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１．地域における子育ての支援 

 （１）保育所、幼稚園、学校等（就学前 89 件、小学生 27 件） 
（内容）一時預かり、病児等保育、休日保育、こども園、保育所、幼稚園、 

学校、放課後児童クラブ、ファミリーサポート・事業、その他 

 

【大分市（就学前児童保護者）13 件】 

 

◆ これから子供がもう少し成長して仕事に復帰するにあたって、保育所（幼稚園）が自分の希

望するところに入られるかとても心配です。安心して通わせられる施設がたくさんできること

を願っています。 

 

◆ 保育園を増やすことも大切ですが、保育の質はそれ以上に大事です。 

 

◆ 転勤族なので、近くに親族もなく、保育園が利用できないと、認可外の保育料が高い施設し

かない。収入を増やしたいのに払う金額が高すぎて意味がない。 

 

◆ 公立幼稚園の 2年制化がもっとすすんでもらいたい。上の子は現在 11 歳でこの子が幼稚園

に行っているころから現在下の子に至るまで署名活動が行われている割にあまり進んでいる

ように思えない。他県と比べてみても、1年保育が主流の公立幼稚園というのはなかなかない

のではないか。小学生以下の医療費の見直しをしてもらいたい。いつも病院にかかるわけでは

ないが、正直つらい時もある。（今の時期とか）500 円だと非常に助かる。公園が車で行かな

ければならないところにしかないので、近くにできるといいな。 

 

◆ とにかく、保育所を増やしてほしい。第２子を妊娠したが、入園申し込みの理由が妊娠出産

では入所はほぼ不可能と、役所の窓口および見学へ行った園から言われた。つわりがひどかっ

たのと切迫早産であるのとで子を入所させたかったが、入所させることができず、夫も仕事を

休みづらく、祖父母も近くにいないので、上の子の相手と対峙を正産期までおなかの中にいさ

せてあげることの両立がつらい。子育て満足度日本一とうたうくらいのであれば、保育所の新

設や現在あるものの規模の拡大などにもっと予算をあててほしい。私（母親）は現在育休中だ

が、復職時に保育所に預けることができず、退職せざるを得ないのではないかと不安。住まい

は大分市で勤務は佐伯市（県内で転勤あり）であるが、役所や周囲の人からは大分市の保育所

は空きがないから、佐伯市内の保育所に申し込んでお母さんが送迎するしかないかもねと言わ

れている。おかしいよなぁと思う。 
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◆ 現在、仕事を探しているが、求職中の状況では認可保育所への入所は厳しく、約一年ずっと

待機児童の状態になっている。無認可へ預ける余裕もないので、困っています。一時保育を利

用したくても、希望日に定員オーバー等で利用できないケースが多く、不満に感じています。 

 

◆ 認可の保育園などに第二子以降の子供が通っている時に、上の子が小学校に入学すると、第

二子は保育料が半額ではなくなりますが、それを変えてほしいです。第二子というのは変わら

ないので、免除があった方が子供が多くても安心できます。 

 

◆ 大分市の公立小中高幼にエアコンをつけてほしい。（気温が年々上昇しているのに子どもが

かわいそうだと思う。） 

 

◆ 限られた商業施設にしかおむつ替えスペースや授乳室がなく、いつも行き先が同じになって

いる。もう少し子供連れで行きやすい施設があるといいのにといつも思います。保育園に入れ

ないのも早急に対処してほしいです。一時保育でさえも断られてしまい、働くことはおろか、

リフレッシュもできず、思ったような子育てができていないのが現状です。子育てしにくいこ

の地域にとてもがっかりし、大分市から移住を考えています。周囲の子育て世代の方々からも

同じ意見を耳にしますので、少しでも今の状況が改善し、もう一人子供が欲しいなぁと思える

ような大分市へ変わってくれることを祈っています。 

 

◆ 希望する認可保育園にずっと待っても入れず、あきらめました。その分母親が仕事の時間を

調節しています。まずはその辺を改善して頂きたいです。 

 

◆ 市外の保育園に入園している子の保育料が銀行振り込みだが、引き落としにして欲しい。仕

事をしているから保育園に預けているのに、わざわざ休みをとって銀行の空いている時間に振

り込みに行かないといけないのはおかしい。 保育料が高い。もう少し補助してくれないと、

働いた分保育料にとられて働いている意味がない。 ホットクーポンのような物があると、高

額な予防接種にも使えて助かるが、金額が少ないので、すぐに使いおわってしまう。 出産し

た後、市のごみ袋をもらえるが、広げるのにくっついているしすぐに破れるので、もらっても

使いにくい。どうにかして欲しい。 

 

◆ 幼稚園入園前（入園式が 4月中旬のため）4 月の 2 週間ほど、預かり先を探すのにひと苦労

しました。仕事をしているため、3月までは認可保育園の一時預かりを利用していたのですが、

他の幼稚園の入園の決まっているこどもは 4月から利用できないと断られたので。こどももい

きなり違う園に行くととまどいがあるので、そこらへんの融通はきかせていただけたら、働く

ﾏﾏはたすかるのになと感じています。本当にどこもあいてなくて 2週間の預け先を探すのは大

変でした。 
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◆ 認可保育園に１歳の時から３年間申し込みをしていたが、全く入れず出産後仕事をしたくて

も預けられない状態であった。  

 

【大分市（小学生保護者）2件】 

 

◆ こども未来課の皆様へ。以前、子どものお友達関係の事で市役所の教育相談室を利用しまし

た。カウンセラーの方などが沢山話を聞いてくださり、とても心が軽くなりました。ありがと

うございました。子育ては楽しいですが、時にとても孤独になる事もあるので、地域全体が子

育てしやすい環境になりますようによろしくお願いします。 

 

◆ 同じ施設であずかって頂けるような場所があると女性も働きやすくなるかと思います。私も

再就職を考えましたが休暇中の子どもの事を考えるとえきません。子どもの通っている園でも

休暇中のあずかり希望の方が多くなかなかあずかりをお願いでいない状況です。（兄弟を別々

の場所にあずけるというのも大変になるので可能な限り同施設または同敷地であずかって頂

けるととてもありがたいです） 

 

【別府市（就学前児童保護者）9件】 

 

◆ 子供を預けたくても保育園は空いておらず、上の子が保育園に預けていたら、下の子はあま

りまたずに同じ所へスグに入れている様にあります。認可保育所でなくても数が増えるともっ

と困ってる人がはたらけるのでは？ 

 

◆ 現在子育てをしていくなかで、もっと便利に利用できるとうれしいものが、病児保育施設が

増えることだ。さらに、来年度の学童を利用しようと思い、申請したら、待機児童となりまし

た。フルタイムで働こうと思っている矢先のことで、ひとり親で周りに親もいない状況で、大

変困っています。子育てをしやすい県にしていくためには、まだまだ上記のことなど早急に取

り組んでほしいことがたくさんあります。 

 

◆ 父親、母親共に大分が地元ではありません。お互いに働いているといざというときの支援が

どうなっているのか不安です。現在、待機児童なので保育園サービス等の拡充に期待していま

す。めざせ、子育て応援県おおいた。 

 

◆ 子供を育てていくためには、お金がかかる。現実は働きたいと思っている人が多いのに、保

育園に入れない。小学生は児童クラブがいっぱいで入れない。そういった声をよく聞く。そう

いう声がある以上、対策をしっかりしていくべきではないのかと、ずっと思っています。何年

も変わっていない現実をもっと知るべきではないでしょうか。 
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◆ 別府市に住んでいるが病児保育所が１ヶ所しかなく定員に心もとない。ファミリーサポート

は安全面もあり、生後３ヶ月からしかみてもらえないが、上の子がいる場合、病院に連れて行

く時など低月齢な程連れて行きたくないのに、一緒に連れて行かなければいけないのが現実だ。 

 

◆ 保育園が入れなすぎる。母子家庭でも、4～5 回落ちた。4か月に 1回の母子手当。もらえる

だけでもありがたいが、4か月に 1 回ではなく、年金と同じように 2 か月に 1回にしてもらえ

るともっとありがたい。母子はお金が病院などかからなく、恵まれているとは思うが、子供を

育てるのはすごい出費が。父がいる家庭でも厳しいこの世の中、母子はもっと厳しい。育休中

の方が保育園（認可）に子供を預けれる意味がわからない。育休中は働いているのですか。家

で下の子のお世話をしつつ、上の子を見れませんか。見れますよね。その枠があけば、もう少

し保育園問題解決すると思う。不公平だと思う。仕事をしたくてもできない方、たくさんいま

す。 

 

◆ 希望の保育園に入れたいときにすぐ入れる体制やバスや電車などの利用の際のベビーカー

の乗り入れの時などのそれをしやすい環境、病児保育をしている事業所への支援などをしてい

ただいて、病児保育をしてくれるところが増えてほしい。園料が高い。 

 

◆ 夫婦共にフルタイムの家庭です。子どもを保育園に通わせています。毎日が慌ただしく、休

日は疲れて家で休む事が多いため、子育て支援サービス等、ある事は知っていても、利用する

方がかえってきついと思う事がありました。子どもが大きくなってからは児童館を利用するよ

うになりました。ただ感じた事は、保育園でも、他のお母さん方もみなさん仕事をしているた

め、みなさん忙しそうですし、休日もあまり地域のサービスを利用しないため、親子で休日遊

ぶ友人等を新しく作る事が意外と難しく、子どもに申し訳ないなと思っています。上記の事も

あり、保育園を卒園すると同時に私(母親)も退職する事にしました。これからは、もっと他の

お母さん方の支援(子どもへの経済的支援等)が進めばうれしいです。そして、お母さん方にも

っと心の余裕が出きて、楽しく育児や仕事に取り組めたら良いです。 

 

◆ 幼稚園、保育園を充実させてほしいです。保育園は 1年間入れませんでした。結果、幼稚園

（私立）の入園にしました。仕事をしていると都合のつかない時など不便な点もあるので、働

くままの応援をもっとしてほしいなと思います。 

 

【中津市（就学前児童保護者）13 件】 

 

◆ 希望する保育園への入園が難しい。休職（育休）の場合、復帰時期が決まっている為。園の

空きを待つことができないので、遠くの保育園に入れたり、希望と異なる保育園に預けなけれ

ばならない。「働く女性」や「少子化」を考えるならば、もう少しなんとかして欲しい。 
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◆ 現在は幼稚園に通っており、必要な時に延長保育を当日すぐにお願いできる状況ですが、未

就園（0～3歳）の時に、母親の体調不良や歯医者に行きたいなどの理由で一時預かり保育を

利用したくても、近所の保育園の受け入れはほぼ不可能でした。受け入れ枠はほとんどパート

をされている方の子供さんでいっぱいでした。しかも預けるとなると、実際に預ける日の前に

2～3日慣らし保育に通わせなければならなくて、とても気軽に利用できるものではなかった

です。初めての育児で、一時預かりには事前に慣らし保育が必要とは知らなかったです。パン

フレットや事業説明の際にはお知らせしておくべきことだと思います。 

 

◆ 待機児童問題を早急に解決した方がよいと思います。一方、無認可の保育園は怖くて預けら

れないという声も沢山聞きます。また、無認可保育園で働いたことのある人からも責任をもっ

て面倒を見れる人数に超過しており、いつ事故がおこるかもしれないという話も聞きます。そ

れと公園等の子供が安心して遊べる場所を増やしてほしいです。また、雨の日は遊べるところ

が少なく、室内施設を増やしてほしいです。 

 

◆ 私立幼稚園が少なすぎるので増やしてほしい。公立には行かせたくないけど、私立も選ぶほ

どなさすぎるので人気の所が多くなり入園できない。 

 

◆ 病児保育施設を増やしてほしいのと、利用価格の引き下げをお願いしたいです。手続きがな

かなか大変なので、もう少し工夫を。 

 

◆ 中津市の子育て支援はおそまつです。認可保育園に入れたくても簡単に入れず。私は専業主

婦です。専業主婦が子育てをすると２４Ｈつきっきりです。そこで一時預かりを知り、中津市

認可保育所の一時預かりもしているところへ連絡、面接までたどりつく園は２ヶ所のみ。一人

で子育てするとどれだけ疲れるのか。病気に母がなるとどんなに大変か知らんのかって感じで

す。一時預かり可としているうそついてる園は不可にして。相当対応悪いです。子育て支援セ

ンターの先生、ママはぐちをきいてほしいのに先輩のようなものいい、逆にストレスです。あ

まり家のことパパの仕事や出身地きかれたくなさそうな方にもぐいぐい聞いています。見てい

て不快です。福岡県へ住居を変えるので安心ですが他の方がかわいそうなので。ちなみに一時

預かり可の園でもずっと２Ｈ預かりがつづいたり、まともに月１２日預かってくれる園は第五

保育所だけです。あんまりです。２Ｈで母の具合は良くなるのか、ばかみたい。本音です。第

五保育所はママの体調気づかってくれ助かった唯一の場所でした。 

 

◆ 家でテレビやパソコンを見ることが多いので、放課後に安全を確保された状態で遊べる施設

があれば有難いです。 
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◆ 中津市は病児保育の施設が不衛生に感じる。預けるしかないが、少しの不安がある。保育園

の「自宅保育」は良い悪いがわからない。親も仕事でのストレス、家事でのストレスは抱えて

いるもので、休みの日は家でと半強制とかの考えはどうなのかと思っている。他は、家族で一

緒にできる活動が平日ももっと増えてほしい。土日以外の休みの両親もいると思うので。天体

観測、ヨガ等。 

 

◆ 待機児童減らしてください。長男の時は３年待ち、結果職場の園へ入れた。園が無いと働き

たくても働けない。金がないから子供が貧困になる。 

 

◆ 子供を預ける施設・保育園を増やしてもらいたい。二人目ができても早く預けないと希望す

る保育園に入ることができない。検診も子供の人数が多いので、小さい子を連れて待つのは大

変。せめて何か所かの校区別に分けてもらいたい。無理かもしれないが。発達に遅れのある子

供や親が遊んだり、話したりできる会みたいなのがあるといいと思う。なかなか情報がはいっ

てこないので、いろんな親御さんの話が聞きたい。保育園・幼稚園・学校のこととか。仕事を

している方もいるので、土曜とかにしてもらえると助かるかと思います。 

 

◆ 自分は子供を育てるのに恵まれた環境に今はあるので、なかなか良い策が浮かびませんが、

先日テレビで 3 歳から義務教育をといった内容の提案を見ました。保育士の地位、給与が上が

れば保育士になる人も増えてといった内容だったと思います。大分県も義務教育とはいかなく

てもそれに近い状態にするとか。保育士を公務員扱いすると地位・給与も上がってよいのでは。 

 

◆ 幼稚園（公立）に入園を希望しているが、朝が８時３０分からと、１人で登園などできない

のに父母の勤務時間を無視したような形になっていて困ってます。 

 

◆ 中津市の子育て支援はとても充実していると感じています。児童館も沢山あり、公園もあっ

て、子どもが安心して遊べる場所があることは、子育て世帯にとってはとてもありがたいこと

です。幼稚園に通いだしたらあまり利用することがなくなるかもしれませんが、夏期、冬期休

暇の際などにも就園児や就学児が利用しやすいイベントなども今後増えていくと嬉しいなと

思います。 

 

【中津市（小学生保護者）4件】 

 

◆ 小学校への洋式トイレの設置を進めてほしい。 

 

◆ 学童保育を市の運営にしてほしい。学校の規模にあわせ、学童の希望者を受け入れられるよ

うにしてほしいです。入れる人数が少なすぎると思います。 
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◆ 自分はもう子どもが大きいので考えがちがうかもしれませんが、私は子どもが小さい時は自

