富士市
子ども・子育て支援に関する
ニーズ調査
【就学前児童保護者】

自由記入設問 記述（全文）
自由意見は記入された方の意図がそのまま伝わるよう、可能な限り原文を尊
重して掲載しています。一部、明らかな誤字・脱字と思われる字句は修正して
います。「なし」、「特になし」等は省略しています。

平成 31 年 2 月

○自由記述の回答件数
問 38

有効回答合計

①「あったらいいな」と思う子育て世代の交流・イベントなど

特になし

現状で
満足している

自由記述

1,497

885

310

302

100.0%

59.1%

20.7%

20.2%

問 38

有効回答合計

現状で
満足している

自由記述

1,527

779

252

496

100.0%

51.0%

16.5%

32.5%

有効回答合計

239

②市の子育て支援対策について

特になし

問 38

無回答

無回答
209

③市の子育て情報の提供方法について

特になし

現状で
満足している

自由記述

1,456

919

332

205

100.0%

63.1%

22.8%

14.1%
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無回答
280

就学前児童保護者
問38 本市の子育て環境について、①～③のテーマそれぞれにあてはまる番号１つに
○、もしくは、よいと思ったもの、ご意見、ご提案があれば、自由記述してく
ださい。
【①「あったらいいな」と思う子育て世代の交流・イベントなど】
■ 吉原小学区
 土、日に開催するイベント（雨天OKで天候に左右されないもの）
。(母親・2歳)
 子育て支援をテーマとした大規模なイベントを開催してほしい。(父親・2歳)
 吉原のお祭りで幼い子どもも遊べるぬりえやゲームがあったのですが、もっと
増やしていただけるとうれしいです。夏休み、冬休みにもっとイベント増やし
て欲しいです。(母親・2歳)
 ・他地区も交えた運動会やお祭り。
・畑体験、動物とふれあえるイベント。・転
入したての世帯を対象にした情報交換会。
・子どもを預かってもらえる、母対象
の美容イベント（ネイルやヘアサロンなど）
。(母親・3歳)
 幼児（3～6才）対象の自然とふれあう講座、スポーツ（まちづくりセンターな
どで）
（習い事のかわりになるような、利用料が安くてすむような…）(母親・5
歳)
 自由におしゃべりできる、カフェのようなイベント。
（地方から出てきているお
母さんの交流のため）音楽やプロの技工をま近でみられるイベント（クリエイ
ター系）アートなど、文化を楽しめるイベント。(母親・1歳)
 初めての子育てで分からないことが多い。子どもの成長について家庭でできる
こと（運動や知育）を知りたい。勉強をしたい。(母親・不明)
 参加したくてもできない。自営業は休みがない。(母親・5歳)
 みんなで地域清掃とか、隣近所がどんな人か分からないくらいなので、近所の
子育て世代で清掃しながら交流すると良いと思いました。(母親・2歳)
 11月にコドモノプラスフェスに参加しました。とってもたのしめました。また、
是非やってほしいです。(母親・1歳)
 フリーマーケット。子供服がすぐ着られなくなるので手頃に買えたらいいなと
思う。(母親・2歳)
 木育イベント。(母親・5歳)
 コドモノプラスフェスの様なイベントを増やしてほしい。(母親・4歳)
 子供がいろいろ体験できるイベント。(母親・3歳)
 リトミック、体操、英会話などの教育的なことをもっと増やしてほしい。(母親・
2歳)
 同学年、同月誕生の育児教室(第2子以降も。)子供が少ないのか同じような子供
と出会わない。(母親・2歳)
 行事の盛り上げ。公園でのイベント。公共機関の利用。伝統文化の活性化。(も
ちつき。どんど焼き。お祭り等)(母親・3歳)
 イヤイヤ期の対策講座。車(パトカーや消防車etc働く車)を見せてもらえるイベ
ント。(母親・2歳)
 中央公園などで体を動かしたり、子供が安心して走りまわったりするイベント
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があるといい。マンションなどでは苦情にドキドキして、のびのびとさせてあ
げられない。(母親・3歳)
■ 伝法小学区
 公園にスケートボード禁止などが多すぎる。遊ぶ場所をうばわないで欲しい。
(母親・4歳)
 交流の場やイベントがあっても結局毎回同じ親しか行かない。一部の人にしか
意味がない。フルで働いている人保育園に入れてる人は利用できない。(母親・
4歳)
 託児付きで母親がリフレッシュできる、ランニング、ヨガ、体操、スポーツジ
ムの利用などがあったらうれしい。(母親・4歳)
 児童館を市内の適度な距離間で増やしてほしい。入館が面倒。いちいち毎回名
前かくのではなくしてほしい。(母親・2歳)
 母親は女なので、男の子の体のことなど分からない事がある。勉強会のような
ものがあったら、助かるのかな?!(母親・5歳)
 親子で参加（何か作ったりするイベント）できるイベント。土、日で…。(母親・
3歳)
 託児サービスあり（0才児可）で母親がリフレッシュできるイベント。ヨガなど
のスポーツ、料理、アロマ、裁縫、等々。(母親・不明)
 小学生高学年の子が楽しめる、行きたいと思えるようなイベントを増やして欲
しい。(母親・5歳)
 平日も子供に関するフリマをやってほしい!世の中すべて土日休みではない!
主人が平日休みなので、平日ででかけられるイベントがあったらいいなと思う。
(母親・0歳)
 室内で子供が伸び伸び遊べる施設があったら、嬉しいです。広～いスペースで。
(母親・4歳)
 親子おかしづくり講座など。(母親・4歳)
 父親が参加できるイベントがあるといいな…。(母親・不明)
 ・無料のキャンプイベント。 ・子供の参加出来る競技イベント(ストライダー
など。)(母親・5歳)
 現在どんなものがあるか知りませんが子どもの興味のないところに子連れで行
くのは難しいです。(母親・5歳)
 父親対象のイベント等や講演等があれば参加したい。(母親・0歳)

■ 広見小学区
 年齢別にイベントをひらいてほしい。小学生のイベントがどれも同じかんじ。
(母親・4歳)
 赤ちゃんだけでなく、小学生くらいを対象としたイベント等を増やして欲しい。
(母親・5歳)
 ・男の子ママの集まり、女の子ママの集り。
・3人兄弟の集り、1人っ子ママの集
りなど同じ立場の人たちと「あるあるトーク」でもりあがりたい。(母親・3歳)
 移動子育て支援センターをぜひ春～夏も毎月やってほしい。(母親・0歳)
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 いろんなスポーツ体験や教室に親子で参加できるイベントが定期的にあると良
いなと思う。子供が何に興味を持つのかが知りたいので。(母親・3歳)
 英語に関するイベントや音楽、楽器にふれるイベント。(母親・4歳)
 年間行事（クリスマス、正月etc）のイベント、子連れでもOKなヨガやジム。(母
親・3歳)
 キャラクターショーなどあればいいな。(母親・1歳)
 農業体験。(芋ほり等)親子で楽しめるイベント。(母親・1歳)
 富士宮のお宝市みたいものが増えたら良いなと思います。家から中々でないの
で…。おもいっきりどろんこができるイベント。(保護者も参加)(母親・1歳)
 イベントの情報が伝わりづらい。何がどこであるのかもっとわかりやすく知り
たい。(母親・不明)
 同じ年代の子との交流。(広くではなくしぼって。)例えば、〇年生まれで8月9
月生まれの子など。共通点があると親同士も話しかけやすい。(母親・3歳)
 公園や児童館など子供が安心して遊べる場所が整備され、思いきり体を動かし
て遊べるようなイベントとかあるといいと思います。(母親・1歳)

■ 大淵一小学区
 消防まつりやバスの日イベントなど、子供が好きな乗り物に関するイベントが
あるのはとても良いと思うが日程の周知方法など考えてほしい。(母親・0歳)
 ママフリマをもっと増やしてほしい。(母親・2歳)
 ・4才ー6才くらいがいける講座などが少ない。
・夜のママの講座を増やしてほし
い。(母親・4歳)
 地域でのお友達作り（同世代の子供同士）(母親・0歳)
 地域ごと学校のお部屋とか体育館をかりたりして、同じくらいの子供が集まる
ようなイベント（年齢によって変える）を定期的にやってほしい。(母親・不明)
 平日は幼稚園があるので、土日に子連れで楽しめるイベントを増やして欲しい
です。3人連れるので大変ですが、ゆったりしたものがあれば出かけやすいです。
(母親・5歳)
 子ども3人連れでも出かけやすいイベントがあるといいです。土日だと駐車場だ
けでも大変なのでなかなか…。(母親・1歳)
 謎解きやゲームをして親子で楽しめるようなイベント。ゲームは輪投げやけん
けんぱなど、子供が体や頭を使って楽しめるようなことがあればいいなと思い
ます。現状のイベントも参加出来る時は参加させていただき、とても楽しませ
てもらっています。いつもありがとうございます。(母親・不明)
 はいはい競争も年に数回やってほしい!(母親・2歳)
 もっと公園を増やして、子供達が自由で安全に遊べる場所を増やして下さい。
(母親・5歳)
 物々交換（サイズアウトした服やおもちゃなどを）(母親・3歳)

■ 大淵二小学区
 他の園の同い年の子と交流。(母親・1歳)
 子どもの病気について悩みを相談できたらイイな、と思う事はあります…もう
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少し気軽に。(母親・3歳)
■ 今泉小学区
 私の知り合いの方で、中学進学の際学用品が高額で購入が難しい方がいます。
各中学校区で、不要となった学用品をゆずれるようなイベント、企画があると
よいなと思いました。（←すでにあるのなら周知できるようにしてほしいです）
(母親・不明)
 子ども（1,2才からでも）が参加できる体験イベントキッズショップのようなも
ので、もっと小さい子が行えるもの、動物ふれあいなども含め。(母親・4歳)
 親子で仲良くなれるような（孤立しない）サークル。(母親・5歳)
 もっと誰もが気軽に参加できるいらなくなった物や着れなくなった子供服等を
売るフリマなど増やしてほしい。(母親・1歳)
 パパだけの集会（パパ会）(母親・1歳)
 どんな交流・イベントにおいても、子供用のトイレ、オムツ交換の場所が整備
されていれば、行きやすいと思う。(母親・3歳)
 産後の入院ケアセンターのようなものがもう少し増えるといい。(母親・3歳)
 年齢毎に親子で集まり交流できる場があると話しやすく相談しやすいと思いま
す。(母親・2歳)
 バーベキュー、アウトドア。(父親・3歳)
 毎年行われている仮面ライダーのイベント(環境フェス?)を子供が楽しみにし
ており、ありがたいと思っています。(母親・4歳)
 外国語(特に英語)を学べる。(母親・2歳)
 子供(1,2歳)と一緒にできる、連れて行ける、運動や身体を動かすイベント、講
座を増やしてほしい。(ヨガ、体操)(母親・4歳)
 小学生と幼児が一緒に参加できるイベント。(母親・2歳)
 料理教室など。子供の年齢が離れている為、上の子に合わせて参加したくても、
下の子がいるので参加しにくい。
（託児付等ができると有難い。
）(母親・1歳)

■ 原田小学区
 親子で体を動かすイベント。(母親・1歳)
 移動支援センターを週1で行ったりしてほしい。(母親・4歳)
 休日にイベント設定してほしい。平日は仕事。(母親・1歳)
 ・年齢別に体を動かす種目大会など。 ・小学校に行く前に、その地域での交
流（幼稚園、保育園、こども園とバラバラなので顔合わせ）(母親・4歳)
 キャンプやBBQなど外で活動する機会を増やしていただけたら嬉しいです。(母
親・4歳)
 児童館や支援センターのイベント(クリスマスや節分、コンサートなど)が平日
にあるので年に何回かでもいいので土日にやるイベントもあったらいいなと思
う。(母親・1歳)
 幼児向けのオーケストラのコンサート。(母親・1歳)

■ 吉永一小学区
 地域のお年寄りやボランティアさんなどと交流できると、散歩等ですれちがっ
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た時にも話しやすいです。現状ではお互いに遠慮してしまっているような状況
なので、改善できるかなと思います。(母親・2歳)
 歩いていける公園をつくってほしい。(母親・1歳)
 公園を歩いていける所につくってほしい。(母親・4歳)
 子どもとの遊び方（ふれあい遊び）を学べる機会が土日にもほしい。平日働い
ていると参加できない。(母親・不明)
 紙フェアや環境フェア等のような子ども達が参加できる何かしらのイベント。
(母親・5歳)
 先日富士宮で行われた子育て未来ミーティングのように一般の父母祖父母～企
業・行政・NPO等が集って同じ土俵で同じテーマで話し合える場が富士宮でも今
後あるといいなと思います。それ自体が安心につながるしもっと意見が出てく
るように思います。(母親・2歳)

■ 富士見台小学区
 高齢者、障害児者との交流会。(母親・3歳)
 色々なイベントがあり、とても楽しそうだが、どれも基本平日で参加すること
ができない。(母親・3歳)
 子供達が遊んでいる間、親がゆっくりとお話したりお茶したりできたらうれし
い。(母親・4歳)
 未就学児も参加できる料理教室などのイベント。子を預かってくれて親が講座
に参加できるもの。(母親・2歳)
 親の職場見学。(母親・2歳)

■ 神戸小学区
 育児グッズ、服、おもちゃんどに限定したフリマ。(母親・1歳)
 まちづくりセンターの親子セミナーが、週1くらいであると良い。(母親・1歳)
 アレルギーを持っている子（親子）を対象に、食事についての講話や座談会な
ど、交流する場を設けてほしい。(母親・3歳)

■ 吉永二小学区
 工作が苦手な児が増えています。もっと工作に、ふれあえる場がほしいです。(母
親・4歳)
 ヨガやバランスボールなど乳児をつれて行けるスポーツイベントを増やして欲
しい。(母親・不明)

■ 青葉台小学区
 広くて、安全な公園。(母親・1歳)
 防災教室。実際に家庭でそろえられる防災グッズを使ってみたり、災害がおき
たら子供をどう守るかなど。(母親・1歳)
 託児有り（有料でも）ママの交流、リフレッシュの場。(母親・1歳)
 学習障害に対する、教育方法、
（学校の対応家庭での教育）を詳しく学べる講座
をひらいてほしい。(母親・4歳)
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 環境フェアやキッズジョブなどのイベントがとても良いので、参加しやすいも
のを、ぜひ継続していただきたいです。(母親・3歳)
 何でもイベントというとお金がかかることが多く、勧誘もあったりするので足
が遠のいてしまうが、以前行われたコドモノプラスのイベントのような、無料
で参加できるイベントがもっと増えると良いと思う。子育て世代の負担を減ら
し、楽しめるイベントがもっとあっても良い。(母親・5歳)
 平日の昼間に行うことが多く、参加できないことが多いので、土日などにたく
さん行ってほしい。(母親・1歳)
 まちづくりセンターでの講座や申込なしでのイベント等を増やして欲しい。0歳
児～乳幼児向けのイベント等室内で出来る事などまちづくりセンターの室内を
開放し子ども達が遊べるスペースがあると良い。(母親・0歳)
 お仕事体験など様々な職業の見学、体験ができるようなイベントがあるといい
です。(母親・2歳)
 一人子世帯交流。(本当は、兄弟をつくってあげたいが、いろいろな理由から一
人っ子になってしまった方達と交流しいろいろと話をしてみたい)(母親・4歳)
 産後すぐ、体調不良の中、慣れない育児で精神的にとてもつらかった。産後2ヵ
月頃から親子で参加できる交流会等が家の近場にあると嬉しい。
『〇ヵ月ベビー
の会』等、月齢で区切り、適した遊びを教えてもらいたい。(母親・不明)
 子育中の親御さんが気軽に集まれるように市から手紙や、チラシなどで促して
欲しい。また子供の年齢ごとに小さなイベントや集まるきっかけを作ってほし
いです。参加者の方がどれほどいるかわかるような、また日程の確認ができる
アプリがあったら便利かと。(母親・0歳)

■ 元吉原小学区
 こどもの国や、広い公園でのアクティブなイベント。(母親・3歳)
 妊娠している時や子供が産まれてから市の講座に何度か参加したが、同世代の
子のお母さんとの交流というのがメインだった。同じ悩みを持つ者同士が話し
ても解決にはならなくて私には意義ある時間に思えなかった。だったら先輩マ
マの体験談をききたかった。(母親・不明)
 地域で小学生と新一年生と関わりあえるイベント。学区や町内などで。(母親・
5歳)
 子どもが大きくなって使わなくなったおもちゃや服、ベビー用品などを今必要
としている人への交換するイベント。(無料で交換するイベント。)ごみ対策に
もなると思うのでぜひやってほしいです。(母親・2歳)
 子どもが大きくなって使わなくなったおもちゃや服、ベビー用品などを今必要
としている人への交換イベント。(無料で交換。)ごみ対策にもなると思うので
ぜひやってほしいです。(母親・不明)
 子どもが大きくなって使わなくなったおもちゃや服、ベビー用品などを今必要
としている人への交換するイベント。(無料で交換。)ごみ対策にもなると思う
のでぜひやってほしいです。(母親・4歳)

■ 須津小学区
 富士市の日に地域でお祭りして祝い。(母親・1歳)
 音楽イベント、コンサート。(母親・4歳)
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 ハイハイとかして歩ける所を増やしてほしい。(母親・0歳)
 サンタさんがプレゼントを届けてくれるイベント。(母親・2歳)
 中央公園など、大きな公園を活用し、きぐるみのショーやトランポリンなどを
行う。
（中央公園はイベントが多いし、タリーズもできとても活性化は感じます
がますますの楽しいイベント期待しています）
。(母親・0歳)
 子供服などのフリーマーケット。(母親・2歳)
 児童館などでイベントがあるが、子供が小さい（8ヵ月）のでお昼寝と離乳食の
時間と重なってしまうとなかなか行けない。日数と時間帯を増やしてほしい。
(母親・不明)
 体を使って遊べるイベントがあれば嬉しい。(母親・3歳)
 子どもも親も一緒に楽しめるイベント、音楽会、工作、図が教室など。(母親・
3歳)

■ 東小学区
 親子で参加出来る習い事の体験教室。(母親・3歳)

