富士市
子ども・子育て支援に関する
ニーズ調査
【小学生保護者】

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。
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○自由記述の回答件数
問 21

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
現状で

特になし

満足している

自由記述

無回答

1,269

841
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100.0%
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19.6%

14.1%

問 21
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②市の子育て支援対策について
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57.8%
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25.5%
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有効回答合計
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③市の子育ての情報提供方法について
現状で

特になし
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自由記述

無回答

1,247

883

228
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152

小学生保護者
問21 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
 他校の子とも関われるようなもの。(母親・小学4年生)
 体験教室のようなイベント(学校でやるもの)を増やして欲しい。(父親・小学1年生)
 進学について。(塾でも先生方から情報をもらっているが。)(母親・小学5年生)
 昔からあるものなどの、手作りのおもちゃ作りなど。(母親・小学2年生)
 年賀状作りのためにファミリーフォトをとってくれる野外スタジオなど。流れさぎょうで
OK。そのため安価で。・集まりやすい近くで星座かんしょかい。・いつもあそんでいる
グラウンドがわくわくする空間になる。小学校のグラウンドで夜の映画館。あんしんで
きる場所でいつもと少しちがう体験を!夜に友達とあえる。子供と野外活動」「キャンプ
をしよう」できたら市内で。カラーチラシでイメージつかみやすいように。なじみのある
芝ふの公園でできたら最高！前にもありましたが内容がよくわからず、タイムテーブ
ルをこまかく書いてもらわないと安心して参加できない。写真つきで場所のイメージ
など。やるあそびの写真やきもだめしであるく場所の写真もほしい。前回こんなでし
たというレポートもついていると参加しようと思える。(母親・小学1年生)
 祖父母世代に教わる囲碁を以前知りました。それと同じような将棋や習字などあった
ら通わせたいです。(母親・小学6年生)
 子供と一緒に楽しめるイベントをもっと知りたい。(母親・小学4年生)

■ 伝法小学区
 親子で参加できる祭りやスポーツなど。(母親・小学4年生)
 ふじさんメッセ、中央公園等で子供向けのイベントをもっと増やしたらいいと思います。
お祭りはよくやっていますが、子供だけでは危ない感じがしました。(母親・小学6年
生)
 「まある」などのように気軽に行けて勉強にもなる施設。(母親・小学4年生)
 中央公園などで、無料もしくは低料金で楽しめる子供の体験イベントがあるとうれし
いです。公園でイベントがあると出掛ける場所ができてうれしいです。(母親・小学4年
生)
 不要になった子供用品等の交換及びリサイクル。(母親・小学1年生)
 費用の少ない親子英語教室、音楽教室。(母親・小学3年生)
 共通の習い事や好きな事、スポーツ、遊びがある子供の会など、その親も友達にな
れれば良いと思う。(母親・小学3年生)
 あっても参加する人が少ないと思います。(母親・不明)

■ 広見小学区
 気軽に相談、子育ての仕方、叱り方等。子供にとって良い環境等、もっと親が知る、
学ぶべき。(母親・不明)
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 家の近くに無料で親子で遊べる場所を増やしてほしい。(楽しめる場所)(母親・小学1
年生)
 交流、イベントを前もってしっていたい。日程調整の為。そのようなアプリなどを作っ
てほしい。(母親・小学1年生)
 現状がよくわかりません。(母親・小学1年生)
 いろいろなスポーツができる機会。(母親・小学1年生)
 園服、たいそう服、制服のお下がりや販売、子供服の交換会などを行ってほしいで
す。定期的に開催するシステムがあればと思います。(母親・小学4年生)
 学校からもらってくる案内などで、行きたいものもあるのですが、低学年の兄弟がい
ると付き添いが必要だったり、学年で区切られているものもあり、それが兄弟2人にう
まくあわないといけない事があるため、親1人に対し兄弟一緒に参加できるものが多
くあるといいなと思います。(母親・小学4年生)
 せっかく富士市にはきれいな環境があるので、子供が自然を感じられるイベントがも
っとあったらいいとおもいます。(丸火や岩本山でのイベント)(母親・小学4年生)

■ 大淵一小学区
 ・母子・父子家庭の交流会。・ロゼで歌ったり(合唱)演奏したりする機会をつくる。←
以前はあった？ ・図書館の充実…子育て世代スペースなど。(母親・小学4年生)
 外国人との交流。(キャンプなど)富士市の歴史を知れるイベント。(母親・小学1年生)
 子供が体を使って参加するようなイベントがほしい。(母親・小学1年生)
 母親に片寄りがちな子育てを、変えたいので父子での参加イベントをもっとやっても
らいたい。(母親・小学1年生)
 小学生の子どもを持つ親世代の関わりや、自由に子育て情報を交換できる場がほし
い。(母親・小学1年生)
 同じ年頃の子供をもつ親同士が気軽に参加して意見交換できる場があるといいなと
思いつつ、実際はなかなか参加できないことが多い。(母親・小学5年生)
 作文のかきかたや、お勉強のことを少しやってくれるとありがたい。(母親・小学1年
生)
 ・休日のイベントを増やしてくれると参加しやすい。・もうグループになっているような
方たちが集るようなイベントはとても行きづらい。お友達を作るようなイベントがほしい。
(他市からひっこしてきたので）(母親・小学1年生)

■ 大淵二小学区
 赤ちゃんの頃は、交流会などがあると、ママ友ができたり情報交かんできるので良い
と思うが、大きくなってくるとそれぞれ習い事など始めるので、そんなに必要性は感じ
ないです。(母親・不明)

■ 今泉小学区
 ・ゼロ歳児対象のイベント。(近場の児童館やまちづくりセンターで。)増やしてほしい。
月1でどこかのまちづくりセンターで開催してほしい。 ・子育て支援センターで不用
品などの交換会。(母親・小学1年生)
 スポーツ少年団で習い事など、情報交換できる場があるとよいと思う。(母親・小学4
年生)
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 着なくなった服や使わなくなったおもちゃ等をリユースするイベント。親子で工作や
折り紙等ができるイベント。(今の子は紙ひこうきが折れない。)(母親・小学4年生)
 運動等、体を動かすイベントや教室を開催してほしい。(母親・小学1年生)
 親子で遊んで学べるイベント。気になるイベントがあっても1日限りで日程あわず参
加できない。(母親・小学1年生)

■ 原田小学区
 広場や広い公園などで、体を動かすイベントがあったら参加したい。(母親・小学1年
生)
 はじめて出会った人たちが気軽に話したり、子供を遊ばせるスペースがあるところ。
(母親・小学6年生)
 子供がいろいろ体験出来るイベントがもっと増えるといいです。(職業体験や習い事
など。)(母親・小学4年生)
 地区単位での集まり。(母親・小学6年生)
 発達障害児保護者の相談会等。(母親・小学6年生)
 親子で習える習い事。土日以外。(母親・小学4年生)
 夏休みを利用したキャンプなど、他校の子供と接する機会があると良い。(母親・小
学4年生)

■ 吉永一小学区
 もっと楽しく身体を動かせるイベントや、体育館を気軽に利用したい。(父親・小学5
年生)
 運動に関する、交流・イベントが良いと思う。(母親・不明)
 体験型のイベント色々してくれて良いと思う。今年は紙フェアがなかったのが残念。
市と一体となって盛りあげてほしい。(母親・小学1年生)
 子供の講座が年代によって全然参加できない時があったのでいろんな年代ができる
ようにしてほしい。(母親・小学1年生)
 家にある物や、100均などで買える物で、親子で工作したり、おもちゃを作ったり、で
きるイベントがあるといいです。(母親・小学1年生)

■ 富士見台小学区
 使わなくなったおもちゃ、洋服の交換会。(母親・小学1年生)
 まちづくりセンターで行っているチャレンジ学級は子供がとても楽しそうに通っていて
よかった。でも定員が決まっている物は抽選になり、行けないことがあったので残念
だった。せめてチャレンジ学級に入っている子は全員行かせてほしい。(母親・小学4
年生)
 もっと地元の産業や、色々な職業にふれ合えるイベントがあると良い。(母親・小学4
年生)
 託児つきの母親限定イベント。(母親・小学4年生)
 長男に重度障害があります。もっと、地域の方に理解して預けるような、交流をした
いので、そういう場があると良いと思います。福祉まつり以外にも…。(母親・小学4年
生)
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 スポーツ交流。(母親・小学4年生)
 サイクリング大会。(親子参加、幼稚園から可)マタニティスイミング講座。気軽にまち
センで映画上映会。(毎週曜日を決めて)(母親・小学1年生)
 父親が育児の大切さに気付くようなイベントをしてほしいです。(母親・小学4年生)

■ 神戸小学区
 働くママ同士の交流。(母親・小学1年生)
 子連れで行けるコンサートや映画。(母親・小学2年生)
 「地域ごと」ではない、親子スポーツイベント等の充実。(父親・小学1年生)
 スポーツ体験。(母親・小学1年生)
 ・・フェア等親子で出かけられるイベントが増えると楽しいです。(母親・小学1年生)
 地区での子供が楽しめるイベントや講座バスツアーなど。学年別など。同じような学
年の交流。(母親・小学1年生)
 英会話。(母親・小学3年生)
 近くに公園を設立していますが、遊具が少ないと思います。せっかく公園を作るなら、
もっと充実した遊具がほしいです。そうでないと、だれも遊びに行きません。健康重
視のものより、子供の遊具の方が公園では利用者が多いと思います。神戸小付近は、
遊べる場所が少ないです。まちづくりセンターでは、遊んではいけないと言われたそ
うです！(母親・小学5年生)
 年がはなれているので大きい子から小さい子まで楽しめるイベントがあったら良いな
と思います。(母親・小学1年生)

■ 吉永二小学区
 児童クラブの保護者会同士が意見交換、提案できるしくみづくり。(母親・小学4年生)
 子ども服のフリーマーケットなど気軽に参加できるイベントがあったらいいと思います。
今現在行なわれているフリーマーケットは、おしゃれすぎて参加しにくいです。(母
親・小学4年生)
 竹細工教室や昔の知恵を教えてもらえるような教室・イベントをしてほしい。(母親・小
学2年生)
 現在、発達障害をもつ児が増えています。しかし、それを受け入れたくないのが親の
心情で、相談がおくれ、その間にも子供たちが辛い思いをしています。定期的に、
相談者を集め、先輩ママ達にお話をきき、情報を交換するイベントはどうですか？発
達障害はかくさない方が良いと思います。←実際、息子がADHDです。幼稚園での
先生に「脳にクセがある」と言われ、私が意地になってしまい息子に辛い思いをさせ
てしまいました。(母親・小学1年生)

■ 青葉台小学区
 文化祭のような、小学生高学年のためのイベントなど(中央公園とかで)あれば、お友
達と出掛け楽しそうだと思います。(母親・小学5年生)
 ・親子で楽しめるイベント。・他地区の子供とも交流できるイベント。(母親・小学1年
生)
 色々と小学生、幼稚園向けのイベントはあるけど、とにかく待ち時間が長い、整理券
もすぐ終了、子供たちが全く興味をしめさないイベントが多いなどもったいない。(母
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【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】

親・小学4年生)
 ハーフの子イベント。(母親・小学4年生)
 子供が0才の時に仕事復帰してるが、当時は0～2才んど小さい子が集まるイベント
(市の)は平日しかなかったので、参加したくても参加できなかった。(今はわかりませ
んが…)(母親・小学4年生)

■ 元吉原小学区
 特別支援学校との交流。(父親・小学4年生)
 小学生対象の交流やイベントが少ないように思えるので縦の交流や他校の交流を
増やしてほしい。(母親・小学1年生)
 ウォーキング、トレッキングなど。(母親・小学4年生)
 伝承あそび。(昔の遊び)こま回し、竹馬、外遊びなど…。(母親・小学1年生)
 公園(こどもの国)などの広い場所でのイベントがあるとうれしい。(母親・小学1年生)
 土、日、祝日に料理教室やハンドメイドのワークショップ。(母親・小学1年生)