分でみたかったので仕事もせず、３人育てました。やはり経済的に苦しかったですが、何とか

やりくりをしてきました。サークルの仲間と助け合いながら子どもを育て、今は３人とも心の

落ち着いた芯のある子どもに育ってくれました。自分が小さい時から向き合ってきたからとは

言いませんが、やはり母親とのふれ合いの時間、安心感、そして祖父母の協力は、経済的に苦

しくてもこれはお金にかえられない価値があったのかもしれません。今は色々とお金のかかる

時代で、母親も働かざるをえない状況が多いので、保育所問題、児童クラブ問題があまりにも

急にここ数年であがってきたように思います。ただ思うのは自分の子が小さい時よりは、今は

支援がめぐまれていると思います。母親（父親）をせめるつもりはありませんが、あまりにも

行政に子育てをおしつけているように思えてなりません。若い父親・母親の意識のちがい（世

代間）の問題、事務所への理解がそのバランスがうまくとれたらよいのですが、むずかしいで

すね。私は専業主婦で小さい子３人を見てましたが、主人の職場に女性が育休をとると、結局

男性に仕事の負担がいき、主人が忙しくなり、専業主婦の自分に３人の子育てがかかってきま

した。こんな負のローテンションも知っててほしいです。子ども、現在、高２、中３、小６。 

 

◆ 第二子出産時、市外（実家出産）で短期の保育所利用が出来るとありがたいと思いました。

無許可保育園を利用する選択になるので、認可保育園でも市内外を問わず短期利用が出来ると

良いと思います。 

 

【日田市（就学前児童保護者）5件】 

 

◆ 日田市内に病児保育施設がすぐに必要。労働力が足りず、若者が県外に流出している今、女

性（主婦層）の労働力が必要不可欠。子どもが病気した時の預け先がないことが、女性の仕事

復帰をさまたげる一番の原因。病児保育施設があれば、女性も働きやすくなる。 

 

◆ 保育園の料金が高すぎます。半額（第２子以降）とかになると助かります。学童の先生の質

が悪い（教員免許を持ってる人をやとうべき）学童の預かり時間をのばしてほしい。 

 

◆ 引越してきたばかりでよくわからないことが多いです。市内の施設（幼稚園）全てが認定こ

ども園になっていて、充実していると思いました。 

 

◆ 子育てしやすい環境をお願いします。特に保育所、預けるところがなければ働けません。 

 

 

 



8 

 

◆ 問 4 に関連することですが、我が家では子供が生まれて現在まで、保護者抜きで子供を祖父

母に預けたことは 5回くらいしかありません。うち 3回は 5歳になってから、そのほか生後 1

か月くらいの時、買い物時の寒さ対策の為 1時間くらいです。その大きな理由は祖母が 0 歳の

子供にはちみつを与えると良いと言ってきたことです。それは与えたらだめなものだとハッキ

リ伝え、分かったということでしたが、少し経ってまたはちみつを与えると良いと言われ、主

人と相談し、基本的に祖父母宅に子供を一人で預けることはやめるという方針に決めました。

私の実家は遠方で、気軽に頼れず、近所の祖母を頼りにできたらどんなに救われたかと思いま

すが、初めての育児でいろいろと自分なりに子供の為になることを考え実行してきた私として

は、預けて子供に何かあったらという恐怖心が当時はとても強く、全然主人以外の人の力は借

りられませんでした。はちみつを与えても良い年齢になってからも、子供が自分で YES、NO

が言えるまで、祖母に預けることが出来ず、ようやく最近預けても良いかなと思えることも出

てきましたが、第二子が生まれてもきっと同じようにすると思います。上記のことから、保護

者の緊急時に保育施設での一時保育をもう少し柔軟に利用できるようになれば良いと心から

思います。ファミリーサポートは研修を受けた人が行っているとはいえ、他人の目がない所に

わが子を預けることは無理なので、利用したくないです。・子育て支援センターに初めて行っ

たとき、スタッフの先生に第一声、「初めてですよね、誰かと待ち合わせ？」と言われたこと

をつらく感じました。知り合いがいないから仲間を探しに、作りにやっと勇気を出して一歩外

に出てきた人がいるかも、という視点も持ってほしいです。・個人的な考えとして、普段の子

育てに関する支援施策についてはおおむね充実していると思います。ですが、保護者や子供が

困っている時の支援、サービスが充実していない面があり、育児に対する不安があります。医

療、特に夜間の小児医療に関して、日田市の済生会は救急車しか受け入れないので、実質あま

り受け皿になってもらえているように感じません。一時預かりも「保護者の病気等」で利用可

能だが、事前申請が必要、と言われても、それでは利用できないに等しいと感じます。しかも

通園を開始したら、通園している園以外では基本的に一時預かり不可、通園している園は同じ

く一時預かりに事前申し込みが必要で、開所日も保育園より少ない。主人が休日出勤で私が高

熱の中、預け先がなく、でも開いている保育園はあって、この矛盾は何だと感じることが何度

もありました。普段支援してもらえることももちろん大事ですが、困っている時に助けてもら

う手段が少ないと安心して子育てはできないと感じます。 

 

【日田市（小学生保護者）4件】 

 

◆ 日田市に住んでいますが、友人に聞くと、大分市や別府市など人口の多い市町村ばかりが子

育てしやすい環境のように思います。公園など整備されている所も少なく、小学生の子どもの

遊ぶところはありません。アパートの駐車場で住民の車に気をつけて遊んだり、家の中で遊ん

だりしています。公園など子どもがのびのび育つ環境の整備などに力を入れてほしいです。 
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◆ 中学校のスクールバスの件ですが、同じルートで小学校の時は乗れたのに、中学校では乗れ

ないのはおかしいと思う。（中学生の兄弟の時）。１．５Km くらの道のりだが、イノシシ、サ

ルなどに追いかけられた事があり、個人で送迎しなければならず、仕事を早退したり働きづら

くなった。本当はフルタイムで働きたいが、他に送迎をする人がおらず上司からもいい顔をさ

れない。小学校の時は今まで乗れたのに（児童が増えて乗れない訳ではない）。子育て支援に

なっていないなと感じる。来年度は中学生になるので、この件はぜひとも教育委員会に提示し

てもらいたい。本当に困っています。 

 

◆ 子供が乳幼児の時は市の子育て支援に助けられて育児をしてきました。保育園の別棟で子育

て支援センターというのを聞いていて、親子共に友人を作ることができました。また、児童館

が土日み開いていたので、良く連れて行きました。ですが、当時は主人の車しかなかったので、

その場に行きたいけど交通の便も悪く（バスの便が少ない）連れて行けない事もありました。

幼稚園のようにお迎えのバスが回ってくれればなぁと思う事がありました。地区の公民館でも

子育て支援の行事が月に 1回はあり、それは自転車で通う事が出来ました。朝９時の開所に一

番のりでお世話になった事は本当に有難かったです。近くに祖父母もおらず、転勤で来ると同

時の初めての育児が地域に助けられた事に大変感謝しています。今は下の子も小 2 になり、支

援センターの現状はわかりませんがもっと充実しているのでは？と思います。 

 

◆ 公民館主催の行事、クラブ等で公民館の主事の方などの関わりがあるので、学校の帰り困っ

たことがあれば寄ったり、友達と遊ぶ時に公民館で勉強している子どもからよく聞きます。子

ども達が気軽に行ける事が良い。自分達が子どもの頃は、困ったら公民館に行く（寄る）など

考えたことがないです。主事や館長さんの人柄なども関係してくるとは思いますが、今すごく

助かっているし、感謝しているし、頼りにしています。 

 

【佐伯市（就学前児童保護者）15 件】 

 

◆ 佐伯市においては、子どもを預かる事業が十分にない フルタイムで働くのはほぼ不可能に

近い。田舎であるためか、職場の理解も乏しい。オムツかえや授乳のためのスペースがない。

玄関口であろう駅にもない。児童クラブの利用時間が短い。フルタイムではムリ。子育てに関

する情報も閉鎖的で伝わっていない。 

 

◆ 集計するのもたいへんな作業のことと思います。このアンケートがお役に立てていただけれ

ば幸いです。現時点の状況でいえば、職場復帰が好きなタイミングできるよう保育所の充実が

望ましいです。保育士さんの職場環境の改善（賃金等も含め）保育士の確保など保育所自体へ

の支援を各市町村ができるようになると良いと思います。 
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◆ 保育園の先生方は、自分の休憩時やプライベートを削って子供たちのために色々な準備をし

てくださっています。もっと優遇してあげてほしい。県内でも市町村で子育ての優遇に格差が

ある。子供の貧困につながるのではないだろうか？子供の施策は県内、国内統一してお金のあ

る町、ない町関係なく優遇してあげてほしい。返信用封筒とアンケート用紙の大きさが見合っ

てない。封筒を大きくするか、用紙をもっと薄くしたりするかしてほしい。この厚さで、３つ

折りはしんどい。 

 

◆ 現在、核家族が多いです。兄弟姉妹子供も少なく赤ちゃんを見たり世話したり、年配の方と

過ごす時間も少なく感じます。それだけに出産していざ子育てとなると子供の世話をどうした

らよいのかとまどいや年をとった親族とのかかわり方に不安を抱く方もすくなくないのでは

と思います。今、保育所だけ老人施設だけではなく、子供から年配の方まで一緒に過ごせる場

所があってもよいと思います。私事ですが、近所に（歩いて行ける距離）での公園があればよ

いと思います。（準工業地域では難しいのですか）子供がいながら（隣の部屋で遊ばせられた

り）短時間の仕事・アルバイトができたり保育所入所までの時間数がいかないまでほんの数時

間行ける時にできる施設・職場があればと感じました。子育て少し落ち着いたら就労サービス

があるなど、顔と顔を合わせる機会、子育てで孤立するのではなく社会とつながる流れを作れ

ると良いなと思います。 

 

◆ 学童（児童クラブ）の環境整理、人材の育成（先生の）希望します。 

 

◆ 保育士の人数を増やして、店員を増やして欲しい。保育料も助成金などで安くして欲しい。

男性の育児休暇を取得しやすい環境を作って欲しい。病児の為の預け先の充実、安く預けられ

るようなところがあって欲しい。子供が熱を出した時など、休むを取りやすい職場環境があっ

て欲しい。 

 

◆ 各市によって地域子育て支援拠点や児童館の中身や内容に大きな差があると感じることが

あるので、子供の遊ぶ場や内容にもう少し統一感や同じようなサービスをどの市でも受けられ

るといいと思います。 

 

◆ 佐伯市では小児の医療費への助成があり、大変助かっています。児童館でのサークル活動な

ども大変ありがたいものでした。最近これがあればと思うのは雨天や週末にも利用できる施設

です。ゲームセンターの中のキッズコーナーなどはありますが、あまり子供達を連れて行くの

は気が進みません。（料金とういう意味ではなく、コインゲームやガチャガチャなどさせたく

ないからです）。ホルトホールの様な施設がもう少し身近にあったらなあと思います。あと、

田舎なので自然はあるのですが、安心して遊ばせられる公園が意外と近くにありません。歩い

て行ける距離にあると理想です。 
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◆ 児童館や、保育所の園庭開放など田舎にしては多い方だと感じています（佐伯市）。ただ、

なんとなく入りづらいというか、私の様に人見知りで入っていけない方も多いと思います（１

人で行くには勇気がいります）。理想的だなーと思うのは小倉にある「元気の森」「こどもの館」

は 300 円ほどお金はかかりますが、中は広く遊具も充実していて、雨の日でも利用できるし、

スタッフの方もいるので安心だなと感じました。年間パスもあるようです。あそこまでの規模

でなくても、誰でも入りやすくて休日も利用できる施設があるとすごく良いなと思います。児

童館や園庭開放は平日だけで父親はなかなか参加できないので。検討してくださるとありがた

いです。 

 

◆ 保育園に入れないという声を多く聞きますが、定員に対して、保育士の数が足りないのが現

況です。保育士の資格を持っている方も働かず、復職していないという話をよく聞きます。ま

ずは保育施設の充実を考える前に、先生方の確保と待遇も国が十分に考えるべきだと思います。

入所に関しても、優先順位を考える際には、役所が十分に家族構成や環境を考える中で、決め

るべきです。生年月日できめてしまうのは、あまりに不利になってしまうことがあると思いま

す。早く生まれた順というのも十分わかりますが、本当に仕事がしたくてもできない方が沢山

いらっしゃるので。 

 

◆ 地域の子供が少なくなっています。積極的に統合などを行って複式学級ができないような取

り組みをしてほしいです。校区をなくしてもらえれば、自由に学校も選べます。 

 

◆ 保育所を増やすのも大切ですが、小学校・幼稚園になると放課後の児童クラブに通わせるこ

とになるのですが、平日は夕方 6時まで預かってもらえるのですが、土曜日はお昼 12 時まで

しか預かってもらえないので、仕事の時間を短縮せざるをえません。なんとかしていただけな

いでしょうか。お願いします。 

 

◆ 大分に住んで 3年ですが、この自然環境は子育てするのにとても良いと思っています。住ん

でみて大分が大好きになりました。親が近居でない家庭が子供を預けられるサービスがあると

よいなと思います。または学校行事など、親が近居でなくても無理なく参加できる時間や内容

だと転勤族やＩターンの家庭も助かるだろうと思います。また現在佐伯に住んでいますが、子

供さんが 3人、4人、5人と多いお家がたくさんで、びっくりすると同時に納得しています。

「子育て満足度日本一」はあながち夢ではないと思います。医療費や幼稚園就学の助成などす

ばらしいと思います。大分のすばらしい歴史、食べ物、自然など教育に取り入れ、子供達に教

えることで郷土に誇りを持ち、ここでまた家庭を持つ子供が増えるのではと思います。難しい

面もあるでしょうが「子育て満足度日本一」ぜひ実現して頂きたいです。 
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◆ 保育園に行かせたいけど、私自身が仕事をしていないので申込すらできない。仕事をしてい

ないから、その他の支援を受けるのも何か申し訳なくて気が引ける。公園などにも子供と一緒

に行くことがありますが、他のﾏﾏさんと仲良くなれるような事もなく。子供に対しても申し訳

なくて。少し強制的に参加するような機会があるといいなと思います。あとは仕事をしていな

くても子供をあずけられるようになると良いなと思います。保育園が増えてほしい。 

 

◆ 保育所の利用時間について、標準、短期と別れることになりました。標準時間帯で預ける方々

はよいのですが、短時間保育（8 時間）で保育所を利用する場合、わざわざ役所にかけあって

保育時間を決めるのではなく、保育所と利用者が話し合い、直接決めることが良いと感じます。

年中労働時間が変わらないのであれば、その必要はないかもしれませんが、ある時期が忙しい

仕事をしている方々などは保育時間帯あを自分たちの仕事の都合で変えられなければ、大変困

ることになります。労働者の仕事の都合に合わせて、短時間保育の時間の設定を行えるように

してほしいと思っています。 

 

【佐伯市（小学生保護者）3件】 

 

◆ いきすぎた支援は親子の間の溝をつくることもあると思いますので子育てとは？どんなも

のか独身の時に考えるチャンスがあればその前提でその後の結婚生活もイメージできるよう

になるのではないでしょうか？核家族で育った世代が親世代となってその点が欠らくしてい

る気がします。地域にあった支援を考えていく必要があると思います。 

 

 

◆ 子供が病気で学校に行けない時に仕事を休めない為、家で仕方なく留守番させているのだが、

心配でならない。病児保育とかをもっと充実させてほしい。小学生とかの子育て支援をもっと

して欲しい。幼児には受けれるサービスを小学生とかにも拡充して欲しい。母子家庭なので、

放課後デイサービス等を利用したいのだが、料金が高すぎて利用できない。スポーツとか習い

事を子供は望むが、金銭的にも送り迎えの問題があり出来ない。平日等、他の友達が習い事等

で、遊べない為、かわいそうに感じる。もっと気軽にスポーツ等の活動が出来たらと思う。 
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◆ 今、子どもは不登校間際で学校に 2.3 時間行っています。原因はわかりませんが、学校とも

