくさせ

たれた。育休を取る必要のある企業に対しては助成金をあてる等いろいろできるのではない
だろうか？シングルマザーやワークママは今では当たり前だと思う。なのにもっと働きやす
い街づくりをしてほしい。

128 ・ 病気や風邪などで育児ができない時１日に１万円でもいいから手伝ってくれる人がいると助
かるので、登録システムを作って対応して欲しい

129 ・ 関係ないかも知れませんが、産科が市内に１つしかない事とか小児科が少ない事は育児、出
産をする上でとても問題だと思います。お医者様を選べない事に違和感があります。

130 ・ 子どもが産まれてもどこに公園があってどこに小さな子ども達が集まる児童会館があってど
のような手続をするのかどのようなサービスをしているのかまったくわからない。その様な
様々なことを書いた物を子どもが産まれた時にでも（二人目まではいらないが）渡すなりし
てもらえると助かる
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131 ・ ベビーシッターやファミリーサポートセンターなどがあるのなら情報を教えて欲しい。私自
身も子どもを預かったりしたい。自分も子どもがいるので子どもがいる人や年配の方に預
かってもらいたい

132 ・ 地域の人口も年々減っていくし、子どもも少なく、この子どもが小学校、中学校へ通う時は
どうなっているのかなと不安があります。せっかく地域に学校があるのに、今はどこへ行っ
てもいいと言うのを聞きました。地元の良い学校がなくなって欲しくないのに、生徒も少な
くなってしまうのはとても残念な気がします。どうにかならないものでしょうか。お願いい

133 ・ 自分達が探さない限り全く情報など入ってこない。地区であるのかも未だにわからない
134 ・ ボランティア等で子どもを見て見らえるような企画があればいい
135 ・ いつでも誰でも自由に参加できる場所行事を提供して欲しい(予約せずに）
136 ・ 雨が降った時子どもが遊ぶ場所がない
137 ・ 子どもを預けられる場所や人が多くできたとしてそのサービスを受けるのに多額な費用がか

かると中々利用しにくくなります。富良野市内で仕事を探したとしても時給650円位のパート
の人が５～６時間働いたとして保育料で半分以上のお金を払わなければならないのなら無理
せず働きにも出れないし預けもしないと思います。市民のニーズにこたえられる子育て支援
施策に期待しています

138 ・ 協働そういうわりにまだまだ役所らしいアンケートです。視点を確認してみてはいかがで
しょう

139 ・ 出産してから色々な活動を行っている事を知りました。今後も色々参加してみたいです。子
どもにとっても親にとっても楽しく遊べる場がもっと増えたら良いなと思いました。家に二
人でいても退屈です。色々なところに出かけ様々なことを学びたいです

140 ・ 児童館でやっている幼児クラブはかぎ当番があって大変だ。小さな子を持つ親が10時までに
行
ってカギを開け終わりまでいてカギを閉め、と言うのは子が病気で行かれなかったり様々な
状
況があるので、専門の方がいて、いつも開放してくれていてひとつ親子で遊べる事を教えて
く

141 ・ 施設などほとんど耳に入ってこない
142 ・ 働いている親などで子どもの病気の面倒を見ていただける場所が欲しい
143 ・ 以前保育所探しに保健センターに相談に行ったら係りの人が「今忙しい」という態度丸出し

でろくに話も聞いてもらえずすごく感じの悪いおばさんでした
144 ・ 市内での活動が多く地区が離れているとそこに行くまでが大変です。簡単に移動できると参

加回数も増えるようにおもえます。がわざわざバス等を運行しても、利用者が少ないと経費
ばかりがかかりそれを考えると積極的に声を大にして話せません

145 ・ 働いているので利用した事がない
146 ・ 山部にも児童館を作ってほしい。（今後もっと共働きの家庭が増えると思うので）
147 ・ 突然でも気軽に子どもを預けられるサービスがあると良い
148 ・ 私が子どもの頃は知らない大人にも教わる機会がたくさんありました。先人から学ぶって大