■ 須津小学区
 子供と一緒に参加出来るスポーツ活動などあればいいと思います。(母親・小学6年
生)
 ・学校対抗駅伝大会。 ・子供向けマナー講座。(父親・小学4年生)
 何があるのかわからない。(母親・小学4年生)
 地域交流や年中行事等、子ども達が参加しやすいイベントがたくさんあると嬉しいで
す。子育て相談できる機会があるといいです。(年に1回ぐらい。)(母親・小学4年生)
 規模の大小に関わらず、なるべく毎週末イベントがあるとうれしい。ある時は重なって
いるのに、ない時は全くないという状況。(母親・小学1年生)
 外で自由に遊べる所。公園だけでなく校庭など。(母親・小学1年生)
 講座やイベントがいつどこでやっているのかわからない。(母親・小学1年生)

■ 東小学区
 外国の方との交流。イベントなどがあればいいなと思います。(母親・小学4年生)
 ふれあい遠足などの子供から年配の方まで誰でも参加できるイベントをふやして地
域の交流をしやすくしてほしい。(母親・小学4年生)

■ 富士一小学区
 赤ちゃんがいるママのお昼寝イベント。(母親・小学1年生)
 ホームページなどでイベントが一覧で見れたりする。親子で参加できるイベントが定
期的にあると楽しいですね。(母親・小学5年生)
 まちづくりセンターで、休日に親子参加の料理教室がもっとあると参加できる日もあ
ると思う。(母親・小学4年生)
 クラブ活動のように、市のイベントで体力づくりが小学生でもあったらよいと思う。(母
親・小学4年生)
 気軽に子育てについて話せるような場所や、イベントを増やしてほしい。(母親・小学
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4年生)
 子供食堂。(母親・不明)
 身近な会社やお店の見学会。(母親・小学4年生)

■ 富士中央小学区
 今日終わってしまう「わくわく理科教室」のように子供が理科に親しめるイベントを定
期的に開催して欲しいです。「清水日立理科クラブ」のように企業と一緒に理科を学
ぶ取りくみもいいなと思います。(母親・小学4年生)
 子供が2才くらいの時、富士に転居した時、同じ子供を持つ(第一子のみ)講座があり
参加して、今もそこで友人になったお母さんとの交流あり。友人が作れる講座を増や
してほしい。(母親・小学4年生)
 イベントなど一時的なものにお金をかけるのではなく長期的な支援を、学校にお金
をかけてほしい。(母親・小学6年生)
 富士市の名産品や製紙の工場など親子で楽しめる工場見学や社会勉強となるもの。
(母親・小学6年生)
 まちセンの講座(子育て)参加させて頂いてます。可能なら月1ではなく月2くらいで行
って頂けると、子供も雰囲気になれそうです。(母親・小学1年生)
 交流・イベントには何があるか分からない。(母親・小学3年生)
 ボルダリング。(母親・小学5年生)

■ 岩松小学区
 小学生になった途端に参加したいと思うイベントが減った気がします。小学生が喜
ぶ、科学、工作、体育、音楽などのイベントがあってもいいように感じます。まちセン
の平日イベントは、いつも同じ曜日で利用できていません。(母親・小学1年生)
 親子で一緒に出来るスポーツ教室。(卓球、バレーボール、ドッチボールなど。)(母
親・小学5年生)
 下の子が幼稚園ですが、小学校の同じ校区の子と遊ぶ機会が少ないので学区別の
イベント(ハロウィン、クリスマス、お正月…)があれば。(母親・小学4年生)
 虐待やネグレクトをしてしまう親の救済やそういった人達への啓発セミナーの充実。
(その他・小学4年生)

■ 岩松北小学区
 母子家庭なので男の人と遊んだりする機会があると子供も喜ぶ。サッカーやっている
のでサッカーを一緒にとか…。(母親・不明)
 児童クラブに短期的に参加出来たらいいなと思います。(父親・小学1年生)
 「予約・登録不要のイベントを増やしてほしい。」子どもは体調をすぐに崩して、要予
約のイベントは参加しにくいです。「予約不要の今日のイベント」が一括ですぐ見つ
かるととても参加しやすいです。(母親・小学1年生)
 英語で会話できるスペースがほしい。できる子とできない子の差が激しくかわいそう。
(母親・不明)
 親子でパン作り教室などの食育に関するイベント。(母親・小学4年生)
 着れなくなった子供服、使わなくなった現具などを買い取り、交換するイベント。(母
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親・小学4年生)
 これからの時代は、パソコン世代になるのでもう少しパソコン(ipad)を使う事が出来る
場所があれとうれしい。(母親・不明)
 子供のしゅ味や波長の合う友達をみつけられるようなもの。(母親・小学4年生)

■ 富士南小学区
 父親育休取得者の交流会やイベントを増やす。(母親・小学4年生)
 親子体操、親子ヨガ。(母親・小学5年生)

■ 田子浦小学区
 親子で参加できる工場見学や社会見学、ものづくり体験子供にいろいろな体験をさ
せたい。学校からそのまま参加できると良い。(母親・小学4年生)
 学校で使用する用品のバザー店のようなイベント。(母親・小学4年生)
 夏休み中の宿題イベントみたいな物を増やしてほしい。(母親・小学4年生)
 行ってみたいと思うイベント、交流があっても、年齢制限があって、上の子が行けな
かったり、下の子が行けない場合がある。(母親・小学4年生)
 物々交換会。(母親・小学1年生)
 現状がわからない。(母親・小学1年生)
 不要になった子供の服やいすやおもちゃなど、手続きがもっと簡単で、場所も中央
公園やマリンプールPなどではなく、小さくても自分の生活域に近い所でやれるフリ
ーマーケットができるといいと思う。回数も多い方が良い。幼保でやれるといい。(母
親・小学5年生)
 もう少し、無料で遊べる公園、小学生も楽しめる場所を増やしてほしい。(母親・小学
3年生)

■ 富士二小学区
 親子で参加できるもの。で、専門家が付き添ってくれるもの。キャンプ、岳南電車で
小旅行、登山(ハイキング)etc…。(母親・小学1年生)
 親子で参加の料理教室など。(母親・小学1年生)
 キャンプ(初心者)とか…。(母親・小学6年生)
 老人、若い人との交流をもっと増やしていく。(母親・小学6年生)
 子供向けの映画イベントを増やしてほしい。(母親・小学4年生)
 季節年中行事イベント。もちつき、お月見、etc。(母親・小学4年生)
 親子で楽しめるイベント交流。山登り、天体観測、キャンプetc。(母親・不明)
 参加人数を増やし、多くが利用できるようになると良いと思います。(母親・小学4年
生)
 伝統文化を教えてくれる親子講座。昔の遊び、おせち作り、お茶の作法。(母親・小
学6年生)
 車でなくても行ける場所で子供が自由に遊べるもの。(母親・小学4年生)
 ・工作など物づくりのイベント。 ・オーケストラなど音楽を楽しめるイベント。 ・地域
の事や歴史が学べるイベント。(母親・小学4年生)
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■ 鷹岡小学区
 まちセンごとに異なり、近くのまちセンで行っているものにあまり魅力が感じられない。
遠方で良いな…と思うものはたくさんあります。(母親・小学1年生)
 体を動かす体操教室のようなイベント。遊びの延長のような外で遊べるようなもの。
(母親・小学1年生)
 発達障害など子を持つ親との交流会。(母親・小学1年生)
 丸火公園の活動がでてきてるが、森のようちえんや野外活動のイベントをふやしてほ
しい。(母親・小学4年生)
 イベントは不要です。防災訓練、子ども会、参観など、土曜日の予定が多く、子ども
は疲れがたまっています。教室にエアコンをつけて下さい。(母親・小学1年生)
 単発で参加できる習字、そろばん、ピアノ合唱などの習いごと体験。(母親・小学4年
生)
 他学校との交流やイベント。(母親・小学4年生)
 BBQなど。(母親・小学4年生)

■ 天間小学区
 仕事をしているとなかなか参加とまではいかないので、機会をのがしてしまっている
ところが現状です。(母親・小学1年生)
 外国人と接するイベントがあれば…。(今の状態がわからないですが)(母親・小学1年
生)
 父親対象の子育て講座を会社、企業などで積極的にやってほしいです。(母親・小
学6年生)
 スポーツなど、親子で楽しめるファミリーバドミントンなどで大会など交流ができたら
いいのかな？と思います。(母親・小学5年生)

■ 丘小学区
 富士市にはどのような企業があって、どのような仕事をしているのかの紹介を子供達
にしてあげることで、将来の市内への就職率も増えるのではないかと考えます。(父
親・小学1年生)
 現在どのような事が行われているのかあまりよく知らないです。もうすでに実施してい
るかもしれないが小さくなった服など捨てるほどではない物を必要な人がもらってく
れる場があるとありがたいです。(母親・小学5年生)
 今行っているイベントをもっとアピールした方がいいと思います。認知度が低いので
はないか。新しい事も大事ですが…。(父親・小学3年生)
 フルで仕事をしている為、イベント等に参加できる余裕が無く(時間的に)、「あったら
いいな」と思ったことがない。(母親・小学1年生)
 いろいろ考えて下さってると思いますが、なかなか参加できないのが実情ですかね。
(母親・小学1年生)
 地域のお祭りなどがあると楽しそう。毎年恒例の様な。あとは私の住んでいる地域に
は公園などがなさすぎて近所づき合いもなかなかない。近所の子供達が仲良くなれ
ない。(母親・小学4年生)
 富士市の防災イベントで災害食作りに参加しましたが、そのような親子で体験可能
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なイベントが増えたら良いです。(母親・小学4年生)
 いらなくなった子どもの用品のフリーマーケットや情報。(母親・小学4年生)
 職場復帰を考えるママさん交流会。経験者から話が聞けると安心だと思います。(母
親・小学4年生)
 こども食堂のような場所。(母親・小学4年生)

■ 富士川一小学区
 佐藤ママ講演会。(母親・不明)
 まちづくりセンターの講座で託児付きがあるところや行きたいと思う講座が東のほうに
多いのでなかなか行けなくて残念。(母親・小学1年生)
 親子で参加できるイベントを増やしてほしい。(母親・小学1年生)
 子どもと一緒にスポーツを楽しむイベント。(子どもがいろいろなスポーツを知るため
に)(母親・小学1年生)
 子供が将ぎが好きなので一緒に年配の方とも交流できる場を作ってほしい。(母親・
不明)
 野外(屋外)、小学校での自由参加のイベントをしてほしい。(母親・小学4年生)
 ・長期休暇中、英語にふれあえる場を作ってほしい。夏休みに申し込んだら、人数
制限でダメでした。(その他・小学4年生)
 イベント等はアンテナを高くしている子育てをたのしんでる、追求しているお母さんの
ものであると思う。そうではなく、ふつうに子育てしている人を助けるような支援をした
らいい。イベントはいらない。(母親・小学5年生)
 他の地域から富士市に引っ越してきましたが、60歳以上の方々は挨拶なり、ボラン
ティアの掃除なりとても、交流がさかんですが、30～50歳程の保護者世代の交流が
地域で固まっていて、なかなかグループに入れない。(母親・小学4年生)
 発達障害のある子、ある可能性のある子の親の交流。(普通学級となかよし学級で悩
んでしまう)(母親・小学4年生)

■ 富士川二小学区
 親子で体験できるイベントを町づくりセンターで多数者が受けられるように希望。(母
親・小学4年生)
 親子で体を動かすことのできる運動イベントや他学区の人達と会い、友達の輪が広
がる交流があると良いと思います。情報交換ができると良いです。(母親・小学4年生)
 子供が喜びそうなイベントなどやって欲しい。市役所で子供向けのイベントがあった
が小さい3～4才のお子さんは楽しそうだが大きい子は少し物足りなさそうなのでもっ
と楽しいイベントをやってほしい。(母親・小学3年生)
 親子で体験できるイベントが喜ばしい。(母親・小学1年生)
 親子参加型の体操教室やお友達作りを目的としたイベントがもっとほしい。(母親・小
学1年生)