話し合いを重ねなんとか休まずに、1日 1回しは学校に行けています。自分の子がこのような

状態になって気づいたのですが、現在不登校、登校しぶり、教室になじめない子が多いと思い

ました。父親だけでなく母親もパートフルタイムで仕事をする世の中になり、やはり子どもと

のスキンシップが足りなかったのかと思う時もあります。祖父母になじむ子であれば大丈夫な

のでしょうが親というものは子にとって大きな存在なので私自身ももう少し接する方法を考

えればよかったのかと思ったりもします。ただ、現在学校でもスクールカウンセラーの先生や

グリーンプラザなど受け入れてくれるというか子どもの居場所をつくってくれているのはと

てもありがたく思います。今通っている学校は人数が多いです。うちは 3年生の途中からクラ

スに入れなくなったのですが、3年 4年生は心のケアも大切な時期です。1.2 年の 4クラスか

ら 3年は 3クラスになり、1 クラスの人数もふえます。それだけが原因ではありませんが、ほ

どよい人数、先生（大人）の目の行きとどく人数だと子ども先生に親しめてよいのではないで

しょうか。うちはありがたくも先生方によく相談にのってもらえているので、いいのですが先

生達の体も心配です。勉強がわからずに、学校に行けなくなる子、ちょっとした言葉のかんち

がい（うけとり方）で行けなくなる子いると思います。その時にすぐに勉強をみてあげられた

り（きめ細やかな指導のできる）、仲なおりができたり、”気づいてあげれる”ことも、子ども

たちに安心感をもたせ、登校へのきっかけになるのではないかと思います。そのためにも 1

クラスの人数を大人の目のとどく人数にしてほしいです。あと、発達障害の診断はでていない

ものの勉強についていけない、友人とのコミュニケーションを上手にとれないグレーゾーンの

子も多いと思います。とても微妙な立場で場合によっては居場所がなくなることも登校不安を

強くすると思います。そのような子に対する居場所（クラスをもうけるなど）のかく保、あと

先生のかく保をお願いしたいです。中学生になってからでは子どもがよけいに引きこもりにな

りやすく遅すぎます。小学校の間に社会になじめる環境をつくっていただきたく思います。 

 

【臼杵市（就学前児童保護者）4件】 

 

◆ 各月齢の検診にかかる時間の短縮希望（2時間近くかかります。もう少し効率よく進めてほ

しい）・主婦でも働ける職場、働きやすさ、充実してほしい。・公園や、児童館はたくさんあり

ます。気軽に利用出来、子育て（特に小さい子が兄弟にいると）しやすいです。母親も外に出

られて気分転換になります。・子育て支援カフェやサークルはとても充実していると思います。

子育てしやすいです。保育園や幼稚園もあまり待たずに入所しやすいのも子育てする上で安心

です。・一般開放している園はありがたいです。足を運びやすいし、自然と子どもも慣れてき

ます。子どもをあづけることが罪悪感でしたが先生や周りが、ママの元気が 1 番、預けても何

も悪く感じる必要ないといわれ、心がほっとした。逆にもっと子どもと接していこうと思った。 
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◆ 双子で生まれてきて１０ヶ月頃から保育園に預けて仕事復帰しようと、当時住んでいた大分

市の支所へ保育園の事を聞きに行くと「双子で別々の保育園ではだめですか？」や「無認可園

をおすすめします。」と双子の入る枠がないと厳しく言われ、自分で園へ見学に行き、事情を

お話しして何とか入園しました。その後、年子で３人目の妊娠が分かり、上２人もまだまだ手

がかかるので何とか継続して園で預かってもらえないかと相談に行くも、結局退園となり、体

調不良もかさなり実家のある臼杵市へ引っ越しました。大分市の窓口で言われた「双子はどう

しても難しい」「双子はムリ」という言葉はすごく厳しいと思いましたし、聞きに行くと、そ

んなことも知らないのかという空気がとても嫌でした。なので現在も夫と別居という形で臼杵

市に住んでいますが、大分市に戻って保育園の手続きを考えたくもありません。友人もかなり

市外へ引っ越した、引っ越すというのも聞くし、市役所での対応について同じようなことを言

っている方が多いです。忙しいのも、難しいのも分かりますが、もうすこし伝え方や聞き方を

考えて頂けるとうれしかったです。（双子などでは無認可だとかなりの金額がかかる事も理解

頂きたいです）臼杵市では柔軟に対応して頂き、相談をして、一時保育から本入園となり、第

３子も現在通園させて頂いています。人口がちがうのも分かるのですが、、、私だけでなく、周

りのほとんどが言っていた事なので、この機会に書かせて頂きました。長々とすみませんでし

た。 

 

◆ 病児保育をもっと増やしてほしいです。保育料の減額。（今は母子なので無料ですが、いず

れ結婚することがあったとき、保育料が高いので結婚について考えてしまいます）保育園の園

服や通園カバンがとにかく高いので、もっと安くしてほしいです。二人いると金額も二倍にな

るので。 

 

◆ そもそもこのアンケートの趣旨がいまいち理解できない。これ書いて何かに反映されるのか。

ただ調査しただけで実態把握しただけで、終わりませんか。「子育て満足度日本一」は難しい

と思います。うちは夫婦共に自営なんですけど、自営って育児休業とかできないんですよね。

休めば休めるけどその間の収入なくなるし。そこのところは考えないのでしょうか（企業に勤

めている人だけではないですよ）。幸いうちは、出産時は制度のある会社にいたので育児休業

とれました。あと休日の一時預かりや病児保育も利用したいけど、利用できる範囲に施設がな

いし。そういう施設を市中心部とかではなく町村単位で利用できるようにしてほしい。 

 

 

【臼杵市（小学生保護者）2件】 

 

◆ 子どもだけを預かる施設ではなく、幅広い年代が一緒に利用できる富山型（テレビで見たと

思うので、このネーミングだったか自信はありませんが）の施設、設備が取り入れられると、

よいのではないかと考えます。 
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◆ 人数の少ない学校の先生は大人数みれない先生が来るんでしょうか？1学年 10 人もいない

のにそれでもしっかり担任をできないのは問題ではないでしょうか？小さい小学校の問題に

も目を向けてみらいたいです。 

 

【津久見市（就学前児童保護者）2件】 

 

◆ 私の親は島に住んでいる為、日曜の仕事時は往復のお金をかけ来てくれます。でも毎週２千

円弱かかっているのでお金もバカになりません。日曜でも預かっていただける保育園が津久見

市にも欲しいです。遅いときは１８時までなので１９時くらいまであると助かります。 

 

◆ 一時預かりが不足していて、頼る人がいない家庭は特に困る。例えば、歯医者や病院等、１

～２時間でも助けてもらえるととてもありがたい。今は１日預けるサービスしかなく、となり

の臼杵や佐伯は短時間のサービスがあっても、市外の人は対象外となり、不便さをとても感じ

る。市や町にこだわらず県内大きくお互い助け合える環境を整えてもらいたい。 

 

【津久見市（小学生保護者）1件】 

 

◆ 市によって子育て政策に差があるのはおかしい（津久見市は子どもの医療費の補助は 6才ま

で）児童クラブも学校区の枠を超えて利用できるようにしてほしい（給食の有無、利用時間な

どで決めたいため）（津久見は学校区でしか利用できない）・廃校・空き教室など利用し色々な

ことをしてほしい。 

 

【竹田市（就学前児童保護者）4件】 

 

◆ 竹田の子育て広場をよく利用させていただきました。土日祝日がお休みなのが残念でした。

いつでも気軽に利用できる施設だとうれしいです。でもホッと一息つけて、少し気分が楽にな

れました。同じ子育てをする者同士、話をするだけで救われます。 

 

◆ 仕事復帰する際、保育園の預かり時間やならし保育などで意外と手がかかりました。保育園

からは「お子さんがまだ小さいので、、、お子さんの為に、、、」と言われなんだか仕事復帰して

預ける事に対して罪悪感がうまれた。でも仕事復帰しないと生活していけないし困りました。

母親の立場から、いられるものなら３才ぐらいまではずっとそばで見ていたいけど、仕事も復

帰しないとやっていけないしそれなりの立場もあるので、、、もっとスムーズに預けられたりで

きる様になれば、、、と思います。 
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◆ 大分市のこどもルームは他市民も利用できますか？もし利用できていない状況であれば利

用できるようにしてもらいたいです。 

 

◆ 放課後にこじかクラブに預けていますが、市内で地域によって利用料に大きな差があり、安

い方への選択もできるが、実際は迎えの時間等で一番近くを選択せざるをえない。市内で利用

料の統一をしてもらいたい。高学年になっていくと人数の都合上預けるのが厳しくなり利用は

難しい。放課後の数時間であれば、自宅での留守番ができるが、夏休みなど長期の休みには 1

日留守番をするにはまだ心配になる。しかし 4月から申し込みをし、普段は利用しなくても毎

月の利用料を払っていなければ長期の休みも利用することはできないので払うしかない。長期

休みだけの利用も受け付けしてほしい（長期休みには毎月の利用料にプラスされて利用料が高

くなる）。 

 

【豊後高田市（就学前児童保護者）１件】 

 

◆ 祝日や時間外保育（夕方 19 時程度まででも）できる保育所の増加（可能である利用中でな

い保育所でも問い合わせ時に嫌がられたため実際は利用しにくい。いつも利用している保育所

以外は頼みにくい）・夏休み、冬休み等に小学校などで利用できる児童館の充実・子ども食堂

が毎日ないので、代わりになるような配食サービス等、スーパーでも良いので弁当サービスな

ど。 

 

【杵築市（小学生保護者）2件】 

 

◆ 子供が小さい頃には子育て支援センターを利用していましたがずっと毎日来ているお母さ

んたちが牛耳っていて新しく入っていくのに苦労しました。 

 

◆ わが家は幸い自営業で同居家族も多いので子供が病気の時は仕事を休み看病できましたが

仕事が休めない方、一人親や預ける人が居ない方の為に病児保育施設を増やしてほしいです・

経済的な理由で塾等に通えない子供さんがいます。県や市町村の主催で学ぶ場所（豊後高田市

の様な）が増えるといいなと思います。出来れば小学生他にで放課後そのまま学べるというの

が理想です。 

 

【宇佐市（就学前児童保護者）6件】 

 

◆ 支援センターのような室内で遊べる施設を休日も開放している場所があると良い。（雨、寒

い時期など遊べる場所がないため）保育料２人目も全額免除してほしい。 
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◆ １才からは希望の保育園、こども園に入所できる環境を（育児休業を１才１ヵ月までを標準

とするか、こども園に１１ヵ月から入所できるようにした方が良い。最初の１ヵ月は「ならし

保育」で数時間ずつしか見てもらえないため、完全な仕事復帰は困難です）市役所担当者が保

育施設の実情をしっかり見て知る利用者から話を聞いて知る。又は実際の子育て世代（自分の

子を預けている人）を責任者にすること。『平等に』を重んじるあまりに、誰に対しても優し

くない子育て支援課になっていませんか？（保育園、こども園入園に関する手続きに改善すべ

き点が多すぎる決定時期がギリギリすぎる担当者が実情を解っていない）保育園・こども園と

病児保育と（有料やや高くても）一時預かりこの３つがあれば母は仕事を続けられます。一時

預かり（短時間）は母のリフレッシュのためにあるべきです。 

 

◆ 保育園数（定員）を増やしてほしいです。特に小学校の近くは、0 才児の定員は多くても、

1 才児の定員（2、3才児も）が少なくて困っています。あと、トワイライトステイ、ショート

ステイは病院の掲示板にはっていてほしいです。昨年、私（母親）が入院したとき、父、祖父

のみで面倒見ていましたが大変そうでした。病院関係者の人にも知っておいてほしいです。 

 

◆ 私は宇佐市に住んでいて２番目の子がこんど小１に上がりますが、小規模学校へ進学します。

（地区がそうだからですが）しかし、その６年後にはモンスター校（中学）に進学します。地

域でのとりくみとして、とても不安です。バランスがとれているのかどうか、不思議です。新

入生が１名で、学校の先生達からは入学していただかないと職員がへると言われましたが、子

供のためではないなあーと内心思っています。上の子の時も思っていましたが、上の子には一

緒に行く友達が居たので、まあなんとかなるのかなあと思って今の所通っていますが、中学に

上がる前にもう少しなにかできないのかなあと日々思っています。競争心や団体行動が苦手な

ので不安です。 

 

◆ 子育て中で一番困ったことはお互いの実家などに頼ることができず、夫婦２人で子育てをし

ているなか、どうしても用事などがあって一時保育をお願いした時に行事や人員の都合で一時

保育を断られたことが何度があった事です。田舎に住んでいるので民間の保育サービスなども

なく、本当に困ってしまったのでいつでも気軽に預けられる環境を整えていただければと願っ

ています。田舎は親子３代同居が当たり前とういう先入観を無くし、私たちのような他地域か

ら転入して暮らしている核家族もいるということを認識してほしい。 

 

◆ 第一子と第二子が同じ保育園に通えるような制度を整えてほしい。 
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【宇佐市（小学生保護者）1件】 

 

◆ 小さな子供を安心して預けられる信頼しあえる関係を持てる保育所、保育者がすくないよう

に感じます。特に市が運営されている園では園長先生が、保育まったく未経験の方で子供への

理解がなく、親も園では誰に相談したらいいのかなあ・・・って思う感じでした。もちろん素

敵な先生もいらっしゃいましたが・・・。市が保育にかかる関心がすくないと感じてしましま

す。他県で住んでいたことがありこちらへ来てびっくりしました。でも給食はいいいと思いま

す。 

 

【豊後大野市（就学前児童保護者）2件】 

 

◆ たくさんの支援、いつもありがたく受けさせてもらっています。特に子供たちはホルトホー

ルの児童館が大好きで大分の祖父母宅に行くときはよく利用させてもらっています。地元（豊

後大野市）でも児童館はよく利用しています。仕事が休みの土曜日、雨の日や外遊びには寒い

冬はよく利用しています。ホルトホールのように日曜日も開館してくれるといいなといつも思

っています。これからもありがたく利用させていただきます。 

 

◆ 今年就学で「小１の壁」に直面しています。保育園は充実していますが、小学校から児童ク

ラブまでの距離が遠く、一人では歩いて行けません。また 5時までと利用できる時間も短いの

で、仕事を辞めないといけないのかと考えます。「ワークライフバランス」「女性の社会参加」

といっても言葉ばかりだと感じます。小学校の間の子育て支援も充実させてほしいです。また、

田舎の子育て支援が子供の数が少ないからできない、しなくていいというのは言い訳に過ぎな

いと思います。 

 

【由布市（就学前児童保護者）5件】 

 

◆ 病児保育の場所が遠く大変です。 土・日・祝がお休みが当たり前の保育園や病院をどうに

かしてほしい。 土・日・祝お休みできる仕事の情報を教えてほしい。 公園を利用する時和

式トイレしかないとかオムツ替えスペースがない等が無い様にしてくれるとどこに行っても

安心して出かけることができます。 ひとり親家庭の保険証(受給資格証)？！・・・青色の紙

が色が違うのでやめてほしい。病院に行くたびに周りの人にも悟られてしまうので毎回嫌な思

いをします。たしかに病院等で支払いが違ってくるのを見分けるためかもしれませんが、かく

すこともしないでポンと置かれたり手渡されたりが嫌です。 

 

◆ 由布院町内で保育所を増やす、保育士を増やす、待機児童を減らす取り組みをお願いしたい

です。 
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◆ 保育所の待機児童問題がどこも深刻だと思います。保育所の関係者からよく耳にするのは、

保育士の賃金があまりにも低すぎるというものです。もっと働き手を増やすために、保育士の

賃金底上げを検討すべきではないかと思います。保育士を増やすことで、もっと待機児童が減

るのではないかと考えます。 

 

◆ 行政で色々な取り組みをしているとは思うが、市町村が広すぎて個々には十分対応できてい

ない。というか対応できないと思う。なので部落ごとで子供が遊べる場所、環境ができたり、

役所のスペースを利用して一時預かりができたらいいなと思います。特に子育てクーポンに関

しては一時預かりで利用したくても使えなかったので、保育園で預かれない時の対応をもう少

し考えてほしい。ファミリーサポーターでは知らいない人（面接があるのは知っている）に預

けるのは抵抗がある。近所に住んでいる人とかの場合、何かあった時にトラブルになったりし

ないかなど不安がある。なので役所スペースでファミリーサポーターが一時預かりしてくれた

方が利用しやすいです。公園が遠いので気軽に遊ばせる場所が少ない。 

 

◆ 由布市では子育て支援が充実しており、とても助かっています。特に児童館では、とても助

けていただいています。保険対応も。しかし、保育園の入園が困難、一時預かりも困難、ファ

ミリーサポートの支援も不足、ということがとても残念です。子育て世代が多く移住している

と聞いています。保育園を増やすこと、そして何よりも保育士さんへの対応を手厚くし、大切

にしていただきたいと思います。子育てを一緒に支えてくれる保育士さんは母親の大きな心の

支えになっています。安心して子供を産み、育てることができる環境づくりに必須、最重要な

存在です。母親が仕事で社会貢献できる場が増やせるか否かにおいても重要な項目だと思いま

す。どうか、県内の保育士さんを大切にしてください。よろしくお願いいたします。 

 