事だと思うしシルバー世代を遊ばせておくのももったいないのでシルバーの方々と子どもら
を交流させる機会を作っては？少子化で一人にかけるお金が増えているとは言ってもあちこ
ち削ってかけているのが本音。少しでもお金のかからない福祉の充実した富良野。なんて素
敵ですよね

149 ・ 数年後には小学校に入るが小学校までは7kmもあり毎日ちゃんとバスが来るのかが怪しい。親
が車で通わないと行けないのか

150 ・ 支援施策のPRが少ない。学校の小学中学が古い改修してほしい。扇山富良野小は新しいのに
東小はボロボロだ。へき地の学校も改修してほしい。駅前より子どものことに回して欲しい

151 ・ こどもと一緒に参加できる場をもう少し増やして欲しい
152 ・ 子ども達の学校での使用するものの金銭の援助
153 ・ 低学年児童が通える学童について富小の末広、弥生方面に１ヶ所あると良い。開設を希望す
154 ・ 保健センター、児童館で行われていますが結局車を使わなければ行けない所で利用したくて

もできない人もいると思います。希望者や依頼者がいれば職員が自宅まで。と言うのも１つ
の方法では。

155 ・ ベビーでなくても保護者が子どもだけを家に置いていかなくてもすむように子ども達を見て
くれるサービスがあると良いと思います。または自宅で預かってくれる人がいると安心でき

156 ・ 山部に学校帰りに寄れる児童館が欲しい。今は図書館が代用のようになっているが毎年の様
に図書館の閉鎖がうわさされる。図書館を閉鎖していくのであれば同じ場所に児童館が欲し
いです

157 ・ 子育て支援などのサービスについて知らなかった事も多かったです。そういう方も多いと思
うのでそういうサービスがあると言う事を知らせる事も大切かと思います

158 ・ 情報は発信しているのでしょうが受け取る側が悪いのかうまく行き渡ってないように思いま
す。広報やホームページなどもさることながら古典的な訪問などの機会をもっと多くもって
欲しいとも感じます。まだ市民から見て市役所は遠い存在のようです。相談しづらいわかり
にくい、時間が限られていて機会を逃すと言う声が多いです
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159 ・ 今後仕事をしたいと考えているので３歳以下の子どもを預けられる保育所を増やすか収容人
数を増やして欲しい

160 ・ 新米ママの交流会は参加し育児の不安とかを話したりできるお友達がたくさんできとても参
加してよかったと話しています。ぜひこれからも続けていって欲しいと思います

161 ・ 子育て支援サービスを詳しく市で教えて欲しい
162 ・ 医療費の免除を小学校の低学年まで無料にして欲しい
163 ・ 現在双方の実家が遠方にあり夫も夜間いない事があるので(出張など)、夜勤業務のある仕事

に就きたくても子どもを夜預ける機関がないそうなので(以前保健センターに聞いた所による
と)就労が困難な状況です。24時間対応の保育施設があると助かります（看護師免許取得者）

164 ・ 子どもや自分(母親）が病院に急にかからなければならなくなったとき、子どもを見てもらう
事が（二人いるので)中々難しいので（配偶者が仕事が休めればいいが）、また保育施設など
近くに短時間だけ預かってもらえる所もないようなので、短時間だけ見てもらえるベビー
シッターのような制度があればいい。母親と配偶者以外に子どもを見てくれる人がいないの
で、何かあった時の為に支援していただける施設ではなく人が必要に思います

165 ・ 市に予算がないのはわかりますが安全が第一なので保育所や幼稚園にかかるものくらいは仕
方ないのではないでしょうか。何か１つ作ってもらう買ってもらうのに時間がすごくかかる

166 ・ 子育て支援センターで行っているような保育士と遊べる機会をもっと作ってほしい。行きた
いが行けなかった。もっと宣伝してほしい。医療機関にかかる費用を小学前までは負担して
ほしい。保育園や幼稚園などでお金がかかるのに園でもらう風邪など病気になるのも増える
と思うので

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