■ 地区不明
 スポーツイベントや、職業体験などをもっと行ってほしい。(回答者不明・不明)
 親子スポーツ。マラソン、ウォーキング、サッカー。(母親・小学4年生)
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 ・親子でするワークショップ、店での販売…。 ・有名な先生をよんで講演会。※尾木
ママとか…。(母親・不明)
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■ 吉原小学区
 一時預かり、病児保育の充実。(母親・小学4年生)
 食育として、せめて小学校までは全員が同じ食事を食べれるように給食費への市の
負担が少しでもあればと思う。伸び盛りの子供が気兼ねなく楽しく食べれることがで
きる時間に。(母親・小学4年生)
 休日の医療体制。(父親・小学4年生)
 予防接種が高い。(母親・小学4年生)
 子供が3人居ますが、年齢が離れているため保育料金が高い。上の子にお金がか
かってくる時期なのに!!年が近い3人兄弟は保育料の免除があるのに、3人目でも年
が離れていると何もないのは納得いかない。(母親・小学4年生)
 母子家庭への支援(2人以上)をもっと増やしてほしい。子供1人の家庭への支援が多
すぎる。(母親・小学4年生)
 一人親の貧困をなんとかしてほしい。生きていくのが大変すぎる。子供1人ならまだし
も、3人もいるのに手当てがすごく少ない。ものすごく貧しい。(母親・小学4年生)
 ・児童クラブの利用者枠を増やして欲しい。6年生まで希望する家庭が利用できるよ
うにして欲しい。(母親・小学4年生)
 (絵)本配布は年令が上がってからもうれしいものだと思うので、検討してほしいです。
(母親・小学1年生)
 費用の支援に不満はない。子供を預ける場所等、両親がフルタイムで働くことができ
る環境が欲しい。(小学校以降)(父親・小学1年生)
 児相、案件連絡先など、分かりやすくナビしてほしい。(母親・小学5年生)
 未就学児に対しての一時預りや、保育園の充実。どこの保育園かにより、差がないよ
うにして欲しい。(母親・小学2年生)
 子ども医療費の無料化。(父親・小学1年生)
 医療費無料。習い事を送り迎えしてくれるようなサポート。(母親・小学1年生)
 中学入学の際にそろえる必要がある物が多く、費用等不安がある。子供の人数が多
いと特に。子供が小さい時の支援もだが、大きくなってからの方が不安です。(母親・
小学4年生)
 公園が少ない。遊べる所が少ない。登下校の安全面への不安。(母親・小学3年生)

■ 伝法小学区
 もう少し対策していただきたいです。(母親・小学4年生)
 親が子育てに積極的に取り組むよう促してほしい。仕事をしたり、他人、他の施設に
任せ、親子の時間を稚拙にしている人が少なくて問題だと思う。(母親・小学4年生)
 インフルエンザワクチン完全無料。(母親・小学4年生)
 以前住んでいた所は、医療費は無料だった。子供だけで遊べる、遊びに行ける公
園がたくさんあった。(母親・小学4年生)
 通っている児童クラブの内容については、季節の行事について教えてくれたり、地
域の方を先生に、色々なこと(将棋、習字、魚をさばく)を教えてくれて大変満足です。
ただ、開所日数を増やしてほしいです。(お盆、12/28、1/4)そのために有給をとらな

12 / 37

【②市の子育て支援対策について】

ければいけないので。(母親・小学4年生)
 長期休みのみ子供を預ける場所が欲しい。(母親・小学4年生)
 公園は多くてすばらしいと思う。企業などの社会がもう少し子育てに協力的であって
ほしい。(母親・小学4年生)
 ・医療費無料。 ・インフルエンザ予防接種無料にしてほしい。(母親・小学6年生)
 児童クラブについて、我が家は今はもう行ってはいませんが、先生方の転任があれ
ば良いと思います。一人の先生の思い込みで、子を指導するのをベテランなため誰
も注意できないため。(母親・小学6年生)
 保育園までは問題なかったが、就学してからは子供も親も不満がある。なぜこんなに
過ごしやすくないのか?(放課後児童クラブ)夏休みなどの長期休みだけ預かりのサ
ービスがほしい。(選択肢がないので今は児童クラブを利用している。ただし長期休
みだけ利用は定員の関係上断られ実質できない。)(母親・小学4年生)
 放課後児童クラブの利用料金が高すぎる。以前住んでいた所は年間保険料を年度
初めに500円払うだけでみてもらえたのでとても良かったが、こちらにきて金額を見て
驚いた。働いているので利用したいが高いので困っている。利用することができない。
もう少し安くして欲しい。(母親・小学4年生)
 子供の習い事を市でやってほしい。(カルチャースクール的な。)何回とか決まってい
ればためしにやってみることもできるから。(母親・小学4年生)
 児童クラブをもっと増やしてほしい。今の学区の児童クラブは1つしかないので選ぶ
ことができない。その児童クラブ独自の特色があるので合う合わないがあった時に選
べないのは困る。(母親・小学1年生)
 児童手当は世帯主ではなく子育てする人が受け取れるようにしてほしい。世帯主が
自分のために使ってしまうため。(母親・小学6年生)
 ちょっとした悩み。発達遅れなどあらたまって相談しに行くほどではなくても学校の先
生から注意されたりする事をどう対策するか毎日悩んでいるので、対策方法など知
れたら助かります。(母親・小学3年生)
 中1、4年、年長、年中の子供がいますが、幼稚園代が二人合わせて6万円近くあり、
残りの小中の校納金がかかります。習い事もやりたい事をさせてあげたく、4人合わ
せて6万円近く費用がかかっています。子供が多い世帯に対して、沼津市の様に3
人目以降は保育料無料などの措置を取っていただきたい!!!!今現在、私（母）は平日
5日の10：00～15：30パート(時給900円)と内職2つやっています。寝る時間も惜しん
で金策しています。子供を4人も産んだから…という時代遅れな考えの市町村では
残る者は少ないと思います。3人目以降の子育てのあり方を今一度考えて頂きたい
です。(母親・小学4年生)
 小、中学校は給食代とかにしてほしい。(母親・不明)
 学費を軽減できるように多子家庭の保育料の軽減システムを少し幅を広くしてもらい
たいです。(母親・小学3年生)

■ 広見小学区
 療育の知識(母親・不明)
 利用の仕方がわかるように市へ転入してきた時、説明がほしい。(母親・小学4年生)
 母子家庭でもう少し金銭面で助けてほしい。体操服を買い替える時など。(母親・小
学5年生)
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 子どもを4人育てています。今の日本の社会は経済的に子どもをたくさん持つのは
難しい社会だと感じます。母親が外に出ず働いて稼ぐ必要がなくなり家でもっと子ど
もを養育することができれば、今、社会で起きている多くの問題は軽減できるのでは
ないでしょうか?結局、教育は家庭中心でなされるものであると思いますが、養育の
中心となるべき母親が、外に出て働かなければならず、忙しすぎるため、子どもの心
が充分に育たないことがあるのではないでしょうか。子どもを豊かに育てるには、そ
れなりの金銭が必要です。行政では、そういう面にもっと目を向けていただきたいで
す。(母親・小学3年生)
 保育料の低減。(母親・小学1年生)
 扶養手当や子ども手当が少なすぎる。お金がかかりすぎる。(母親・不明)
 現状がよくわかりません。(母親・小学1年生)
 発達障害に関しての支援が足りないと思う。(母親・小学3年生)
 子ども医療費を無料にしてほしい。(母親・小学4年生)
 子ども手当をもっと増やしてほしい。月1万ではあまり出来る事がない。(母親・小学4
年生)
 児童手当を増やす。(母親・不明)

■ 大淵一小学区
 ・障害に関しての支援は、かなり充実しているが、グレーゾーンの子供に対しての支
援をもっと充実させて欲しいと思う。(母親・小学4年生)
 ・障害に関しての支援は、かなり充実しているが、グレーゾーンの子供に対しての支
援をもっと充実させて欲しいと思う。正規職員で働いていない方親家庭への支援。
(収入は一時的なもの)・医療費は高校生まで月4500円で!!(母親・小学4年生)
 子育て給付金をやはり増やしてほしい。所得によってやはり増やしたり、減らしたりす
るべきだと思う。私達のような家庭と、ゆうふくな家庭での給付が同じというのには納
得がいかない。(母親・小学4年生)
 小学生の発達支援センターなど、サポートを充実してほしい。(母親・小学1年生)
 児童への援助を増やしてほしい。(同市の遊ぶ施設などの料金を半額等にしてほし
い。出かける回数が増えるため。)(父親・小学1年生)
 近所に公園がなくて、外遊びの場所に不自由している。(私道で遊ぶしかありませ
ん)(母親・小学1年生)
 子供の医療費(受給者証)を、1人1枚じゃなくて、1家族1枚にしてほしい。3人で風邪
ひくと、(長引くと)医療費×3が何回もかかるので、病院に行きづらい。(母親・小学1
年生)
 子育て支援センターのように、子供の発育に不安があった時、個人的に相談にのっ
てもらえて、これからどうしていけばいいか一緒に考えてくれる窓口があるのはいいと
思います。(母親・小学5年生)
 引っ越したてですが、地域、学校の先生などのサポートがとてもたよりになり、ありが
たい。特に、先生には感謝しかないです。(大渕第一小田澤先生(一年部))(母親・小
学1年生)
 市内、公立小学校も各校共通のジャージ登校にしてほしいです。そのジャージ(制
服？）ももし支給していただけたら助かります。(母親・小学1年生)
 学区が広いのに保育園のキャパが少なすぎる。(母親・小学1年生)
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 母子、父子家庭への金銭的な援助の充実。(母親・小学4年生)

■ 大淵二小学区
 通院、入院時など、とても助かっているし…児童手当のおかげで、子供達に色々体
験させてあげられているので、本当にありがたいです。(母親・不明)

■ 今泉小学区
 保育園が古いので子供が行きたくなるような保育園にたてなおしてほしい。(母親・小
学6年生)
 1歳になったら保育園で相談にのってもらえたが、ゼロ歳の時は孤立しがちだった。
ゼロ歳は外出しづらいので郵便物などでも交流会の紹介があるとよかった。(母親・
小学1年生)
 日、祝も利用できる所があると助かる。(母親・小学1年生)
 小さな子供を持つ人～小学生くらいの子供まで幅広い年代の子供が遊べたりする
場所もない。支援についてもきいていかないと知らずで終わってしまっている気がす
る。(母親・小学3年生)
 医療費を安くしてほしい。特に母子家庭に対して。(母親・小学4年生)
 児童手当をふやしてほしい。(母親・小学4年生)
 雨でも体を動かして楽しく遊べるような施設がほしい。(母親・小学4年生)
 よくわからない。(母親・小学4年生)
 医療費を無料にしてほしい。(母親・小学3年生)
 児童クラブに入っていない小学生も安心して放課後過ごすことのできる場所をつくっ
てほしい。(母親・小学1年生)
 子育て支援センターを今泉にもほしい。(母親・小学3年生)

■ 原田小学区
 障害児にも目を向けてほしい。学校に安心して行けるようにしてほしい。(母親・小学
1年生)
 産休ギリギリまで働かないといけないし、働いていないともらえない。これから出産と
いうのに金銭面の不安が大きすぎる。働くために保育園に入れたいのに働いていな
いと入れられないのはおかしいと思う。(母親・小学1年生)
 以前住んでいた町では、児童館や子育て支援センターが近くにあり、子どもが小さ
いうちも小学生に上がってからも気軽に利用できて大変助かっていたので、富士市
でも、学校や幼稚園の空教室などを開放するなどしてくれればよいと思う。(母親・小
学5年生)
 保育料の負担が大きいです。せっかくフルタイムで働いても2人で6万弱なので負担
が大きいです。同じ教育を受けているのに保育料の差が大きいのは不満に思いま
す。同じ3人の子でも1人が小学生だと3人目保育料無料でないのも不満です。(母
親・小学1年生)
 高校完全無償化。(母親・小学4年生)
 子供の諸問題に対し気軽に相談できるような施設などがあったら。(父親・小学4年
生)
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 児童手当以外の手当。(母親・小学6年生)
 お金の補助。(母親・小学4年生)
 養育費を払わずに逃げている親をなんとかする対策をしてください。(母親・小学4年
生)
 児童クラブが各地区（学区)により違いがありすぎるように感じます。宿題を見てくれる
所、おやつが手作りである所…。働く親に寄り添ったクラブを運営してほしい。市から
の指導があってもよいのでは??(母親・小学6年生)
 子供にかかる医療費を0円にしている自治体もあるとのこと。そうなると助かる。(母
親・小学4年生)
 義務教育にもお金がかかりすぎる。 ※子供の事とは関係ありませんが、ふつう学級
や学校に作業療法士のような教員とは別の専門分野の支援員がいるとよいと思いま
す。(父親・小学6年生)