【由布市（小学生保護者）3件】 

 

◆ 現在育児休業をおえて復職していますが、保育所は定員いっぱいであずけられず祖父母にお

ねがいしています。祖父母の体調により仕事を休む事もあります。また、自分自身が保育士な

ので預かる側としての立場（思い）もわかります（保育所も子どもの定員ギリギリで、預けた

いお母さんの気持ちもわかりつつ）保育士の給料が安いのも現実です。認可・無認可にもかか

わらずある程度の手当が欲しいです（現在無認可園で働いています）おなじ保育士の資格を持

つ人も給料と仕事内容が見合わず違う職につく人が少なくありません。 

 

◆ 父母共に小売業勤務の為、土日祝、ＧＷ、盆、正月が仕事です。１９：００も過ぎます。近

くに祖父母もおらず、１人で留守番をしていました。児童館だけでは支援不足ですと思います。

（日・祝は休み、１９：００までのため）。各市に数ヶ所は３６５日、夜も対応する所が必要

です。（０歳～小６まで）。 
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◆ 病児保育が地元にないため、現在の居住地に引っ越してから利用が出来ないため仕事を休ま

ざるを得ない。病気の回復期などは、特に困る。母親が仕事を続けられるような環境が整わな

いと、大分県や由布市の掲げている「子育て満足度日本一」にそぐわない。この様な不満を持

つ人は職場にも多い。病児保育施設をぜひ由布市にも作ってほしい。 

 

【日出町（就学前児童保護者）6件】 

 

◆ 町立幼稚園の主任の息子へのいじめがひどい。最悪です。次男、三男を入園させたくない。

日出町は閉鎖的な年配者が変な実権を握っていてよくない。若い良い先生もつぶされてしまう。 

 

◆ 仕事を安心してするために、保育施設の拡充や病児保育の増設を希望します。 

 

◆ 保育園の充実化をお願いしたいです。日出町でも待機しており、遠くの保育園に預けていま

す。 

 

◆ 病児保育の施設が欲しい（あまり休むと仕事を辞めざるをえなくなるから）。病気になった

時、預かってくれないと、仕事が出来ない。今は無理を言って祖母に預かってもらっている。・

地域の労働条件の変更（日出町）。出産・育児のための休業、短時間制度等あるが、実際企業

自体ぎりぎりの人数でやっているところが多く、休業など到底できない。どちらも企業の主な

人がわかってくれていても、難しいのが現実。 

 

◆ 日出町に病児保育施設を作ってほしい。病児保育施設がないと安心して働くことができない。 

 

◆ 病児保育をしてくれる施設を作ってほしい（日出町にないので）・学童をもっと利用しやす

くしてほしい（長期休暇のみの利用とか）・日よう・祝日の保育園利用をしてほしい。 

 

【九重町（就学前児童保護者）2件】 

 

◆ 病児保育の充実を期待します。一時預かりの充実。感染症などの長期で休みを取らないとい

けない時の職場の環境。申し訳ないと思いながら休みを取る。有給は減るし出たい気持ちはあ

るが保育園に預けられない現実。育休中、産後６か月で上の子どもたちの保育園を退園しなけ

ればいけないという決まりは、確かに休んでいて末子を見ているから家で上の子達も一緒に育

児をという考えもわかるが、現実核家族だとなかなか大変で逆にゆっくりかかわってあげられ

る時間がない。外に連れて行ってあげるのも大変。平日に家の事をこなし土日ゆっくり関わっ

てあげたいと思う。仕事復帰と決まっているのであれば慣れた園生活を中断させることもない

のではと思う。 
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◆ 地域の方々が学童や子供中心の活動を積極的にしてくれているのでとてもありがたい。子ど

も園は人数が多いのでなかなか幼稚園での学びができているのか疑問に思う。先生達も人数が

多いので伝達が難しいように思う。 

 

 

【九重町（小学生保護者）2件】 

 

◆ 私は大分県内に引っこし出来た側ですが、地元の方に「大分県内の学校にはやらない方が良

い」と言われました。学校内で問題がおきた場合の対応がかなり悪いと。教育委員会自体もう

ごかないと聞いております。せっかく大分県内で子育てしてきて、学校がそんなだとやはり考

えます。未就学児までの育児支援は全国から見てもかなり良いのではと思います。実際助かり

ましたし、理解も深く、また子供が成長してからも気にかけていただけてます。 

 

◆ 小学生になってからの子育て支援が少ない。放課後児童クラブに関して、法律が改正されて

いるのに施策に反映されていない。放課後児童クラブの内容等の評価が分かりにくい→田舎の

為、選択肢がない。不満が多いが、仕方がなく預けているので、もっと質の向上できるように

努力して欲しい！！県の基準をきちんと決定して、小学生の子供が安全で安心して過ごせる放

課後児童クラブにしてほしい！！家出子供をみるのが当り前という様な雰囲気を地域に感じ

てしまうので、働く女性に対してポジティブなイメージが持てるようにしてほしい。住む地域

により、受けられる子育て支援にかたよりが出ないようにしてほしい。 

 

【玖珠町（就学前児童保護者）2件】 

 

◆ うちは夫が自営業なのですが、自営業の人は子どもを保育園に預ける際毎年民生委員の人に、

自分の家庭状況を話に行かなければいけない制度(？)がとても不快です。みず知らずの人に毎

年毎年どれだけ保育が必要なのか、どれだけ大変なのかを話しにわざわざ家まで伺うのは、ど

うにかしてほしいです。せめて電話で話しをして役場の方が民生委員の方に用紙をおくるなお、

少し制度を考えてほしいです。 

 

◆ 子育ては割としやすい環境ではありますが、保育園の中には仕事が休みの時（土曜日など）

に預かるのを嫌がられるのは困ります。地域で差はあるのでしょうが、日曜日など一緒にいる

時間もあるし、ゆっくり休みたい親も居ることも理解して欲しいです。親に直接伝えず、子供

に対して「土曜日は保育園に来ちゃダメよ」と言うのはどうなのかと、、、。保育園によって対

応が違うのも、、、。でも助かっていることもたくさんあります。 
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【玖珠町（小学生保護者）3件】 

 

◆ あまり田舎すぎると PTA 役員は必ずしなければいけないなど親の負担が大きい。学校へ通わ

すバス代が高い。通学時間が長い。近くに就職先がないので子供達は家から通えず遠方へ行く

かも。まずます人がいなくなると思います。 

 

◆ 私の住んでいる玖珠町には学童保育を行っている地域が４ヵ所あります。学校からの距離な

どを考慮した場合、すぐ行ける場所があるのですが、町立幼稚園の空き部屋を借りている為、

また低学年が多いため、この場所（地域だけ）だけ小学校３年生まで受け入れとなっています。

共働きである私達の家庭では全国的に６年生までの受け入れとなっているので、何とかならな

いだろうかという思いでいっぱいです。学校から１人で帰ることや１人で留守番というにも正

直心配です。学校の一部部屋の解放や公民館などの解放はできないものかと思います。行政の

方も消極的で「委託してあるこども園に任せてあるので」という返事。世の中、いろいろな事

件も起きていますので、何かあってからでは遅いのではと思います。保育園の待機児童もいま

すが、学童保育の待機児もいるのが現状で困っています。 

 

◆ 現在保育園に入所させる年の子供はいないが保育園が子ども園になって以降、現在あずけて

いる親子さんが預けにくくなった。それぞれの保育園が持っている良さがなくなった。と言う

のをよくききます。具体的にどこがとたずねられてもよくわからないのですが。多くの方がそ

う言うということは何か利用しにくい事があると思います。子供の少ない地域はその地域にあ

った利用のしかたがあったりして良いと思います。 
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 （２）その他の子育て支援サービス（就学前 12 件、小学生 7 件） 
（内容）孤立感の軽減、施設、授乳室等設備、拠点、行事、 

託児、情報、健診、その他 

 

【大分市（小学生保護者）1件】 

 

◆ 津久見市から大分市へ転入しました。県内であるのに子育て支援についての差があると実感

しています。各市町村の良い点を他市町村で取り入れる等県内全体でレベルアップしてほしい

と思います。何よりも母親支援を優先にお願いします。 

 

【別府市（就学前児童保護者）2件】 

 

◆ 高齢者ケアは介護保険の中で様々なサービスができていますが、子育て支援とうたわれはじ

めてから母子保健サービスの拡充はされてきましたが、実際に実質的なサービスは保育所しか

ないように感じます。待機児童も多い中、一時保育はせまき門のような印象です。ヘルパーや

ベビーシッターなど介護保険のように民間の活躍を支援してもらえたらと思います。すると母

親たちの雇用にもなると思います。 

 

◆ 子育てについて悩んだ時、今も市の電話相談を利用しています。乳児家庭訪問に来てくれた

方が親身に話を聞いてくれ、とても参考になるアドバイスをくれます。電話した後は心が軽く

なります。私の場合、母が近くにいるのですが、やはり相談できる人はたくさんいた方が良い

なあと思います。身内だと余計に心配されたりしたりするので・・・。児童館の事や知らなか

った色々な支援がある事に母になって驚きました。そういう面ではとても充実していると思い

ます。問題は昼間の子どもの預け先です。現在保育園に通わせていますが、急病のときなど、

呼び出しが多いので仕事場の上司にはあまり良い顔はされません。子どもの事は心配ですが、

微熱がある時等症状がおちついている時に預けれる病児保育園の数を増やしてほしいと思い

ます。 

 

【別府市（小学生保護者）2件】 

 

◆ 子育て世代は仕事もふんばり時です。子どもにしっかりを目を向けたいけど、家事も、仕事

も、女性（片親）は３ 足、４足のわらじをはきます。できれば、できる事ならば自分の子を

わざわざ他の人に支援してもらいたいとは思わ ないと思います。子どもを預ける支援も今の

ように一定程度は必要ですが、家事代行サービスか優遇制度を設けて親子で関わる時間を作れ

るように支援してほしい。 
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◆ 習い事をさせたいと思うが、家にいないので送迎が出来ないので、学校などでサークルの様

な習い事が放課後に受 けられたらいいと思う。例えば、週に１回、教室の１室を借りて「そ

ろばん教室」「書道」など、習えたらうれしい。 

 

【中津市（就学前児童保護者）1件】 

 

◆ 希望では３人子どもが欲しいと思っています。仕事や年齢の事を考えると２人が限界なよう

な気がします。職場に妊娠希望の人などがいると２人目を作る時期もためらってしまう。知人

に子どもが何年もできなくて悩んでいる夫婦がいるので、治療するのにもお金がかかるし、補

助みたいなのがあればなあと思います。子どもは今保育園に通わせているが、私の１年の育休

明けにフルタイムでの就労にもかかわらず、一度保留にされました。けっきょく、どんな家庭

が優先になるのか詳しく聞きたかったけど、納得のいく回答はもらえませんでした。少しモヤ

モヤ。一度仕事を辞めてしまうと出産後の再就職は難しいので、女性がもっと仕事と子育て両

立できるような（しやすいような）環境になってほしいです。 

 

【日田市（就学前児童保護者）2件】 

 

◆ 本当に必要な支援は形だけのもの（子育て支援何々など）ではなく、育てる上での不安を失

くす、せめて減らすことかと思います。産むまでは夢いっぱいでも、いざ子育てを始めると分

からないことだらけ（特に若い方）となり、誰に頼るのかも分からなくなりとなりがちかと。

本当に相談したいことは周りの人に打ち明けられなかったりします。人間関係も、経済面の不

安（将来的）も、誰しも抱えている心配事ですが、子育て中の母たちはせめて子どもを第一に

考えられるよう心身共に健康で安心して暮らせる社会であってほしいと思います。必要なのは、

継続的な心の支援と声かけではないでしょうか。すべての事業やサポートが一度きりにならな

いとよいと思います。母、子、共に存在を忘れられないことというのは大げさですが、声かけ

て終わりでは意味ないです。（例えば全戸訪問等） 

 

◆ 子育てをしていて感じることは、働いている母親向けの支援は充実しているということです。

ただそれぞれの家庭の都合で働いたり、働かなかったりとするのでどのような家庭に対しても

平等に支援してもらえるような施策をしてほしいと思います。 

 

【日田市（小学生保護者）1件】 

 

◆ 人口増加の為にはもっと支援が必要だと思う。１人子供を育てるのに１カ月５，０００円～

１０，０００円もらっても子供を産もうと思う若者がどれだけいるでしょうか？働く場所もそ

うですが、もっと色々と考えた方がよいと思います。 
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【臼杵市（就学前児童保護者）2件】 

 

◆ 子育ての充実のためにも、子供にかかる教育面でのサービスを考えて欲しいです。学校（公

立）での授業で、大学入学も考えられるような状況になって欲しいと思います。塾に行ったり、

習い事にお金がかかり、格差ができるような社会は改善されるべきと考えます。 

 

◆ 住んでいる地域の子育てについてはとても満足しているが、実際はフルタイムで仕事をして

いるため利用したことはない。働いている親向けの日曜日開催イベントなどあればいいなと思

う。 

 

【豊後高田市（就学前児童保護者）2件】 

 

◆ 子育てのアドバイスをしてほしい。ゆっくりあせらず子育てしたい。もう一人子供ほしいで

すが病気でまだうめず、でも二人目ほしいので支援対さくしてほしい。 

 

◆ こういうアンケートに答えて子育てにどういう要望が届くのか疑問でいっぱいです。良い方

向に変わっていかないから子供を産まない夫婦が増えていかないんだと思います。子供の未来

が明るくなるように思います。私たち、親が産んでよかったと思えるように市町村に支援して

頂けたら嬉しいです。 

 

【杵築市（就学前児童保護者）1件】 

 

◆ 雨の日に遊べる室内遊び場を杵築市内に作ってほしい。土曜日も支援センターを開放してほ

しい。 

 

【杵築市（小学生保護者）1件】 

 

◆ 各市町村人口はもちろん、子供の数が違い、またその市町村の中でも地区によって求められ

ている支援が違います。各地に銀行でいう支店のような団体をおき、その総合的なまとめを県

が取り行うという、間に入るグループ代表を置いて欲しいです。また学校のＰＴＡなどの場を

利用して、保護者と県の方々と話し、語れる場を持って頂きたいです。全部の要望を叶えるの

は難しいと思いますが、1つずつ実現して頂けることを願っています。ぜひ、我が子の通う学

校へ足を運んで頂き、現実を見て頂けたら、そして親達の声へ耳を傾けて頂けたらと思ってい

ます。私自身、学校のＰＴＡ副会長をしているので分かりやすいのですが、現代の日々の中で

昔と違う問題がすごく多いです。 
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【宇佐市（小学生保護者）1件】 

 

◆ 現在宛名のこの兄弟について、中津市の福祉施設に毎週通所中であるが、時間、経費（ガソ

リン代）等の問題もあるため、同様の施設を宇佐市内にも設けて欲しい。 

 

【豊後大野市（就学前児童保護者）1件】 

 

◆ 今より 4年前に大分市より犬飼町へ転入しました。来てすぐは近所に知り合いもなく、何を

するにも手探りな状態でしたが、保健師さんが下の子の新生児訪問に来てくださった際、「子

育て支援センターに行ってみたら、お友達がたくさんできるし、お母さんも育児の悩みとかを

相談出来たり、リフレッシュできますよ」と教えていただき、ここから私たち家族はたくさん

の方々に出会い、充実した育児生活を送ることができました。支援センターに行くと、近所に

はいない同年代の子どもさんがたくさんいて、年間を通してさまざまな行事があったり、親同

士でも子どもの気になるクセや病気、障害のことなど、心を開いて話せるほど仲良くなれて、

本当にありがたく感じています。（先生方は子どもがケンカした時も、どちらかを責めるよう

なこともせず、まずはどちらも言いたいことをしっかり聞いて、気持ちを受け止めてくださり、

スッと元通りの子どもたちに変わっていく様子は我が家でも実践してみようといつも勉強に

なります）こうした場所がこれからも永く大切にされて、私のようにここの土地に慣れていな

いご家族の方々の居心地の良い所としてあり続けてほしいと思います。 

 