■ 富士一小学区
 公園の遊具やすな場の手入れをもう少ししっかりしてほしい。(母親・不明)
 同じ学区で友達がつくれるように0～1才くらいの時に学区別に集まるイベント
があると良い。(母親・0歳)
 こども食堂(母親・4歳)
 父親だからこそできる体を使った遊び方を教えてほしい。(母親・4歳)
 ・親子で参加できる食育や英語の勉強などができるイベント。
・乳幼児を対象と
した動物とふれあえるイベント。(母親・不明)
 無料イベントの数を増やしてほしい。(母親・不明)
 ・月齢別に発育セミナー。
・託児所つきカフェや子どもを預けてママトーク会。
(母親・不明)
 赤ちゃん時代（幼稚園前）は、本当に毎日何しようかと考える事が多かったの
で、日替わりで、子供のための遊びの集会とかあると、助かる人多いと思いま
す。(母親・5歳)
 小さい公園をたくさん作るより大きくていろんな遊具のある駐車場も多い公園
を作ってほしい。(母親・1歳)
 市のイベントなどの情報は知らない事が多い。(母親・4歳)
 防災を取り入れたイベント、公園での映画、スポーツイベント、キャンプBBQ。
(母親・3歳)
 就労していると、まちづくりセンターの講座に参加できないため、親子講座が
日曜（土曜）にあるといいな、と思っています。(母親・不明)
 子どもが小さいと外で食事することができないのでどこかお店で子どもがさわ
いでも気にならず食事をしたり、遊んだりできるイベント。(母親・1歳)
 雨だと公園に行ったりも出来ないので雨の日に室内で遊べる所があれば嬉しい
です。(母親・1歳)
 ①保育料一律無料 ②医療費も ③国際交流の子どもの場、
（English)など、英
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語が話せても、日常で同じ年代の子どもが話している、または話す機会が少な
い。教育に関して、もう少し積極的になっても良いと思う。(母親・2歳)
 フリマ。(母親・5歳)
 上の子供が障害児なので、健常、障害児一緒に遊べるイベント等増やして欲し
い。兄弟児の集り（親含む）もあると良い。(母親・不明)
 ▪離乳食ランチ会(離乳食開始前には講習があったが、中期～後期になると情報
が不足し、不安になったことがあるため)▪裁縫教室(妊娠中にもっと色々作って
おきたかった…)。(母親・1歳)
 一昔前まで普通に各家庭にあった季節イベント。(母親・不明)
 一部はあるようですが、子供をその場で預けた上で参加できる体操教室や料理
教室等がいろんな場所で開催されると嬉しい。(母親・2歳)
 小学生対象のイベントはあるが、未就学児対象のイベントや教室がとても少な
く感じる。
（県外から引越して来たので、よりそう思うのかも）学年別の体操教
室、水泳教室等。幼稚園後に行ける時間帯の教室もとても少ない。常設のプレ
ーパークがあると良い。富士にはたくさん自然があるのに、もったいない。誕
生学について、学べる機会が欲しい。
（親子で）(母親・4歳)
 5年前他市より転入。以前住んでいた区街では、平成〇年4～6月、7～9、10～12、
1～3月と3カ月ごとに生まれ月を区切り、区が集いを開いてくれた。地域はバラ
バラであったが、その中で近所の友達を見つけ、近い月齢でつながることがで
きた。市主導の集いを開いてほしい。(母親・5歳)
 ベビーマッサージや（服を着たままでもできる簡単な）赤ちゃんと触れ合える
親子遊びのできる自由な集りなどの開催。月に1回どこか広い場所の1角でお誕
生日のお祝い会などの開催。(母親・3歳)
 父親も一緒に参加できるイベント。(母親・0歳)

■ 富士中央小学区
 短期講座でも良いので4才児以降の年令で体を動かすイベントや習字など身に
なる事を手軽な料金で出来たら富士市に住みたいと思う家族が増えると思う。
(母親・5歳)
 児童館とかでは、職員の人が子供と遊んでもらえると助かる(母親・5歳)
 森のようちえんのような、子も親も一緒に学び、成長できる環境の提供（子ど
もがあそびきれる場、友達との関わり（けんか等）を通して考え、感じ、学べ
る場）支援センターや園でのあそぼう会等だけでは、どうしても友達と関わり
たくて近づくが、上手に関われず、ケンカや取り合いになると、親同士は、ケ
ガをおそれたり、相手に申し訳なく思い、子どもの行動をとめてしまい、子ど
も達も、結局、不完全燃焼に終わってしまう。ケガをしそうな時はとめに入る
がそれまでは、子ども同士のやりとりを見守れるような、親同士の共通理解の
ある場所、環境があると子どもたちは今よりも、子どもらしい子ども時代を過
ごせ、自分で納得して生きていけるような気がします。(父親・不明)
 自然に親しむイベント等を増やしていただきたいです。キャンプなど「カブス
カウト的な内容の」
。(母親・4歳)
 託児つきの講座を増やしてほしい。(母親・1歳)
 父親と子の交流。(母親・1歳)
 ・防災対策講座。
・入学準備講座。(母親・5歳)
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 子供が楽しく遊べるイベント（体を動かして遊んだり、電車などで遊んだり、
ボールプールや空気を入れて乗ったり出来る物を集めたすべり台とか、粘土を
使った工作の出来るイベントとか?）(母親・3歳)
 県外から嫁いできた人、引っ越してきた人限定の交流イベント。講座に行って
も、既に輪ができていることが多く、入りこめない。(母親・2歳)
 幼稚園についての情報がわかるもの。(父親・2歳)
 アンパンマン、NHKキャラクター関係だと喜ぶ。友人を誘って行きやすい。(母
親・2歳)
 同年代の交流を図りたいです。(母親・2歳)
 公園の遊具が、3歳以下の子が遊べそうな作りになっているものが少ないので、
高さ、安全に配慮したものを多く置いてほしい。(母親・1歳)
 誰でも気がるに参加できる子供服のフリーマーケット。(母親・5歳)
 障害児を持つ親の集まれる場所。(母親・0歳)

■ 岩松小学区
 ディキャンプ(母親・4歳)
 市内に、市民がつどうような大きな公園があると良い。
（藤枝市のれんげじ池公
園のような）みんなが散歩できて、小さい子も遊べる遊具が何種類もあって、
夏は水遊びできる（安全な）箇所があり、広い駐車場があるなど。→中央公園
には、なぜ遊具がないのか?(母親・2歳)
 土、日、祝日で外遊びのイベント。子ども向け映画上映会。三島で2019.1月3.4
日あんぱんまんの子ども向け映画上映会あります。富士でもやってほしいです。
(母親・2歳)
 虫採りや植物採集など自然にふれるイベント。(母親・5歳)
 外国人や外国の子供と交流できるようなイベントやきっかけづくり。(母親・5
歳)
 たまひよファミリーパークをやって欲しいです。あと、博多などで行われてい
るBaby Cityもとっても参加してみたいです！(母親・0歳)
 運動、お料理、音楽。子供と親が一緒にできるもの。(母親・5歳)
 子供の入園、入学の際にわからない事を先輩のお母さんに聞ける場があると良
いと思います。(母親・1歳)
 子育てママ、パパ応援Fes(ふじさんメッセなどで協賛してくれる企業が自由出
展、サンプル配布など)。(母親・3歳)
 父親の育児参加を促すイベント。子育てに疲れているママを元気にさせるイベ
ント。(母親・1歳)
 同じ地区の親子が集まって遠足。(母親・0歳)
 父親の育児参加をうながす交流やイベント。子育てを通じてママとして成長で
きたり勉強できたりできる講座。(母親・不明)
 不用品交換会。(母親・4歳)
 ・家族対抗歌合戦 ・クイズ大会 ・サッカー大会 ・家族対抗駅伝大会
オリエンテーリング大会 ・水泳大会。(母親・5歳)
 無料の広い遊び場がほしい。(母親・1歳)
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 定期的、または月に数回あると、混雑も軽減できて楽しめると思う。(母親・4
歳)

■ 岩松北小学区
 月齢ごとの行事があるといいなと思います。(母親・0歳)
 土、日が近づくと、週末、何かイベントがないかな、と思い、
”Fのまち”を検
索してます。富士市子育てイベントのアプリがあると楽しいですね。交流プラ
ザで年に1度行われるイベントで、不要になったおもちゃ、本、洋服を寄付して、
交換できるというイベントを、もっと増やしてほしい。いらないおもちゃがた
くさんあります。
（ゴミに出すのがもったいない）小さい子はリトミック、小学
生以降になったらダンスなど、体を動かせるイベントもあったら参加させたい
です。(母親・1歳)
 とにかく増やしてほしい。参加しやすくしてほしい。
（人数など）(父親・5歳)
 とにかく数を増やしてほしい。参加人数を増やす等、してほしい。(父親・3歳)
 ・親子が別々で楽しめるイベント。
（親は息抜きになる）
・上の子か下の子どち
らかを預かってくれるイベント。
（兄弟2人とも常にガマンさせてしまうのでマ
マと2人きりになる機会を作る。
）
・外遊びをたくさんできるイベント（おゆうぎ
などだけだと帰宅後昼寝しなくて困る。
）
（2才）(母親・不明)
 子どもの洋服やおもちゃ、三輪車などたまに、知り合いにもらったりリサイク
ルショップで購入したりしますが、それでも成長につれ、足りなくなってきて
お金もかかりますので無料で、ゆずってもらえる機会、場所があったらいいと
思います。(母親・1歳)
 フリーマーケットやなにもなくても交流できる場所。(母親・5歳)
 お昼寝アート等予約なしでも自由に参加できるイベント。(母親・不明)
 父子中心のイベントがあればうれしい。
（のりものとかうんどうとか）(母親・5
歳)
 室外での、水遊び、砂遊びとか、子どもが大騒ぎして楽しめる交流やイベント
があるとうれしい。(母親・3歳)
 行きたくても人数制限や日程が合わなかったりで行けないので、頻度を増やし
てほしい。(母親・2歳)
 子どもは体調に左右されます。予約や登録不要で、いつでも誰でも気軽に参加
できるイベントを増やしてほしい。(母親・4歳)
 英語やリトミック、音楽楽器にふれられるなどのイベント。(母親・3歳)
 子育てについて学び、そしてママ同士交流できる場があるといいです。(託児も
希望)(母親・3歳)
 公園や自然の中で遊んだり、学んだりできる会。(母親・1歳)
 雨でも遊べるような場所、イベント。(母親・3歳)

■ 富士南小学区
 親子でいろいろ体験できるイベント。(母親・2歳)
 ・まちセンの親子講座に力を入れて下さっているので、よく利用させてもらっ
ていました。ありがとうございます。支援センターや児童館でも毎日のように
イベントがあれば、より入りやすく利用しやすくなると思います。(母親・3歳)
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 2～3歳の子でも参加できる農業体験。(母親・1歳)
 親子で集まるようなイベント。(母親・4歳)
 ジャスコ等でよく子育てしている方向けのイベントをやっているのですが、も
う少し宣伝してほしい。あー、知ってたら来たかったのに!!と思う事が良くあ
る。(母親・2歳)
 お金があまりかからないもの。(母親・2歳)
 昔の遊びをお年寄りの方とする。実際に作る体験をする。缶ぽっくり、竹うま、
こままわし。(母親・4歳)
 富士南地区に少ない(母親・3歳)
 子どもの年齢別にわかれたイベント。例
(母親・4歳)

1才児のブース、2才児のブースなど。

 現在イベント等に参加したいと思っていても混雑を考えると、出かけにくい。
(母親・4歳)
 市外からの転入者が仲間に入れるようなもの。高齢出産者の交流会。(母親・5
歳)
 同じ月齢の子供の親子交流。(母親・3歳)
 幼稚園の春・夏・冬休み中にイベントがあると嬉しいです。(母親・4歳)
 託児付きの「ペアレント・トレーニング」講座。(母親・5歳)
 おかあさんといっしょや、いないいないばあ!のコンサート的なのを開催してほ
しい。(母親・3歳)
 ユーチューバーと触れ合えるイベントがあると子供が喜ぶ。(ヒカキン、セイキ
ン、はじめしゃちょーなどトップの人)(母親・3歳)
 今時の共働き世代が、班で行れていること。(ゴミ当番や班長制度、子ども会、
地域のうんどう会など)で疑問視負担になっていること話題にできる機会。(母
親・1歳)
 アスレチックなどできる公園がもっと欲しいです。遊ぶ場所が少ないので。(母
親・4歳)
 親子で何かをつくるイベント。(母親・2歳)
 お仕事体験イベントはとても楽しいです。(母親・2歳)

■ 田子浦小学区
 手作り（親子で何でも）(母親・5歳)
 専業主婦でも働いているママでも外で楽しみたいので、もっと託児つきのイベ
ントがあるといいです。例えばマラソン大会を託児つきにする等。ママ向けの
セミナー、勉強会を多少料金払ってもいいので、託児付きで開催してほしいで
す。(母親・2歳)
 同世代の子供をもつ、親子の交流会。(母親・0歳)
 子育ての話しをしながら（同じ月齢くらいのママで）ランチなどできたら良い
かなーと。(母親・3歳)
 物々交換会。(母親・1歳)
 幼前の子の体力消耗できる様なイベント。雨の日に体育館開放など、雨の日に
みんな困ってる。(母親・2歳)
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 子供を預ってくれてのママだけでのお茶会などまちづくりセンターなどで。(母
親・3歳)
 徒歩で行ける場所が田子浦図書館しかないので、そこでイベントを増やして欲
しい。運転苦手、富士市車での移動必須なので。(母親・不明)
 友人親子同士で交流する為の場所。子連れで食事しながら遊ばせられるような
貸スペースetc。(母親・4歳)
 同じ月齢の子どもを持つ親同士の交流。(母親・不明)
 イオン富士南で行っている移動子育て支援センターは便利だなと思った。(買い
物ついでに遊ばせることができるので。)(母親・2歳)
 2才未満向けのイベントをしてほしい。(母親・0歳)

■ 富士二小学区
 アンガーマネージメントやアドラー心理学など子育て講習会。(母親・2歳)
 同じ学区で同じ年度になる子供たちと交流ができるような場があったらよい。
(母親・1歳)
 体を動かす講座、たくじ付き。産後の体のケアの講座。(母親・不明)
 子どもが幅広く興味、関心を示すように、多様なイベントがあって欲しい。(父
親・1歳)
 よく知らない、わからないというのが現状です。(母親・2歳)
 清水区にあるまあるのような施設。(父親・5歳)
 土日が少ないので（とくに交流や講座）多くしてほしい。(母親・5歳)
 静岡市のま・あ・るのような子供が働くことが出来る遊びの場があったらステ
キ。私もそういう店を作りたいけど、支援が欲しい。富士駅前(北口)に子育て
支援の場を作ってほしい。(母親・4歳)
 仕事をしながら子育てしている人同士の集まりみたいのがあってもいいのかな
と思います。(母親・2歳)
 同年齢で色々と触れ合える場所やイベントを増やしてもらえると、困っている
ことなど同じような考えなので、意見交換できると思う。(母親・不明)
 子どもと親が一緒に何かを作ったり、参加したりする、家族単位ではできない
イベント。(母親・1歳)
 色々あるのかもしれないが、周知不足?広報不足?で、わからない。(母親・2歳)

■ 鷹岡小学区
 交流、なんでも。(母親・4歳)
 土、日で行ってもらえるイベントがもっと欲しい。(母親・1歳)
 他県、遠方から引っこしてきた人を対象にした交流の場。(母親・1歳)
 単親なのでアウトドア的な男手が必要な野外活動や遠出をしてみたい。(母親・
4歳)
 いいなと思ったイベントに参加しても、大行列で〇十分待ちで、あきらめて帰
ったりしたので、待ち時間が少ないイベント希望です。(母親・1歳)
 同じ年齢、月齢の子どもとママと交流できるイベント。(母親・0歳)
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 産後ママのリフレッシュ講座(ヨガ、バランスボールなど)。(母親・不明)
 地域のお年寄りや子育てが終了した方との交流の場を増やしてほしい。昔の遊
びなど、もっともっと体験させたい。(母親・4歳)
 ▪オモチャ(歯固め)や季節にちなんだもの(リース・お飾りなど)作り▪託児付き
のイベント▪フリーマーケット▪複数の子供を連れていくイベントをふやしてほ
しい(ベビーマッサージなど上の子を託児してくれる)。(母親・不明)
 NHKの番組やアンパンマン、トーマス等のステージイベントを行ってほしい。(父
親・2歳)
 定期的に交流イベントを行ってほしい。例えば ・各支援センターのブースで
紹介。 ・発育に関する相談コーナー。 ・おもちゃや衣類のフリーマーケッ
ト(サイズごとに) ・ロゼシアターで演奏会。 コーナーを設けてイベントを
やってほしいです。(母親・3歳)
 外国人の方との交流イベント。(母親・2歳)
 小さな子供でも楽しめる色や楽器を使った音楽のコンサートやクリスマス、ハ
ロウィンのイベント。(母親・不明)
 1人目の時は親が同年代だったので感じなかったが、2人目高齢出産なのでママ
友をつくるイベント、悩みなど共有したい。(母親・3歳)
 子どもがいろいろ体験できるもの。(母親・5歳)
 年配者と子供のふれあいの場。(母親・5歳)
 高齢母の為、参加しにくい。(母親・2歳)

■ 天間小学区
 はいはいレースを年に何回かに分散させてもいいのかなぁと思いました。(母
親・不明)
 交流、イベントなど行きたいと思うものがあてもほとんど平日におこなわれて
いるため、平日働いている人にとっては行くのは無理な事が多く、残念に感じ
ます。土日に行われている子ども向けのイベントもあると思うのですが、どこ
で情報を得ればいいのか分からず、あまり行けません。(母親・3歳)
 手作りおやつ、ごはん。(回答者不明・5歳)
 1日だけのイベントなど、日数を増やして、人数を分散させてほしい!(母親・1
歳)

■ 丘小学区
 子供服のフリマ。(母親・不明)
 祝日のイベント（保育園や幼稚園が休みのため）
。工場見学や物作りなど様々な
体験をさせたい。(母親・4歳)
 子連れでの地区のイベントへの参加は本当に大変です。子供の休日もなくなっ
てしまいます。誰かが参加しなければならないイベントは減らしてほしいです。
(母親・5歳)
 託児付の運動の講座が（ヨガ、エクササイズ、エアロビ）たくさんあるといい。
(母親・3歳)
 同月齢の子供の集まり(母親・不明)
 出張、移動動物園、移動水族館。(父親・1歳)
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 親子での参加はたくさんあるが、託児有りでママのみ参加があるとホッと一息
つける場になりありがたい。(母親・0歳)
 同年齢の集まり(母親・4歳)
 カスタネット等の子育て支援センター等、日曜でも使用できる施設があればあ
りがたいです。(母親・2歳)
 ロゼの音楽会は聴いているだけでなかなかじっとしてられる子どもばかりでは
ないので、歌って踊れるコンサートがあるといい「身近なお母さんと一緒」み
たいな。(母親・2歳)
 公園にカフェ。(母親・2歳)
 雨の日に楽しめる場所が増えると良いです。(母親・1歳)

■ 富士川一小学区
 いろんな世代との交流（子供もたのしめるような）
。(母親・5歳)
 個人でイベントに参加しても、そこに来ているみんなで一緒に遊べる又は走れ
まわれるイベントを増やしてほしい。習い事等で忙しく遊ぶ友達をさがすのが
大変だから。(母親・3歳)
 同じ地区の同世代の親との交流。(母親・2歳)
 同じ地区の同世代との交流イベント。(父親・不明)
 子育て支援センターで様々なイベントを催していますが、いつもすぐ予約がい
っぱいになってしまうので参加できず残念に思っています。月齢や年齢で分け
て数回実施してもらえると嬉しいです。(母親・0歳)
 キッズスペースのある飲食店がもっとほしい。(母親・1歳)
 小学校からなど年齢制限がない、兄弟で行けるような、大きい風船の中で遊ん
だり出来るイベントを作ってほしい。(母親・5歳)
 祖父母も参加しやすいイベントがあると嬉しいです。(母親・1歳)
 ・対象年齢の幅を広げてほしい。
・外国人(異文化)との方との交流機会を増やし
てほしい。(父親・5歳)
 3才児の講座を増やしてもらいたい。0～3など年齢幅がひろく、内容が乳児向け
のものが多く、3才の子供には…物足りないというものが多い。(母親・2歳)
 季節に合わせた行事を地域毎に開催してほしい。一度きりでなく、その先も交
流をもちたい。祖父母が近くにいないので、昔ながらの遊びなどを教えて頂き
たい。(母親・1歳)