■ 吉永一小学区
 以前3人目の子供が無料保育になるはずが空いてなくて、一時預かりでかなり出費
するしかなかった。返金してほしい。平等にしてほしかった。(母親・小学5年生)
 多子世帯の保育料負担軽減を子供の年齢で足切りしないでほしい。高学年になる
ほどお金がかかり、同じ第3子なのに軽減されないのは不公平。(母親・不明)
 インフルエンザの補助。(母親・小学6年生)
 子供がたくさんいるところ(3人以上)もっと支援してほしい。保育料など年齢制限なし
にして3人目は無料にしてほしい。子の病院代も無料にしてほしい。(母親・小学1年
生)
 祖父母も子供を見れない時に子供を見ていてもらえる場所Bが低料金であると助か
る。(土・日・祝もやっていてほしい)(母親・小学4年生)
 子供手当てが少ない。(母親・小学4年生)
 小学生の子を日曜、祝日預かってくれる施設を作ってほしい。(父親・小学1年生)

■ 富士見台小学区
 学童の充実など。(母親・小学6年生)
 富士見台の近くにも、子供が自由に遊べる児童館、大きな公園や、図書館がほしい。
(母親・小学1年生)
 保険料の負担軽減。(母親・小学1年生)
 児童扶養手当を所得によって決めるのではなく、全員同額にしてほしい。不平等感
がすごい。子供との時間をけずって働けば働くほど減らされるのはどうかと…。(母
親・小学1年生)
 病児あずかりが気軽にできるよう施設の拡充をしてほしい。ファミリーサポートに補助
金などを出して、もっと利用しやすくしてほしい。(母親・小学1年生)
 高校、大学に進学したい子供が、経済的な事で心配せずに進学できる世の中を望
む。(母親・小学6年生)
 児童クラブに小学校1～3年生の特別会員も設けてほしい。児童クラブの責任者の
人が言うに夏休みなど長期休暇だけ預ける人が多くいると補助金の関係上経営が
成り立たないと言われた。パートでも平日はなんとかなっても夏休み子供を1人で家
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に居させることには不安がある。(母親・小学4年生)
 子供達が色々な体験をできるイベントをしてほしい。(母親・小学4年生)
 支援として、ボランティアで家庭教師や、塾みたいな事をしてほしい。送り迎えが長
男がいてむずかしいので、習い事に行かせてあげられない。(母親・小学4年生)
 子育て支援について、他の市に比べ情報が少なく感じます。(母親・小学4年生)
 何があるのかわからない。(母親・小学3年生)
 富士総合グラウンドを無料開放する日をつくってほしい。(母親・小学1年生)
 休みの日にかぎって、子どもが熱をだしたりして悩んで救急に行くのですが、先生の
対応が冷たい時が多く聞きたい事もきけません。(母親・小学4年生)
 実費でうった注射が、無料になり、1回うった人は対象外といっていました。高い金額
をだしたのに、がっかりです。(母親・小学1年生)
 公園も大小様々多くとてもよいと思います。ただ、遊具の種類が同じようなものが多く、
近いところ程違う種類のものを置いてほしいと思いました。(母親・小学1年生)

■ 神戸小学区
 医療費を無料にしてほしい。(母親・小学1年生)
 もう少し市役所の課が連携をとって情報を共有してほしい。(母親・小学1年生)
 子育てや教育にかかるお金の負担が軽くなるような支援を望みます。(母親・小学1
年生)
 子供が多い家庭への費用の軽減。(母親・小学1年生)
 母子手帳の際アンケート等いろいろあってつわり中はとてもつらい。(母親・小学3年
生)
 親に支援ではなく将来大人になる子供達の為にしてほしい。小・中・高校生で必要
な物など…。(母親・小学4年生)
 学費にお金がかかる。入学にかかる用品などが高いので、学校などで貸すなどの物
を増やしてもらいたい。ちょうこく刃やえのぐ、工具系など。(母親・小学6年生)

■ 吉永二小学区
 児童クラブのあり方を見直ししてほしい。子どもが嫌がってしまう。先生方の勤務態
度を改善してほしい。(母親・小学4年生)
 中里保育園のハーモニーを利用していました。先生と話しをするのがとても楽しみで
した。とてもお世話になりました。・児童館を利用していましたが、非現実的なルール
が多すぎます。幼児と児童を一緒にみる事ができない児童館では、上の子と下の子
を連れていく事は不可能です。手のあいてる職員の方に助けてもらいたかったけど、
それもなく、形式的な事ばかり、重視しているという印象。もう少し、気くばり、目配り
のできる職員がいなければ、利用者もなくなるのでは？・学習において、学校の授業
では充分理解できていない(ほとんど理解できていない)部分に対してもフォローがさ
れていない。家庭で補うには親の負担が大きい学力格差が広がるのでは？(母親・
小学4年生)
 仕事をフルタイムでしていると子供を習い事へ平日の夕方等行かせたくても、地域
によっては学区内になく、送り迎えができなく不便と感じることもあるので、何かいい
サービスがあったら良いなあと感じます。(母親・小学4年生)
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 子供だけで留守番させているのが不安なのだが、経済的に児童クラブには通わせら
れないのでどこかかわりになる施設が近くにほしい。(母親・小学5年生)
 小学生や幼児より、中学、高校が1番お金がかかります！中学、高校の子どもの支
援を厚くしてほしいです。(母親・小学4年生)
 少子高齢化と言われている現在、子どもを育てるのに、育てやすいかんきょうにして
ほしい。(母親・小学5年生)
 医療費をタダにしてほしい。(母親・小学1年生)
 何をしてくれているのかわからない。③に書いた方法で知らせてくれた方がみる。(母
親・小学2年生)
 3人目からの教育費0円など。(父親・小学2年生)
 行政に対して期待していない。(母親・小学1年生)
 仕事をしているため、放課後の子どもの過ごし方に不安を感じるので、情報を色々
教えてほしい。(母親・小学1年生)
 医療費を無料にしてほしい。インフルエンザの予防接種を無料にしてほしい。(母
親・小学1年生)
 教育の経済的支援。(父親・小学5年生)

■ 青葉台小学区
 貧困で教育の差が出ないように助成金など多く出してほしい。(母親・小学3年生)
 児童館に行っても、保育士さんが口調が子どもに対してこわい為、次も利用しようと
思わなくなってしまう。(母親・小学1年生)
 遊具と水遊び場がたくさんある広い公園をつくってほしい!!(母親・小学1年生)
 子育て支援の為の施策が、どのようなものかよく伝わってこない。(母親・小学4年生)
 認定こども園を増やすのはいいけれど、各園ごとの幼保別負担が大きすぎて不満。
幼稚園でも預かり保育を働いていなくても利用できるようにして欲しい。働いていな
いとずっと子どもと一緒なのでストレスも大きく感じる。(母親・小学4年生)
 予防接種の費用を無料に。(母親・小学4年生)
 子供の教育費負担軽減策。(無償化等)(父親・小学4年生)
 子育て(お金の面)での充実。業務としてではなく親身になって下さい。(母親・不明)
 児童手当の増額を希望します。(母親・小学6年生)

■ 元吉原小学区
 父子家庭にも目を向けてほしい。(父親・小学4年生)
 児童クラブにあずけにくいふんいきがある。(母親・小学4年生)
 小学校、中学校のエアコン設置をいそいでほしい。昔と暑さが比べものにならない
状況で授業に集中できるとは思えないです。(母親・小学4年生)
 ・富士市も医療費も無料にしてほしい。・おたふくかぜやインフルエンザ予防接種の
無料化。(母親・小学4年生)
 障害の有る子供が遊べる場所が無いので、専用の体育館などを設置してほしい。
(父親・小学4年生)
 保育園入所が大変だと感じた。審査がもっと簡単だったらいい。当事者ではないが、
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兄弟別々の保育園通所なんて大変すぎる。保育園費用を無償化にする必要はない
と思う。収入に応じて払うべき。(母親・小学4年生)
 子育て支援は未就学児で終っているように感じる。小学生対象の支援もがんばって
ほしいです。(母親・小学1年生)
 東部は沼津市まではみんな一人目は無償化、医療費も無料など実現されているの
に富士市はなぜと思う。少子化に貢献している世帯こそ少し優遇、負担軽減があっ
てもよいのではないかと思う。小学生が安心してあそべる児童館がもっとほしい。(そ
こに行けばだれかとおそべる環境)今や、公園にいっても全然あそんでいる子どもが
少ない。安心できていない世の中の故なのか…。(母親・小学1年生)
 相原地区に子供が安心して遊べる公園を作ってほしいです。(母親・小学1年生)
 会社が祝日も出勤の為、あずける場所があるとありがたいです。(母親・小学1年生)
 公園の整備と駐車場の確保。(母親・小学3年生)
 保育センターと保育園が別々の所での相談になるが、同じ所で相談できるようにして
欲しい。それぞれの所で同じ話を何度もしたくない。何度も市役所まで行かないと行
けないし、時間もかかりすぎ!!(母親・小学1年生)
 フルタイムで働いています。職場の理解が大切です。(母親・小学5年生)
 医療費無料。(母親・小学1年生)
 小学校のエアコン設置を早急にしてもらいたい。今年の夏の猛暑を受け、県内各市
町はエアコンの設置を議会で決定しているが、富士市は対応が遅すぎる。市内全小
学校にエアコンを設置するまで、市役所は小学生が夏休みに入るまでは、エアコン
を使うな。(父親・小学4年生)

■ 須津小学区
 高校の授業無償化の実現はされるのか、気になります。(母親・小学6年生)
 教育費の無償化。(母親・不明)
 病児保育の充実。ファミサポの充実。(母親・小学4年生)
 ・医療費の無料化。 ・学費の支援など。(高校、大学と不安。)(母親・小学4年生)
 市民税の補助。学校、給食費の減税、高校無料化。(父親・小学4年生)
 こども医療費の無償化。(母親・小学4年生)
 母親に対して働き口を探す時の一時預かりの施設をもっと増やしてほしい。(母親・
小学1年生)
 大人数の子を出産している家庭にお祝い金がほしい。(母親・小学5年生)
 子供の医療費を無料にしてほしい。全国的にも無料の所がたくさんあるので富士市
もそうなるといいです。(母親・小学4年生)
 子供が遊べる公園、施設などを増やしてほしい。(母親・小学3年生)
 子供にかかる費用は税金で賄うようにするか、子どもがいる家庭の税金免除額を増
やすなどしてほしいです。(母親・小学5年生)
 高校の無償化してほしい。(母親・不明)
 病児保育、ファミリーサポートの充実。(母親・小学4年生)
 須津地区にも児童館を使って欲しい。歩いて行ける所にあるとよい。(母親・小学3年
生)
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 児童手当について。3人、4人子供が多い世帯は、上の子が18才（高校卒業）まで1
人目、2人目と人数に入れて数えて支給してほしい。上に行くほど出費が増え生活
が圧迫される為。(母親・小学3年生)
 病院保険料、無料。(母親・小学1年生)

■ 東小学区
 医療費無料(高校卒業まで。)(母親・小学6年生)
 母子(単)家庭への住宅支援を市役所のこども窓口で詳しく教えてくれる人を設置し
てほしいです。(母親・小学4年生)
 家には障害児（中3)がいるので、親同士が交流、情報交換できる場所がもっとあると
いいなと思っていた。おもちゃ図書館のように障害児だけが利用できる日があっても
いいと思う。(母親・小学4年生)
 子供が一人で参加体験できるイベント。(父親・小学5年生)