【国東市（就学前児童保護者）1件】 

 

◆ 子育てとは直接関係ないかもしれませんが、子供がよく深夜に調子を崩すのですが、＃８０

００の相談時間外でどうすればいいのか途方に暮れた事が多々ありました。２４時間相談でき

る窓口を開設してもらいたいです。 

 

【九重町（小学生保護者）1件】 

 

◆ 個人的なことですが・・第二子出産後（1 才と 0才育児中）、ひきこもり育児をしてしまい

自分自身もツラかったし、今でも子ども達に申し訳なかったという罪悪感が消えません。性格

的に問題であると思いますが、児童館等になじめず、公の場に行こうという気持ちが芽生えな

かった為だと思います。こういう人達をひっぱりあげるのはムリかもしれませんが、そういう

人もいると気づいてもらえたら良いなと思います。 
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２．ワーク・ライフ・バランス 

 （１）職場環境、女性の就職等（就学前 25 件、小学生 1 件） 
（内容）夫の職場環境、妻の職場環境、女性の就職、産休・育休、その他 

 

【大分市（就学前児童保護者）9件】 

 

◆ 問 34 に記入したことが意見要望になります。女性は仕事・育児・家事全てをこなしている

のに父親は仕事が忙しいからといいわけができるようになっています。家事と一言で片づける

にはあまりにもたくさんのことが詰め込まれていると思います。買物・献立・料理・子供に食

べさせること・片づけ・寝かしつけ・風呂入れなど。全部がひとつひとつ大変なことなのです。

私は復帰して時間短縮で働いているので経済的に収入は減っていますが、主人は決まった額し

か入れないので、家庭内での格差はものすごいです。逆に主人は収入が上がったため保育園料

は一番高くなり、子供手当は減りました。私には何のメリットもないことばかりです。本当に

子供だけが得てよかったものです。 

 

◆ 私はフルタイムで仕事をしており、３人の子どもがいます。夕方も帰るのが遅くなり、祖父

母に世話になっています。子どもが中学生になるくらいまでは、正社員でも時短がつかえると

いいなと思います。うちの職場は３歳になるまで。女性が働くのと男性が働くのは違いがあり

ます。女性の方がどうしても負担が大きい。子育てをしながらフルタイムはけっこう大変です

が、身近に祖父母がいるのでなんとかやれていますが、もしいなければ仕事はムリだと思いま

す。その辺の制度をしっかりしてほしい。時短を使ってすみませんではなく、当たり前の世の

中にしてほしいです。あと、子どもは病気になりやすいので小学生くらいまでは医療費がただ

だとありがたいです。 

 

◆ 「子育て満足度日本一」をめざし、民間企業を引っ張っていくためにも、県や市で働く職員

が子育てと仕事をバランスよくすることができる制度を整えてほしい。公務員が「両立は無理」

と言っているようでは信用を得られないし、施策が浸透していかないと思う。 

 

◆ 子育てしている母親に職場(社会)はつめたく、病気などで休みづらい。 子どもがいるから

(小さい)と、他への就職がむずかしい。 お金がないので、子どもが次ほしくてもつくること

ができない。 子どもが入れる保育園が少ない。保育士さんの給料が少ないから仕事する人が

少ないのでは！！！！！！臨時職員の方々も！！！ 
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◆ 一般企業で働く者は公務員の方々のような体制は難しいと思います。長期的な休暇を取得し

ても、昇進・昇給などに影響が少ない企業は大企業くらいではないでしょうか。子供の為、家

庭の為に少しでも多く収入が得られるように日々休まずに仕事に取り組んでいます。育休を取

得出来たとしても、通常の給与の 100 パーセントは得られません。休んでいる間に会社でのポ

ジションを失うこともあるでしょう。行政の施策は理解できないわけではありませんが、考え

方のベースに「公務員しか不可能じゃないか」と思われることが多々あります。「少子化」の

原因もそのようなところにもあるのではないでしょうか。一般企業の人間は公務員の方々と異

なる点が多く、同様には考えられない現実があるという事実を理解していただきたく存じます。 

 

◆ 個人への支援はもちろん大切ですが、育休をとったり時短で働くことへのうしろめたさを軽

減するための事業所への支援をもっと手厚くしてほしいと思います。例えば育休、産休で不在

中や時短期間中は補助がでるなど。そうすれば休みを取る方も取られる方も安心してできると

思います。アンケートはある一定の方向に導かれているような印象を受けました。結婚、子育

てポジティブキャンペーンは初めて知りました。とにかく大分県、大分市のＨＰはみにくいの

ですごくよい取組。でも殆んど周知が広がらないので、もっと媒体を利用するべきだと思いま

す。 

 

◆ 施設等は充実している所が多く、それほど困ることはありません。それよりも、中小企業の

勤務のあり方について政策を行ってほしいと考えます。残業をしすぎる場合振替休日に振らせ

て、振休は取れないとういうのは、サービス残業と同じだと思います。有休に至っては全く取

得できません。子供が体調を崩しても必ず妻が休んで看病しないといけない状況です。夫の育

休なんて考えられないと思います。 

 

◆ 働ける環境があまりなく、保育園にも入れなくて困る。生活が大変なのに保険料など高く、

生活するのが大変。これでは将来子供が減ってしまうのもしょうがなく、自分なら産みたくな

いと思ってしまう。子育て支援ってなんだろうかと思っています。今は保育園を増やしてほし

いです。 

 

◆ 仕事に復帰しようと検討している段階ですが、急きょ、子供を預けなければならない状況を

考えると不安が大きいです。病児保育、ファミリーサポートセンターなどの存在は知っていま

すが、事前予約制、登録制などで前もってお願いしなければならないのはややフレキシブルで

はありません。自分が勤務する職場はもちろん夫の会社も子供の病気などで休みやすい環境を

作ってもらえることが何よりです。子供の病気と仕事の板挟みになっているお母さんは多いと

思います。 
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【大分市（小学生保護者）1件】 

 

◆ 県が内部で努力しても変わらないと思う。企業の経営者が変わらないと直接的な影響は私た

ちにはないと思います。 

 

【別府市（就学前児童保護者）3件】 

 

◆ 私は市関連で 10 年非常勤として働いてきました。契約期間もあと 1年ありましたが、子育

てと介護が重なり、移動を命じられましたが、勤務時間・日数ともに変更は認められず、辞め

ざるを得ませんでした。（月 16 日・フルタイム勤務を希望していましたが、21 日・5.5 時間の

勤務の部署へと言われた。介護や幼稚園行事などもあると説明したにも関わらず）公的機関（推

進する側なのに）がこのような扱いをするのに子育て支援、女性の活躍なんて無理だと思いま

す。女性の場合、子育ても介護もやらなければならないのに、そういったところでの支援が 1

つもないし、働くこともできない。もう 1 人希望していましたが、あきらめました。 

 

◆ 男性の賃金をあげ、専業主婦ができるようにしてほしい。外で働いて、家でも働いて、子供

にかかわる時間もほとんどなく、何のために子供を持ったのかわからない。子供にもっとゆっ

たりと関わりたい。「お母さんの愛を感じられるようにするべき」みたいなことを言われても、

その余裕がない。自分が教える時間もなければ、習い事に連れて行くこともできない。 

 

◆ 就業開始時間と終了時間を自由に設定できるフルタイム用のフレックス制を導入してほし

い。部分休業を取ると収入は減り、サービス残業や持ち帰りの仕事が増えるだけで損している。

職場での肩身も狭く、昇進にも悪影響だ。男性の根本的な考え方を正し、母親の仕事を尊重す

るような働きかけ（希望者ではやる気のある人しか集まらないので義務化）を望みます。 

 

【中津市（就学前児童保護者）1件】 

 

◆ 母親も外に出で仕事を出来るような短時間労働の求人がもう少し増えて欲しいです。(子育

て応援求人など・・・) 
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【日田市（就学前児童保護者）1件】 

 

◆ 国が、「女性の社会進出を」と推していますが、まだまだ環境は整っていないと思います。

子どもが病気になっても休みやすいかんじはありません。病児保育もまったく充実していませ

ん。待機児童の問題もまだあります。私自身はそんなに困ってはいませんが全国的には女性が

働きやすい時代ではありません。理想と現実がちがいすぎます。これからの未来は、今のこど

もたち・これからうまれてくる子どもたちが担っていかなくてはなりません。国の借金は増え、

取られる税金は増え、今後もらえるはずの年金はもらえなくなり、私たちは一体、誰のために、

何のために働いているのでしょうか？超高齢化社会、介護保険はもはや崩壊、子どもの数は減

る一方、支える側が少なくなり、支えられる側ばかりが増え、一体どんな未来が待っています

か？子どもは本当に宝です。そんな宝を、大切に育てたい、安心して育てたい、そのためには

収入がいる、働ける環境を整える・・・ふつうのことだと思います。税金をお給料にされてい

る方々、税金をもらって生活するだけの仕事をして下さい。たくさんの税金を得て、私腹を肥

やすだけでは意味がない。たくさんお金をもっている方々、どうかお金を使ってお金を回して

下さい！！本当はもっとできることがあるはず！！未来に希望をください！！ 

 

【佐伯市（就学前児童保護者）3件】 

 

◆ 3 人子供がいます。看護師をしていました。1人目の時は産休を取り 2 人目の時は子供の体

調で休むことも多く迷惑をかけると思い退職という形をとりました。2年後落ちついたのでパ

ートタイマーで病院に勤め、3 年後 3 人目の妊娠で退職しました。パートには産休という制度

がなく、退職という形を取らざるをえませんでした。3 人目の保育園を考え、申し込みをしま

したが、今から就職活動なので保育園の優先順位は下になってしまし、入園できるかどうかも

わかりません。入れるかわからないままぼんやりとした就職活動・・・。4月の入園は 12 月

に申し込みがあり、その時点で、4月に入れたとしても慣らし保育時に就職活動？保育園に入

ってすぐはいつも熱が出て呼び出される日々になり、この時期はどうしたらいいか本当にわか

らないし、いつも疑問に思います。 

 

◆ 仕事（フルタイム）をしながらの子育ての難しさを感じます。祖父母の協力なくしてゆっく

り子供と向き合える時間はなく、もちろん仕事もできません。職場の休み（有休）はあります

が、実際思うようにつかえていません。せめて 3才くらいまでは親子が十分に触れ合えるよう、

育休の制度を整えてほしいです。仕事をしながらも、休まなければならない休み（最低でも週

休 2日等）を作るなど定めて頂けると職場に遠慮なく休めると思います。ご検討宜しくお願い

します。 
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◆ 産前、産後の休暇をもう少し伸ばしてほしい。育休制度のない会社、又、パート・アルバイ

ト社員は産後 2 か月から労働しなければならないようになっており、近くに頼れる人がいる方

は良いが、頼れる人がいない方 （々シングルマザーや転勤族）は産後 2 か月からの労働は無理

だと思います。働く意思があっても、預ける場所がなければ、働くことができません。中心部

であれば、保育所でも産後 3 か月からというところもありますが、地方の保育所では産後 6

か月というところが多いです。中心部でも生後 3 か月からの保育ということになっているのに、

産後 2か月からの労働というのは無理があるのではないでしょうか。どうも矛盾しているので

はないかと感じてしまいます。改正して頂けるように、お願い申し上げます。 

 

【臼杵市（就学前児童保護者）1件】 

 

◆ 大分は子育てに恵まれていると感じます。特に臼杵は、支援拠点や家庭教育が充実しており、

子育てしやすく、他地域に引っ越した友人も臼杵は子育てしやすかったと言っています。3 人、

4 人出産する人がかなりいます。ただ仕事が少ない。田舎の悩みです。が、都会はマンション

の一角（一室）のようなところに無認可の保育所があったり、待機児童の問題や企業も 1 年半

の育児休暇を超えて保育所が見つからない場合は退職せざるを得ないなど（友人談）悲惨な状

況だそうです。そういった環境で育てるより、絶対にいい。心が豊かに育つはずです。人間の

基盤となる乳幼児期だからこそ、大切に、力を入れていきたいものです。これからも大分の子

育て支援を応援しています。 

 

【宇佐市（就学前児童保護者）3件】 

 

◆ 仕事と子育ての両立の推進に取り組む事業所への支援。ママたちは幼稚園・保育園に子供を

預けている平日昼間の短時間・扶養を外れないようになどを考えて仕事を探します。会社側も

人員不足のために条件にあうように考慮しますが、子供が小さいうちは病気や行事などがよく

あるので、急でも対応できるよう（ママが気兼ねなく休めるよう）余分に従業員を確保してお

かなくてはなりません。（祖父母と同居の方が昔と比べてとても少ないと思うので、やっぱり

ママに休んでもらうのが良いと思っています）子育て中のママ（小学校に上がる前くらいだけ

でも）や不妊治療中の方などを応援できる（仕事を都合に合わせるよう努力できる）会社に支

援してくれると助かります。子育てホットクーポン、ありがたかったです。 
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◆ 子供はかわいいのでまだ産みたいが、景気も悪いので出産するのも難しい。その上、産休は

あるが育休がないので妊娠すると会社をやめないといけないので、ふみきれない。子供がいる

うえで仕事を探すとなるとなかなか見つからず、やっと就労できたとしても、子供のことで仕

事を抜けたりするので、気を使わなければいけないので、どうしてものびのびと仕事ができな

い。 

 

◆ 3 人目の育休取得後、職場からの要望もありフルタイムからパートに変わりました。子供が

病気の時など休みやすいし、フルタイムよりは家事の時間に余裕ができ、大変よい反面、収入

が減るので困る面もある。私のように両親に子供を見てもらうのが難しい場合、子供の数が増

えるのに比例して難しくなると実感している。 

 

【豊後大野市（就学前児童保護者）1件】 

 

◆ 産休育休の制度はしっかり整っている会社なのに文句を言われたり、保育園から子供の体調

不良の連絡があっただけで文句を言われ、妊婦健診・短縮勤務で文句を言われてきた。妊娠中

も重たい荷物を持たされたりなどの仕打ちを受けてきた。妊娠・出産・子育ての大変さをもっ

と職場の方が理解してくれないことには仕事と子育ての両立は厳しい。子供が欲しくてもこれ

では作れません。 

 

【日出町（就学前児童保護者）1件】 

 

◆ 子育て支援というと、これまではわりと若い世代でまだ十分な収入がない親へ経済支援を手

厚くするようなものが、考えられていたと思いますが、晩婚化が進んでそれなりの収入はある

ものの、子供はまだ小さいのに職場で任される仕事の負担は多く、子育て中であるのに、遠距

離通勤を強いられたり、助っ人となるはずの祖父母が高齢で孫の世話が負担過重であったり、

もっといえば介護が必要な祖父母のもと、子育てもしなければならないという家庭もあるので

はないかと思います。子育てをしている人の立場や状況は様々ですし、社会変化も大きいので

様々な状況を現状を、しっかり把握していただいて、これからの子育て支援を考えていただけ

るとありがたいです。若くに子育てする人の悩みと年をとってから子育てする人の悩みは共通

するものもあれば異なるものもあります。私は教員をしていますが、仕事が多忙で自分の子供

と関わる時間が本当にもてません。平日は自分が帰宅した時間では子供はもうねているという

こともあります。学校の子供たちのことを考え、一生懸命働き、子供達の成長に喜びを感じま

すが、一方で自分の子供とまともに関わる暇もない生活に疑問を感じずにはいられません。日

本の、大分県の働く親たちの環境が少しでも、子供にとっても親にとっても、充実感の感じら

れる子育てができる状況に改善されることを強く願います。よろしくお願いします。 
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【玖珠町（就学前児童保護者）2件】 

 

◆ 母親も現在は仕事をする方が多い状況ですが、家庭において夫の仕事が不規則かつ緊急に呼

び出されたり家に居ないのがほとんどの状況の場合、なかなか母親も仕事で家を空け、子育て

も家事も一人で背負うのが厳しいという状況があることも知ってもらいたいです。そういう意

味で働いていないが育児に協力して頂ける場が玖珠町は少ないのが残念です。子育て広場がも

う少し増えてくれたらと思います。 

 