■ 富士川二小学区
 他学区の人達と交流できるイベントがあったら良いと思う。(母親・5歳)
 親子で宿泊訓練、野外活動。昔、小学生時代に子供同士でグループを作り自然
の家で夏休みに宿泊したようなものを親子で。(母親・5歳)
 何かわからないけどもっと手厚い地域もあると思う。(母親・4歳)
 0,1,2才の時は、ハピネススタイルみたいなイベントを増やしてほしいと思った。
(母親・2歳)
 同じ学年や産まれ月の子を持つ親が集まれるイベント。(母親・1歳)
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 0～2才児対象の支援センターによる季節行事の復活を希望する。家で子供を見
ていると季節行事を企画、実行するのは困難。なのに、支援センターではそう
いった行事がことごとくなくなり縮小されていく。これでは、せっかく0～2才
児に体験させようと思っているのに出来なくなってしまう。大人数でふれあい
を持つことも大切だと思い、支援センターへ行っているのに行く意味が半減し
てしまう。イベント事をやってもらえないならば、静岡市のセンターへ足をの
ばすしかないと考える。富士市民なのに、静岡市まで行かなければサービスも
受けられないというのも変な話ですね。何がどう子育て支援しているのか、よ
く考えてほしい。現場の意見ちゃんと聞いて下さい。管理職の人は子育てした
事ありますか?支援センターの仕事を半月でもやってみると良い。(母親・2歳)

■ 小学校区を知らない
 土日はどこもいっぱいなので、もっと子供が遊べる所が欲しいです。(母親・0
歳)
 0才児のみの交流の場をふやしてほしい。1才過ぎの子が居る場だと、かけ回っ
たりするので、0才児の動けない子がケガしてしまわないか、とか色々心配。初
産だと、交流の場に初めて行く時はきんちょうする。0才児のみだと安心する。
（仲間意識がでるからかな?）(母親・不明)
 ・富士市ならではのイベント製紙工場の工場見学もしてみたい。
・0歳、1歳、2
歳などの年齢で切ったイベントをしてほしい。月齢年齢が近い方が仲良くなれ
る。フィランセのイベントが来所予約なのが残念。車を持っておらず、バスで
移動のため、来所予約できない。ネットかtel予約にしてほしい。支援センター
のイベントもサイトで見れるようにしてほしい。(母親・不明)
 自転車の乗り方の教え方。(母親・3歳)
 平日のイベントを公園とかで。できれば無料。毎日、何しようって悩まなくて
もいいようなイベント。ピクニック会とか楽しそう。(母親・不明)
 ママデイケアが欲しい。(母親・不明)

■ 地区不明
 お父さん達同士もパパ友つくれるようなイベント（お母さんと子供主体のイベ
ントが多い）
。(母親・3歳)
 スターバックス等でコーヒーを飲みながら子供達とあそべるような交流（静岡
市が行っているようなもの）(母親・不明)
 ・子供用品の不用品交換会をもっと開いてほしい。
・まちづくりセンターの子育
て講座を各センターで開くとともに人数の制限をゆるめてほしい。
・子供の好き
なキャラクターの舞台をロゼで定期的に開いてほしい。(母親・0歳)
 お昼寝アートやベビーマッサージ等のイベントがあるといと思いました。(母
親・0歳)
 ふじさんメッセのイベント。(おもちゃ販売など)
(母親・1歳)

0歳限定と年齢別のイベント。

 子どもの年令に合わせた料理教室、特に4才～のものを希望します。小学校で英
語がはじまるので、子どもが気軽に英語になじめるイベントなど。(母親・3歳)
 絵具を使って、
「いっぱい汚そう!」みたいな…自由に子供がお絵描きを体を使
ってできるイベント。1～3才用と。4～小学生と分けてほしい。(母親・3歳)
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■ 吉原小学区
 シングルマザーの人達向けにもっと手助けをして欲しい。親と同居でも満足な
助けが得られるとは限らない。現状、働きに行くのが難しく困っている。(母親・
不明)
 入園、入学の時に準備金のような補助があると安心する。とくに中学は公立も
制服などがあるため。(母親・4歳)
 うちは3人子供がいますが、年が離れています。年子の方は同じに通い2人目半
額、3人目無料の恩恵を受けられますが、同じお金をかけても、うちは同じに在
籍しなかったので全員実費でした。また、年収で補助金を区切るのも疑問です。
その年収で何人の子を育てているのか考えてほしいです。(母親・5歳)
 良く病院へ行くが、医療費負担が大きい。他県と比べ見劣りする。(幼児だけで
も負担ゼロにしてほしい。)(母親・2歳)
 病気の時の対応できる施設の充実。公園が少ない。(雨の日遊べる場所がない。)
家族で出掛け、楽しめる無料の場の増加。(母親・3歳)
 どの様な対策が出てるのか、わからない。HP？広報？何を見ればわかるのかが
はっきりしてないので、子育て支援もどの様なものがあるのかが、イマイチ不
明です。(母親・3歳)
 一時預りなどもひよこクラブなども利用させてもらっていました。子供が大き
くなると学童には入れなかったので夏休みの仕事に影響したので、小学生以上
が利用できる預りを次は考えてます。(母親・3歳)
 まだまだ働きたくても子供を預ってもらえないお母さんのサポートを手厚くし
た方がいいと思う。(母親・3歳)
 インフルエンザの予防接種を、市で負担し、集団接種にしてほしい。(母親・3
歳)
 土・日に子どもと遊べる場所があると助かります。(母親・3歳)
 医療費500円はとてもありがたいのですが、0円の地域もあると聞きました。0円
だともっとありがたいです…。(母親・3歳)
 子育て支援対策の情報をわかりやすく発信してほしいです。(母親・2歳)
 数年前、他県から富士市へ転入してきました。子育てしやすい街、富士市、と
いうフレーズは心強く感じていました。実際に住んでみても、子連れて買い物
中や散歩中に優しく声をかけてくれる地域の方々が多く嬉しく感じましたし
人々が優しい街だなあという印象でした。ただ、もっとこうだったら良いので
は、と思う点もあります。1つめは、子育て支援センターについて。私がまだ専
業主婦で2人の子を育てていた頃、転入したてで知人も1人もおらず、公園の場
所も分からないため支援センターを利用させていただいていました。以前住ん
でいた地域の支援センターは、NPO法人が支援センターを運営したい個人や団体
を募り場所代や運営費を補助していくというものでした。保育スタッフは無資
格の方ばかりでしたが皆子育てのママさん先輩で頼りがいがあり垣根もなく初
めて来た人がいれば積極的に話しかけてくれたり他のママさんとの会話をつな
げてくれたりしていました。富士市の支援センター全てに行ったわけではない
けど、そういった「温かみ」というより、
「スタッフとお母さんたち」という垣
根があるように感じました。お友達の家に遊びに行くような気軽な気持ちで行
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けるような支援センターがあったらと思います。又、お弁当等持参で、もしく
は月に1回程度でも有料でおやつや昼食が食べられるようなイベントがあれば
もっとすごしやすいと思います。子どもと1日中1対1ですごすというのは思いの
外過酷な部分があります。お昼の時間をまたいでしまったからセンターに行け
ない行きづらいというのはもったいないです。フィランセで昼食を食べたこと
もありますが、やはりスタッフの方々とは別で、端の方で静かに食べる雰囲気
…おもちゃもたくさんあって楽しめてありがたいのですが、一瞬たりとも子ど
もから目を離せないような空間は自宅での育児と変わりない気がします。2つめ
は、医療費について。各自治体の財政上もありますし、十分に検討して下さっ
た上で、現在の支払いシステムになっているのだと思いますが、それでも子育
てしやすい街、により近付けるのであれば無償化も視野に入れて頂けるとあり
がたく思います。3つめは子どもの預かりについて。一時保育制度、とても助か
ります。私も利用させていただいたことがあり、たまった用事をすませること
ができました。今後、保育所やファミリーサポート以外でも、病院や美容院等
に用事の間だけ預かりができるような所が増えたら多子世帯も助かると思いま
す。1日他の場所で預けたり自宅で預かってもらって用事を済ませに行くのも動
きやすいですが、用事のある場所でその間だけ子どもをみてもらえれば、もっ
と出かけやすく、かつ子どものさみしさも場合によっては軽減できるのではと、
思います。身勝手で長文、乱文失礼致しました。読んで頂きありがとうござい
ます。転入してきた時からもっともっと”子育てしやすい”につなげるには、
と考えこのお手紙を書くに至りました。この街で長く暮らしたい、できれば子
どももまだ欲しい、と思っています。子育てのストレスで心身共に参ってしま
った時期があり、それでもやはり子どもはかわいいし欲しいと思います。ジレ
ンマを抱えながらですがこの地域の方々にも支えて頂きここまでこられました。
こんなに子育てしやすい街なんだ!!と富士市民誰もが胸を張れるような街にな
っていけるよう願っています。(母親・3歳)
 支援センターなど利用したいが、病気の子も居て心配、具合の悪い子（ねつ、
咳、鼻）は利用を控えさせるなどもう少し配慮してほしい。カゼが命取りの子
も居る。(母親・1歳)
 子育て支援してくれ（お金）
。(父親・2歳)
 不安なこと、気になることがあったらアプリなどでメールができるようにして
ほしい。電話よりメールの方が気軽な場合もある。(母親・不明)
 自営業は育児休業も有給休暇もない。仕事と子育て、家事とフル活動、その上
税金も高く生活の負担が大きい。自営業者への支援も少しは考えていただきた
いです。(母親・5歳)
 ・子の発育についてフィランセの保健士に相談したが、他人事のような気がし
てがっかりした。
・検診（集団）時、フィランセが暑かった。どの子も汗だくだ
った。(8月)。
・フィランセ体重計がこわれていて使用できなかった。(母親・2
歳)
 公園がボロボロなところが近所には多く、車で少し遠くの公園まで行っている
ので、公園を整備して欲しい。とくに吉原公園。(母親・2歳)
 出産祝金などあったらいいなあと思います。(母親・1歳)
 私は2人目を妊娠して妊娠を理由に会社から解雇されました。小さな子どもがい
ても働ける環境を作って欲しいです。(母親・4歳)
 休日保育を行っている園が少ない。天間のわかば保育園を利用していたが、遠
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くて大変だった。市街地の園でも行って欲しい。(母親・2歳)
 公園の整備。(母親・3歳)
 児童館では体の動きが活発になる、3歳児以上にとっては、自由が制限されすぎ
ている。小さい子に配慮し、安全を考慮しているためということは承知してい
るので、2～3歳児以上の子どもたちが体を使って思いっきり遊べるような室内
スペースを作ってほしい。(母親・2歳)

■ 伝法小学区
 ・歩道を見直してほしい! ・子育てイベント、施設に行く時、交通費をサポー
トしてほしい。(母親・0歳)
 もう少し母親が働きやすい時間帯にしてもらいたい。仕事についても、残業で
きない、再就職したくても、園の時間に沿って仕事探しをしなくてはいけない
と不便が多い。(母親・5歳)
 幼稚園、大きくなればなるほど、食費などかかる。うちは、夫が月収じゃなく
日当月給なので毎月キツイ。(母親・2歳)
 また税金が上がるので負担が大きくなるので子供に関する支援をもっとしてほ
しい。(母親・0歳)
 医療費を無料にしてほしい。(母親・5歳)
 ・子供の医療費を0円にしてもらいたい。 ・小さな公園でも管理をしてほしい。
(近所の公園が汚い。)
・教育費、出産費用の負担をもっと軽くしてほし
い。 ・税金を下げてほしい。(母親・5歳)
 私立幼稚園で年度末にお金が戻ってくるシステムは、納得できない。不平等に
感じる。(母親・3歳)
 一時保育の充実を望みます。伝法地区は保育園の希望が通らないので、希望の
多い地区は保育園を増やして欲しいです。(母親・0歳)
 保育料が今後無料になっても、我が家ではあまり関係ない。ギリギリあてはま
らない。1年2年しか違わないだけでこんなに対応が違うと納得できない。上の
子下の子計6年毎月3万ずつ近く払っていたのが、今後無料になるなんて不満し
かない。(母親・4歳)
 ・医療費無料・通学路の拡張と街灯の整備。(母親・4歳)
 3才から児童手当ての金額が下がるのはおかしい。これからの方がお金がかかる
のに。(母親・3歳)
 毎日、学童ばかりだとかわいそうなので、習い事への送り迎えなどやって頂け
ると非常に助かる。フルタイムで働いていて一番のなやみが、習い事をさせて
あげられないこと。(母親・2歳)
 認定子ども園を増やし、仕事をしている両親が送り迎えや園への入園を心配し
ない環境を作ってほしい。(母親・3歳)
 お散歩できる所が少ない（道があぶない）(母親・4歳)
 医療費の無料化（複数兄弟）
。(母親・4歳)
 子どもがいても働きやすい職場になるよう、市内の企業に働きかけをして欲し
い。フィランセの健診は時間がかかりすぎ。もっと短縮できるように工夫すべ
き。(母親・2歳)
 育休、産休の取得しやすくあなるよう各企業に呼びかけてほしい。(父親・1歳)
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 公園が多いのはとてもありがたいのですが、公園に駐車場がない（それか駐車
場の区画が狭い）ところが多いので、改善してほしい。(母親・1歳)
 託児サービスあり（有料）のスポーツ講座に申し込んだが、そもそも0才児の託
児はされていなく、その旨が落選後に伝えられた。さらに託児付きの枠はいつ
も満員で抽選になる事がわかっているにもかかわらず、何の改善もない。有料
なのだから改善すべきだと思う。(母親・不明)
 幼稚園の保育料の助成について、小学校3年生以下の兄弟がいると助成が増え
る？そうですが、年齢がはなれても、年子でも2人は2人、同じように助成して
ほしいです。それから親の収入によっても金額が違うのはしょうがないと思い
ますが、助成される世帯は十何万助成され、全くナシの世帯とこんなに差があ
ってなんとなく不満です。何のためにフルタイムで働いているのか、ムナしい
です。(母親・5歳)
 支援ンセンター、児童館の先生に相談できる雰囲気ではない。毎日通っている
お母さん達とばかり話していて、入るのが難しい。今まで住んでいた地域（他
県）では、もっと平等にお母さん達に声掛けをして下さる先生が多く、相談を
気軽にできて楽だった。子供が、あきるので毎日同じ場所に通うこともできな
いし、先生に気に入られる為に通うのも馬鹿馬鹿しい。親戚がまったく近くに
いないので、誰にも話を聞いてもらえずすごく苦しい。(母親・1歳)

■ 広見小学区
 支援してほしいという訳ではないのですが、子供3人それぞれに十分に関わる時
間を持ちたい反面、社会の流れと将来への不安から母親も働くべきなのかなと
いう気持ちもあり、どうするべきか悩んでいます。(母親・4歳)
 金銭的に支援していただきたいです。(母親・不明)
 前住んでいた地域では、子供の医療費が0円だったので富士市も0円にしてくれ
るとすごくありがたいです。(母親・3歳)
 学費の負担。(母親・4歳)
 病欠保育を増やしたり、時短勤務やいろいろな働き方ができることをすすめて
ほしい。他の市ではやっていることを言っても富士市はやっていませんと言わ
れると悲しいです。(母親・4歳)
 保育料の低減。(母親・1歳)
 どういう支援を行っているのかよく分からないです。(母親・5歳)
 子育ての仕方が分からないので色々なセミナーがあったら参加したいです。(母
親・1歳)
 保育料をもっと安くしてほしい。(母親・不明)
 ・放課後児童クラブの費用を軽減してほしい。
・夏休み、冬休み、春休みのみ子
供を預ける児童クラブが近くにないので、そういった場所を増やしてほしい。
(母親・5歳)
 保育園と幼稚園の利用料の平等化。(無償化に向けての)給食費など。(母親・2
歳)
 同じ建物内で保育して頂いて(何かあった時安心)母親同士、悩みやリフレッシ
ュしたりする場所が定期的にあると嬉しい。(お茶を飲みながら…)ワンコイン
などでもいい。(母親・3歳)
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 未就園児の母親に対する支援を充実させてほしい。親子でというよりその時期、
子どもと離れて自分の時間を持つことが出来ることが大切。託児付の講座etc母
親リフレッシュタイムをください!!(母親・3歳)
 ・ひとり親（特に父子家庭）の経済的支援制度が少ない。祖父母と同居の場合、
制度の対象にならず経済的にきびしい。 ・子ども手当に関して、3歳から減額
する理由は? これから幼稚園、学校等、経済的負担が増えるのになぜ?(父親・
2歳)
 一時的にしか使わないベビーベットやベビーバスなどを、市でレンタルして欲
しい。(母親・3歳)
 保育園が決まらないと就活もできない。入園できるか早く決めてほしい。(母
親・不明)
 保育園にかかる費用を軽減してほしい。(母親・0歳)
 土日に使用できる、児童館には助かっています。もっと数が増えたらありがた
いです。(回答者不明・0歳)
 託児つきの講座がもっとあるとうれしいです。(母親・2歳)
 行きたい園に行けるように、利用額の軽減。(母親・4歳)
 富士市は製造（自動車等）の企業が多く祝日の出勤が必ずあるので祝日に保育
園がやっていないのは困る。その意識が企業側には全然届いていないので改善
してほしい。(母親・1歳)
 夜間の仕事をしている家庭にもっと目を向けてほしい。今の時代、働き方も色々
なので…。(母親・1歳)
 産後ママにヘルパーをハケンする事業して下さい。1才～3才差の子供を育てる
のはすごく大変です。産後3ヶ月 2～3回/w来てママに睡眠時間をあげて下さい。
中央病院の保育所で産休=保育所退園になるそうですが、せめて産後休暇中だけ
でも預かってもらえないのでしょうか。12月末～産休に入る方困ってますが。
それだったら一般の保育所の方がよっぽど親切だし、はじめから企業の保育所
使わない方がよかったのではと思ってしまいました。(母親・4歳)
 幼児教育無償化。(母親・5歳)

■ 大淵一小学区
 保育園の0,1歳の人数を増やしてほしい。保育士の待遇を良くして下さい。(母
親・2歳)
 子育て支援とは違う問題かもしれませんが、私が富士市に移住したとき、富士
市は新築したり移住するのに、手続きがとても大変と言われました。特に調整
区域。これでは、田舎は老人ばかりになってしまい、若者が減ってしまうので
はないですか?富士市の中心部ばかりではなく、全体を見て子育て支援のことを
考えてほしい。(母親・不明)
 児童クラブと放課後デイサービスの併設。(母親・5歳)
 医療費用500円を無料にしてほしい。保育園の無料を早くやってほしい。おむつ
やミルクを安く買えるクーポンみたいなやつがあると嬉しい。(母親・2歳)
 子供に関する色々な事を無償化してほしい。児童館をすべての地区に作ってほ
しい。(母親・5歳)
 もっと近くに遊ばせる場所（室内）がほしい。(母親・3歳)
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 大渕地区には、人が集まるPOPな公園や児童館がないのでぜひ作ってほしいで
す!!(母親・4歳)
 フィランセの、毎年やっていたクリスマスパーティーがとても本格的で好きで
した。子供と思い出が作れました。1日限定ではなく、2日、3日できたら、参加
できなかった方もできたりするのかなと思いました。(母親・4歳)
 ベビーカーの貸出し。(母親・2歳)
 あと1ヵ月ぐらいで産まれるという時にせっぱく早産気味で安静にしていなけ
ればならないとき、上の子を一時預かりで保育園に申請に行ったけどことわら
れてしまいました。市役所に相談しても保育園の方に直接聞いてくださいとの
こと。富士宮市でもそんなかんじでした。保育園と市役所が連携してないとお
もいました。結局は自分で調べなければならなかった。お腹も張ってとても大
変でした。けど。無事産まれてくれてよかった。3年前のことだからもう解消さ
れてるかな?(母親・5歳)
 自営業者に対しても、もう少しお金の事とか考えてほしい。自営業者でも子供
にかかるお金は同じですよね?(母親・不明)
 健診で相談に乗ってくれる人に、まず自分（私）を肯定してほしかった。1人で
3人お風呂に入れてるんだから末っ子（6ヵ月）に泡がとんでしまうのは仕方な
いし、もちろん私なりに気を付けてるのにそれを言われるとじゃあどうすれば
いいの？って思った。これは一例で、もっといろいろ言われたけど1人で全部や
るのはこれが限界。相談にのってくれるならまずは私を認めてほしい。(母親・
2歳)
 市内に高度不妊治療のできる病院を誘致してほしい。(母親・1歳)