■ 富士一小学区
 保育園の転園をしやすくしてほしい。学区内の保育園に通いたい。(母親・小学1年
生)
 近隣の小学校と比べると、違いが多く、疑問に感じることがある。普段の生活や成績
評価など。教育の大事なところは統一してほしい。(母親・小学1年生)
 病児保育のできる施設がほしい。現状小児科では、17時まででそれでは仕事もでき
ないし。(母親・小学1年生)
 通学路の安全対策。※側溝のふたをして欲しいです。(母親・小学1年生)
 医療費の無償化。(母親・小学5年生)
 児童手当を高校生までに延長してほしいです！(母親・小学4年生)
 受給者証や、子供手当など、すごく助かっていますが、子供が大きくなり、学費、通
学費用にお金が掛かる頃に、全てが無くなり、喘息等で病院へ行き薬にかかる負担
が大きすぎて(多い時は1回に1万近くかかり)何度も病院へいくと、生活に不安が出る
事が有ります。(母親・小学1年生)
 支援対策とは何でしょうか??支援対策に何をしてくれますか??(母親・小学5年生)
 小学生になり親が仕事をしていると預ってくれる所が少ないので増やしてほしい。
(夏休みなど）(母親・小学1年生)
 子供が病気の時、救急センターを利用したことがあるが、混雑していたので、もう1ヶ
所あるとたすかる。(母親・小学4年生)
 子供が通っている学童は延長して18：30まで。おとなりの学童は19：00までやってい
る。せめて19：00までみていただきたい。(年度末は20：00まで本当はみていただきた
いが、実状…)(母親・不明)
 学童保育以外に、たちよれる場所がほしい。(母親・小学4年生)
 公立中学進学にかかる金額が多い。(母親・小学6年生)
 子育て支援センターの利用を、もっと利用しやすいように、情報を広めてほしい。子
育てに悩んだり、迷ったりしている人のために、支援センター職員の勉強会もしてほ
しい。(母親・小学4年生)
 保育園等に入れている人だけでなく、普段自分で子供を見ている人も病気や用事
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など支援が必要だと思うのでもっと一時的なサービス支援を増やして欲しいです。
(母親・小学4年生)
 ①教育費の支援など。子ども医療費の助成制度はとても助かっています。②学校で
平等な教育が出来るようにしてほしい。(母親・小学4年生)
 学力の差が激しい為、それをうめる対策を学校側にすべてまかせるのではなく市で
も何か行動を取るべきだと思います。(母親・小学6年生)
 大きな公園や、屋内で遊べる様な施設をもっと増やしてほしい。(母親・小学4年生)
 子育てにかかわれる期間は限られているので、親が“早く帰宅できる、休みが取れる”
ように、会社の意識を変えるようなアプローチをお願いしたいです。(母親・小学4年
生)

■ 富士中央小学区
 携帯を持っている子供が増えましたが、持っていない小学生も多くいます。いざとい
うとき連絡ができるようにまちづくりセンターに公衆電話が必ずあると災害時などにも
役に立つと思います。(母親・小学4年生)
 医療費が無料になるといいなと思う。(母親・小学4年生)
 もっと教育にお金をかけてほしい。教員の増員をサポート員の増員を、エアコン設置
など。(母親・小学6年生)
 放課後、小学校の校庭で遊ばせてほしい。(母親・小学4年生)
 見てもらいたい時に支援施設の収容数のかねあいで見てもらえない事が度々あり、
なんの為の支援施設なのか？本当に困っているから支援を求めているのに矛盾し
ている。(その他・小学4年生)
 最近、祖父が免許を返納してしまったり高齢の為、預けにくくなってしまい、急な用
事や、母が体調を崩してしまった時に困っています。1人で留守番させるのも心配で
すし、この様な時に預って頂ける場所があるとありがたいです。子供もお友達と遊べ
る場所がほしいとよくいうので、月1～2回程度利用できる様な場所があったらいいな
と思っています。宜しくお願い致します。(母親・小学1年生)
 地震など災害に対して。(母親・小学1年生)
 (子供の)医療費、無料の市もあるので、有料の方が良いとは思いますが、\500/回よ
り安くなれば、その方が良いです。(母親・小学1年生)
 子育て支援対策とは少し異なるかもしれませんが、以前、上の子が(男、当時4年生)
学校へ行くのが大変になってしまった時期があったのですが、主人が市の方へ相談
したところ、とても丁寧な対応をしてくださり、私たちの心の支えになっていただきまし
た。また、学校の先生方も、とても一生懸命対応してくださり、学校と市の方と連携を
とってくださり、とても助かりました。今はとても元気に学校へ行く毎日です。当時は、
本当にありがとうございました。市の方へも、学校へもとても感謝しています。(母親・
小学6年生)
 子どもが小さいと、病院に行くことが多いので医療費を無料にしてほしいです。富士
市に越してきて、1回500円かかることにとても驚きました。(母親・小学1年生)
 公共の施設(マリンプールやロゼシアターetc)飲食店のアレルギー表示をしてほしい。
(母親・小学3年生)
 登下校の見守り。(不審者が多すぎる)交番がない。(学区内)(母親・小学5年生)
 沼津もなったように医療費を高校生まで無料にしてほしい。(母親・小学1年生)
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■ 岩松小学区
 ・子の人数に応じての保育料の軽減。(3人目は一律半額等。上の子が保育園にい
なくても減らしてほしい。) ・医療費の無料化。(せめて保育園に行っている間など。）
(母親・小学3年生)
 教育や医療に関するサポートの充実や費用の軽減となる対策を考えてほしい。(母
親・小学5年生)
 子育て世代への金銭的サポート。(子育て支援や子供の医療費等)をもっと手厚くし
て欲しい。(母親・小学1年生)
 子供が4人もいるのに支援が少なすぎる!!保育園には、入れず困っていても何もして
くれず、手当も不十分。収入額で、みないでもらいたい!!(母親・小学1年生)
 学童について、もう少し親の働く環境の多様性に答えてほしいです。私共の地域で
は長期休みのみで預かってもらえず、小1の夏休みは赤ちゃんのいる託児所を利用
させてもらったり、留守番させたりと苦戦しました。(母親・小学1年生)
 0～3才までは職場の保育所に入所、年少さんから保育園に申請しても入れないの
はおかしい。フルタイムで働いているのに入園できずにいる。9時頃に登園している
人達もいるのに。又、両親が富士市内で働いていないから優先順位が低いという理
由を言われたのにも納得がいかない。もしそうであったとしても言うべきではないので
はないか。税金払ったいるのに…。フルタイムで働いて、核家族でいる人に対しての
配慮も感じない。縁あって富士市に住居を構えたけど、富士市の子育て支援に対し
て残念に思ったし、市役所の人の対応にもがっかりした。実際に持ち上がりでの園
児がいて定員が残り僅かであれば、その事も情報提供すべきだし、そういうシステム
であることも情報提供すべき。 これは、私が第1子の時の事です。今から4年前でし
た。家のすぐ近くに保育園がありました。私は富士宮に勤務していたので、通勤経路
で探していました。結果、2月に入り希望のところは全部入れませんとのことでした。
他に紹介されたのはすごく離れているところでした。結局私は園バスが近くにきてく
れる幼稚園をさがして入園させました。その時の市役所の方の対応にはすごく頭に
きてしまいました。富士市は子育てがしやすくていいところだと聞いていたのですごく
がっかりしました。 書類を提出した際には、核家族だし、優先順位も高いから心配
ないといわれたのに、結果入れず、理由を聞くと両親共に富士市内に勤務していな
いからだと言われました。両親の勤務先の近くで探したらどうですかとも言われました。
一番の原因は私がもっと調べたりしていればよかったと思っていますが、市役所の
方の対応もいかがなものかと思います。空き情報の情報開示を詳細にしていただき
たい。うちは結果的に幼稚園に通園させていますが、そのせいで現在私はフルでは
働けず時短となり、収入的には1年間で約200万円も減額してしまってます。 たかが
入園かもしれませんが、それほど影響を受けている家庭があることも知っていただき
たいと思います。 第2子、3子に関してもこのまま幼稚園に通園させます。あんな対
応される市の方と入園に関してのやりとりをするのは二度と嫌なので保育園の申請
は二度としません。 保育園入園のための情報開示は詳細にしてほしい。ママ友な
どもいない人のためにもぜひお願いします。 (母親・小学1年生)
 幼稚園児、小学生でも利用できる一時預かりを希望します。8：30～12：00 500円
/12：00～16：00 500円 (下校が早い日、長期休暇に利用したい。)有料で良いです。
(母親・小学4年生)
 まちセンで放課後、宿題や遊べる所があれば家が遠い友達とも遊べて宿題が終わ
っていい。(6時限目の日は遅いので5時限や早く下校の日など。)(母親・小学4年生)
 幼稚園の保育料を以前の金額に減らしてほしいと思っていました。(母親・小学6年
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生)
 学童保育のあり方。支援員、運営委員会に不満あり。(母親・小学4年生)
 放課後、子ども達が安心して過ごせる場所がほしい。学校、校庭、公園、児童館など。
(母親・小学5年生)
 愛知県のようなトワイライト制度(放課後校庭で子どもが過ごせる。)があると助かりま
す。(母親・小学4年生)

■ 岩松北小学区
 「公園をたくさんつくって下さい!!」岩松北小四ツ家区は広いのに、公園が一つしか
ないため、遊び場所に困ってます。近所の人にも怒られ肩身の狭い思いです。(母
親・小学1年生)
 医療費を無料にしてほしい。(母親・小学3年生)
 小学生の放課後支援の拡充。(母親・小学1年生)
 子供の多い家庭にはもっとサービス、割引きなどしてほしい。(母親・小学4年生)
 幼稚園の保育料にはがっかりしました。(母親・小学4年生)
 インフルエンザの予防接種を希望者のみ学校で集団接種してほしい。毎年、仕事を
早退して病院に連れていくことが負担。(母親・小学4年生)
 専門・大学などの学校へ行ってる間は、病院等のサポートがあるとうれしい。(母親・
不明)
 税金をたくさん払っているのだから、児童手当てをもっとふやしてほしい。(母親・小
学4年生)
 児童手当増額。子ども医療費無料化。(母親・小学4年生)
 保育園の入園審査で、仕事をしなくては生活できないのに保育園に入ることもでき
ず落とされ苦労している人が周りにもたくさんいた。「子育て支援」というわりには、現
状は残酷です。(母親・小学4年生)
 子育て中でも働きやすく、安定した収入が得られる職場をつくってほしい。(母親・小
学4年生)

■ 富士南小学区
 実家暮らしの母子家庭だが、父親の所得のせいで母子医療が受けられない。持病
で毎日薬代が1万以上かかり、(私が)親から金銭的援助をしてもらっているわけでも
なく、ただただキツイ。どうにかしてもらいたい。(母親・小学4年生)
 どのような支援対策があるのか、あまりよく知らないので、興味を持って知りたいと思
うように情報を発信してほしい。(母親・不明)
 これだけの土地の広さがあるのだから、公園(遊具のある)がもっとたくさんあったらい
いと思います。←以前住んでいた所では、公園で友だちが出来たりしていました。
(母親・小学4年生)
 物価や税金が上がっていくに伴って児童手当なども上がっていくとありがたい。(母
親・小学4年生)
 学校や進学にかかるお金をもう少し考えてほしい。(母親・小学6年生)
 過去にインフルエンザの予防接種無料の署名活動に参加したが無料にならない。こ
ども医療費受給者証も、高3の誕生日を迎えた最初の3月31日までとなっているが、
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早生れの子どもはすぐに終了。4月生まれの子どもと丸1年差があり不公平感が否め
ない。税金をきちんと払っているのに!!!幼児教育無料化も何年も前から言われてい
たのに結局、今頃の実現。このアンケートが実現する頃我家の末っ子はもう小学校
を卒業している。育児・教育費にお金がかかりすぎる。このままではまちがいなく少
子化は進む。この世知辛い世の中では私も我が子に対して「無理して子どもを産む
な」と言ってしまいそう。富士市から大学もなくなって「貧困家庭は大学へ行くな」と言
われているよう。まったくもって未来が描けない。子供を安心して社会に送り出せな
い。(母親・不明)
 父親が育休をとる時代になって来ているけれどまだまだ利用されていない、父親へ
の子育て支援の対策をとってもらいたい。(母親・小学4年生)
 児童館を南小地区につくって下さい。一番マンモス校なのにあそび場も公園も児童
館も支援センターもないので。(母親・小学6年生)
 児童手当、所得制限超過の為支給額が少ない。税金はたくさん払っているのに残
念。毎月の子供の習い事に3～4万かかっているので大変。(母親・小学5年生)
 危険なところを改善してほしい。(登下校時)(母親・小学1年生)
 ・登下校場所を中心に川や用水路のフタの設置。(母親・小学3年生)
 難しいとは思うが、特別支援教育センターを月に2回ほど日曜日開館してもらえると
有り難い。(母親・小学1年生)
 富士南地区に支援センターや、児童館を!!!(母親・小学1年生)
 2歳児が入れる保育施設をもっと増やしてほしい。(母親・小学1年生)