◆ 母親である私が臨時職員という立場の為有休数や看護休暇、産休、育休といったものが望め

ない。しかし子供の為にも経済的理由から働かなくてはならないし、それなのに子供の病気で

休めば少ない有休はすぐに使い切って欠勤扱いになってしまう。また、4月から保育所に預け

たいが、3 月で仕事が終わりの為、役所には勤務証明が出せない。まだまだ子育て中の母が働

きにくい状態はあるかもしれません。 
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 （２）男性の子育て参画、次代の親づくり等（就学前 11 件、小学生 3 件） 
（内容）男性の子育て参画、休日等の行事、次代の親づくり、その他 

 

【大分市（就学前児童保護者）2件】 

 

◆ 子育てに時間がかかるなか、このような調査（項目が多い）に答えるのは正直負担でした。

どのように活用されるかわかりませんが、ただ調査しただけに終わることのないように、施策

の充実に役立てて下さい。私（母親）は県外から嫁ぎ、夫の家族も１時間以上の所に居住して

いる為、日常的に子育ての手伝いをしてくれるのは夫しかいません。しかしながら、長時間労

働と休日勤務が多く、まさに孤育ての状況もしばしばです。夫には子育てに参画する気持ちが

あるようですが、時間がないのが現状です。同じような方は多くいると思います。子育て支援

の前に勤務先が働き方がを見直して欲しいと思います。保育所などのショートステイ、一時預

かり利用しにくいです。日常的に遊びに行くこどもルーム（大分市）などで預かってもらえる

と先生と子どもも顔見知りだし、安心なのにと思います。 

 

◆ 結婚の高齢化に伴って、子供を産みたいが授かれない、二人目以降を出産・育児する体力に

自信がない、経済的な不安がある、などの理由で子供をたくさん持てない人が周りに多い気が

します。（私自身も含め）若いうち（未婚）から、結婚、出産、育児についての知識をもてる

機会があるといいように思います。（自身の娘には将来話をしようと思っています） 

 

【別府市（就学前児童保護者）2件】 

 

◆ サービス業が一時産業なせいか、夫の労働時間が長い。変則的なことは育児に参加してもら

いづらい。近頃多い更新制の社員だと産休などは言い出せず、任期で更新なしになってしまう。

働くと育児は手が取れない。育休・病児育休があっても周囲には理解されない。独身の方や子

供のいない方の負担が多い。お互いに頭では分かっているからややこしい。 

 

◆ 私が働いている職場では（病院・病棟勤務）時間外勤務が当たり前で 3 交代の勤務をしてい

ます。若い子たちをみていると仕事と家の往復で毎日が終わるといった感じです。アフター5

もなく出会いの場もないとよく言っています。子育て世代の私たちもまわりの協力がないと今

の仕事続けていくことはできません。特に母子家庭なので時間外の多い今の職場をやめたくて

もやめられません。子供との時間をもっともちたいけど、厳しいです。少子高齢を食い止める

にも労働環境を整え、働く母親が働き続けることができる環境を作っていってもらいたいです。 
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【中津市（就学前児童保護者）1件】 

 

◆ 父親はどうしたら子育て、育児に参加してくれるのか・・・本当に悩んでます。仕事は自営

業なので産休はあってないようなものでした。義母からは「私は出産後退院した日から私は働

いたよ」と言われました。事業主の意識も変えてもらいたいです。「産前産後２週間休むのは

法律で決まっているのに・・・」と思っても言えないのが嫁の立場です。 

 

【中津市（小学生保護者）1件】 

 

◆ 出産、子育てに関して、私の職場は女性が多く、女性が育児（子供の病気）で休まざるを得

ない時、勤務しているスタッフの負担がかなり増えても休む人がいます。その人数も多いです。

しかし、父親側の企業がその負担を抱えないで済んでいると思うと企業の管理者の方々に対し、

どういう考えでいるのか問いただしたい気持ちも常にありました。私の子供が幼い頃は、祖父

母に無理を言ってみてもらっていましたが（病気の時など）、祖父母に対して（負担をかけて

しまっていることに対して）お礼するのは当然のことでした。自分の家庭の中のことですが、

祖父母からみると人生を損しているように感じていることもあったかもしれません。行政はよ

く子育て支援と言って色々してくださっているようですが、私が一番求めることは、支えてく

れている身内に行政側からも支援してくれることです。また、身内に頼らなくても子育てでき

る社会になることです。また、産・育休者、子の病休、親の介護等で負担を抱え続けてくれて

いる私の職場のような企業にもぜひ支援をしていただきたいです（休むスタッフがいても、業

務がまわるような人員確保等）。また、子供の学校行事（ＰＴＡなど）への参加がとても負担

です。職場が管理職を母親側、父親相方がするところはどのように家庭を守っていけばよいの

でしょうか？どちらか仕事をあきらめればよいのでしょうか？ 

 

【佐伯市（就学前児童保護者）1件】 

 

◆ 中小企業には育児などの理解が低い。年功序列で男性上司の場合、女は家事・育児をするも

の、と考えている人が多い。 
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【津久見市（就学前児童保護者）1件】 

 

◆ 子育て支援はもちろんのことですが、今不妊に悩む女性がたくさんいます。少子化といいま

すが、産みたくても産めない方が世間が思っているよりかなり多いのではないでしょうか。不

妊治療費は生活のなかでもかなり負担になります。しかし、その治療費を稼ぐ為仕事をしても、

治療の為仕事先に迷惑をかけることになり仕事を続けられない現状もあります。未来を担う子

供の数を増やすために不妊治療に頑張るご夫婦の支援もしていただけるとありがたいです。子

育てに悩んでみたいご夫婦がたくさんいることをみなさんにも理解していただきたいです。 

 

【豊後高田市（小学生保護者）1件】 

 

◆ 子育ては母親１人では時間的・体力的・精神的に限界があり。祖父母や父親の協力の有無に

より、大変さが左右されます。核家族の多い現在、父親の協力は大きく、そのための残業や休

暇などの制度の改善が必要。また父親自身も子育てに協力するのではなく、自らが親として参

加する意識が必要。母親学級のみでなく父親学級等も多く開催してほしい。また子供の成長と

ともに休暇や労働時間も調整できる働きやすい職場づくり（理解）も必要だと思います（正規・

パートとも）。 

 

【豊後大野市（就学前児童保護者）1件】 

 

◆ 行政の支援ももちろん大切ですが、一番重要なのは育児に対する男性の意識改革だと痛感し

ています。我が家の夫は協力的で、日々自分から子育てに参加してくれていますが、友人の話

などを聞くと、育児に非協力的な男性が大多数。仕事・家事・育児・介護をすべてかんすのが

女性ばかりでは、疲れ切ってしまい、結婚したいと考える女性が減る一方だと思います。もっ

と学生のころから、勉強だけでなく、家庭や生活について考える機会を増やし、男女ともに仕

事・家事・育児・介護ができるようにするべき。また、男女ともに協力するのが当たり前であ

るとの意識が必要だと思います。 

 

【国東市（就学前児童保護者）2件】 

 

◆ 不妊治療に関する制度の充実。例として、仕事を休まないといけない状況もあるが、なかな

か休みをもらいにくい（病気ではないので）理解を得にくい時もある。 
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◆ 子育て満足度日本一ですが、イクメンが増えることだけが満足度をあげることにはつながら

ないのではと感じます。私は母親の立場ですが、子どもはやはり母親を求めていると思います。

誰の為の施策なのかをいつも考えて、対策をとるべきだと思います。子どもたちが「生まれて

来てよかった」「この家に生まれてよかった」「わたしもお母さんになりたい・お父さんになり

たい」と思えるような施策がこれからは必要なのではと思います。「こども未来課」うちの市

にもあるといいなと思います。こどもは１０年後、２０年後、大人になって次の時代を背負っ

てくれる人々です。そう思って、人を育てる気持ちで育児せねばと思っています。「育てたよ

うに子は育つ」楽して育てれば、子どもも楽して生きようとするかも、といつも思いながら、

仕事と子育て、両立できるように、父、母、家族で協力しながら、地域にも見守られながらが

んばっています。 

 

【国東市（小学生保護者）1件】 

 

◆ 子育ては母親１人では時間的・体力的・精神的に限界があり。祖父母や父親の協力の有無に

より、大変さが左右されます。核家族の多い現在、父親の協力は大きく、そのための残業や休

暇などの制度の改善が必要。また父親自身も子育てに協力するのではなく、自らが親として参

加する意識が必要。母親学級のみでなく父親学級等も多く開催してほしい。また子供の成長と

ともに休暇や労働時間も調整できる働きやすい職場づくり（理解）も必要だと思います（正規・

パートとも）。 
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【日出町（就学前児童保護者）1件】 

 

◆ 子供や子育てをよりよくしようと意識調査してくださってありがとうございます。子育ては

父親と母親 2人でするものだという考えが広まっている昨今ですが、そういった議論の場等で

はその考えに本心から同調した男性も。つい家庭に戻ると昭和の頃程ではないにしても父親は

母親がﾍﾙﾌﾟしたときだけ子供の世話をする。会社に戻ると仕事と子育ての両立を推奨するどこ

ろか、子供を理由に休むことが 2度、3度となるといい顔しないし、育児休暇という制度があ

ったとしてもまさか取得するとは言えない雰囲気を作り、取得しようとすればその後にひびき

かねない様な嫌味、空気感を出す。という風に変化する男性が現実には多いと感じています。

（公務員や都市部の大きな会社は別として）しかし、そういう男性だけが悪いのではなくて、

そういった男性を認めたり諦めている女性自身にも責任はあると思います。私は男性も女性も

意識改革を抜本的に行わなければ男性にとっても、女性にとっても「子育てが楽しい、子供が

いるって幸せ」と感じられる社会になるまで時間がかかると思います。色んな施設やサービス

も重要ですが、いくら外堀を充実させても核の家庭、父親、母親が気持ちが満たされてなけれ

ば、外堀からうめていって時間をかけるより意識改革する方が早いと思います。子供を産み、

育てることが楽しい」と感じて女性がたくさん子供を産んで、少しでも早く色んな面において

日本が大分県が豊かになるために、小さい頃から家庭で学校で無意識にすりこまれている「男

性とは」「女性とは」の価値観を変えるべきです。そのためには、個人だけではなく、まず教

育者の意識改革を県が始めていくのはどうでしょうか。 

  



39 

 

 （３）共働き（就学前 0 件、小学生 3 件） 
 

【別府市（小学生保護者）1件】 

 

◆ うちは 4人子供がいるので、共働きでも生活が苦しい状態がずっと続いています。もう少し

経済面で援助など考えてくれると助かります。あと保育園、学童など・・・うちは運よく 4

人ともきょうだい児で優先的に入れましたが入れない人達は大へんで困ると思います。子供が

小さいときは病気しがちで年に何回も何日も仕事を休んでいました。きょうだいが多いとなお

さら 1人でも良くなれば一人また違う子供が熱を出して・・・みたいな状態で、仕事を休むに

も、まわりの人達に迷惑をかけるので休みづらかったです。でも親が休まないと預かってもら

えるところがないので休まざるをえませんでした。気持ち的には親なので子供が病気の時は一

緒にいてあげたい気持ちと、仕事を休むとまわりの人たちには迷惑をかけるので申し訳ないと

いう気持ちで複雑でした。こういう家庭の人たちに何か良い対策があればなと思います。 

 

【中津市（小学生保護者）1件】 

 

◆ 中津市では共働き家庭が多いのにも関わらず、学童もＰＴＡ主体の運営、学校のＰＴＡ行事、

地域の子ども会等、男性と同じように仕事をするかたわらで、育児、ＰＴＡ活動、ＰＴＡ役員

活動、家事とものすごく女性に負荷のかかることが多いとつくづく感じます。もう少し行政が

手をさしのべて負荷を減らしてくれると助かるのになあと思うことが多いです。他県では学童

の運営等、行政がしてくれるので安心して預ける事が出来ますが、中津では役員ができないと

学童に入れるのは気がひけるといった具合です。 

 

【日田市（小学生保護者）1件】 

 

◆ 両親仕事をいう人が多いです。私たちは土・日も仕事です。昔のように土曜日に学校へ行っ

てもらえるとありがたいです。それと子供たちが大人になって仕事をするという事をもって実

感できるような体験をさせたい。中学生になって自分の道を決める時になにもやった事がない

子供と体験した子供では何かちがうと思う。引きこもりやニートを防ぐためにも子供のうちか

らいろんな体験をしてほしい。そんなイベントや施設、学校行事をふやしてほしい。 
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３．ひとり親家庭、障がい児等 

  母子家庭、父子家庭、障がい児、その他（就学前 8件、小学生 7件） 

 

【大分市（就学前児童保護者）2件】 

 

◆ 子供の発育（今は２歳なので言葉）が気になり、相談を電話などでよくして助かってます。 

 

◆ 私はシングルマザーです。幼稚園など無料でとても助かります。だけど、土曜日曜祝日など、

万が一病気になると近くにすぐに診てもらえる小児科があるとありがたいなあ。 

 

【大分市（小学生保護者）1件】 

 

◆ 母子家庭、父子家庭では働くのと子育てとの両立がだれかの支援がないとなかなか難しく、

地域との係わり合いも難しいと感じてます。経済力が無いと子供は育てられないし、仕事が増

えたら子供と会えないしで負の連鎖になります。子供の為になにかを習わしたいと思いますが

経済的に難しいので、支援してもらうか、無料の所があればうれしいです。 

 

【別府市（小学生保護者）2件】 

 

◆ 一人親の対して優先で入居できる市営・県営にしてほしい。子供たちがみんな同じように貧

困にならないように（収入の差で学力低下にならないよう援助が欲しい） 

 

◆ 母子家庭への支援がすく愛。女性の給料（賃金）は男性に比べるとまだまだ少ない。物価が

上がるなか給料のアップがないと困難になる。 

 

【中津市（就学前児童保護者）1件】 

 

◆ 母子家庭で祖母も仕事をしているため、幼稚園に入れることができず、保育園の年長に残す

ことになった。幼稚園も土曜日の学童を利用できたらいいのに。 

 

【日田市（就学前児童保護者）1件】 

 

◆ 子供の発達がゆっくりめな場合、どこに相談すればよいかなどがわからない。もっと自治体

の発達相談を母親が目にするような広告で広めてほしい。発達障害の療育ができる施設を日田

市に増やしてほしい。 
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【佐伯市（就学前児童保護者）1件】 

 

◆ 今年離婚をして、まだ住所を変えることができなく、相手方の親の近くに住んでいるだけで

扶養手当を受けられません。子供が 4人いるので食費などもかさみ１人しかいない親が、昼夜

働いてお金を稼いでいます。こんなにも子供と過ごせない日々を送る為に離婚したわけではな

いのですが、もう少し考えてください。食べ盛りの子供達がいるだけで食費がかさむことを。

給食を食べて帰ってもおやつだけでふつうのごはんです。運動もするので、夜ご飯もいっぱい

食べます。自分が子供のころと違い何もかも買わないといけないこの頃の政治。日々マイナス

で送っています。誰かに助けてもらいたいです。 

 

【佐伯市（小学生保護者）1件】 

 

◆ 地域における発達障害の支援の拡充。療育機関の充実や、地域の保育所・幼稚園や学校内に

おける障害支援に対する学習会を定期的に県が開催し、個人のスキルをあげて、育児支援を拡

げていってほしいです。施設体制設備ができなくても地域で育てやすい環境づくりを期待して

います。 

 

【杵築市（就学前児童保護者）1件】 

 

◆ 私は母子家庭なので、もう少し他の母子家庭のお母さんとのコミュニケーションができるあ

つまりをしてもらいたい。市役所でもそうだが、キッズルームがせまいかんじがするので、も

う少し幅を広くして欲しい。そして、子どもがよくおもちゃとかぬいぐるみなどをなめたり、

かんだりするので消毒しているのかチェック表を作成してキッズルームにはりつけてほしい

し、そのなめたりしたおもちゃを別の箱になおす BOX を作って欲しい。杵築のかいひん公園の

トイレに設置されている子供用トイレはすばらしいなと思った。 
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【宇佐市（就学前児童保護者）1件】 

 