■ 大淵二小学区
 保育園を増やしてほしい。(母親・1歳)

■ 今泉小学区
 保育士を増やしてほしい。0.1.2才の保育を増やしてほしい。通園しているとこ
ろで、病児保育をしてほしい。(母親・3歳)
 駐車場が広い公園があると(増えると)ありがたいです。(母親・2歳)
 保育園に入りたくても入れず幼稚園(3才児)になりました。お金もすごくかかっ
て困るのでなんとかしてほしい!(母親・3歳)
 義務教育全額無料。(公立）(父親・3歳)
 発達障害の子の支援、訓練できる場を…。相談したところで子どもの発達など
富士市はちゃんと良くなる訓練の場がない。結局親や家族がなんとかしなけれ
ばならない現実です。(母親・不明)
 ・子供の予防注射(インフルなど)を誰もが安心するよう安くしてほしい。 ・
風疹など妊婦さんにかかったら大変な病気の注射の重要性がわかるよう(独身
者にも)にしてほしい。(母親・4歳)
 意見を活用してほしいのでなるべくアンケートに答えようと思っているが、長
くて嫌になる。子育てで時間がないのにストレスになる。2回にわけるなど短く
してほしい。(母親・2歳)
 第2子妊娠中第1子を保育園に預かってほしかったが、落ちてしまった。診断書
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があれば、入園出来ると言われたが、診断書をドクターが書いても保育園には
入れず、母親がハイリスク妊娠、出産の場合、もう少し対応してほしかったで
す。妊娠20週から長期入院になってしまった。(母親・不明)
 交通手段が車でないと大変な市だと思う。もう少し近くの保育園遊び場など開
放して欲しい。(母親・4歳)
 金銭的負担を減らしてもらいたい。(母親・4歳)
 保育園や教育費の軽減、無償化。(母親・不明)
 医療費、予防接種、保育料の補助がもっと充実するといい。(母親・4歳)
 市に言ったところで、かわらないので、いみがない。きたいしてない。(母親・
3歳)
 親子で仲良くなれるような（孤立しない）サークル。(母親・5歳)
 子どもの1ヶ月検診の時に来て下さった方の話し方が産後の自分にはとてもキ
ツく感じた。
（上から言われているような感じ）そのイメージが強く残ってしま
い、フィランセの利用が少しこわくなってしまった。市の支援対策とは違うか
もしれませんが、人の対応の仕方は、とても大事かなと思います。(母親・0歳)
 近所に子どもが気軽に出入りできる児童館や公園を増やしてほしい。歩道がガ
タガタで危険が多いので、安全面を気遣って欲しい。(母親・4歳)
 市の職員の取り組みに対する考えを知りたい。(母親・1歳)
 乳幼児に優しい環境を増やして欲しい（へ、改善してほしい）
・スーパー（喫煙
室をしっかり作る。授乳室の充実。
）
・公園、緑。
・車の排気ガスを気にせず散歩
できる道。(母親・不明)
 幼稚園、小学校、中学校にかかる費用の軽減（授業料、用品等費用が重なり苦
しいです）
。(母親・5歳)
 1～3才くらいの子供が遊べる公園を増やしてほしい。室内で遊べる場を増やし
てほしい。(母親・1歳)
 学費の減額。(父親・3歳)

■ 原田小学区
 公園の整備（遊具の充実等。
）(父親・4歳)
 医療費を無料にしてほしい。(母親・4歳)
 医療費を無料にしてほしい。(母親・1歳)
 医療費無料に…。(母親・4歳)
 真夏の熱中症が年々ひどくなってきていて心配。幼稚園、保育園、小・中学校
へのエアコン設置を進めてほしい!!(母親・2歳)
 夜間泊まれる保育所が欲しい。父、母共に24h制勤務なため。(現在は母が仕事
制限している。)(母親・5歳)
 ひとり親世帯だけど親と同居しているから児童扶養手当も私立幼稚園の就園奨
励金も出ないのが不満。同居とはいえ食費など普段の出費は自分で賄っている
し、家にも住まわせてもらっているということでお金を入れている状態なのに。
同じ住所だから同じ生計でしょという扱いを受けるのはつらい。(母親・1歳)
 金銭面でもう少し負担が軽くなるよう考えてほしい。(母親・4歳)
 他の市と比べて公園や支援センターが充実している。(母親・1歳)
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 ファミサポの概要がわかりにくい。預ける相手や場所など。パンフを見てもわ
からず、今まで登録を躊躇している。(母親・4歳)
 保育料の負担が大きい。同じ教育を受けているのに保育料に差がありすぎるの
は不満に思う。せっかく働いても2人で6万弱すると働いていても負担が大きい。
3人いますが一番上が小1で下が0才児。同じ3人なのに、3人目が無料にならない
のはおかしいと思う。(母親・3歳)
 幼稚園の保育料の高さにびっくりします。
（月に2万弱です!）兄弟の年齢差によ
って保育料に差があることに納得できません。何才差であっても第2子以降は保
育料を減額してほしいです。(母親・5歳)
 1才半、3才検診の時間をかえて欲しい。午後1時頃～受付と記憶しているが、ち
ょうど昼寝の時間なので機嫌が悪く、途中で眠ることもある。昼寝の指導も検
診でしているのに、まさにその時間を妨げる時間設定はやめてもらいたい。(母
親・1歳)
 未就学時と小学生（低、中学年）を一緒に預かってくれる場所があると助かり
ます。
（土曜や長期休暇など）小学生の兄弟姉妹がいる場合、預かってもらえる
所がないので仕事を休むしかないため。(母親・4歳)
 産休育休取得促進など子供が欲しいと思っても仕事のことを考えると1人でい
いかなと安心して子供を産み、育てて行ける環境、サービスを考えてしまう。
整えてほしい。(母親・2歳)
 子どもの医療費をただにしてほしい。市によってはただのところもあるのに富
士市はなぜ医療費がかかるの？(母親・4歳)
 子どもが不調の時、緊急でも預けられる施設を作ってほしい。今は職場の保育
を利用しているため、市の保育園の病児預かりを利用できない。看てくれる人
もいず、困る。(母親・1歳)

■ 吉永一小学区
 子育てカードの利用できる店舗数の増加。(母親・5歳)
 ①保育士さんたちの待遇改善をお願いします。早急に!非常勤の方が多いとお聞
きしました。私が保育士なら、自分が妊娠出産する時期は退職を選びます!保育
士さんたちは旦に子のサポートだけでなく、たくさんの母親や家庭のサポート
をしていただいています。本当にありがたく、不可欠な存在です。未来の富士
市を担う子供たちに長時間・深く関わって下さっている保育資さんを本当に全
力で守ってほしいです。②また、保育園で色々な講座を開催したら親たちも興
味をもって参加できるのではないかと思います。乱筆失礼致しました。よろし
くお願いします。(母親・2歳)
 子育てに関する助成の増大。(父親・4歳)
 子育て家庭の集まる団地やアパートが近所から、苦情じゃない声かけ(おかえり
など)あったらうれしい。(ふつうの会話)(母親・5歳)
 対策なんて何もしてないでしょ。祝日、夜間保育園がやってないことを市の職
員が知ってない位なんだから。(母親・4歳)
 医りょう費無料など、子供にかかる費用を無料にしてほしい。(母親・1歳)
 いりょうにかかわる費用を無料などにしてほしい。(母親・4歳)
 ①吉原第3中学校横の、交通量の多い道路についてですが、東名下のトンネルを、
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歩行者が安心して歩ける道にしていただきたいです。白線内はとても狭く、す
ぐ横を大型トラックが走るので、大人も恐いです。②滝川神社はキレイですが、
隣接する滝川公園は、子供と一緒に遊びずらいです。③滝川第二公園も、遊具
のペンキがはげています。砂場は芝生で覆われていて遊べません。先日、偶然
市の職員の方が公園を点検していて、砂場についてお願いしましたが、改善さ
れるのはいつでしょうか…。④比奈公園も、せめてトイレや水場だけは早く設
置していただきたいです。(母親・1歳)
 医療費を無料にしてほしい。(母親・4歳)
 シングル（片親）家庭の負担減少政策を増やしてほしい。例：養育費の一部負
担。(母親・不明)
 児童館は以前利用していましたが、職員が受付時にしか関わらず、部屋で作業
していたり、プレイルームでも作業していて、あまりいい印象を持ちませんで
した。一緒に遊んでくれたり、もっと職員が親子の近くにいてくれる方が悩み
の相談がしやすいように思います。私立の支援センターは親子との距離が近く、
いろいろ相談にのってもらえて助かりました。公園のトイレですが、まだ歩け
ない子どもをだっこしたままトイレを利用することはとても難しいので、オム
ツの交換台など広いスペースがあれば、ベビーカーのまま入ることができて、
とても利用しやすいです。また大人用のトイレだけでなく、子ども用の小さい
小便器を作ってもらえると、トレイトレーニング中のこどもも使いやすいです。
課が異なると思いますが、ご検討ください。また、公園の遊具が古くなりてっ
きょされてから、新しい遊具の設置もなく、さびしく思っています。ぜひ設置
してほしいです。(母親・2歳)
 感染症など病院に受診することの多い乳幼児期だけでも医療費を無料にしても
らいたい。(母親・3歳)

■ 富士見台小学区
 仕事をしながら子育てする事に関して、仕事を休みにくいと思ってしまう事を
どうにかしたいと思うが、どうすればいいのかわからない。企業によるのか…。
(母親・4歳)
 子ども手当や保育料金何でも補助を収入1000万円できりすてるのはやめてほし
い。税金を多くとるなら、受けられるようにしてほしい。多くはらうのにすく
ない。すくなくはらうのに多いはおかしい。収入での差はいらないとおもいま
す。収入での差をつけるなら税を同じにして!(母親・3歳)
 一人親世帯の優遇の拡大。(母親・4歳)
 2才から入れる幼稚園があるといいです。(母親・0歳)
 土日にもっと使える様にしてほしい。(母親・3歳)
 もっと小さな子をもつ女性が働ける制度や場所を増やして。保育園が減ると耳
にしました。少人化といいつつも、女性も働く時代ともいいつつも…全然、産
むのもむずかしい。働くのもむずかしい。(母親・2歳)

■ 神戸小学区
 母子手帳と一緒にたすき帖もいただけるとうれしい。(母親・1歳)
 先日、保育園の入園面接時、市の担当の人は、保育園に入園するのは難しい、
入れなかったら、託児所ですねと簡単に言う。市の担当の人の仕事は保育園に
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入れる様にすることであって、親達を不安にさせる様では、困る。保育園やこ
ども園に入れたい人が多いのが現状なのだから、早く、改善する努力をしてほ
しい。(母親・2歳)
 保育園、幼稚園（公私関係なく）にアレルギー児に対する正しい知識、対処方
法、実演をするよう呼びかけてほしい。アレルギーの子でも、安心して預けら
れるような環境づくりをしていってほしい。(母親・3歳)
 保育園などにかかる費用をもっと軽減していってほしい。(母親・1歳)
 お金の面でもっと援助がほしい。(母親・4歳)
 何をやっているのかよくわからない(母親・4歳)
 公園等、家族で過ごすことのできる施設整備をしてほしい。と思う。(母親・3
歳)
 ・フラット35子育て支援型の新設。
・富士市若者世帯まちなか（40才未満ではな
し）
。
・居住支援制度の要件緩和。小学校入学前の子を持つ世帯を対象。(父親・
0歳)
 医療費を無料にして欲しい。500円×4(母親・2歳)
 子どもの幼稚園や学校などでお金がかかりすぎる。中学校などの物品購入（服
も）で10万弱かかる。もう少し購入とかではなく学校から物品を借すなども考
えてほしい。(母親・5歳)
 ・支援センターや園庭開放などのサービスは充実していて行ってみたいとは思
うが、一人では不安で行きづらいです。
・自分のリフレッシュが理由だと子ども
を預けづらい。回数券みたいなものがあると気軽に利用できる気がします。(母
親・1歳)

■ 吉永二小学区
 インフルエンザの予防接種の無料。(母親・3歳)

■ 青葉台小学区
 親の急な病気等で1日子どもを預かって欲しいが近くに（どこに）保育ママ、ベ
ビーシッター、ファミリーサポートセンターなどがあるか分からない。サイト
などに載せるのは難しいのかもしれないが、何かあった時にすぐ検索できる物
があったら嬉しい。
（近くに親族がいなく子どもが小さい）(母親・0歳)
 よく分からない。(母親・5歳)
 保育料が高い。(母親・1歳)
 子供に対する手当て、医療費免除、保育料免除、主に金銭面の支援を強化して
ほしい。(母親・0歳)
 子育てに関わる情報サイトの充実をお願いしたい。(母親・2歳)
 税金を多く納めているのに所得制限で手当てがいただけないこと。市ではない
と思いますが…。(母親・5歳)
 保育料を軽減してほしい。病児保育も高すぎたり、細かすぎて預けられない。(回
答者不明・4歳)
 子供の診察料無料。(母親・2歳)
 急な仕事、リフレッシュの為の預かり、保育サービス。(母親・4歳)
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 医療費の無償化をしてほしい。
（以前住んでいた沼津市は無料でした）2才健診
も実施してほしい。
（発達において重要な時期だから）(母親・1歳)
 平成30年9月に子どもを出産し、31年4月より保育園に入園予定。本心としては
もっと側で成長を見守りたいが、1才になると保育園に入りにくくなり仕事復帰
に支障が出る。いったん仕事をやめると、子供がいると復職は難しい。もっと
子供を預けやすく。母親が働きやすい環境になってほしい。(母親・不明)
 子育中の方は、何%値引き、などのサービスをもっとふやしてほしい。(母親・0
歳)
 夏休み、冬、春休みだけ、利用できる児童クラブを青葉台に作ってほしい。こ
どもが、のびのび遊べる公園、
（自転車可）をもっと作ってほしい。歩道がやま
すぎて登下校があぶない。私立幼稚園費用、小学中学入学準備費用高すぎる。
富士市は朝運動があるため、小学校の登校時間が早すぎる。習い事もあるため
睡眠不足が心配。冬でも体操服で小学校過ごしているけど長ズボン、上着OKに
してほしい。(母親・4歳)
 富士市は、子育てや教育に対して力を入れていないと思う。公ができることを
しっかりとやってもらいたい。
（民間、私立にまかせるのではなく）(母親・5歳)
 少子化と言えど、もう少し保育園、認定こども園（保育園部）の定員増加を希
望します。(母親・3歳)
 市役所に命の危険のない（モラハラなど）緊急ひなん者、虐待をうけた子で、
今は危険がない者に対するケアについて、相談し、助けを求めましたが、
”ママ
がムリしないで”という事ム的な対応でおわった。助けてほしかったです。(母
親・3歳)
 子育てに関する知識は、母親はとても情報を持っていると思うが、父親に関し
てはうとい部分も多く、もっと子育ての知識を知ってもらいたいと思うので、
父親の講座もあると良いと思う。(母親・5歳)
 子供の医療に関するサポート、子供の健康に関するサポート。他地域の人がう
らやましいと思えるサービスを提供してほしい。(母親・2歳)
 各まちづくりセンターで月齢毎の出会いの場の提供や、体重測定など4ヵ月検診
前に何かあると安心する。(母親・4歳)
 公務員など基準に考えないでほしい。中小企業などは取りたくても育休だって
取りにくい。土日などにたくさん行ってほしい。(母親・1歳)

■ 元吉原小学区
 元吉原地区にも、児童館があると助かります。子どもだけで外で遊ばせたら、
苦情がきました。安心して遊べる場所が少ないと感じます。(母親・3歳)
 学用品無料とかにならないの?小学校入るだけで2万円超え…。子どもの人数だ
け出費も半端ない。(母親・2歳)
 三島や沼津は中学校まで医療費が無料で、沼津にある耳鼻科にかかったとき、
「富士市はお金ありそうなのに」と言われながら医療費を支払ったことがある
ので、悲しかったです。沼津よりは子育て世代に優しいかなと思っていたので
すが、沼津のほうが早く無料にしたのでなぜなのだろうと不思議に思いました。
(母親・4歳)
 育休は子どもが1才になるまでと決まっているのに、仕事に復帰したくても、定
員がいっぱいだと言われる。定員は3人くらいでとても少なく感じる。仕事を夫
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婦2人でしていなければ、金銭的に厳しい。対策が十分だとは思えない。(父親・
不明)
 医療費などの負担を減らして欲しい。(母親・2歳)
 遊べる公園や図書館が近くにある町づくり。(母親・5歳)
 沼津市のように子供の医療費無料にして下さい。教育にかかる費用の負担軽減
をして下さい。年寄りより子供へお金かけろって。(母親・不明)
 上の子が入院した時に、1人親族等がつきそいをしなければいけなかった。下の
子が預けられなかったため、誰かが仕事を休んでつきそいをした。緊急支援一
時保育で預けられたらうれしかった。(母親・2歳)
 子どもを気軽に預けられる場所がほしい。(母親・0歳)
 小学校に行き始めて思ったことですが学童ではなく地域に小学生をみてくれる
場所があったらいいなと思う。小学校から家が遠いので。学童が評判が良くな
いので。(母親・0歳)
 地域的に子供が少ないので、子供会等の親の負担が大きい。子供会をなくして
ほしいとの話をママ友とよく話す。制度もよくわからず、やめられない人が多
い…。(母親・5歳)
 掛かる費用なし。保育料高い。(父親・4歳)
 医療費などは無料にするべき。(父親・2歳)
 子供が3人いて、1人が風邪をひけば、手洗いうがいをしっかりしていても、み
んなにうつる。病院代がすごいかかる。1人500円×3＝1500円。→一回の通院で
は終わらない。他の市のように、無料にしていただけたら、すごく助かります。
500円でも助かってますけどね。アレルギー持ちなので風邪以外にも、病院へ行
かなければいけないので…。(母親・2歳)
 通常発達ではない子に対する対応、みはら園と保育園の窓口が違うが、同じ話
しをそれぞれにするのは不担。(母親・5歳)