■ 田子浦小学区
 小学校が長期休みの間のみ利用できる児童クラブが近くにほしい。(母親・小学4年
生)
 田子地区に児童館がほしい。子供たちがあそべる場所。広い公園。病児保育施設
をふやしてほしい。(母親・小学4年生)
 お金不足→働きたい→保育園不足、保育士不足→待機児童→働けない。ならば子
育てに必要なお金が援助されたら、働かずに済むため保育園や保育士不足になら
ないのでは…?!(母親・小学4年生)
 言葉の教室や、発達のことに関して、もっと協力的になって欲しいです。(母親・小学
4年生)
 港公園の広い敷地に幼児向けの遊具を増やして頂きたい。(母親・小学4年生)
 ・教育にかかる費用が高い。(義務教育期間を除いて)と思う。・古い教育施設を新し
くしてほしい。(特にトイレだけでも)(母親・小学4年生)
 町づくりセンターや、今、学校の教室もあいているので気軽に子供を預けられる場所
をつくってほしい。この質問に関して、「そういう事じゃない」と思うことがたくさんある。
(生活していることとズレている)これを記入したところでなにも解決しないのだろうと思
う。(母親・小学5年生)
 子育て優待の充実、まちづくりセンターでの講座等充実、近くに児童館がほしい。
(母親・小学1年生)
 よくわからない。(母親・小学1年生)
 子育てや教育にあまり金銭的負担がかからない様にしてほしい。(母親・小学5年生)
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 子育てし易い環境だなんだと言うわりに、公立幼稚園に対しての動きはおかしいと
思う。廃園にする前に、もっと取り組める事があったはず。怠まんだと思う。(母親・小
学1年生)

■ 富士二小学区
 病院代0円。タクシー代割引。(母親・小学1年生)
 一時預かり保育について、託児所はあっても急であったり常時利用者が多いと利用
出来ない場合もあるのでサービス改善して欲しい。(母親・小学4年生)
 怪我や病気でも病院へ連れて行かない、自己判断で間違った処置をする保護者が
います。周囲との違いに気付き、周りに話せなくなる前に(小学校低・中学年くらい)1
対1で家庭でのことを聞く機会を作っていただきたいです。そのような環境で育ち、
結婚や子育てをしたくないという子もいます。(母親・小学1年生)
 富士市で頑張って子育て支援対策をしていても、中小企業経営者は、子育て中の
従業員に対して何も配慮など無い。そういった会社の経営層に協力する様に伝えて
欲しい。(母親・小学1年生)
 学童保育のシステムですが、1～3年生は準会員になれないのは納得のいかないシ
ステムです。低年齢の時こそパートで3～4h働きたいと思うのですが、平日は学童利
用しなくても良いのにお金だけ払わなければならず、何の為に働いているのかわか
らなくなります。(母親・小学2年生)
 支援対策がどのようなものがあるかよくわからないので、手軽にわかるアプリなどある
とよい。(母親・小学1年生)
 幼稚園が選べなくなった。私立優先?公園もボールダメとか結局遊べない。通学路
の川に柵がなくて危ない。子育て支援、具体的に何をしているのか分からない。偏り
すぎ。(母親・小学4年生)
 今は小学生以上の支援があまりないと感じます。幼稚園入園前の小さな頃もちょっと
うすくて、今は充実しているようですが…。小学生の発達障害や登校できないなどに
もっと支援を厚くしてほしいです。あと学童で働く人の給料が安すぎてボランティアな
のでもっと働きたいと思えるようにしてほしいです。(母親・小学6年生)
 15才未満の家庭への援助。(金銭面等で)(母親・小学6年生)
 公園をきれいに整備してほしい。公園を増やしてほしい。(母親・小学4年生)
 長期休暇に子供を預けられる施設をつくってほしい。(母親・小学4年生)
 市外の学校へ通う子供への支援。（富士高の様な目指したいと思うレベルの学校の
充実。)(母親・不明)
 パートに出ているので病気の子を預かって頂ける施設や長期休み期間の一時預か
りの場が欲しい。(母親・小学6年生)
 子育てがしたくて働いていない主婦が悪いかのような最近の風潮はどうかと思う。10
年程前の公立幼稚園はちょうどいい感じだったのに、保育園も増えていないまま私
立と同じレベルにして結果働くママも主婦も困っている。(母親・小学4年生)

■ 鷹岡小学区
 子育て世代の就労時間がフルタイムで、児童クラブを利用しているが、子どもから、
指導員の方々の話を聞き、不安に思う事がある。市の方でどの程度、把握している
のか？また、指導を行ってもらえているのか？(母親・小学4年生)
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 インフルエンザの予防注射を学校や放課後まちセン等でやってほしい。仕事で行け
ない。有料でいいので。(母親・小学6年生)
 3人以上の子供を養育する家庭への住民税の減税や、保育料の見直し。(年が離れ
ると第3子でも満額かかってしまうところなど)(母親・小学1年生)
 病児保育、病後児保育を増やす、利用しやすくしてほしい。(母親・小学3年生)
 小学校の生活環境をととのえてほしい。都会に比べエアコンの設置率が低く熱中症
がこわい。保育料などを軽減する前にある程度の設備が必要だと思う。(母親・小学1
年生)
 教室が暑くて、寒すぎます。エアコンをつけて下さい。学校の変なきまりも無くして下
さい。(セーター、レギンスはだめ、うわぎ1枚までなど。寒くてふるえています。)(母
親・小学1年生)
 今、子供の意見より親の都合が優先されがちなので、多世代交流もしずらいと思い
ます。なので、学校行事などとからめて高齢者や年少者との交流を行うと良いかと思
いました。(母親・小学4年生)
 本題とは違ってしまうかもしれませんが…小学校の1クラスの人数をもっと減らして1
人1人に注意が行き届くようにしてほしい。(母親・小学6年生)
 子供達が安全で安心して過ごせる環境を市全体で作っていってほしい。(母親・小
学4年生)
 長期休み、(夏休み、冬休み等)だけの学童を作ってほしい。今の学童では、そういう
制度がない。(父親・小学4年生)

■ 天間小学区
 子育て世代にに対する身体的、精神的負担を減らしてほしい。班長や地域の活動
の役割をあまり子育て世代にまわさないでくれると助かります。もう少し余裕が出来る
時期まで待ってもらえれば…。(母親・不明)
 長期休みの学童のお昼ごはん。外注での注文ができるが、なかなか食べてくれない
ようです。正直、毎日作るのは大変。あと食中毒も心配。なにかよい方法は??(母親・
小学1年生)
 忙しかったストレスなどで家事がうまくいかない。人などに、安価で栄養バッチリのお
弁当の宅配サービスや、家事のお手伝いをしてくれる人がいたら助かります。(母親・
小学6年生)
 他の市では、無料でやっているものもあるので、無料にしてほしい。(医療など)(母
親・小学1年生)
 習い事の費用が以前に比べて、高くなっているので、1人いくらか支援してもらえると、
子供の才能も伸ばせると思う。(母親・小学4年生)
 祝日学童保育を作ってほしい。祝日は大型連休以外、全て仕事(通常稼働のため)。
(母親・小学1年生)

■ 丘小学区
 妊婦健診や出産準備などにとてもお金がかかるため、健診補助を増額したり、ベビ
ー用品に使える商品券などあったらとても嬉しい。(母親・小学1年生)
 長女が支援学級に通学していますが、税金の優遇など友人からの情報の方が参考
になっている感じがします。(父親・小学3年生)
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 保育園、幼稚園を増やしてほしい。手当をもっと充実してほしい。(色々な)(母親・小
学1年生)
 ・医療費無償化。 ・高校までの義務教育化で学力底上げに繋がる為。(母親・小学
3年生)
 母子家庭は収入に関係なく、医療費を助成してもらいたい。かかりたくてもかかる事
を悩むことが多い。(母親・小学1年生)
 正直、毎日忙しさに追われてどのような支援があるのかすら理解できていない。(母
親・小学1年生)
 公園を充実させてほしい。(母親・小学1年生)
 親、保護者が「働いているから」とか「働いてないから」ではなく色々な視点で考えて
頂ければと思います。小学生は長期休暇中、何かあると良いです。(母親・小学1年
生)
 3人以上いる子育て世代に金銭面でもっと支えてほしいと思う。(母親・小学3年生)
 3人目を全てタダにしてくれないと困る。年齢が離れているからという理由じゃおかし
い。産まない。不平等!!すぐにやってもらわないと困る。高校生くらいまで検討してく
れないと意味がない。(母親・小学6年生)
 引越しをして感じた事。学童保育の利用料が地域によって違う。安い所と高い所の
差が大きいので利用をやめた。(母親・小学4年生)
 医療費が500円で月4回診察できるのは良いと思います。(母親・小学4年生)
 子ども手当て増額。(父親・小学4年生)
 高校生になっても子ども受給者証を発行してもらえたのでとても助かってます。(母
親・小学4年生)
 問20に記入しました。(母親・小学4年生)
 支援金についての通知が遅く、聞いても(telしても)わからないと言われる。対象世帯
のみ連絡するとも言われるが自分が対象かどうか教えてもらえないのが不安です。
(母親・小学4年生)
 もう少し保育園の保育料を軽減してほしい。現状はどんどん値上がりしてしまってい
る。(母親・小学1年生)

■ 富士川一小学区
 保育料が高い。医療費の無償化。(母親・小学1年生)
 みどりの学校で、ふとんがあるにもかかわらず、クリーニング代をケチり、寝袋を買わ
せたり、幼稚園の卒園アルバムは、昔は、ぶ厚いアルバムプレゼントだったのに、う
すいものにかわり、個人写真もとらず、パウチの写真であまりにもひどすぎる。これで
よく支援しているといえるなと思う。金がないからと子どもに金をかけないというならば、
うちの子ども3人は、将来、富士市には、金をおとさない、みんな外へ行くことに決め
ている。老人に医りょうひ補助をだせばいい。病院に行かなければ金をやると。行き
すぎのものをやめさせることも必要ではないか。あと、学校にエアコンが入るそうです
が、冬も寒くてあかぎれになったり大変で、子供の体が冷えて、免疫力は落ち、細胞
もうまく働かなくなって、虐待しているとしか言いようがないので、冷暖房完備でお願
いしたいです。今の六年生は、社会科見学も行かず、行ったのは、スーパーマーケ
ットのみ、しかも2回も。静岡新聞社、登呂遺跡、工場見学も、行かず、もしかして、そ
ういうのもケチっているのでしょうか？富士市の教育はどうなっているのでしょうか？
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ずいぶんひどく感じます。(母親・不明)
 保育料を早く無償化してほしい。(母親・小学1年生)
 学校無料希望。子供がたくさんいるとお金がかかる。(母親・不明)
 園(私立)でかかる費用を統一してほしい。ムダにかかってる気がする。(母親・小学1
年生)
 保育料、学費の無料化。(母親・小学5年生)
 市の対策ではなかったらすみません。放課後児童クラブの利用時間(終了時間)がも
う少し長いと助かります。いつも仕事を定時で終わっても距離があるため終了時間ギ
リギリになってしまうのでもう少し長いといいなと思います。(母親・小学4年生)
 保育料が高すぎる。2人目、3人目と、もっと減額してほしい。(母親・小学4年生)
 おたふくの注射の補助。(母親・小学4年生)
 富士川の頃は、近くに児童館があり、安心して子供だけで遊びに行けたが、富士市
になりなくなってしまい、困っている。(その他・小学4年生)
 1人っ子のおうちと5人子供のいるおうち同じ支援はもとめていない。働いている人、
働いていない人、求めるものはちがう。そのおうちに合う子育て支援をしてもらいたい。
同じ市内なのに支援がちがうのもよくない。学童もその場所によっていいところいま
いちなところがあるときく。幼稚園も学区で行きたいところへいけなかったり私立だと
園長次第で大切な3年間をそこにあずけるというのは文句があって言いたくても、子
供に影響するから言えない。我が子は人質だと思う。中学生への支援もほしい。中
学生の親も子育て中。(母親・小学5年生)
 児童館の設置。(父親・小学5年生)
 もっと悩みを聞いて、導いてくれる相談する場がオープンだとよい。学校の先生も知
らないことがある。(母親・小学4年生)