◆ 生まれてくる子全員が健康なことは限りません。障害をもって生まれてくる子もいます。子

育て支援施策は健康な子を主に考えられているものばかりではありませんか。障害や病気を持

った子でも保育園に通いたいです。そして、障害や病気を持った子がいるから、仕事に就けな

い母親も少なくないと思います。なのに、保育園は基本共働き、兄弟児を預けるためにはお医

者さんに意見書などを書いてもらわないといけない。文書料も日数もかかるし、大変だとは行

政側は思わないのですか。保健師さんの訪問などもしているんだから、どの家庭にどのような

子がいるとか把握できないのですか。連携が出来てないのではないですか。子育て支援施策う

んぬん考えてくれるのはありがたいのですが、まず基本的なことを見直すべきではないですか。

集団検診、乳幼児健診も健常児が基準ですよね。発達の遅い子に検尿カップを渡されてもでき

ませんよ。もっと全体的なことを見てもらいたいと思います。金銭的な支援だけがすべてでは

ありませんよ。 

 

【宇佐市（小学生保護者）3件】 

 

◆ 子ども 4人、上が重複障がいがあり、した 3人との子どもの子育てが十分でありません。自

営でもあり、夕食も思う時期に食事をさせてあげられないです。仕事、家事、学校 2ヶ所、保

育園の行事など両立がむずかしいです。（私の問題ですが・・・）。金銭的にもとても大変です。

このアンケートで何が解決するかわかりませんが、子育て満足度日本一よりも今の生活支援が

もっとほしいです。 

 

◆ 私は母子家庭で 2 人の子供を育てています。経済的にきびしく漠然と先々の不安があります。

仕事もフルで働いていますが、パートとちがい中々休めず肩身のせまい気持ちがあります。少

子化になったのには理由があると思います。私も結婚していた頃は、3 人子供が欲しかったで

すが、2人目さえも産んでいいものかどうか経済的な理由ですごく悩みました。単に、経済的

に余裕があれば子供も増えると思います。高齢者ばかりにサポートするのではなく、子供達を

育てている若い世代やこれから結婚をしていく人々にサポートしていってほしいです。税金の

本当の使い方を見直していってほしいです。 

 

◆ 子育て支援も大切ですが、病気持ちの子育てをしている為の支援も教えてほしい。なかなか

聞きづらく言えない。 
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【国東市（就学前児童保護者）1件】 

 

◆ これからも子育て支援拡充よろしくお願いします。一人目が障害者ですが、地域の学校（今

年入学）が（幼稚園と小学校と連携）とても親切になって対応してくれて、とてもよい雰囲気

で感謝しています。特別支援学級に進学しますが、今からとても楽しみにしています。本当は

三人目が欲しかったけど、育児と介護があり、年齢的にも厳しいのであきらめましたが、子供

が大好きなので子供が増えていくことがうれしいです。こども未来課のみなさん、頑張ってく

ださい。 

  



44 

 

４．医療、保健、医療費助成等 

（就学前 63 件、小学生 13 件） 

 

【大分市（就学前児童保護者）10 件】 

 

◆ 小学生になったら、医療費が大人並みにかかるので、子供が多いと経済的負担が大きい。 

 

◆ インフルエンザなどの予防接種を無料にしてください。 

 

◆ 大分市も小学生の間まで医療費を無料にして欲しい。 

 

◆ 感染症(インフルエンザ等)の予防接種を無料化になるといいなと思います。もしくは、低額

で受けれるようにしてほしいです。 

 

◆ 大分市では未就学児のみ通院代が無料ですが、動き回ったり集団生活が主な小学生から病院

代がかかるのが困っています。病気をもらいやすいし、けがをしやすい年代なので。親として

も幼児期に比べ病院に連れて行くことを減らして、かわいそうですが、子供には限界まで我慢

させるようになりました。地域によっては小学生や中学生まで通院無料の所もあります。子育

ては親にしかできませんが、「支援」していいただけるならそういった点も考えてほしいなと

思います。あと、習い事をさせたくても、あまり地域の方との接点がない私はどこに書き方教

室があるとか詳しくわからないので、市報のようにそういった地域の情報を知れる方法があっ

たらいいなと思います。（公民館の教室以外で） 

 

◆ 子育て支援は以前より良くなってきているように感じます（昔保育士）。ただ医療費（小児・

幼児）は小学生になるとかかってしまう面が決して子育てしやすいわけではないと思います。

ゴミ袋配布などもありますが、ごみ袋より、小学生の医療費が無料になってもらいたいです。 

 

◆ 小学校までの間は病気や怪我が多い為、病院に行きやすく、子育てしやすい環境を整えても

らいたい（大分市在住です）。就学前と同様に医療費 0 円にしてもらいたい。 

 

◆ 夜間、病院に行きたかったが電話がなかなかつながらず、つながってからは症状を話すと翌

日まで様子を見る様に言われ、翌日病院へ行くと肺炎で入院になった。夜間の医療体制に少し

不満がある。家の近くに歩いて行ける公園がなく、駐車場がある公園はいつもいっぱいで（土

日など）なかなかあそべないなと感じる。 
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◆ インフルエンザなどを無料にしてほしい。公立幼稚園なども無料にしてほしい。時間も６時

までにしないと働けない。子供を産めない。 

 

◆ 小学生までは医療費の無料にしてほしい。（まだまだ病院に行く事が多いと思います。）赤坂

タウンに住んでいますが、通学する時間帯に車も多くスピードを出してくるので危ないです。

歩道もせまいので自転車などで通学する学生もいるのでいつか、事故が起きるのではないかと

思ってます。何らかの対策をお願いします。 

 

【大分市（就学前児童保護者）2件】 

 

◆ 父親も母親も元気でないと子育ても出来ないので無料で健康診断が出来たりインフルエン

ザの予防接種なども 1,000 円ぐらいになると本当に助かると思います。 

 

◆ 医療費の負担が大きいので、中学生までとかに延ばしてほしい。 

 

【別府市（就学前児童保護者）1件】 

 

◆ 医療費の負担を小学校卒業まで支援してほしい。子供の病気や虫歯・歯並び・お友達との人

間関係など、身近な悩み、対応法などが成長するにつれて日々でてきます。わざわざ電話相談

をするほどではないが、テレビに出てくるような専門家の人たちに相談したら、そんな答えが

返ってくるのだろうと思ったりもします。情報誌などでそういった身近なトラブルや体験談な

ど気軽に（手軽に）拝見できるといいなと思います。 

 

【中津市（就学前児童保護者）12 件】 

 

◆ 中津市には病後児保育しかありません。インフルエンザになると預けることができず、仕事

を 1週間休まなくてはいけません。病児保育の施設を作って欲しい。医療助成制度が就学前ま

でで、小学生になるとお金がかかる。隣市は中学生まで無料という制度があるのになぜ中津市

はできないのか不思議です。小学生もかぜを引いたり病気する人は多いと思うので、中学生ま

で無料とかしてくれるともっと子育て世帯には住みやすい市になると思う。県で統一してほし

い。中津市は子供の医療の助成（インフルエンザの助成）の面で弱いと思う。 

 

◆ 中津市民病院の小児救急は市が対応しますか。下の子が１歳の時、鼻に異物が入ってしまっ

た時に電話をしたのですが、とにかく対応が悪く結局受診できずたらいまわしにされました。

上の子の時も４０度の高熱で受診した際、「これくらいの熱で」と言われ、だったら何の為の

小児救急なのと怒りをおぼえました。 
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◆ 市町村によって予防接種などの補助金などが違ったりするので統一してもらいたい。子育て

サークルなど利用したくても情報がなく場所などがわからないことがある。「おおいた子育て

ほっとクーポン」はとても助かりました。クーポンのお蔭でインフルエンザを受けることがで

きました。中津市では新しくうまれてくる子にしか今後発行されないらしいので、未就学児ま

では毎年発行していただけると有難いです。又、第 2子の認可外保育園助成金も助かりますの

で３才以上でも保育園には継続して通園しますので、３才以上になっても補助がおりるといい

です。中津市にはなかなか子供（未就学児）を遊ばせる場所が少ないと感じます。大分市、別

府市に比べるととても遅れていると思います。公園でも遊具は数種類ほどしかなく、中津市民

病院前の公園には草もおおくしげり、生ごみも放置されている状況もありました。子どもを安

心して遊ばせる環境ではありませんでした。県や市の職員の方も多忙の中このようなアンケー

トを設け、市民の声を受けとめてくださる気持ちには一市民として感謝いたします。このアン

ケートで１人でも多くの県内の子どもたちが自分らしくのびのび成長し、すてきな大分県民に

なってくれることを願います。私の声がみなさんに届くとうれしいです。よりよい大分県にな

りますよう。未来の大分県を担う子ども達の保護者としてアンケートを返送いたします。 

 

◆ 衣食住だけで精一杯。予防接種（インフルこみ）や医療費や入院費、中学くらいまでは無料

にしてもらいたい。いくらきれいごとを並べても、受け皿がないと、受け入れてくれる心がな

いと、最低限穏やかに生活できないのではないでしょうか。 

 

◆ 中学生まで医療費の無償化。会社等で家族手当など子供に対する手当がない世帯への児童手

当の増額もしくは他の手当。屋内で遊べる施設、例 公園を屋内に作る。 

 

◆ 子ども医療の年齢の幅（制限）を上げる。地域の人々と子どもの関わり合い。 

 

◆ 子供の医療環境をもう少しよくしてほしい。たとえば、医療補助を充実など。また、保育の

人材への手当を充実したうえで、短時間勤務者への制度を見直してほしい。 

 

◆ 子供の医療費助成をもっと長く受けられるようになったら助かります（中学、高校生位まで）。 

 

◆ 支援に対するサービス（医療費など）地域差がある。例 インフルエンザなどクーポン利用

とかではなくその場で、費用がかからないようなサービスを望みます。一旦支払い、後日役所

に行って手続きとなると子供を抱えて、仕事をしながらでは、行くまでに時間がかかり、手続

きをしないといけない所など手間がかかりすぎる。医療費がかからない年齢に地域差があるの

に不満です。中津は出生率があがったと聞きましたが、子供に対するサービスを見直してみて

はいかがでしょうか。 
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◆ 中津市に住んで 6 年になりますが、「子育て満足日本一」と感じた事は一度もありません。

近所に子供が遊べる公園はないし（歩いて行ける範囲）、小学校に入ってからは医療費がかか

るので何かの為に個人的に子供保険に入ってますが子供 3人を保険加入すると経済的に負担

が多すぎて厳しいですし、市民病院が小児医療体制が整っているとのことですが、重症じゃな

いと行かないので、隣の市の方がよく利用していると聞いた事があります。（隣は小学校にあ

がっても無料だからとの事）。中津市は市民病院の維持費に費用がかかるから医療費無料は難

しいと聞きました。なんか納得いかない気持ちです。中津市に住んで良かったなあと思える日

が来ることを願います。それと映画館に連れて行くのに大分市まで行きました。中津市に映画

館がないのにはびっくりしました。よろしくお願いします。 

 

◆ 中津市に住んでいます。小学生の医療費も低学年の間だけでも無料にしていただきたいです。

まだ病院にかかることも多い年齢なので家計にひびき、病院に連れて行くのをためらってしま

います。保育料が高い。3人預けていると、小さい間は 3人目無料ですが、まだ大変です。 

 

◆ 中津市は出生率が高く、赤ちゃんが多いのに対し、支援センターが少ないと思います。医療

も小学校入学まで無料なのをもう少し幅を広げるか、内容を変更するか検討してもらいたいで

す。 

 

【中津市（小学生保護者）2件】 

 

◆ 自分が子どもの時に比べ、医療費の助成がありとても助かるがありとても助かるが、欲を言

えば高校生ぐらいまであるともっと助かると思う。自分自身は小学校の頃から病気になっても

ガマンしていたので。地域（市町村）で支援に差があるので無理なんだろうけどなくして一律

にして欲しい。学童の運営を保護者でなく市が行って欲しい。働いていて子どもとふれあう時

間が少ない中、運営のための役員会や事務処理等でさらに子どもとの時間がなくなって精神的

にも身体的にもいっぱいいっぱい。なんのために学童に入れたのかわからなくなる。たまに仕

事辞めて学童も辞めたら役員をやることができるのでは？とか働かずにいたら学童を利用し

なかったのに。とかカギっ子にさせればよかった。とかネガティブな考えしかできなくなる。

本当に苦痛。父親の育休なんて今の子ども達が大人になるくらいまでムズかしいと思う。いわ

ゆる団塊世代以上の男女とわず考え方が固まりすぎている。どんなに子育て支援をうったえて

も、絶対考え方を変えないからムリ。自分たちはやっていました武勇伝がイラだつ。 

 

◆ 中学生まで医療費無料夜学校給食無料など他都市が出来ている事を大分県でも実施して欲

しい。たくさん産めば利益になる様な制度を作って欲しい。 
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【日田市（就学前児童保護者）8件】 

 

◆ 日田市在住です。近くにいい病院というか医療制度の整ったところが少ない。融通がきかな

い。大人でもそうですが、子供は夜中に具合が悪くなることが多いです。小児科の先生の都合

がつけば、夜中でもみてもらえることもありますが、24 時間対応できる小児科があればと、

よくまわりでも話しています。もし本当の緊急の時に赤ちゃんだったりすると、市外に行かな

いと対応できず、タライまわしということも聞いたことがあります。そのため、亡くなること

もあると。色々な問題があるかとは思いますが、緊急に対応できる小児の先生がいてくれたら、

悲しいことにならずにすむかなと。うまくお伝えできませんが、安心して暮らせるよう（大人

も子供も）今後ともよろしくお願いします。 

 

◆ 今年度から小中学生の医療費が無料になりとても助かっています。インフルエンザの予防接

種も毎年出費が多くなり、一部でも補助があれば助かります。 

 

◆ 日田市在住ですが、休日夜間の子供を診てくれる病院がない。何度も困ることがありました。 

 

◆ 子ども手当や医療費の助成などとても助かっています。保育料も 2人目は無料なのでありが

たいですが、試験的でいつなくなるか分からないと聞いたのでずっと続けてほしいです。公園

などを増やしてほしいです。また、雨の日でも遊べる施設などがあるといいなあと思います。 

 

◆ 私の地域では夜間等に子供が病気になったとき、診てもらえる病院がありません（救急対応

のみ）。電話相談等を利用しますがやはり不安です。子供の予防接種や医療費負担等はとても

充実していてうれしいです。もっと子供と遊べる所が欲しいです。特に雨など公園しかないの

でどこにも行けず、県外のショッピングモールへ行ったりしています。 

 

◆ この冬に初めて子供にインフルエンザ予防接種をしました。今回は子育てほっとクーポンを

利用しましたが、１回目が 3800 円で 2回目が 2800 円合計 6600 円と高額で今度の冬は予防接

種するべきか悩みます。親も接種するべきだと思いますがあきらめました。老人は 1000～1500

円程度で接種できると聞きました。子供がいる家庭でも手頃な金額で接種できればよいと思い

ます。 

 

◆ 無作為なので仕方ないのですが、兄弟で２枚アンケートがきて、ちょっともったいないなと

思いました。医療費や予防接種等サポートは充実していると思います。夜間の小児救急の対応

をしっかりしてほしいです。（救急車でなければ夜はみてくれないです）子供と一緒に遊べる

所を増やしてほしい。公園しかないので雨の日はあまり遊べません。 
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◆ インフルエンザの予防接種等を無料にしてもらいたいです。毎年、子供 3人分受けるのは経

済的にきついです。 

 

【日田市（小学生保護者）1件】 

 

◆ 時間外でみてくれる小児科がないので困る。充実してほしい。 

 

【佐伯市（就学前児童保護者）1件】 

 

◆ 緊急時や夜間の乳幼児の医療機関の受入体制の改善。電話口で口答のみの対応で本当に子供

の緊急性が判断できているのか疑わしい。対応する看護師の上から目線の対応もどうかと思い

ます。親として子供を心配しての行動なのに鼻で笑うかのような対応。それも毎回です。改善

する余地があると考えます。実際医療機関にかかっても子供の病気の発見が遅れ、仕事も休む

事になり、何の為の医療機関なのかと思った事もありました。（通院しており、早期発見は可

能だった）医療機関の技術向上も切実に希望致します。子育てをしていく上で、肩身の狭い思

いをする事が多々あります。子育ては周りに気遣わないと行けない事が多く、理解が得られま

せん。騒音、夜泣きなど。出掛けた先で男性トイレでオムツ交換の設備が整っていないところ

が多く、女性トイレする交換する場所が無いところも多くあります。補助便座が無いところも

多く、子供が小さいうちはトイレを探すのも大変です。 

 