■ 須津小学区
 学童の拡充。(母親・3歳)
 学童の拡充。(母親・5歳)
 子供が多いのは嬉しい事だが、学費や保育費等の費用の負担は気になる。軽減
されれば助かる。未就学児童は病欠も多いので、各職場で年間10日位、子供が
病気の際に休める様、特別休暇が取れると良い。(母親・1歳)
 3人目は保育料を無料化してほしい。他の市はなっている。(母親・3歳)
 以前2年ほど大阪市に住んでいましたが、それと比べて富士市はいろいろな面で、
子育て支援が結構手厚いのでありがたいです。(母親・5歳)
 他の市はなっているが、富士市は3人目保育料の無料化になっていない。(母親・
4歳)
 医療費無料の検討（近隣市は無料なので）
。(母親・1歳)
 増やしてほしい。(母親・2歳)
 他市では子どもの医療費が無料になっているので、富士市でも無料にしてほし
い。保育園等も富士市では3人目以降の無料化に年齢の制限があるので、沼津市
等のように、年齢に関係なく無料にしてほしい。(母親・0歳)
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 大きくて安全な公園をもう少し増やしてほしい。(母親・4歳)
 保育料がたかい。(母親・5歳)
 児童館のような子供が遊べるような施設を増やす。
（公園など）(母親・3歳)
 保育士さんへの待遇を向上してもらってひとりでも多くの保育士さんが富士市
で働いてもらえる様に願います。余裕のある保育現場を!!(母親・2歳)
 お金の補助。(母親・5歳)
 一時保育が出来る場所を場所にバラツきのないように、増やしていってほしい。
（出産時にあれこれ考えたりしないといけないのがストレスになる。
）(母親・
不明)
 定期的に話をききに周ってきて欲しい。
（出産後の保育士さんがきてくれた時み
たいに）
。(母親・1歳)
 ことばの教室に通っています。無料なのでとても助かっています。親の無知に
より、開始するのが遅くなったため、保育園の方でも気になる子がいるなら早
く歓めてもらえると助かります。小学校に行ってから通うとなると遠くなるし、
授業の合間に親が連れて行かなければならないため子供の学業にもかなり負担
になります。もしくは、放課後の時間からあるとうれしいです。(母親・5歳)
 子どもの医療費の無料又は減額化。(母親・2歳)
 こども医療費助成。(母親・1歳)
 富士市は、まちセンでの子育て講座も多いし素晴らしいと思います。横浜から
移住して良かったと思っています。(母親・0歳)
 兄弟の年が離れすぎていると助成金の対象にならないのはなぜですか。不妊の
人が多い時代なので対象にしてほしいです。(母親・不明)
 子供の医療費を無料にしてほしい。小さい子供があそべる遊具を公園に増やし
てほしい。(母親・2歳)

■ 東小学区
 3人目以降の子供の保育料を沼津市などのように無料にして欲しい。近隣の市と
差をつけないでほしい。富士市でよかったと思えるように。(母親・2歳)
 徒歩で行ける公園が近所にあったらうれしいなと思いました。(母親・1歳)
 平日仕事で様々なサービスを利用できていない気がする。
（祖父母の支援を受け
られているので、特に不便や不都合を感じてはいませんが…。
）(母親・4歳)
 子ども医療費の無料化を希望しています。(母親・3歳)

■ 富士一小学区
 問37でも少し述べましたが、父親が子供と触れ合う時間が少ないと思います。
うちの主人も「最近子供と会っていないなぁ…」なんてボヤいている時があり、
この状況はおかしい!と思いました。仕事も大事ですが、世の中が休むのは当り
前。となるように切に願います。(母親・4歳)
 中央子育て支援センターは行きづらい。市役所内の子供のキッズスペースは大
変便利です。(母親・0歳)
 正社員で働き続けられる環境を会社で作るよう呼びかけて欲しい。時短の年齢
を小学校入学まで伸ばして欲しい。(母親・0歳)
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 アカチャンホンポやベビーザラスといった乳幼児用品が多数購入できる店舗の
誘致(富士・富士宮で40万人程の人口がいるにも関わらず赤ちゃんグッズを購入
できる店舗がほとんどないため)。(母親・2歳)
 ▪ベビー用品のレンタルがあると嬉しいです。(チャイルドシート、ベビーカー、
ベビーベッド、ベビーサークルなど、結局ほんの数回しか使わなかったものも
あり…。市がレンタルサービスを始めるなら提供したいくらいです。)(母親・1
歳)
 ・病児が出たら仕事を休める方が大事ですが、それは難しいので。 ・中央病
院小児科付き添い可(条件付きでも)ファミサポほしいです。 ・病児保育室送
り迎え、病児ファミサポokになりませんか? ・中村さん前日受診必要なのは突
然の発熱では使えない。 ・北西さん発熱初日預かり不可。ほぼ一年で続くの
はなぜだろう?(母親・不明)
 歩道の整備をしてほしい。路側帯のほとんどない道路が多く、子どもが小学生
になって1人で歩くようになったとき大変不安です。(父親・2歳)
 子供が低月齢のときほど、孤立しやすいと思うので、
（子供とコミュニケーショ
ンもとれず、支援センターに行っても遊べない）その頃にベビーマッサージや
読み聞かせ等のイベントがあるとよい。(母親・2歳)
 医療費0円にして欲しい。全体的に公園が汚い。支援対策ではないが、BFHに認
定されている産婦人科がなく、県外で出産した。(母親・4歳)
 各学区に1つ児童館を作ってほしい。近隣の児童館は学区外、自転車もNGでは利
用できない。放課後友達とすごす場所もなく、住んでいる地区（六軒町付近）
には公園も少なくボール遊びもできず、子どもが外に出ようとしても居場所が
ない。交流プラザでゲームでは悲しいと思う。切に願います!! 森島付近（駅
南）に支援センターがなく、駅南のママたちの近所さんのつながりが作りにく
い。富士市全体にまんべんなく施設が利用できるよう機会を設けてほしい。子
供はどこの地区にも住んでいるのだから。(母親・5歳)
 問37に記述。もっと弱者に視点を置いてほしい! 市民の声が反映されていない
ことが多すぎると感じる。園庭の狭い幼稚園が多い。子育て支援センターが狭
い所が多い。どこへも入園できない。みはら園に入れないレベルの子どもが幼
児教育を受ける場を提供してほしい。(母親・3歳)
 産後ケアを利用したのですが、知らない人がまだまだたくさんいるので、せっ
かくとても良い制度だと思うので、もっと多くの妊婦さん、母親に知ってもら
いたいと思う。(母親・0歳)
 保育園のシステム。出産のための退職なのですが、幼稚園を退園しなければな
らない。(母親・2歳)
 予防接種をもう少しわかりやすくしてほしい。(母親・不明)
 他の市に比べてどうなのか良くわからない。(母親・0歳)
 自分ですすんで情報を得ようと努力しないと、情報が得られないイメージがあ
る。もっと早く知りたかった…と思うことが多々あった。子供（就学前の）が
行ける場所があまりない。支援センターは赤ちゃんが多く気がひける。児童館
は小、中学生がいると、怖くてあそべないときがある。全体的に広さもせまい。
(母親・4歳)
 幼稚園代が高すぎる。(父親・4歳)
 就学前の子対象に、無料もしくは格安で、勉強のサポートをしてくれる。(母親・
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4歳)
 ・子供にかかる費用を軽減してほしい。
・児童手当の額を中学生まで同じき金額
にしてほしい。
・赤ちゃん連れでも大丈夫のようにデパートに赤ちゃんの休憩室
を増やしてほしい。(母親・不明)
 幼稚園バスを市内どこでも巡回させてほしい。富士。鷹岡で規定があるようで、
入園前に急に送迎バスがなくなったため、大変困っている。
（富士宮のように幼
稚園選びを自由にして下さい。
）(母親・不明)
 子育てや教育にかかる費用の負担。(母親・5歳)
 活発な子供は、支援センターに行っても、他の子に怪我をさせたり、トラブル
になってしまうのでは…と思い市の施設は利用できなかった。色々な特性の子
が行ける所があればいいなと思います。(母親・4歳)
 保育園の無償化。(母親・不明)
 片親だけの収入で節約生活してる人は割とたくさんいるので、幼稚園などのお
金を補助して頂けると助かると思います。(母親・5歳)
 保育園は延長保育で19時まで預かってもらえるが、児童クラブは18時までで、
親の就労時間からすると18時までに迎えに行くのは無理な為、児童クラブ預か
り時間を拡大してほしい。(母親・5歳)
 高校大学への進学への不安をどうにかしてもらう。(母親・4歳)
 学童や幼稚園を利用していない子でも長期休みでも預かってくれると助かりま
す。(母親・3歳)
 保育園や小学校の設備を新しくしてほしいです。トイレに空調など…。子ども
たちが行きたくなる場所に。(母親・1歳)
 保育園の決定をもっと早めてほしい。(母親・2歳)
 保育園の決定をもっと早めてほしい。(母親・0歳)

■ 富士中央小学区
 他地区より引越してきたので、月4回の医療費500円がかかるのが負担、月4回で
無料にはなるが、他地域では全くかからなかった。子供にかかる費用が色々と
高いと感じる。決められた保育時間も短い。(母親・3歳)
 医療費を無償化にしてほしい。(母親・3歳)
 近所とのつながりができにくい。(就学すれば変わってくるかもしれないが)外
で遊ばせるのに、用水路に柵がしていない所が多く、心配になる。(母親・2歳)
 他の地域であるような小学校の登校班を作ってほしい。入学時近所で一緒に通
う子を見つけるのに困ったため。ことばの教育、土曜も開校してほしい。(母親・
4歳)
 児童クラブでの長期休暇中の朝の預かり時間を早くしてほしいです。(7時と
か)(母親・5歳)
 いつもありがとうございます。(母親・2歳)
 幼稚園の無料化。(父親・不明)
 支援センターや児童館の職員に相談をしたくても、全く話しかけるタイミング
が無いので、もっと人数を増やしてほしい。夕方の遅い時間や土日に開館して
ほしい。(母親・1歳)
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 中央公園の池をなくして屋根付きの子どもが遊べる公園にしてほしい。(母親・
5歳)
 子供の年齢が離れているので、3人いるのに、全員1人目の対応の支援(こども手
当、幼稚園の戻り)しかもらえないことに不満を感じます。子供が高校、大学の
方がお金がかかるのに、3人目も1人目の分だけというのは改善してほしいです。
(母親・5歳)
 病児保育可能施設の充実と利便性向上。(父親・5歳)
 シングルマザーに対する補助とか何かサービス等。(母親・4歳)
 ①の上記と同じで4才児以降のイベントを増やし土、日祝で楽しめるイベントを
増やしてほしい。(母親・5歳)
 よくわからない。(母親・2歳)
 ・父親の子育てへの参加がもう少し積極的になるような職場への対策。(父親・
不明)
 もっといろいろ支援してほしい。(母親・2歳)
 多子世帯への援助。(母親・1歳)
 医療費の無料化。(父親・5歳)
 富士川浮き島の新幹線を見るスポットをもう少し整備してほしい。全国的に有
名なのにもったいないと思う。新通町公園のトイレも小さい子が使いやすいよ
う、オムツがえのできるトイレにしてほしい。トイレで困っている人が多いで
す。(母親・5歳)
 ・公園の壊れている遊具を早く直してもらいたいです。
（ex塔の木公園のブラン
コ、なかじま遊び場）など・公園のトイレ、オムツ交換台の充実（大渕公園、
原田公園）など。(母親・1歳)
 アスレチックや遊具などがある大きな公園がほしい。(父親・4歳)
 ひとり親世帯の支援を考えてもらいたい。未婚での場合、支援をほぼ得られな
いので、住民税や保育料の見直しと手当て額を増やしてもらわないと生活でき
ません。(母親・2歳)
 医療費を無料にしてほしい。(母親・2歳)

■ 岩松小学区
 子供手当??育児給付金を、もう少し増やして欲しい。(母親・4歳)
 子供を育てるということは、色々やろうと思えば本当に大変だしお金もかかる。
幼稚園に通うのにお金がかかりすぎたと思う。頑張って節約しても少し年が離
れただけで高額な保育料になっていく制度はどうなのか?子供が大きい子がい
ればお金もたくさんかかるのに、働かなければ子育てができない状況をつくら
れていると感じる。子供に色々なことをしてあげたくて仕事をやめていたのに、
下の子の為に色々してあげることができないまま、働くという選択をさせられ
てしまう気がする。(母親・3歳)
 公園を増やす。遊具・駐車場の充実。幼稚園・保育園での手厚いケア、質の向
上。(母親・2歳)
 子供がいても働きやすい仕事や働き方について知りたい。社会的制度など知識
がないので情報や知識を得られるよう勉強出来る場がほしい。(母親・1歳)
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 子が3人いても年が離れているので助成からはずれてしまい、保育料が厳しい。
子供の事を考え、パートにかえたが、保育料分も収入がないのにと悩んでしま
う。また、フルで働く方が良いのかと…。(母親・1歳)
 土日に赤ちゃん～2才未満くらいの子供が遊べる場所がほとんどない。有料でも
よいからキッズパークのような安心して遊ばせる場がほしい。 2人目の子を里
帰り出産する場合、上の子は保育園を退園しなければいけないと説明を受けた。
確かに、待機児童解消を考えると保育園に通いたい子が優先かもしれないが、
出産を終えて戻ってきても上の子は保育園に戻ることができない。せっかくお
友達もできて、楽しく通っているのに、もう通えなくなってしまうと思うと、2
人目がほしくても躊躇してしまう。ちなみに母、義母は祖父母の世話があるた
め、手伝いに来ることは不可。市、民間のサービスは融通が利かない、子供が
人見知りをする等の理由から安心して利用できない。(母親・0歳)
 夏休み等に、幼・小の子が一緒に遊べる場所を増してほしい。学童に入れる程
ではない児童の夏休みの居場所の確保。(母親・4歳)
 ・夏休みや、冬休みなど、長期休暇の際のあずかりを充実させてほしい。
（小学
生も含む）。医療費子ども1人500円では、兄弟が多い場合の負担が大きいため、
兄弟がいる場合は上限を設定してほしい。(母親・3歳)
 以前ことばについて悩んでいた時、すぐにことばの教室に入れない、入れても
問題ないとすぐに切られてしまった。こちらは、なかなか言葉が出ないことに
悩んでいるのに一杯だからとか親子の関わりを増やせとかそんなことはわかっ
てるけど本当に悩んでいる時に、それなりの対処もなく悔しい思いをした。(母
親・4歳)
 ・医療費の無料化。
・かりがね堤に遊具が充実した公園が欲しい。(母親・5歳)
 子育てにかかる費用の軽減。(母親・1歳)
 支援センターは、富士市民限定なので、市外から遊びにきてくれた友達と室内
で遊ぶ所がないのが残念。あと、室内で思いっきり体を動かして遊べるしせつ
があるとうれしい。
（藤枝市には、あります。
）(母親・2歳)
 保育園の待機児童を0にするよう是正すべき。(父親・0歳)
 保育園に入りやすくしてほしいです。(母親・2歳)
 病児、病後児の預かりについて、もっと利用しやすく改善してほしい。預ける
にあたって、前日の夕方～予約ができる、とか当時の朝、午前中いっぱい手続
きがかかるような今の状態ではサービスのあまり価値を感じられない。(母親・
1歳)
 兄弟別の保育園になってしまうのは改善してもらいたい。送り迎えの時間ほど
もったいない物はない。(母親・不明)
 子どものいない方は、税金をおさめてくれているのですが子育て家庭ばかり恩
恵を受けているので、子どものいない方や独身の方にもなにか、恩恵できる事
があれば、もっともっと子育てしやすい富士市につながるのではないかと思い
ます。(母親・1歳)
 ・保育料が高く働いても半分以上が保育料。
・子供の体調が悪い時は退社後遅く
までやっている病院が少なく、半休を取るなどしなければならない。そういう
子供や親の為の医りょう環境、支援をしてほしい。(母親・2歳)
 医療費補助をさらに手厚く。(母親・5歳)
 子育て支援センターは未就園児の頃はかなり利用しましたが、幼稚園に行って
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から一度も行ってません。支援センターの先生と話したいと思っても行く機会
がないです。(母親・5歳)
 幼稚園の兄弟割引きが上の子小学校3年生までというところを改善してほしい。
卒園してればOKとか、期間の延長を望みます。(母親・4歳)
 幼稚園の預かり保育の時間を長く（朝、夕共に）してもらえると、仕事を探し
やすくなる。(母親・5歳)
 利用の仕方を分かりやすく知りたい。電話での相談など。(母親・0歳)
 保育園などの無料化。(母親・0歳)
 幼稚園の保育料を以前のような金額に減らしてほしい。お弁当を作っているの
に、私立幼稚園よりも高額になるので。市立幼稚園としてはデメリットだと思
います。(母親・5歳)
 保育園や幼稚園について知らないことが多いので入る前に説明会など聞いてど
ちらに入るべきか等、検討したいです。(母親・0歳)
 学童について。パート等で働きたいと思っても、子供の長期休暇がネックにな
ってしまう。長期休暇のみ利用できたら、もっと働きに出られる。(母親・5歳)

■ 岩松北小学区
 イヤイヤ期や困っていそうな内容にそった対処法やアドバイスなどの講演やお
話会のようなもの。(母親・1歳)
 医療費を無料にしてほしい。(母親・1歳)
 子育てや家庭の事を相談する時にもっと親身になって聞いてほしい。(母親・3
歳)
 児童手当をもっと増やして欲しい。(母親・3歳)
 来年4月から幼稚園に入る上の子と今年6月に生まれた弟を4月～一緒に保育園
へ預けてフルタイムで働きたかったが待機児童が多いのであきらめた。(母親・
2歳)
 子育て中の家庭の年収を増やしてほしい。パートになればお金がない。常勤な
ら帰宅時間が遅く、育児、家事、子供への負担が大きくなる…毎日が辛い…と
にかく目の前にある事をこなしていく日々に疲れる…子供の思いまでくんであ
げられない。(母親・1歳)
 ・こども医療費18歳まで無料。
費無料。(母親・0歳)

・インフルエンザ接種無料。 ・制服、教材

 第3子の幼稚園等の無償化。小学校3年生以下という枠をはずしてほしい。(母
親・4歳)
 保育料が納得いかない、上の子が高校卒業すると末子3人目が2人目扱いになる
のもおかしい。←児童手当ての関係(母親・2歳)
 ・土、日に遊べる場所を増やしてほしい。
・一時保育の手続きを簡単にしてほし
い。
・ロゼシアターでおむつを変えられる所を増やしてほしい。
・支援センター
や児童館でおむつを捨てて帰れるようにしてほしい。(母親・不明)
 長泉町みたいに、なってほしい。子育て支援の充実、うらやましいです。(母親・
4歳)
 子育て支援対策がなにをやっているのか分からない。(母親・5歳)
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 多子世帯や貧困世帯の子ども達でも、お金をきにせず、楽しめるような、環境
をと思います。(母親・3歳)
 保育費無料の早期実施を願います。(母親・2歳)
 ”子供会”という名だけの大きな負担を疑問に感じる。地域にもよるが、
”子供
会”のせいで近所づきあい、子供同士のつきあいにトラブルがあると聞いたこ
とがある。市が深く関わっている事なのでなんとかしてほしい。(母親・2歳)
 子育てについて現状、悩みがない私は、市の子育て支援＝遊び場（児童館等）
と考えていますが、雨の日に遊ばせることができる児童館が身近にもう少し増
えてほしいなと希望があります。無料で助かります。あと、2年後に上の子が小
学校に入学予定で、学童に入れる枠があるのか不安があります。(母親・1歳)
 岩松北四ツ谷区に、公園を作って下さい。この地区に限らず、公園をたくさん
作ることが（年代問わず）一番の子育て支援だと思います。(母親・4歳)
 一時保育が近い園でやってない。親が病気で倒れ、救急車で運ばれた時、実家
も配偶者（出勤中）の職場も遠く、とても困った(母親・3歳)