■ 富士川二小学区
 左記ページにも述べましたが、子供に対しての多種サービスを希望します。(母親・
小学4年生)
 何があるかわからない。(母親・不明)
 保育料を無料にしてほしい。(母親・小学6年生)
 公立幼稚園から認定こども園に移行する際、事前説明もなどが全くなく話が進み、
地域の子どもの人数などの実態把握や地域の保護者の意見を聞くなどの動きが無
く、完全な事後報告だったことに強く不信感を覚えた。更に人数制限が実態にあっ
ておらず混乱を招いている。(母親・小学4年生)
 まちづくりセンターをもっと子供が使えるようにしてほしい。(児童館のような感じで。)
公園が少ない。(母親・小学4年生)
 低所得者家庭への支援をしてほしい。勉強など。(母親・小学4年生)
 保育料が高い。(母親・小学4年生)
 現状の市の支援対策を知らないので回答するのが難しいです。このアンケート自体
ピンと来ません。(母親・小学4年生)
 子供会は必要ない。親の負担が多くなるのでPTAのみにしてほしい。(母親・小学3
年生)
 小学生が自由に安心して過ごせる児童センターが近くにほしい。(母親・小学1年生)
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 ・特別何をしているのかよくわからない。 ・母子家庭などはよくわかるが両親がいる
家庭はよく見てもらえていない。他の市では夕方、子供食堂などやっているのでそう
いった事をやってほしい。共働き世帯では夕方忙しく子供と関わる時間がかぎられ
ているので子供食堂などあると助かります。(母親・小学6年生)

■ 地区不明
 発達障害の子の親が改まって話し合える場がほしい。またそういう子の親が気軽に
相談できるよな場を作ってほしい。(母親・小学4年生)
 多胎児(双子、三つ子など)手当てを作ってほしい。(母親・小学4年生)
 多胎児(双子、三つ子など)手当てを作ってほしい。(母親・小学4年生)
 支援対策で成功している県を他の県で教えて下さい。(母親・不明)
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■ 吉原小学区
 広報でのイベント欄で親子で楽しめそうなイベントに何かかわいいスタンプのようなイ
ラストがあるとわかりやすいなと思います。(母親・小学4年生)
 富士市ホームページの情報量を市役所でもらえるのと同等にして欲しい。更新も定
期的に。(父親・小学1年生)
 泣いている子供さんを公園で保護した事があります。お宅まで送りましたが、だれも
おらず、20時までお預りして、連絡をまちましたが、なかったので再度送りました。ま
だ1年生の子でしたし、「1人で待つのは、イヤだ」と泣きそうで、1人で置いてくるのが
とてもかわいそうでした。そういう場には、どうすれば良いのでしょうか？役所は日曜
やってないですよね。日曜にも通じる子供の緊急時れんらくダイヤルなどを設けて下
さい。ぜひお願いします。(母親・小学5年生)
 紙よりも、ネットやモバイルでの情報提供をして欲しい。(母親・小学2年生)
 今、幼稚園からたくさんチラシをもらってくるのでそこで把握してる感じです。小学校
でももっと遊べるイベントチラシの配布があったらいいなあ。(母親・小学1年生)
 イベントが終了後に知る事が多い。イベント前にどんなイベントがどこで行うのか知り
たい。(母親・小学4年生)

■ 伝法小学区
 情報が不足していると思われます。よろしくお願いいたします。(母親・小学4年生)
 イベントなどの情報。(母親・小学4年生)
 まちづくりセンターで行われている講座を口コミで知って受けていました。知らない
方も多いので、HP等で紹介していると情報を知る事が出来ると思います。(母親・小
学6年生)
 放課後子ども教室の存在をこのアンケートで初めて知りました。(母親・小学4年生)
 市のHPにもう少し子育てに関することが書かれていると良い。(日常的に行ける施設
やお店など…。)(母親・小学4年生)
 放送でいうとわかるかも。インフルとか。夏だけではなく年中欲しい。(母親・不明)

■ 広見小学区
 LINE等アプリで情報発信してもらえるとうれしいです。(母親・小学4年生)
 学校を通して頂くと良いです。(母親・小学1年生)

■ 大淵一小学区
 みんなが必ず情報をキャッチできるようにしてほしい。(母親・小学4年生)
 自主サークルなど、子供対象の講座で何があるのか知りたいです。(母親・小学4年
生)
 子供手当ての資料の中に、市で行っている内容の用紙を入れてほしい。(回覧板が
まわってこない為。)(父親・小学1年生)
 学校のプリントやマチコミ等で発信してもらえるとわかりやすいと思います。(母親・小
学1年生)
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 子供向けイベント情報がたくさん知りたいです。(どこで情報提供していますか？)(母
親・小学1年生)
 市が子育てに関してどのような事をしているのかわからない事が多い。学校にエアコ
ンを設置する際も、富士市はどうなっているのかネットで調べたが出てこなかった。
小さい子供だけでなく、小学校や中学校に関わる事も、もっと発信してほしい。(母
親・小学3年生)
 不審者のアプリ。近くの学校の事は情報が入ってくるが、他の地区へ習い事に出掛
けることもあるので、他の地区、富士地区の情報がほしい。(母親・小学1年生)
 市からの情報提供があっても、知らずにいたり、内容についてよくわかっていないこ
とが多いのが現状です。(母親・小学5年生)

■ 大淵二小学区
 毎日忙しくて、あまり情報にふれていないため、実際どのようになっているのかわかり
ません。(母親・不明)

■ 今泉小学区
 フィランセで実施の集団予防接種、歯科検診、絵本のプレゼント等はとてもよいと感
じていました。継続してほしいです。(母親・小学1年生)
 人々に伝わっていないと思う。もっと伝わるようにしてほしい。知っても利用したいと
思えるようなものにすべきだと思う。(母親・小学3年生)
 施設のOPEN、CLOSE、混雑状況などアプリなどで一覧でわかると利用しやすいと
思う。(母親・小学4年生)
 よくわからない。(母親・小学4年生)
 アプリがあると便利。(母親・小学1年生)

■ 原田小学区
 アプリにしてほしい。(母親・小学1年生)
 うちの子達は、人見知り場所見知りがひどかったので、あまり利用しませんでした。一
人目がとても難しい子でイライラもひどく、幼稚園へ入るまでは話を聞いてくれる人を
(グチ、辛いこと)求めて、いろいろ行きました。夜泣きがひどく、1時間おきに泣き、お
っぱいや抱っこをする生活が2才半まで続き、朝まで寝るようになったのは5才でした。
とんでもない人見知りで、散歩も公園もできず、預けるなんてもっての外でした。相談
しても、そのうち寝るようになる、や大変だねと言われるだけで、私は同情、共感して
ほしいのではなく助けてほしいんだと思っていました。今でも、自分でよく乗り越えた
と思いますし、どんな解決法があったか分かりません。虐待してしまのでは、と自分
が怖かったです。それでもかわいそうで預けることができなかった自分のせいなので
しょうが、自分の求めるサービスや話し相手がいないと感じ本当に辛かったです。マ
マ友などは、みんな楽な一般的な育児を大変だと言っていて、そういう子供がうらや
ましく、自分の子が嫌いになって、なんで私の子だけこんななんだと思ってしまうので、
会わなくなりました。そんな風に苦しんでいるママがいたら、みんな大変、一緒だよ、
ではなく大変な子もいる、大変すぎる経験や大変な子の例を聞かせてあげたり、そ
れだけママが好きなんだから頑張ってではなく、手抜きやこと離れるすすめをしてあ
げてほしいです。その後、2人の子ができました。二人目は発達グレーゾーンですが、
それでも自分の子がはじめてかわいいと思えて、私も大変すぎない子ならかわいい
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と思える母だったんだとほっとしました。本当に子供はかわいくて、何人でもほしいと
今は思います。(母親・小学4年生)
 発達障害や不登校に対する支援をもっとわかりやすく検索できるようにしてほしい。
また、気軽に相談できる窓口が学校以外にもほしい。(母親・小学6年生)
 もっとわかりやすくしてほしい。目につかない。(母親・小学4年生)
 ネットなど活用していると思うが自分で調べようと思わないと出てこない。情報が埋も
れやすい。(父親・小学6年生)

■ 吉永一小学区
 あんまり情報じたい分からない。(母親・小学4年生)
 facebookなどSNSで発信してくれて利用しています。(母親・小学1年生)
 LINEなどの公式アプリがあると、子育て情報が取得しやすくいいと思う。(定期的に
配信してくれたり。)(母親・小学1年生)

■ 富士見台小学区
 市のHPでの公開など。(母親・小学6年生)
 「広報ふじ」のように「子育て情報」の冊子があるといいなと思います。(母親・小学1年
生)
 市の広報より、学校をとおして、そういう情報がほしい。富士見台の市営の広報は配
ってもらえない時があって、見落としていた時がいくつもあった。(母親・小学4年生)
 他の市に比べて情報共有をする場が少ない様に感じます。SNS、同月齢、年齢の子
供が交流できる場が増え、情報をつかみやすくしていただけたらと思います。(母親・
小学4年生)
 講座募集の黄色い冊子がわかりやすくて良い。(母親・小学1年生)
 思春期以降のなやみなど相談できる場がほしいです。小さい頃の相談(療育センタ
ーなど)は、しやすいが、大きくなってからは、どこに相談するのかわからないです。
(母親・小学5年生)
 子育てに関するイベントなどの一覧が見られるサイトやアプリがあると助かると思いま
した。(母親・小学1年生)

■ 神戸小学区
 ホームページの充実。(父親・小学1年生)
 みんなが見やすく手軽に見れる方法をとってほしい。(母親・小学1年生)

■ 吉永二小学区
 児童クラブについてのアンケートも、今回のようにクラブでなく市へ提出する形にして
ほしい。(母親・小学4年生)
 広報ふじなどの冊子にされるとすみずみまで読んだりしない。回覧板や保育園・学
校からのお便りの方がしっかり読んでいる。(母親・小学2年生)
 仕事をしているため、放課後の子どもの過ごし方に不安を感じるので、情報を色々
教えてほしい。(母親・小学1年生)
 富士宮市のようにアプリで配信して欲しい。(母親・小学4年生)
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■ 青葉台小学区
 学校でもっと配布してほしい。(母親・小学3年生)
 情報が伝わってこない事が多いので、学校でお知らせ等配けたり、アプリ等あるとわ
かりやすい。(母親・小学4年生)
 スマートフォン率が高いのでアプリなどでもっと配付して欲しい。町づくりセンターま
で行くのが大変なので、その方が助かる。(母親・小学4年生)
 広報ふじに、情報冊子をはさんだりして、もっときちんと定期的に情報が届くとよいの
に、と思ったことがある。(母親・小学4年生)

■ 元吉原小学区
 市内のどこでいつイベントがあるか分かるウェブサイトやアプリがあるとうれしいです。
(母親・小学4年生)
 わかりやすく、全てを広報ふじで。(母親・小学4年生)
 問い合せないとわからない情報が多いと感じます。(母親・小学1年生)
 各種手続き等HPの内容をわかりやすくしてほしい。(母親・小学1年生)
 イベント情報がわからない。幼稚園の時の様に、プリントでもたせてほしい。沼津の
幼稚園だと富士のイベント情報がこない。(母親・小学3年生)
 どこに何を相談してよいかわからない。(母親・小学1年生)