■ 富士南小学区
 病児保育が7：30～18：30位まで行ってくれたら仕事に支障がなくなる。(母親・
5歳)
 保育料安くなると嬉しい。▪保育園の主食を園で出して欲しい!!お金は払うので。
温かいご飯を食べさせてあげたいし、衛生面心配。特に夏場。あとやはり手間
がかかる。(母親・3歳)
 子供の医療費の無償化!(父親・3歳)
 まちづくりセンターの講座など、もっとみんなに情報がいったらいいと思う。
とてもいい講座です。(母親・4歳)
 発達障害かもと思う親の為の相談窓口を気軽にできるようにして欲しい。勇気
がいることなので。(母親・5歳)
 働きながら子育てするにはまだまだ住みにくい。住む地区によって学童等の親
の負担が違いすぎる。(母親・0歳)
 子供を預けたくても保育園等に空きがないので待機児童をなくす働きをしてほ
しい。(母親・不明)
 医療費(子供)全額免除。(母親・3歳)
 道幅がせまい所が多く、なおかつ川にカバーされていない所、車がスピードを
出していく所とあり、ベビーカーや自転車での移動がとても不便で怖いです。
小規模園のためなのか、駐車場から園が遠く、車も多い通りでとても怖く不便
です。(母親・1歳)
 一時保育を全保育所で行うという施策があるが、それが可能ならば、
「一時」の
充実ではなく、通常保育の方へ保育士を補うべき。一時の時間「8：30～16：30」
までの正規保育士を確保しない限り、幼保の充実は見込めない。時短保育士が
いても良い。希望する保育所に入れていない児童はすべて「待機」扱いにして、
現状を市民に開示して欲しい。(母親・5歳)
 学費の無料化。(母親・1歳)
 働く親の支援ばかりで、子育て支援といいながら、親子の距離を離す支援が多
いように感じます。親と子が互いに楽しめる子育て支援をしてほしいです。(母
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親・5歳)
 産後ケア事業でデイケア（日帰り）を作ってほしい。独立した産後ケアがあれ
ば理想的。(母親・0歳)
 ・子育てに関する費用負担の削減。 ・学童ももう少し行政の助けが必要と思
う。
（今の時代共働きが増えているので）(母親・2歳)
 仕事復帰する時期に保育園や預ける施設に入れないと困るので1才未満～2才ま
での預ける所を増やしてほしい。1才未満が少なすぎる。(母親・0歳)
 学区に1つ児童館がほしい。(母親・2歳)
 地域にあった保育所等をもうけるべき(母親・2歳)
 3人子供がいたらもっと児童手当てを増やしてほしい。(母親・2歳)
 保育料の免除。(母親・2歳)
 1号でも、土日に用事のある時は、こども園で、預って欲しいです。(母親・5歳)
 子育て支援センターで1時間○○円で一時あずかりをしてほしい。24時間あずか
ってくれる所かほしい。保育園を増やしてほしい（定員UPでも可）
。(母親・1歳)
 学童保育で長期休力の際、1日○円などで、預ってもらえると、有難い。(母親・
5歳)
 保育料の見直し。(母親・5歳)
 保育料免除(母親・不明)
 このアンケートがわかりにくいし、子育て環境に関してのこちらからの意見や
不満が伝わらないと感じる。(母親・不明)
 こども園、幼稚園、保育所に看護師を駐在させてほしい。(母親・2歳)
 保育園のきょうだい別園の解消を希望。(母親・3歳)
 ・子育ての充実、少子化対策としても、母親がいつでも社会復帰しやすい環境
を企業にももっともっと働きかけて欲しいです。年齢、ブランク、子供がいる
がマイナスになる必要のない社会を望みます。(母親・3歳)
 病児保育を増やしてほしい。定員が少ない為、あずけられない事が多い。(母親・
2歳)
 富士市も子どもの医療費を無料にしてほしい。(母親・5歳)
 具体的に利用方法などを知らせてほしい。(母親・4歳)
 保育園を増やしてほしい（南地区）→人ばかり増えて困る。公園を増やしてほ
しい。(母親・5歳)

■ 田子浦小学区
 子の医療費0にしてほしい。(母親・3歳)
 アンケート自体不毛に思う。ペーパーレスにしてその分子育て補助に回した方
がよっぽどいい。子供の予防接種なども負担が気になる。(母親・4歳)
 放課後クラブですが、就労していなくても空きがあれば利用出来る様にしてほ
しい。(日割り)(母親・2歳)
 ・高齢出産、不妊に対してのサポートをもっと手厚くしても良いと思います。(金
銭面、情報面など。) ・職種によって子供を産みたくても育てられない環境が
あることをもっと理解して欲しい。(母親・5歳)
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 子育て意識の低い家庭への支援をもっと充実してほしい。子供がかわいそう。
(母親・5歳)
 幼児の施設はたくさんあるが小学生も楽しめる施設を作ってほしい。(例)清水
まあるのような職業体験施設等。(母親・1歳)
 企業への環境改善の強制指導。(父親・1歳)
 公立幼稚園の費用の値上げで公立幼稚園児童は減って、市としては結果プラス
になったのか?いろいろな面の結果を報告してほしい。幼稚園の保護者に報告し
てほしい。(母親・5歳)
 子どもの医療に関するサポートの金額を減らして子育てをしている家庭への支
援や子育て講座などへあててほしい。(4回目以降の受診は無料ではなくて、助
成なしでいいので、その分の金額を有効に使ってもらいたい。)→とりあえず受
診やコンビニ受診を減らして受診したい時にスムーズに診てもらえるようにも
してほしい。(母親・5歳)
 こどもの医療費無償化にしてほしい。他県、他市ではそうしている所も多いと
聞くので。(母親・3歳)
 共働きで0才保育が高すぎてびっくりした。(母親・0歳)
 ・保育料がやや高い。 ・保育士の先生に「親が家にいる日（平日）は家庭保
育してほしい」と言われることがあり、そのようなことを言われると預けるこ
とが悪いことのように感じてします。申し訳ない気持ちになる。(母親・不明)
 支援センターなどの場が増えるか、利用できる曜日数が増えてもらえると、い
いなと思います。(母親・1歳)
 公園の遊具が壊れているものを早くなおしてほしい。(母親・2歳)
 費用面の負担を軽減してほしい。(父親・3歳)
 事前予約等不要で気軽に預けられる施設があると嬉しい。(母親・0歳)
 遊び場の充実。子育て支援カードの加盟店。(母親・1歳)
 こども園をふやしてほしい。就労家庭でも、幼稚園並みの教育がうけられるよ
うにしてほしい。園の方針や教育内容で、親が園を選べるようにしてほしい。
（で
選べる位、充実させてほしい）現状では、場所と開所時間だけでしか選べない。
(母親・3歳)
 子供の数が多いと健康保険料も上がり、大変、自営に補助がほしい。収入があ
っても、税金で、出ていくのが多すぎる。(母親・2歳)
 単身赴任の経済的負担。働きたくても働けない時の収入。(母親・5歳)
 田子浦地区（特に浜地区）子供が気軽に遊べる公園がほしいです。
（みなと公園
ほど大きくない公園）(母親・3歳)
 幼稚園の預かり保育の時間をのばしてほしい。
（現在16:00まで→17:30くらいに）
(母親・4歳)
 産後ケアセンターがない。台湾みたいに1ヶ月母子共に入院したい。家にいると
休めないつらかった。(母親・不明)
 子育て支援してくれているとは思えない。公立幼稚園の減少は、市の財政軽減
の為としか感じられない。今の市政は子供を育てる環境として望ましくないと
思う。(母親・4歳)
 子供の医療費の無償化。妊婦の医療費、診察料軽減。
（少子化対策としては、医
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療費よりこちらを優選しては?）学童の充実。子供と一緒に楽しめる施設（雨の
日も）
。(母親・1歳)
 子育て世代以外の人たちにも目にとまりやすい工夫をしてほしい。(母親・4歳)
 病児保育、病後児保育を行っている施設が少ないと思うので、もっと増やして
ほしい。(母親・1歳)
 現状で生活できているので、それなりに満足しているが、金銭的負担が軽くな
るようにして欲しい。(母親・4歳)
 経済的な部分の援助。(母親・1歳)
 公立幼稚園の保育料は一定が良い。また、2人目3人目の保育料軽減の条件は、1
人目の年齢は関係なくすべきだと思う。(母親・2歳)
 地元出身、祖父母と同居、近居が前提での対策ばかりで転勤族にとても冷たい。
よそ者として支援が少ない。助けを必要としている核家族に目を向けてほしい。
(母親・1歳)
 保育料だけでなく、高校や大学までも学費がかからなくなったら嬉しい。(母
親・4歳)
 一番希望することは子供の医療費と18歳未満の子供のいる父母の医療費負担を
減らしてほしいです。子育てにお金がかかり、親は後回しになってしまうので。
(母親・2歳)

■ 富士二小学区
 子育て支援は、割と充実していると思います。ありがたいです。一方で学校で
掛かる費用の軽減、無償化などを進めてほしい。また学校ごとの訳の分からな
いルール、細かすぎる縛りのような物をなくして、真に子どもが生活しやすい
ようにしてほしい。置き勉？許可とか、OKになったけどそういうような事。(母
親・0歳)
 ・医療費をなしにしてほしい。 ・3人目の保育料、制限なしにゼロにしてほし
い。(母親・5歳)
 雨の日に幼稚園児、小学生の姉妹が一緒に遊べる場所があまりない。(母親・4
歳)
 問37同様、姉妹(年子)を別々の保育園(保育事業所)に送迎するのは大変です。
(母親・1歳)
 小学生の夏休みなどの長期休みだけの預ける場所がほしい。それで、働く事に
ふみきれないです。(母親・2歳)
 公立保育園の廃園や民間への移行など、公立保育園が減ってしまうのはどうか
と思う。私立保育園が増えると思うが、公立より私立の方がお金がかかるとい
うイメージや実態がある中、金銭面のことを考えている家庭もあると思う。(母
親・不明)
 年子で子供を育てているが、上の子が小学校に上がる時の学童保育が不安。2年
生からでは入れないという話も聞くので。また、長期休暇時のみの預け先など
あれば働きやすくなると思う。(母親・4歳)
 もう少し公園を増やして欲しい。
（夏場に水で遊べる様な）(母親・1歳)
 希望の保育園を複数書いても「どこもむずかしい」と言われ、面談だけで精神
をすりへらす。
「どこでもよければ入れる」というのは待機児童解消と言えるの
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ですか。園の送り迎えのために、1日に1時間も2時間も使えません。(母親・2歳)
 静岡県の子育て優待カードの他に、富士の?子育て優待カードをみかける。両方
使える店はほぼみた事がなく、静岡ではないカードの方が多い時がある。優待
の範囲（使用できる店）も利用度が低く、乱立しているので困る。(母親・4歳)
 祝日の保育。学童の充実。(母親・4歳)
 保育園の受け入れをもっと増やしてほしい。
（週３～の受け入れなどもっと）近
くに祖父母がいない家族があずけられる所がほしい。里帰り出産で保育園をや
めなければならないシステムをどうにかしてほしい。(母親・2歳)
 小規模保育所に入れてもらいましたが2才クラス、までしかいられず、その後保
育園に入れなかったらどうしていったらよいかわかりません。
（親せき等が近く
にいないため）(母親・1歳)
 南地区の支援センター、児童館のなさ、公立保育園の少なさ（少なくなってし
まう）。小規模ばかり増えても…その先で（3歳児～）で多くの保護者が困って
います。その先が見えません。不安です。転園はできればさけたいし、3歳にな
っても入れる所があるのかと考えるのも不安です。(母親・不明)
 父親でも気軽に相談できる窓口があったらいいと思う。(父親・1歳)
 働く場所が決まっても預かってくれる保育園がなくいつまでも就労できない。
増やしてほしい。(母親・1歳)
 仕事をしている為病児保育関係の施設がもっと増えてほしい。休み（日、祝）
でも悩みを相談だきる場所がほしい。(母親・3歳)
 満足はしていないが、特に思いつかない。逆に取り組んでいる、利用できる制
度など皆に分かるようにしてほしい。(母親・2歳)
 医療制度について満足しています。(母親・5歳)
 医療費の無料化や保育園、幼稚園の費用の負担削減など、子供が多い世帯の支
出を抑える施策を講じ、少子化に歯止めをかけるべき。(父親・4歳)
 家で困ったこと、子供2人とも病弱で、上の子が4才年少、下が1才のとき、上の
子が入院するとなったとき、母親は入院に付き添わないとだめ、下の子を面倒
みる人がいない、親戚もおらず両家実家も経済的工面なし、その逆で下の子が
入院母親付きそう、上の子小学生でも、父親は夜遅くまで帰ってこない、預け
られる人もいない、1人でいつ帰ってくるか分からない父を待つ日々は子供がか
わいそうと思ってしまう。小学生でも（７才～12才）中学生でも高校生でもそ
ういうとき、高額な料金ではなく、食事を一緒に食べれる子供を預けられると
ころがあればいいなと思う。本当に大変な時なのでその時だけでも。(母親・4
歳)
 南幼稚園がなくなる方向で3番目の子が行く幼稚園が家から遠かったり、認・こ
は人数が多すぎて不安だったり、南保育園は入れないかもだしどちらかといえ
ば幼稚園に行かせたいしで困っています。母親が車の運転ができないし。(母
親・2歳)
 富士駅南地区にも児童館があればうれしい。(母親・1歳)

■ 鷹岡小学区
 3人目の子供は、同じ保育園等に3人いなくても、無料にしてほしです。(母親・
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1歳)
 土曜日に上の子の園の行事があった時に、下の子が熱を出し行事に参加出来な
い事が何度かありました。両実家が遠方なので、預けれる所もないので、緊急
で土日も病児保育があったら嬉しいです。(母親・1歳)
 3人目、または4人目以降、出産時に祝金のような物があると嬉しい。(母親・4
歳)
 子供医療費を無料にしてほしい。(母親・不明)
 ・受診料を0円にしてほしい。 ・インフルエンザワクチン予防接種をもっと市
で負担してほしい。 ・通学路(歩道)の整備をしてほしい。(父親・2歳)
 公園は他の市より魅力的なので、そこを売りにしてアピールする。若い人が住
みやすく、働きやすいようになればいいと思います。教育に力を入れたり（お
金をかける)、女性が子供を預けたりできる環境がほしいです。(母親・3歳)
 保育料の負担して頂けるのは有難いですが、先生方のお給料をもっと上げて保
育教育の質をアップし、先生方にも見合う手当をもらってほしい。(母親・5歳)
 幼稚園、保育園での一時保育や3歳クラスの枠をもっと増やしてほしい。 徒歩
で行ける公園、支援センターがほしい。(母親・2歳)
 0才児受け入れが少なく待っている人が多い。(母親・3歳)
 園でそれぞれ設定していることかもしれないが、土曜日は延長保育なしで、お
むかえの時間がいつもより早いところが多いので、困る時がある。(母親・4歳)
 上の子の年齢に関わらず、第3子は保育料を無償化してほしい。(父親・3歳)
 予防接種など利用料負担が減るとよい。インフルエンザとか。(母親・5歳)
 公立幼稚園、保育園の縮小には反対です。人数が少ない園も存続して欲しい。(母
親・5歳)
 共働き世帯が多いなか、学校や児童クラブの役員とか、子ども会に強制的に入
会させるとか止めてほしい。親の負担が多くて2人目とかムリ、子どもとの時間
が減るばかりです。なので、支援対策として、そういった役割の人の登用をし
てほしいです。金銭的負担が増えてもいいので、ぜひ検討願います。(母親・4
歳)
 父母に対する情報提供と同時に、祖父母（孫育て）に対しても現在の子育てに
ついての情報提供、講座などが充実するとありがたいです。(母親・0歳)
 小学生になったらたかっこチャレンジのように無料で勉強できる場所がほしい。
他の学年もやってほしい。3ヵ月5千円程度で教えてもらえる水泳教室、抽選全
部はずれました。枠を増やすなどしてほしい。(母親・不明)
 子供の医療費を無料にしてもらえたらうれしいです。(母親・1歳)
 もっと予算をあてるべき。(父親・2歳)
 保育料の軽減などは、今まで高い保育料を払っていた子たちは小学生になって
しまうのだから、あまり平等じゃない。どの年代の子供にも役に立つ対策をし
てほしい。(母親・4歳)
 働いても働いても生活は苦しい。年の差が兄妹であるのでお金はかかるし、下
の子はまだ小さいので長く働けない。放置してしまいがち。(母親・4歳)
 市立幼稚園と認定こども園の保育料の料金表を別にしてほしい。公立幼稚園を
もっと安く設定してほしい。(母親・3歳)
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 保育士さんの待遇（給料等）をもう少し良くしてあげてほしい。子育てをして
いて分かった事は、とにかく大変なので、もっと、保育士さんは、会社で働く
より、大変でお昼休けいもないのかなと思う。(母親・4歳)
 医療費、保育費など、なるべく金銭面で負担をへらしてほしい。(母親・5歳)

■ 天間小学区
 幼稚園に入ってからは、市との繋がりがなくなってしまったように感じる。も
っと情報がほしい。(母親・5歳)
 児童館を利用させてもらってるのですが、小学校区域にはない為、もしあれば
自分の就労の選択の幅が広がるなと思います。(母親・2歳)
 家の近く（入山瀬）に児童館ができたのは嬉しかったです。子育てで悩んだ時、
もっと気軽に相談する場所が欲しいです。児童館だと他のお母さん達もいて、
ゆっくり職員の人に相談できる雰囲気ではないので…。子育てを市、地域みん
なでしているんだという安心感がないかな。(母親・3歳)
 親と子が一緒になって参加できる、今泉まちづくりセンターのパパと一緒みた
いな小学生の部を作ってほしい。(回答者不明・5歳)
 子育ての費用の軽減。(父親・不明)
 医療費の軽減。以前住んでいた所は中3まで無料でした。(母親・不明)
 他の市町で実施しているように、医療費の無償化を検討してほしい。あと、自
動車社会なので交通事故が心配。小学校にもスクールバスを導入してほしい。
(母親・2歳)
 公立幼稚園をなくすのはなぜ? 園児を増やしたいのなら費用を減らすことがで
きれば増えると思う。(母親・不明)
 市の対策ではないと思いますが、ショッピングカートの2人乗り用を市内のお店
などで使いたい。双子や小さい兄弟を連れて買い物するのが大変です。→3人目
以降妊娠中だと抱っこひもも使えないので。(母親・3歳)
 公園を増やしてほしい。(母親・5歳)
 ・天間地区には細い道路が多数あるが、抜け道として利用する車が猛スピード
で走っている。昼夜間問わず。子育てする上で非常に不安である。取り締まり
を強化してほしい。
・支援センターを頻繁に利用しているが、母親同士のみのコ
ミュニケーションの場となっており放置されている幼児を見かける。声かけを
行って欲しい。(父親・4歳)
 ・医療費のこと。
・教育費のこと。(母親・3歳)
 ・子育てに関して、経済的な支援が不十分。
・一時預かりサービスが全く足りて
いない。(父親・2歳)

■ 丘小学区
 兄弟は同じ園に入れるべき!!保護者の負担がすごく増える。働きながら子育て
の難しさを感じる。毎日のことなので、ぜひそうしてほしい!!(母親・5歳)
 保育料高すぎ、アホらしい。児童手当てだけじゃ生活できません。働かない方
が全然マシだと思う。(母親・不明)
 保育園・幼稚園の無償化。(母親・1歳)
 子育て講座の時のフィランセの相談員との面談は無意味。むしろ嫌な気持ちに
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させられるのでなくしてほしい。(母親・不明)
 一時預りがなかなか利用できないので、(保育園の)枠が増えたら助かります。
(母親・3歳)
 共働き、母親の負担が大きすぎる。企業や父親に対し働きかけてもらいたい。(母
親・4歳)
 子育て講座の時のフィランセの相談員が、きつい。マニュアルみたいなことば
かり言って母親をせめる。何の相談にもならない。あれは意味ないからなくし
てほしい。(母親・不明)
 金銭的には苦しいが、色んな支援にとても感謝しています。ありがとうござい
ます。(母親・2歳)
 何があるかも分かっていないので、もっと情報を教えてほしい。(母親・5歳)
 一時あずかりがすぐうまってしまうのをどうにかしてほしい（しせつをふやす
など）
。(母親・3歳)
 育休だけでなく、復帰後も時短が使えるようにして欲しい。特に未就学児がい
る期間は祝日は休みが取れるようにして欲しい。(母親・4歳)
 病児保育などが行う施設を増やしてほしい。利用したくても定員に達するなど
利用できないことが多い。(母親・3歳)
 幼稚園の保育料の制度が変わって、非常に高くなってしまい、正直、高すぎる
と思ったので、それを市役所に直接出向いて話をしたが、改善しようという姿
勢は感じられず、市民が声を上げても前向きに考えてももらえず、無意味だっ
たのかな…と、非常に残念な思いをした。(母親・4歳)
 幼稚園、保育園の遊具とかを自由につかいたいです。(母親・不明)
 幼稚園、保育園の料金を無償化をはやく進めてほしい。(母親・5歳)
 キッズスペースのあるごはん屋をもっと増やしてほしい←そういう所への補助
など。(母親・3歳)
 子ども手当ての増額。おむつ購入の無償化。(母親・不明)
 保育園への入園が決まるのが遅いため、準備期間が短く大変。仕事復帰の準備
と重なるため1月くらいに分かるようになってほしい。(母親・0歳)
 子ども手当て的なものを増やしてほしい。おむつなどの講入支援。(母親・4歳)
 場所ー場所が点々としているため常に車での移動が中心となる。ベビーカーで
商店街を楽しく歩けたり、電車やバスでイベントめぐりができたりしたらいい。
(母親・2歳)
 市役所の相談窓口はもっと行きやすくして欲しい。皆、机に向かっているので
嫌だ。(母親・1歳)

■ 富士川一小学区
 保育園の利用料を減らしてほしい。小学校や中学校に早くエアコンをつけてほ
しい。(母親・5歳)
 必要とする人に、もっとわかりやすく情報が入るようにしてほしい。(父親・5
歳)
 児童館などの講座申し込みが本人でないと受付けできなかったり、直接行って
の申し込みでないとダメなのが大変、TELでの申し込みを良しにしてもらいた
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い!!もう少し子育てしてる人の手間をなくしてもらいたい。(母親・2歳)
 子供の人数に応じて、もっと補助金を増やしてほしい。(保育料等)(母親・5歳)
 富士川の方にも児童館がほしい。少子化と言われているのになぜ公立幼稚園の
料金を値下げしないのかナゾ!!(母親・1歳)
 学童に4月から行くようになるが、保育園は今まで7：00～19：00まで預けるこ
とが出来たのだが、学童は18：15までしか預かってもらえない。どうしたらい
いのかわからない。仕事が終ると18：15に間に合わない。学童も19：00まで預
かってもらえないのか。静岡市は19：00まで預かってくれている。(母親・5歳)
 歩いていけるところに遊具の整った公園がほしい。(母親・1歳)
 問37にも記入しましたが、保育施設の休日を減らしたり、利用時間を延ばして
頂けるとありがたい。(母親・1歳)
 支援センターや児童館の開館時間の延長。静岡市は17:30。(母親・2歳)
 保育園の施設を充実させてほしい。保育園が古すぎる。掛川のようにどんどん
新しい保育園（こども園）にして子供をあずけたくなるような施設にしてほし
い。保育料を私立は独自で微収ではなく、市で微収にしてほしい。引落し銀行
が2行に限られていて、不便。(母親・3歳)
 児童館や支援センターの営業時間の延長（最低でも17:30まではやってほしい）
(父親・不明)
 ある園に一時保育の予約をした時、定期的に利用している子でいっぱいになる
と思うから、新規の子は無理だと思うと締切日前なのに断わられた。なんのた
めの一時保育なのか？用事があってどうしても利用したかったのに。利用する
にしても一日だけのために、用意する荷物もとても多く不便。もっと気軽に使
いやすい一時保育の整備をお願いしたい。(母親・3歳)
 子育て支援対策かどうかわかりませんが、
「ふじのくに田子の浦みなと公園」は
すばらしく、利用しています。また、「富士川第2公園」の遊具修理を迅速に対
応頂き、感謝しています。(父親・2歳)
 病院（小児科）を、土ようの午後と日よう日、順番でいいからやってほしい。(母
親・5歳)
 予防接種は全部、定期接種にしてもらいたい。(母親・1歳)
 子育てカードを持っているとサービスを受けられるとのことですがどこにいけ
ばもらえるのか、また、何才まで使えるのか。(母親・4歳)
 子供の人数が3人以上なら住宅（家賃）費用を1割負担とか、金銭面でサポート
してもらえる対策があると良いと思う。(母親・3歳)
 ・子供の遊べる公園、児童館を増やしてほしい。
・発達障害の子のいる親の情報
交換出来る場をつくってほしい。←①(母親・不明)

■ 富士川二小学区
 金銭的な面で、余裕があれば、子供を産み、育てたいという友人・知人が周り
には多いです。現状は難しいですが…。(母親・不明)
 費用軽減。(母親・3歳)
 旧富士市と旧富士川町の格差を感じる。なぜ児童館がなくなってしまったのか。
今は未就園児だがゆくゆくを見据えれば、小学校へ上がった時に安心して遊ば
せられる室内遊技場がないことに不安を感じる。小学生が歩いて行ける範囲に
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そういった施設がないのは大変不満。新しい施設を建てられないなら、町づく
りセンターの小中学生への開放など、児童館の施設と等しいくらいの機能を備
えてつけてほしい。 ロタワクチンの助成金も出してほしい。1本1万円以上の
ものを2回接種するのは子供の健康の為とはいえ大きな出費。静岡市はもう少し
安い値段で接種できる。 上の子が3年生までに在学している子のいる家族にお
いて、下の子で入園を控えている子の保育園幼稚園利用料が無料になる制度も
見直すべき。年の差のある家庭にはとても不利。正し、今回の来年度10月無償
化するのであれば話は別である。 来年10月から、他の地域では、3～5才児の
保育園や幼稚園の利用費が無料になるという話が、とっくに知らせがきている
のに。なぜ富士市ではそれについての説明が一切ないのか。他の市町より遅れ
ている。早く正確な情報がほしい。(母親・2歳)
 近所に公園も児童館もないので作ってほしい。(母親・不明)
 夏休みだけでも利用できる学童を作って欲しい。(母親・5歳)
 あまり知らずに気にせずすごしています。(母親・5歳)
 今住んでる地区に児童館がなかったことが心から悲しかったです。地域によっ
て、差があるというか、田舎ほどイベントがない気がしたような…。(母親・2
歳)
 一時預かりを、こども園以外で安心して利用できる所がほしい。専門の方が居
れば安心できる。
（ファミリーサポートは利用に不安がある）
。(母親・4歳)

■ 小学校区を知らない
 ママデイケアが欲しい。(母親・不明)
 よく分からない。各種手当金の（出産手当や育休手当など）配給がおそい。な
んだかんだ産休後、手当金が出るまで5ヵ月間くらい収入がなくてびっくりした。
2ヵ月ごととかでがなく毎月もらえる方がうれしいし、役所処理を早めてほしい。
産後すぐに手当金がほしい。(母親・不明)
 富士市は、不妊治療の補助金が充実していてとても助かりました。おかげで第1
子をさずかることができて、安心して育児をしています。富士市に引っこして
来て本当によかった。6ヵ月すくすく子そだての本もありがとうございました。
(母親・不明)
 未学習児のこども医療受給者証を0円にして欲しい。もしくは月6回にして欲し
い。(母親・0歳)
 保育園、幼稚園の利用料金をもう少しおさえていただけると次の子など考えら
れると思う。(母親・不明)
 先進的な他市のように（例えば藤枝とか）
、子供が室内で遊べる支援センターが
充実してほしい。数ではなく質。ボーネルンドの使用やそれを無料で利用、専
任スタッフ、消毒対応、有料のカリキュラム等。(母親・4歳)
 手当ての充実。お知らせなどの分かりやすいチラシ。(母親・1歳)

■ 地区不明
 保育料がもっと安くなるといい。(母親・0歳)
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 公園が少なすぎ、公園もいくつかあるが来園者がかたよるためひどく混み合い
とても利用しづらい。子育て支援センターももう少し大きく広くできないのか
…大人と子供がすごくたくさんいて行く気になってもなかなか行きづらい。(母
親・1歳)
 本当に困っていたので是非保育園に入れて欲しいとお願いしたが、結局落ちま
した。あんまり困って子供と心中も考えた事もあります。子供は無認可のキッ
ズライドひまわりというところに2年間通うことになり、毎月3万円程支払って
おりました。とりあえず、何とか助けになった所はマザーズハローワークと病
児保育です。市の支援対策について何か言うのなら「本当に困っている時は助
けてくれてもよかったのでは。
」です。もうちょっと真剣に耳を傾けて下さって
も良かったのではないでしょうか。今でも腹立たしく思い、やりきれない気持
ちがあります。(母親・3歳)
 もっともっと子育てイベントがあっても良いと思う。平日だけでなく、働くお
母さん用に祝日や日時日にも。(母親・3歳)
 そもそもどんな対策をしてくれるのか、具体的に知らない。(母親・3歳)
 保育士の雇用促進→保育施設の充実。市と子育て支援について意見交換できる
機会を作ってほしい。(母親・不明)
 子供をつれて遊べるところをもっと増やしてほしい。キッズパークや大型スー
パー（IKEAやコストコ）あと、道路の整備。ベビーカーが押しにくくて仕方が
ない。(母親・不明)
 子供だけで自由に安心して遊べる所がほしい。今の現実…公園であそばせても
近所の人がクレームをしてくるので外であそばせられない。(母親・1歳)
 保育園に入る基準がおかしい。親に預けて働いている人優先はおかしい。親が
いない人は不公平しかない。(回答者不明・不明)
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■ 吉原小学区
 子どもの生年月日を入力すれば、子どもの月齢に応じた富士市の情報（講座が
いつあるか、受けられる補助があるか等）が得られるアプリがあるととてもあ
りがたいです。(母親・不明)
 子ども園に行っているとチラシを持ち帰ってくるので情報は入ってくるが、も
っと富士市のHPを活用できるよう見やすく楽しくしてほしい。未来の子どもた
ちのためのページを作ってほしい。(母親・3歳)
 どの様な対策が出てるのか、わからない。HP？広報？何を見ればわかるのかが
はっきりしてないので、子育て支援もどの様なものがあるのかが、イマイチ不
明です。(母親・3歳)
 冊子があったり、アプリもあったり、探そうと思えばすぐ情報は手に入りやす
いと感じます。(母親・3歳)
 新聞の折り込みでイベント情報や、回覧での子育て情報を希望します。(母親・
2歳)
 アプリやメール。(母親・1歳)
 子どもの情報ポータルサイトがほしい。
（ママラッチやハハラッチのような）(母
親・1歳)
 保育園やフィランセの子育て支援は知っているが、他の場所ではどのようなこ
とを行っているか？（子どもなんでも相談など知らなかった）仕事をしたい場
合、協力的な会社はどのようなところか？→理解がないと働けない。(母親・不
明)
 アプリが欲しいです。どんな病気が流行しているかなど、不審者情報など。(母
親・1歳)

■ 伝法小学区
 毎月、子供関係のイベントがわかる、冷蔵庫に貼れるカレンダータイプノチラ
シがあるといいなと思います。(母親・0歳)
 イベント情報などをメール配信してくれるサービスが欲しい。(母親・4歳)
 その場まで行ってたまたま目にした。他にどのような情報提供があるか知らな
い。わざわざネットなどで調べたりしない。(母親・不明)
 LINEを使って様々な情報を知るようになるといい。特に富士市出身ではない
方々が情報を入手しやすくなるといい。(母親・不明)
 用紙だといざという時に探すのが大変なのでスマホで見れたら楽だなと思いま
した。(母親・5歳)
 積極的に情報を得ようとしたことはないが、冊子があると見るようにはしてい
る。しかし、
「子育て中にはこういうことがある」という記述は多いものの、そ
ういうときには「こうしたらいい」とアドバイスのあるものは少なく、読んで
も解決しないことが多い。(母親・5歳)
 今は何で提供しているのかもわからない。そもそもこの本みたいなアンケート
意味があるのか?これにいくら使っているのか?不安しかない。(母親・4歳)
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■ 広見小学区
 広く多くの人に提供して欲しい。(母親・3歳)
 自分で収集しなければ得られないので誰もが知り得る方法で提供して欲しい。
(母親・5歳)
 情報が分からない。アプリなどあれば利用すると思います。(母親・5歳)
 イベントの情報が伝わりづらい。何がどこであるのかもっとわかりやすく知り
たい。(母親・不明)
 広報などにQRコードなどでアクセスできる情報サイトがあると利用しやすかも
知れません。(母親・3歳)
 市や学区で行っているスポーツクラブの情報がほしい。(母親・5歳)
 富士市の子育て情報がリアルタイムでみられるサイトがあると嬉しい。(母親・
3歳)
 メール、SNS、アプリなど気軽にみられるものが使いやすい。(母親・1歳)
 毎月各家庭に配布。(母親・4歳)
 リアルタイムで情報が入るアプリ（市別で）
。(母親・3歳)

■ 大淵一小学区
 予防接種のアプリは、少し使いずらい。見やすくなれば、また使おうと思う。(母
親・2歳)
 富士市でも山の方に住んでいるため、なかなか情報が入ってきません。メール
などで、月のイベント情報など配信していただけるとうれしいです。今後の活
動もとても楽しみにしています。(母親・不明)
 家に届けてもらう方法がほしい。どこかに行かないと見れない、もらえないだ
と見る機会ないです。どこにあるかもわからない。(母親・不明)
 イベント情報サイトやメール配信があればお出かけの予定がたてやすいと思い
ます。(母親・1歳)

■ 今泉小学区
 スマホや親世代が見やすいもので、情報発信してほしい。(母親・3歳)
 大きな公園ではなく気軽(歩いて)に行ける公園がもっと欲しい。住宅街の中に。
(母親・2歳)
 母子手帳交付時にアプリがあれば登録してもらう。(父親・3歳)
 ・アプリなどで簡単に見れるようにしてほしい。 ・市内のどこで風邪が流行
しているなどすぐわかるように発信してほしい。(母親・4歳)
 もっと解りやすくして欲しい。(母親・4歳)
 あまり活用できていない。(母親・1歳)
 「はぐくむ」楽しみにしています。(母親・4歳)
 アプリなどがあれば気軽に見れる。月齢に合った情報がほしい。(母親・不明)
 市のホームページをよく拝見していますが、保育園の情報、月に1度の園開放の
こと、地域ごとのまちづくりセンターの情報等、もっと詳細が分かると、施設
等の利用もしやすく（行きやすく）なると思う。(母親・0歳)
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 子供がいる家庭に毎日、チラシやアプリなどで情報を提供してほしいと思いま
す。(母親・3歳)

■ 原田小学区
 子育て情報とは別かもしれないが、民生委員って何をする人なのか知りたい。
知り合いのシングルマザーは2人共、民生委員の人が扶養手当のこととか教えて
くれると口にしていたが親と住んでいるから?かそういった情報は得られない。
同居していてもシングルには変わりはないのに…。(母親・1歳)
 産前の母親学級では、赤ちゃんの世話の仕方だけでした。もう少し具体的な関
り方を教えてほしかったです。
「自己肯定感を育もう」と言われても、どうした
ら??(母親・2歳)
 内容がわかりにくい。広報の内容もわかりにくい。多くのイベントを掲さいし
てもらいたい。(母親・5歳)
 市だけでなく、他の子育てサークルや団体の活動もまとめて情報提供してほし
い。それぞれ情報を取りにいかなければならないので、手間がかかる。(母親・
1歳)

■ 吉永一小学区
 対象の子供がいる世帯に、郵便で送ってほしい。(母親・5歳)
 子育て情報なんてさがさないとみつからない。ポスターはるだけじゃ無意味。
mypo並に毎回なんか配るとかすれば?(母親・4歳)
 子育ての情報・遊び場の情報をHPやアプリで紹介していただきたい。(母親・不
明)
 よくいく支援センターで先生が集周してくれるのではぐくむをよくみています。
保育園の情報は、全体の定員のみの記載なので、年齢別の記載にしてほしいと
思います。面接時になって定員は2人など聞いてびっくりするようなことがある
ので事前にわかるようにしてほしいです。(母親・2歳)

■ 富士見台小学区
 メールやアプリがあると便利です。(母親・3歳)
 アプリ等で情報を配信してほしい。(母親・1歳)
 わかりにくい。もっと、民間の団体に頼るなどして、協力して、情報をまとめ
て欲しい。そして、HPなど、もっと簡単に手に入れられるようにしてほしい。(母
親・2歳)

■ 神戸小学区
 ホームページをもっと活用できるようにしたい。(母親・1歳)
 今はほとんどの人が携帯（スマホ）を持っている時代。母子手帳の電子化など、
もっと手軽にしてほしい。※予防接種の管理、大変重宝しています。(母親・3
歳)
 どこから情報を得ていいのかわからない。(母親・4歳)
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■ 青葉台小学区
 はぐくむFUJIや市のウェブサイト等、様々あるが、自分が対象なのか分からな
い時がある。フィランセや子育て総合相談センターでの対応に不親切さを感じ
る。職員の方によって提供して頂く情報量に差があると思う。(母親・2歳)
 フィランセ等に子育ての情報などのプリントがあって良いが、車がない家庭や
遠方に住んでいて、なかなか出向けない人、情報が得られないので、保育園や
まちづくりセンター等にも配布して欲しい。(母親・0歳)
 富士市の子育てアプリを作る。(母親・1歳)
 ・以前住んでいた地域(草加市)では子供の予防接種、健診の登録、お知らせサ
ービスのサイトがあり大変便利だったので作ってほしいです。 ・夕方、子供
の急な病気、ケガ等の場合どこで受診できるかアドバイスをもらえると良い。
(#8000は18:00～救急医療センター 19:00～ 空白の時間がある為。)(母親・2
歳)
 まとまって見られるようにしてほしい。(回答者不明・4歳)
 はぐくむFUJIという冊子しか知りませんが、他にも何かあるのでしょうか?(母
親・不明)
 最近の情報、イベントなどの日程、イベントの参加者人数の分かるアプリがあ
ると便利かと。(母親・0歳)
 回覧板だと見落としがちなので、幼、小、中、学校の手紙と一緒に配布を続け
てほしいです。(母親・4歳)
 子育て家庭のイベントがあっても、知らずに終わったあとで知ることも多く、
行きたかったのにと思うことがあるので、ビラやポスターだけでなく、そうい
った情報をどんな小さなイベントでも良いので、ネットで配信されるような情
報提供の場が欲しい。広報ふじも、見る人も見ない人もいる。(母親・5歳)
 情報がなかなか入手できない。誰もがみんな入手しやすい方法を取ってほしい。
(母親・1歳)
 公報ふじにて掲載。(母親・4歳)

■ 元吉原小学区
 冊子がほしい。広報ふじみたいなのです。(母親・3歳)
 どこの保育園なら、定員に空きがあるとか、事前に分からないのか?途中入園が、
かないそうな園はないのか等、分かれば便利だと思う。(父親・不明)
 公報ふじのような定期的に配信。(母親・5歳)
 お金を取るだけじゃなくて、もらえるお金が有る時も各家に行って知らせてほ
しい。入れる封筒が小さいと思いませんか？(父親・4歳)
 どこに何を相談していいかわからない。子育て等教育に関することは1つの窓口
にしてほしい。保育園、療育センターの連携。(母親・5歳)