■ 須津小学区
 情報提供を何でやっているのかわからないので、まとめた物が欲しい。(母親・小学5
年生)
 火災情報や不審者情報のように発信してもらえると良いかも。(母親・小学4年生)
 インターネットを使って、市の子育ての情報を提供してもらえるといいです。(母親・小
学4年生)
 任意接種の要望注射の情報を市でまとめてもらえると助かります。(特にインフルエン
ザ）(母親・小学1年生)

■ 東小学区
 アプリ、メルマガなどあったらいいなと思います。(母親・小学4年生)

■ 富士一小学区
 インターネットをあまり利用していないので広報での情報提供しかしりません。(母親・
小学3年生)
 情報提供方法→何でやってますか??知りませんが??(母親・小学5年生)
 子供のイベントなどアプリやメール配信などしてもらえると出掛ける事が増えそう。(母
親・小学1年生)
 市内の医療機関マップが配布されるとありがたい。(母親・小学4年生)
 アプリなどで、もっと気軽にアクセスできると良いと思う。(母親・小学4年生)
 情報の提供が必要な所に伝わっていないと思います。(母親・小学4年生)
 よく分からない。(母親・小学4年生)
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 小学生になってからの子育ての情報提供は何をしているのかわかりずらい。(母親・
小学6年生)
 広報ふじの様な、市民全員に配られる冊子に定期で一緒にとじて配ってはどうです
か。子育て世代でなくとも、目を通してもらい、安全対策等をみんなでやっていけば
良いと思う。(母親・小学4年生)
 学校経由で、子供に手渡ししてもらえると各家庭に確実に届くのではないかと思いま
す。(母親・小学4年生)

■ 富士中央小学区
 広報ふじには載っていないイベントは多くあります。富士・富士宮のイベントを多く取
り上げたチラシが欲しいです。(母親・小学4年生)
 喘息の子が多いと思うので、もっとその事実をしっかり伝えて、リスクがある子どもを
かかりつけ医とかがフォローできるようなマニュアル、(増悪時の入院体制等)あれば
いいと思います。※中央病院にかかっていても基本AMしかやってないので気軽に
みてもらえるわけではなく悪化させてしまう。近くの病院に行ってしまうことが自分自
身、周囲にも多いです。それでは意味ないです。でも他でみてもらいたいと言いたい
けど、発作起きて入院が必要となったら困るから、保険として通ってます。(母親・小
学5年生)
 都度配信されたり、前の情報が分かりやすく見れる様にしてほしい。(母親・小学3年
生)
 ペーパーレスの方が良いと思う。(母親・小学1年生)

■ 岩松小学区
 子どもの成長過程にあった情報が調べられるサイトや子育てに関わる祖父母向けに
今の子育て情報を発信できるものがあるといい。(母親・小学5年生)
 アプリなどをつくってもらえたら。(母親・小学4年生)
 何をいつやっているかほとんどわからない。もっと明確に月間カレンダーなどにして
ほしい!!(母親・小学1年生)
 「はぐくむ」のような、必要性の高い情報誌の配布はとてもありがたいです。初めての
子供を持つと、子供の遊び場の細かい情報があるとうれしいです。(毎日行く、近所
の公園や、支援センターの特徴をまとめたものがあると、生活の幅や日々の出会い
が増えるのではないでしょうか?)(母親・小学1年生)
 放課後子ども教室?ってあるんですか?どんなところかわかりませんが、老人～子供ま
で集めって勉強したり遊んだり出来る所が近くにあったらいいな～とは思います。(母
親・小学4年生)
 よくわからないので、小児科など混んでいるので病院の待合室など長く待っている所
に貼ったりしては? 返信用封筒が厚みがあり資源がもったいないのでこのアンケー
ト票を記入後、付属テープ等で上下2ヶ所止めて提出してみては?(アンケートを取る
ことはいい事だと思います。)(母親・小学4年生)
 働くお母さんが増えてる中で安価で子供を安心して預ける所を増やしてほしい。(母
親・小学4年生)
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■ 岩松北小学区
 学校と連携して情報提供してほしい。(母親・不明)
 各施設ごとにイベント情報を提供するのではなく、一括してより多くの施設をまたい
で簡単にチェックできるような、一括イベント表示カレンダーがあると良い。(母親・小
学1年生)
 子育て支援利用者の声、体験談の情報を提供してほしい。(母親・小学1年生)
 情報は自らかなり求めないと入ってこないという事を知りました。(母親・小学4年生)
 保育園の先生が人手不足で、もう少し、お給料を払ってあげてほしい。という様な事
を誰に申し上げてよいのかさえわからない。(母親・小学4年生)
 生活の状況が変わるために、各手当て等の計算方法を知りたくて市へ電話したとこ
ろ、「そうやってうまくやりくりしようと考えるのはやめてください」と言われた。生活して
いく上で、何がいくらかかるようになるのか知りたいと言っているのに、頭ごなしにそ
んな事を言われ、情報の提供もありませんでした。(母親・小学4年生)
 もっとわかりやすく気軽に。(母親・小学4年生)
 外国語（ポルトガル語）で情報提供を多くしてほしい(母親・小学5年生)

■ 富士南小学区
 ②と同じく現状もあまりよくわかっていない。自分の時間がないので、広報をゆっくり
見たりインターネットで調べたりする余裕がない。(母親・不明)
 説明記述がわかりずらい。例などをあげた説明方法など工夫してほしい。(父親・不
明)
 もう少し、わかりやすく、いつでも見れるようにしてくれるといいです。(母親・小学6年
生)
 アプリがほしいです。(母親・小学6年生)
 フィランセだけでなくショッピングモールやコンビニにも置いて欲しい。(母親・小学4
年生)
 アプリの様な気軽に簡単に(時間の合間)専用サイト(口コミが閲覧できる)があるとい
い。(母親・小学1年生)

■ 田子浦小学区
 学校の健康診断で届く、「医療機械を受診して下さい」のお便りについて、何科に見
てもらえばいいのか分からない時がありました。その内容について、きちんと検査等
をしてもらえる医療機関を、お便りが届く時に教えてほしいです。うちの場合、かかり
つけ医で問題なしとされ、その後も他の医療機関に問合せしても問題なし。2年かけ
てきちんと検査してもらえる病院にたどりつきました。もっと早く教えてもらっていれば
色々な面で助かったと思います。(母親・小学4年生)
 子育て情報を1つの冊子にまとめているのはとても良いと思う。もっと情報をふやして
(病院・公園など)子育て世代全てに配布してほしい。(母親・小学4年生)
 子供が多いと予防接種が誰がどこまで打ったか、母子手帳だけではよくわからなくな
ってしまうので、表みたいなので定期的にそういうのが開示できて送ってくれるサー
ビスなどがあると助かる。(母親・小学1年生)
 よくわからない。(母親・小学1年生)
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 子ども1人につき、小学生位まで、相談にのってくれる、市の子育てアドバイザーなど
がいてくれるといいなと思う。現状むずかしいでしょうけど…。(母親・小学3年生)
 もう少し、わかりやすく、いつでも見れるようにしてくれるといいです。学校を通してで
も、親にも分かりやすく情報がほしいです。(母親・小学3年生)

■ 富士二小学区
 富士市全体でアプリを使って、子供が集まりそうなイベント(ふじさんめっせ、中央公
園、その他公園、港など)広報してほしい。(母親・小学1年生)
 アプリなどで情報提供があると良いなと思う。(母親・小学1年生)
 市子連とか子供会とか入学時にでも説明が欲しい。あまりにも地区ごとで情報の差
がありすぎ。(母親・小学4年生)
 よくも悪くも…。お役所的で外国の人や時間のない人にはタイミングを逃したり知ら
なかったりしていると思います。あとわかりづらいと感じます。(母親・小学6年生)
 子育ては小さい年齢だけが対象になりがちになっている様に感じますが、大きくなれ
ばなっただけお金のかかり方も食費もかかり、かかる分、その家庭の収入に左右され、
母親もパートなど働く人が増えます。そのため理想と現実があからさまになります。今
回6年生の子が中学校に入学しますが、バザーなどもおこなっていますが、もっとま
ちづくりやスーパーなどでも不要になった中学用品、将来は高校の用品など随時受
付け、中古品として提供してもらえるようなコミニュティーがほしいと思いました。私達
のように学年がかぶる家庭は(3年生と1年生)負担が多いです。そういう家庭への支
援などはほしいです。じゃなければ、お金が大変で産めません。(南中はジャージな
どの変更があったので頂きものなどがない世代です。)(母親・不明)
 幼稚園や学校からも情報を得られると分かりやすい。(母親・不明)
 公報紙だけでなく健診時や就園、就学時にもいろいろな情報を提供してほしい。(母
親・小学4年生)

■ 鷹岡小学区
 分かりやすく広報して下さい。広報ふじを毎回見ていますが、イマイチ分かりません。
(母親・小学1年生)
 インターネットFBなど。(母親・小学4年生)
 SNSでの配信。(母親・小学4年生)

■ 天間小学区
 色々なサービスや情報誌があってもそれを知らない人のが多い。大人が出入りする
所にもっとサービスの告知などをしてほしいです。(母親・小学6年生)
 「HPや広報を見なければ分からない」ではなく、フリーペーパーなどのように気軽に
手に取ってみれる冊子が毎月各家庭に届くといいと思う。もっと、こまかな情報をの
せてほしい。(母親・小学1年生)

■ 丘小学区
 アプリなどあればいい。(母親・小学1年生)
 マイドゥーやふじのように子育て用フリーペーパーみたいな物で、イベント、習い事、
学校ごとのページなど入った情報誌があったら便利です。(父親・小学3年生)
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 働いている方達の為に、企業に情報を渡して、企業内で情報提供してくれると助か
ります。(母親・小学1年生)
 アプリで市内の皆さんで自由に話せたらいいと思います。(母親・小学4年生)
 補助金が出る時は広報ふじに小さく掲載するのではなく、大々的に知らせてもらい
たいです。申請忘れのないように。(母親・小学4年生)
 現在どのような方法で提供されているか知らない。(母親・小学1年生)

■ 富士川一小学区
 情報を提供しているだけで子育て支援しているというのはおかしい。問題解決を望
んでいると思うので、訪問するとか相談にのり、また、手助けなど、家事全般サービス
を実施すべき。(母親・不明)
 回覧板がまわってこない家では情報が入りづらいのでポストに入ってくるチラシみた
いな方法だと多少は良いのかなぁと思う。(母親・小学6年生)
 現在、どのようにして情報提供されているのか、知らない。(母親・小学1年生)
 どう提供しているのかしらない。(母親・小学4年生)
 小学生では、もっと学校を通して子育てに役立つ情報を流してほしい。先生も共有
したほうがよいと思う。(母親・小学4年生)

■ 富士川二小学区
 広報や学校からのおたよりで提供を増やしてほしい。(母親・小学4年生)
 アプリがあるといい。(母親・不明)
 わかりづらいと思います。(母親・小学4年生)
 アプリなど情報が配信されれば手軽でよいと思います。(母親・小学4年生)
 本当に困ったのは4年前。いろいろな事で市役所に伺いました。保育園の事、子育
ての事、これからの事。冷たい目というより無関心さに仕事とはいえもう少し寄り添っ
て頂きたかった。保育課の年齢いった方には今も思う。（女性）冷たかった。本当に
困っている時にどこへ行って聞いたら良いのかさえもわからずにいた。未来課か何
か?名は変わってもなにも中身はかわっていないと思う。(その他・小学3年生)
 自分からでなく、小学校やこども園など通して情報を提供していただけるとありがた
いです。(母親・小学1年生)

■ 地区不明
 アプリ・LINEを使った情報提供をしてほしい。(回答者不明・不明)
 情報があまりないように感じます。市のSNSで提供してもらえるとありがたいです。(母
親・不明)
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