■ 須津小学区
 いろいろな方法があると思いますがどんな方法にしてもパっと見てすぐ「子育
て情報だ!」と分かる形式が目にとまりやすくてよいと思う。(色とかイラスト
とかデザインとか)(母親・5歳)
 情報がもっとほしい。(母親・2歳)
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 どこでどのような情報が得られるのかもっと発信して欲しい。(母親・3歳)
 子育て情報が行き届いていないと思う。利用の仕方がわからないと行動に移し
にくい。(母親・3歳)
 地区の掲示板にはり出して欲しい。(母親・1歳)
 夜の広報の放送をやめてほしい。(母親・2歳)
 広報は必ず見ています。はぐくむも見やすいです。(母親・0歳)

■ 富士一小学区
 わかりにくい。(母親・5歳)
 問37の13と同じアプリがあれば良いと思う。(母親・不明)
 広報ふじも、はぐくむFUJIも(ついでに防災マップも)我が家には配布されてい
ません。アパートは配布対象外なのでしょうか?(母親・1歳)
 第1子が発達障害です。通級にも通っていますが、なかなか同じような子(高IQ)
に出会えず、情報を得ることができません。そういう情報も広報やはぐくむで
特集してほしいです。(母親・2歳)
 情報がバラバラでわかりにくく、見にくい。保育園、幼稚園、支援センター、
児童館のイベント（地図イベントの詳細等）が、1つのアプリで見れると、予定
も立てやすく、園の様子も見に行けるし、良いと思う。(母親・4歳)
 公立幼稚園について就園前に知ることができず、私立幼稚園の情報ばかりが入
ってきて、園選びに苦労したので、公立幼稚園についても平等に情報提供して
ほしい。(母親・3歳)
 いろいろ冊子でお知らせとかあるけどきっちり届きにくい。民間っぽくない使
いやすいアプリ（←ここが大事。じゃなきゃ使わない。
）があれば見やすいと思
う。
・子供の生年月日を入れると年れいに応じた情報が来る。
・公園情報。
・ワク
チンスケジュール。(母親・不明)
 アパートに住んでいると広報も届かず情報が入ってくる機会がない。(母親・不
明)
 フィランセや、まちづくりセンターでの子育て情報を、だれでも情報が得られ
るよう、考えてもらいたい。アパートに住んでいる時は、町内会費をおさめて
いるにもかかわらず広報がこなくて富士市の情報をまったく得ることができな
かった。その年代にあった情報を郵送してもらえるとありがたい。はぐくむFuji
も一度もみたことがなく、残念に思った。まちづくりセンターにあることがわ
かったのでもらいにいきたい。(母親・5歳)
 市のHPはわかりづらい。(母親・0歳)
 同上。子育てで忙しい中、自分で検さくしたり、すすんで探さなければならな
いのはすこし負担。また、検診の問診（母子手帳にくっついていたりすると便
利では。
）や予防接種も前もって送られてくると負担に思う。(母親・4歳)
 ネットを充実させていろんな情報をこまめに発信してほしい。(母親・不明)
 チラシをスーパーやドラッグストアへ置いたり、検診の時に積極的に配って参
加人数を増やした方が気軽に参加しやすいと思います。(母親・5歳)
 はぐくむFUJIがとても見やすく手にとりやすく良いと思います。これからもい
ろいろな情報を楽しみにしています。(母親・1歳)
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■ 富士中央小学区
 予防接種のメールは届くが、そこに各種イベントの紹介もあったら嬉しい。結
局、現状児童館等に行かないと、情報が得られない。(母親・2歳)
 ネットで見れる情報を増やしてほしい。幼稚園についての情報を(通園圏や特色
など)見られる冊子などが欲しい。現状は土地勘がないと、どこの幼稚園の倍率
が高いのか分からない状態。(母親・1歳)
 (本アンケートとは関係ないかも知れませんが)公立小学校入学前の連絡手段と
して連絡児童は見直した方がいいと思います。(父親・5歳)
 問37-13にあるようなアプリを作成していただきたいです。子供の年齢にあった
情報配信をしてほしい。(母親・3歳)
 最近の新聞はイベントの前情報を出して下さるので土、日祝で行きたい所を見
ることができます。もっと幼稚園や小学校でイベントの情報を流して下さい。
(母親・5歳)
 ・島田市がやっているような、毎日どこかしらの園や支援センター等などで行
われるイベントをカレンダーにして、毎週更新してほしい。（
「しまいく」のよ
うなサイトがあるとありがたいです）(父親・不明)
 ここを見れば、子育てに関する情報が全てのっているというようなサイトがあ
れば良い。(母親・1歳)
 ネット情報を充実させてほしい。(母親・1歳)
 我が子はもう就学なので、赤ちゃんの頃に知りたかった。まちセン講座はぜひ0
才児1～2才児をもつお母さんたちに知ってほしい。(母親・5歳)

■ 岩松小学区
 LINEやメールでイベント情報が届くと利用しやすいと思う。(母親・0歳)
 問37で書いたように直接支援センターへ行って知る事が多いので、月毎に一覧
で見られるようになれば(チラシではなく)もっと色々な場所を利用することが
できると思う。(母親・不明)
 子育て家庭への定期刊行物など？(母親・4歳)
 回覧板もしっかりと回ってこない（引越したばかりなので）ので、ネットでも
っと詳しく情報を提示して欲しい。(母親・2歳)
 分かりやすく、見やすい情報希望します。(母親・2歳)
 転入してきた際にいただいた児童館等の地図が載った冊子の地図がとてもわか
りにくかった。(母親・3歳)
 フィランセ、まちづくりセンター、交流プラザに足をのばして知るイベントが
多いです。図書館、分館などの七夕、クリスマスイベントもせめてHPに予告し
てくれたらありがたいです。(母親・5歳)
 はぐくむFUJIはとても助かっています。
（1年間のまとめた冊子）見やすく、分
かりやすいです。(母親・0歳)
 子育て関係の情報、イベントがあれば自分宛にパンフレットや冊子が届いたら
嬉しいです。(母親・0歳)
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■ 岩松北小学区
 アプリをつくってほしい。(母親・4歳)
 アプリ。(母親・1歳)
 アプリやHP。(母親・3歳)
 イベントなどのお知らせをアプリなどでしてほしい。広報も一応目を通す程度
で覚えていないのでマチイロの認知度低い。富士市専用アプリがいい。(ゴミア
プリのように。)(母親・4歳)
 メールやアプリなど、わかるようにしてほしい。
（紙だと見ない。
）(父親・5歳)
 メールやアプリ等など、わかるようにしてほしい。
（紙だと見ない。）(父親・3
歳)
 保育園（認定園）の空き状況など。(母親・2歳)
 園庭開放の情報を得るためには各施設のホームページを見たり電話をしたりチ
ラシを見たりしないといけない。一括で見られるページなどがあると助かる。
（この日はやっていて、この園は何時からで…等すごく細かくしらべないとや
っていなかったりする。行ってやっていないとがっかり。(母親・不明)
 市などから、子どもの月齢（成長に合った話しや、よくある悩みやその回答ま
での知って得する情報）にあった会報紙を定期的に郵送してくれて、ポストに
入っていたりしたら嬉しいです。(母親・1歳)
 子育て情報（富士市の）の専用サイトを誰が見ても分かりやすいように作る。
アプリなど。(母親・不明)
 どこで、情報を提供しているのかが分かりにくいので、分かりやすくして欲し
い。(母親・3歳)
 情報をもっとわかりやすく出して欲しい。まちづくりセンターまで見に行く時
間がない。(母親・1歳)
 学童が定員で入りづらいという情報をよく聞きますが、そういう情報を広報に
載せてほしい。入園前に知っておきたい。保育園の待機児童が富士市にはどれ
位いるのか、又、保育士がどれ位不足しているのか、現状を市民に伝え、情報
を共有することも大切ではないかなと思います。(母親・1歳)
 公・私それぞれ一括管理、一括表示してほしい。カレンダーで一目で分かる一
括情報提供希望。(母親・4歳)

■ 富士南小学区
 市やその他からも情報が入り、見にくいけれどわかるので、満足はしています。
(母親・4歳)
 アプリや広報誌にいっぱいのせてほしい。(母親・5歳)
 分かりにくい。(母親・0歳)
 はぐくむ、面白いです!子連れで行きやすいお店などもっとのせてほしいで
す!(母親・1歳)
 アプリを作ってほしい。(母親・0歳)
 子育ての冊子は毎月楽しみにしています。役に立つような情報を沢山のせてほ
しいです。ex.お出かけスポットやお得情報など。(母親・2歳)
 今どの様に情報提供されているのかもわかっていない。メールとかアプリ（ラ
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イン）とかで発信してくれたらすごくありがたい。(母親・0歳)
 アプリなどで、すぐどこでも見れるようにしてほしい。(母親・2歳)
 メールで1回/月程度子どもの成長に合わせた情報提供があると助かります。(父
親・1歳)
 ・子育て中以外の人たちにも子供に関心を持ってもらえるような取り組みがあ
ったらいいと思います。社会全体で子供を見守り、育てていかないと人口はへ
るばかり、国力が下がると思うので…。(母親・3歳)
 予防接種（健診）を忘れがちになるので定期的にハガキとかで教えてほしい。(母
親・2歳)
 広報などと一緒に、わかりやすく、紙で知らせてほしい。(母親・4歳)

■ 田子浦小学区
 スマホでも見やすいようなアプリがあれば、スキマ時間に見れるし、いいと思
います。(母親・不明)
 保育園に入れず職場復帰を断念したので、妊娠中から保育についての現状を知
る機会があるといいと思います。(母親・5歳)
 専用のホームページなどでもっとわかりやすくしてほしい。予防接種のサイト
はとても助かっている。(母親・0歳)
 子供がいる世帯への情報提供。(郵送)(父親・1歳)
 幼稚園や学校を通してだとチラシなどの紙も見ます。(母親・5歳)
 情報を得にくい。分かりにくい。もっと頻回にアピールした方が分かりやすい
と思う。目に触れる機会が少ない気がする。(母親・3歳)
 幼稚園を探し始めたが、市や各幼稚園のHPを見ても特徴などよくわからないの
でもっとわかりやすくまとめたサイトがあるとよい。(母親・0歳)
 イベント情報、子育てについての情報アプリ。(母親・1歳)
 アナログな親なので、ネットやアプリ等での情報提供はなかなかむずかしいで
す。(母親・1歳)
 HUGくむのデザイン、好きです。(母親・3歳)
 アプリがあってもよいと思う。その中でママ友募集コーナーとかあるといいで
すね。(母親・3歳)
 母親たちが子供連れで集まり食事がとれる施設の情報がほしい。(母親・4歳)
 受身でも簡単に入って来てほしい。定期的に情報誌送ってくれるとか集まり強
制参加とか。(母親・不明)
 保育園の入園申し込みの時期等をもう少し目立つようにお知らせしてほしい。
(母親・1歳)
 私はフリーペーパー等を見て、情報を得ますが、インターネットで育児の知識
はあっても、地元の子育て情報はわかりにくいので、チラシ等を時々全戸配布
してくれるとありがたいのではと思います。(母親・2歳)

■ 富士二小学区
 0才～小3くらいまでの間に3人子どもがいると、下の子は園費無料と聞きますが、
ネットで調べると年齢制限なくなったとか…? その辺りよくわからないので、
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周知させたり、2人目、3人目、4人目を生みたいと思わせるような情報は（主に
金銭面、経済的なこと）支援センターやイベントを充実させる以上に、現実的
には重要だと思います。(母親・0歳)
 冊子を読むのが好きなので、Hagくむとか見ていますが、読むのが嫌いな人に情
報が届かないのでは、と思います。(母親・4歳)
 どんなイベントがあるのかを、回覧板とかでも教えてもらいたい。(母親・0歳)
 もう少し情報提供がほしいと思う。(母親・不明)
 アプリなど、リアルタイムで情報が更新されるようなものが欲しい。
（富士市の
HP、見づらい）(母親・1歳)
 情報にうとい人はキャッチできない広報かなと思う。保育園や手当のこと以外
も広報ふじの特集ページを使えるといいと感じる。(母親・2歳)
 予防接種などはよく見るが、それ以外の情報はあまり目にする事がない。園を
通じてでもいいので発信をもっとしてほしい。(母親・4歳)
 回覧などもう少し増やしてほしい。(母親・2歳)
 HUGくむはとても参考になっています。(母親・1歳)
 保育園の定員を学年ごとに分かるようにしてほしい。それぞれの園の定員は分
かっても、自分の希望している学年が分からなく、園を決める際、参考になら
ない。(母親・不明)
 満足はしていないが、特に思いつかない。逆に取り組んでいる、利用できる制
度など皆に分かるようにしてほしい。役所や定期検診等で相談員の方に相談し
ても、マニュアル通りの回答で、もっと勉強してほしいし、何かあったら本当
に助けてもらえるのかと不安に思うことがある。(母親・2歳)
 子育ての情報はそもそもどうやって発信しているのですか？なんだか少ない気
がします。実感として。ネットでもっと大きくまとめてほしいです。(母親・2
歳)
 ・ネットで見やすい情報閲覧だと助かります。(母親・1歳)
 子どもの発達で不安があるとき、
「こちらで相談できます。
」と言われたことが
あるが。なかなか足を運びにくい。どんな役職?（保育士?カウンセラー?）の方
が相談に応じて下さるのかを知りたかった。たぶん、相談してプラスになるの
か。ちょっと心配で足を運べなかったと思うので…。(母親・2歳)

■ 鷹岡小学区
 子供の医療費の無料をお願いしたいです。(母親・1歳)
 HPの記載が分かりにくい。もっと見たいと思うような記載になると情報も得や
すく、広がると思う。(母親・不明)
 アプリを作る。予防接種以外に健診情報や子連れで行ける飲食店の情報なども
入れてほしい。(母親・不明)
 赤ちゃん訪問の回数を増やしてほしい。ゆっくり話したいし聞いてほしい。(母
親・不明)
 メルマガやLINEでイベント情報などを配信してほしい。(母親・2歳)
 アプリなどを通して情報を告知してほしい。婦人科や小児科でのポスター、チ
ラシなど。(母親・不明)
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 見やすく気軽に提供してほしい!
い。(母親・5歳)

LINEやFacebook etc…冊子は見る時間がな

 園→小学校や小学校→中学校など、次のステップに進む際の、事前情報のシェ
ア。(母親・1歳)

■ 天間小学区
 幼稚園から情報のお便りがあれば、必ず目にとまると思う。(母親・5歳)
 ホームページで情報を探すこともあるのです、分かりにくい事が多いです。働
いていて時間もないし、アプリなどで情報が素早く分かると嬉しいです。(母
親・3歳)
 広報にのってくるものは、はじめに配られた人だけが参加できるため、応募日
を決めてほしいです。以前、広報が届いてから申し込みのTELをしたら終了しま
したと言われたため。(回答者不明・5歳)
 冊子など、各家庭への配布をしてほしい。(母親・0歳)

■ 丘小学区
 保育園入園に関しての情報がわかりずらい。転園とか新規とか。(母親・5歳)
 子育てしている家庭にネットやアプリではなくガイドブックなどを送ってほし
い。(母親・1歳)
 自分で調べないと分からないのではなく対象者に情報提供してほしい。(母親・
4歳)
 幼稚園の入学方法などわからないため、早めに案内などがほしい。(母親・1歳)
 市の広報は町内の回覧で見るのでそこにもっと情報をのせてほしいです。(母
親・5歳)
 スマホへの配信の方が気楽に読むことができます。(母親・1歳)
 3ヶ月に一度でいいからおたよりがほしい。(母親・不明)
 子育てアプリなどつくってほしい。(母親・不明)
 支援センターや保育園、幼稚園へのイベントの一覧アプリがあるとわかりやす
い。チラシでもらうが各園ごとだったりするのでスケジュールがわかりにくい。
島田市はネットで各園のイベントが一覧になって見れる。(母親・0歳)
 はぐくむFuji読ませてもらっていますが、初見では協賛企業中心でそこしか施
設ないの？と思ってしまった。例）産婦人科→中島さんオススメ？みたいな広
告入れるのは分かりますがちょっと見ずらかったです。(母親・2歳)

■ 富士川一小学区
 必要とする人に、もっとわかりやすく情報が入るようにしてほしい。(父親・5
歳)
 毎月のイベント、交流をまとめて、幼稚園等で配布してほしい。(母親・3歳)
 子ども未来課の方に相談しても意見がかたすぎる。マニュアル通りの様な返答
はいらない。(母親・2歳)
 アプリがほしい。(母親・5歳)
 情報が伝わってこない。他の展開方法を考える必要があるのでは?(父親・不明)
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 学校を通して、プリントでほしい。(母親・5歳)
 広報だけでなく、イベント事があった時には各家庭に案内などあるといいと思
う（アプリでもいいと思う）
。(母親・不明)
 入園前、市内の園に関しての情報が少なく、幼稚園選びに悩んでいました。公
立か私立か、給食の有無、駐車場の有無、その園が何に力を入れているのかな
どを一覧にしたものを子育て支援センターに貼り出す等してはどうでしょうか。
(母親・3歳)

■ 富士川二小学区
 webならweb、紙媒体なら紙媒体で情報公示内容を同じにしてほしい。くわしく
はwebで、なら紙媒体で冊子を作る必要もない。プリントで十分。読む読まない
は個人の自由。でも、情報の出し渋りは悪意を感じる。きちんとしてほしい。
見られて困る事があるなら別だがそれもどうかと思う。公平にしてほしい。一
時預かりの条件や保育園入園のすべての条件。HUGくむ見てもわからない事だら
けだし、年度始まり時にはそもそもその冊子が無い。どうすればいいんでしょ
うね。やるだけやりましたの仕事はいりません。役立つことをして下さい。何
がどう子どもに優しいのか…分かりかねます。年々サービスは悪くなる一方。
表に聞いた意見反映させると書いてあるので、来年からのすみやかな改善を希
望します。改悪はいりません。(母親・2歳)
 月2配付される広報をよむだけで精一杯です。とにかく文字も多いし送付物もた
くさん入ってくるしこれ以上チェックするものを増やすのはやめてもらいたい。
地域の回覧板が一番役に立ちます。予防接種の送付物、全部読むのは本当に大
変。全て目を通すタイプなので、日常の負担になります。説明しなければいけ
ない立場もわかりますが、受け取る側はそれ以外にもたくさんのものをチェッ
クしなければならないので、情報（説明）を今の1/10にしてほしいです。(母親・
5歳)
 SNSの活用(母親・3歳)

■ 小学校区を知らない
 子育て世帯に広報富士のようにポストに定期的に情報を提供してほしい。(母
親・不明)
 よくわからない。(母親・不明)
 サイトで見れるようにしてほしい。支援センターのイベントが全てサイトで見
れたら便利いちいちやっているか（開放も）でんわするのがめんどうで行くの
に足がとおのくので。(母親・不明)

■ 地区不明
 ・流行の病気（インフル、ノロウィルス）などの富士市の情報が、携帯などに
入ると嬉しいです。アプリやLINEなど。 ・まちづくりセンター、他の施設の
講習や教室も同様に、手軽に情報を得たいです。(母親・3歳)
 住所を登録すれば「全ての子育てチラシやパンフレット」が定期的に送られて
くるシステムがあればうれしいです。(母親・3歳)
 紙媒体では、
あまりちゃんと読む機会が少ない
（SNSで発信してほしい、
Face book
やインスタ）
。(母親・3歳)
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 郵送でもっと色んな情報を送ってほしい。(母親・不明)
 各イベントの情報が届かない、または遅い（後で新聞なので知ることも多い）
。
DMの登録など情報をすばやく伝えられる方法を考えてほしい。(母親・0歳)
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