【臼杵市（小学生保護者）1件】 

 

◆ 子どもは夕方～夜中に悪くなる事（熱など）が多いので、医療に対して力を入れてほしいで

す。子ども病院はありますが、夜中でも利用者が多く遠いので、地方にも子どもを看てもらえ

る救急病院がほしいです。 

 

【津久見市（就学前児童保護者）1件】 

  

◆ 私が住む津久見市は、病院などが充実しておらずとても困る。人口が少ないから仕方ないか

もしれないが、小児科が減ったり夜間の対応も悪い。なので仕方なく他の市に行かなければな

らない。遊びや買い物の施設も充実していない。つまらない。何もないからつまらない。若い

人がどんどん減っていき子供も減っていく。でも今の津久見に住みたいと思う若者はいないと

思う。楽しい市にしてほしい。子どもを育てやすい市にしてほしい。 

 

 

 



50 

 

【津久見市（小学生保護者）1件】 

 

◆ 子育てをする上で、子供の医療費はかかります。義務教育の間は無料になったらうれしく思

います。小児科医が少ない。 

 

【竹田市（就学前児童保護者）2件】 

  

◆ 病院（小児科）の時間が夕方までで夜間になると市外までいかなくてはいけない。子供が安

心して遊べる場所も少ない。 

 

◆ インフルエンザ予防接種無料。 

 

【豊後高田市（就学前児童保護者）3件】 

  

◆ 子育てしている中には障がいをもった子供を育てている人もたくさんいることをわかって

ほしい。各家庭により事情が異なることなので、全体のサービスプラスαで個別対応できる柔

軟さがほしい。 

 

◆ 小児科の専門病院が（入院もＯＫ）あったらいい。（総合病院のなかにしかない）子供が安

全に遊べる場所が欲しい。子育てクーポンを使う機会、施設が少ない。オムツ替えのできるス

ペースが少ない。 

 

◆ 母乳外来など乳児期のトラブルに対応してくれる施設が近くになく、産後すぐの母乳トラブ

ルの時などに困った。産後すぐ子育てに不安があったり困ったときもっと気楽に相談できる所

があれば良かったなと思う。 

 

【杵築市（就学前児童保護者）4件】 

  

◆ 小児科の充実。小さな子供向けの児童館、屋内施設。 

 

◆ 病時設備を利用したいが料金が高い。もう少し安くしてほしい。1500 円。半額くらいに。

そして山香にあるので遠い。行くまでに時間がかかる。祝日でも預かってくれるところも増や

してほしい。サービス業なので祝日出勤が多いため。インフルエンザワクチン無料になったら

嬉しい。クーポンでも高い。いつも受けてない。 
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◆ 子供の病気の際、近くに 24 時間体制で見てもらえる場所がないため少し困っています。子

供たちの書類など、親が休みの時、市役所等も休みなので、わざわざ休みをとらねばならない。 

 

◆ 子供が病気になったりしたら、近くに小児科がなく車で 30 分から 40 分かけていかないとい

けないのが大変です。子供が遊べるところが近所にない、近くにあると子供と歩いて行けるの

に歩いて行けない。 

 

【杵築市（小学生保護者）1件】 

  

◆ 小学校６年生まで医療費無料か負担を軽減してほしいです。（例）（月／１５００円） 

 

【宇佐市（就学前児童保護者）7件】 

  

◆ 小学生も医療費を無料にしてほしい。児童手当を中学校卒業まで、一人当たり月 15000 円に

してほしい。給食費を無料にしてほしい。 

 

◆ 病児保育の施設が１か所しかなく、利用しにくい。小児科はあるが、夜間休日の受け付けは

してもらえず、緊急時は隣の市まで行かなくてはいけない。入院設備があり、夜間休日も受け

付けてもらえる小児科があればと思う。 

 

◆ 今の時代、子供が欲しくても経済的に余裕がない若い人が多いと思います。だから、結婚し

ても子供は作らないので、子供の人数も昔に比べてどんどん少なくなっているんだと思います。

（私が住んでいる宇佐市は年々子供の数が少なくなっています）社会全体に問題があると思う

ので、どうにかしてほしいと思うばかりですね。後、小学生まで（中学生になるまで）は医療

費を国が負担してほしいです。大人と同じように医療を払うなんてふざけてる。一番病気する

年齢なのに、お金がかかりすぎます。それも原因の一つだと思います。多分、全国の小学校に

通っている親が思っていることだと思いますよ。 

 

◆ 宇佐市は小児医療が充実していません。休日に子供が体調悪くても中津市まで行かないとい

けません。体調が悪い時に時間がかかる病院まで連れて行くのが大変です。子供が多いと特に

思います。近くに休日病院があればいいのにと。家族で遊べるところもないです。晴れても雨

でも遊べるところが欲しいです。 
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◆ こども医療費受給資格証（名称は異なるかもしれませんが）を持っているかと思うが、通院

に関しては、未就学児までしか資格がない。小さいうち（小学生位は）資格があるとよいと思

う。自らの体調を管理はできないかと思う。通院（経過を見るなど継続的に行かないといけな

い）場合などは、自己負担が 0→3割に上がると負担がかなり増えると思う。金銭面の子育て

支援は必須です。 

 

◆ 宇佐市以外もそうと思いますが、健診が午後にあります。午睡時間とかぶり、あて名の子が

１才半、３才健診時にうまく健診できず、保健師の対応がとても悪く、今でも腹立ち、末子が

近々健診ですが行くのも嫌になります。市役所の対応も窓口の対応の悪さに子どもの通う園に

苦情も出しました。子育て支援課の言葉にふつりあいな対応です。 

 

◆ 医療機関において、就学までは無料なのだが小学生の間はまだまだ病気も多く利用すること

が多いので半額もしくは無料にしてほしい。インフルエンザの予防接種も 1 回目だけでなく 2

回目も同額で受けられるようになればもっと流行をおさえられるのではないか（病院によって

の金額差も気になる）。 

 

【宇佐市（小学生保護者）2件】 

  

◆ 子ども（小学生）医療費負担ゼロへ。すべての小学校に図書館司書を。安心して遊べる公園

を。よろしくお願いします。 

 

◆ 医療費を無料にしてほしいです。 

 

【由布市（就学前児童保護者）1件】 

  

◆ 予防接種の助成金をもっと出してほしい（ロタウィルス等） 

 

【国東市（就学前児童保護者）3件】 

  

◆ 子供の医療費について、今は未就学児まで無料ですが、この制度を義務教育終了（中学校卒

業）まで延期できることを要望として挙げさせていただきます。 

 

◆ 医療費を中学卒、または高校卒まで無料化してほしい。 

 

◆ 医療費は小学生の間も無料にしてほしい（まだ病気になり、通院することが多いため）。 
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【国東市（小学生保護者）2件】 

  

◆ 子ども３人いるのでテーマパークなどにつれていきたくても、金額がかかりすぎてなかなか

行くことができません。ファミリー割り引きのようなものがあってくれると連れて行ってあげ

れるのにな、と思います。医療費も今は一番下が医療費がかからないので助かってますが、４

月から３人ともかかりだすので病院に行くのもためらってしまいます。せめて薬代だけでも補

助してくれればなと思います。 

 

◆ 子育てする上で、欠かせない小児医療ですが、国東市は市民病院小児科があり、とても助か

ります。しかし、日・祭日・緊急時等は小児科では対応できていません。小児科医のため（渡

へいしないように）現体制をとっていると思いますが、別府市のような体制があるととても助

かります。（小児科医、開業数が多いため土・日・祭日当番医に小児科も含まれている）。 

 

【日出町（就学前児童保護者）3件】 

  

◆ 子ども医療費助成拡大を祈っています。日出町長が無料になる期間を拡大してくれることを

待っています。（早くいつからなるのかを知りたい）子どもの健診等が平日に行われると仕事

を休んで行かないといけない。また、おしらせのハガキがもっと早く届くと仕事の調整も（周

りの仕事仲間に気兼ねなく）出来るのにと毎回思います。医療費・高校無償化が実現すれば、

あと一人子どもが産めたらなと夫婦で思っています。経済的な不安から、もう３人目はあきら

めています。ありがとうございました。 

 

◆ 市町村によって医療費控除の統一。ある市町村では、小学校卒業まで控除があると知ったの

で、場所によってちがいがあるのは不公平だと思うので県で統一して欲しい。 

 

◆ 所得に関係なく子供の医療や保育料は免除してほしい。フルで働いて免除にひっかからない

ことが多く。 

 

【九重町（就学前児童保護者）2件】 

 

◆ 郡部（玖珠）に住んでいるが小児科がなく、子供が病気の時にすぐに受診できず、不便であ

る。保育園、子供園等の一時預かり制度も保育士の不足なのか希望の日に預けられなかったり

して困る。ファミリーサポート事業等充実してほしい。玖珠町友成医院で今年度より産後デイ

ケアが始まったので、その制度がもっと充実してほしい。 
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◆ 子どもが夜に悪くなったり、ケガをしたりした時に、大分市内まで行かないと見てもらえな

いのが不満。5時すぎると無理とかありえない。小児科の医師を一人でも確保するべき、国が

やとえばいい。 

 

【九重町（小学生保護者）1件】 

  

◆ 九重町在住で３人子育て中です（核家族）。玖珠・九重町にて小児科（専門）がなく、悪化

した時は日田・大分市まで車をとばします。医療の充実をお願いします。共働きで祖父も働い

ている為、子供が急に病気をしてもすぐに預かってもらえる場所がありません。（病後児保育）

九重町はファミリーサポート事業をすすめているが、需要が少なく、活動が出来ていない状況

なのでは？支援センターが休みの時は対応してくれない。子供が小さいうちは玖珠郡内で働き

たいが、賃金が低く、日田市、由布市、大分市まで通勤している。賃金ＵＰを。シニア世代、

高齢者向けのサポートは充実、活動がさかんであるが、子育て支援はなかなか前にすすんでい

ない状況です。核家族が増え、カギっこ、一人で家にいることがあり、友達が家に遊びに来る

が、安全面や防犯面を考えると家に上げることが出来ない。いつでも誰でも毎日開いてて集え

る場所が地域にあれば高齢者、子供の見守りにつながっていくのでは。子育ての講演会促進（地

域の方が子育てをサポートできるしくみづくりへ）、かけこめる場（つらくなった時）、たすけ

てと言える場、ホッとできる場（みんなの家）よろしくお願いします。 

 

【玖珠町（就学前児童保護者）4件】 

  

◆ インフルエンザワクチンが高いので毎年打つのを悩みます。家族で打つとすごい金額になる

ので。町や県で半分ぐらい負担してくれると、大勢の人が接種すると思います。（こそだてク

ーポンも３人で２冊だったので、１期分×３人打ったら２期分はかなり不足。今年はワクチン

も値上がり。家計にひびきました（泣） 

 

◆ 私達が住む町は、とても子育ては、しやすい方と思います。治安が良い。遊ぶ場所は少ない。

小児科専門がないので、持病があり定期的に県病へ通院してるが、普段は隣市まで行くしかな

い。 

 

◆ 子供が早産だったため、産後医療機関を受診する機会が多かったのですが、町内では対応で

きるところが無く、遠方に行っていました。産後の体調、上の子、仕事と様々なことを考える

ともう少し近くに対応して頂ける場所があると安心できると思いました。ほかのお母さんから

も「大分まででないと」という声をききます。難しいことだとは思いますが、地域医療の充実

がもう少し心強いと不安がやわらぐと思いました。 
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◆ 玖珠町には小児科・総合病院・夜間当番医がなく、緊急時は日田市や大分市まで行かないと

いけないので、医療施設が欲しいです。また、子供服を販売している店もしまむら、トキハの

一画にしかありません。自然が多く良い町だと思いますが、病院と子供服販売店が少ないのは

困ります。 
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５．その他経済的支援、教育費等 

（就学前 46 件、小学生 10 件） 

 

【大分市（就学前児童保護者）6件】 

  

◆ 出産一時金をもう少し増額してほしい（プラスになる様に）。出産した時に、オムツ用のゴ

ミ袋をもらったが、使い勝手が悪い。できれば一番使用頻度の多い 30ℓ などにして欲しい。子

育て世代の税金の免除もしくは、４ヶ月に１回の支援金をもう少し増やして欲しい。ホルトホ

ールの駐車場、こどもルーム利用者は、受付でスタンプをもらう等して、２時間位、無料にな

るとうれしいです。 

 

◆ 何年か前に児童手当が下がりました。年を重ねるごとにお金がかかるのに、急に下がると貯

金も難しいです。出来れば元に戻していただきたいです。医療費助成が小学校に入るまでです

が、学校で病気やけがをすることが多々あります。小学生はどこまでならけがをさせない、等

は考えずに行動することがあります。一度病院に行くと病気によってはかなり高額になります。

うちの子供は特に夜間や祝日など病院のやっていない時に悪くなるので、普通よりたかくかか

ります。（これはうちの家庭の勝手ですが）ですので、出来れば期間を長くしていただきたい

です。病院代もバカになりません。保育士の方が少ないとは聞いてますが、うちの子供の行っ

ているところは 1クラスに 20 人くらい子供がいます。その人数に先生が 2人です。うちの子

はほかの子供にかまれたことがあります。先生は気づかず、今でも背中に歯形があります。預

かってもらえないと困りますが、目の届かない程の人数を 1つの園が引き受けるのもどうかと

思います。 

 

◆ 予防接種や給食費など、子供が育っていくために必要なものが無料になると子育てしやすく

なると思います。 

 

◆ 経済的不安を抱えて出産する知人がいる（夫の給料が少ない、現在仕事をしているが遠距離

のため退職予定）。出産してすぐに働きにでれるわけでもないし、すぐに保育所に預けるのも

嫌だと思う。現実我が家も子供との時間を大切にしたいので、働きには出ていないが金銭的に

厳しい面もあるため夫がダブルワークをしてくれている。少子化とういう割に子供を産み育て

るための基盤が整っていない為子供を多く望んでいてもなかなか難しい。（会社は扶養手当も

ない、給料が少ない）働きにでようとしても保育所がないと友人が言っていた。一体、安心し

て子供を育てる環境はどうしたら整うのだろうか。要望として経済的支援をしてもらいたい。 
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◆ 動画など作成する余裕があるのなら違うことに予算をまわしてほしい。お金がもったいない。

アンケートばかりで実行される（改善される）時には自分の子供は対象外（年齢）になってた

りする。地域の差（出産お祝い金等）がなくなればいいと思います（大分市はなにもない）。 

 

◆ 子ども手当てについて、同じように子育てを頑張っているのだから所得に関わらず助成があ

ってもいいのでは？と思います。市県民税も所得税も人一倍おさめているので、子どもがいる

世帯へのもう少し平等な対策を切に願います。働きたくても子どものことを考え、母親が家で

待つ方がいいと思い専業主婦を選択しています。ずっと子どもと向きあってがんばっているの

に、所得によって手当てが変わるのは不平等だと思います。 

 

【大分市（小学生保護者）1件】 

  

◆ 子育ての為生活の為に（母子で）収入を増やす努力をして働いているのにその収入が増えた

ことで支援金が減額になると結局収入を苦労して増やした意味がないと思う。 

 

【別府市（就学前児童保護者）6件】 

  

◆ 子育てほっとクーポンを使用できるところが市で違いすぎる。公園の数が少ない。（駐車場

も必要） 

 

◆ 子育てほっとクーポンが、もっと幅広く使用できたらいいのに。予防接種もインフルエンザ

だけでなく、他の分にも使えるとか。（いくらまで等制限つけたり）大分市みたいに絵本でも

つかえる。（絵本をどんな本を買っていいか分からず、買うことをためらう人が、とても多い

ので、クーポンを機会に絵本を選ぶことに興味をもってもらうことができると思う。買えば読

もうという気に少しでもなるのでは。）オムツやミルク等日用品にも使える。（オムツやミルク

等に使えれば、クーポン使うのに店に行って、他の物も買うだろうから、けっこうな消費にな

るのでは。）子育て支援センターは外で活動できる様なスペースを作ることはむずかしいので

しょうか？公園は砂場がある公園はほとんどなく、支援センターに自由に外で遊べるスペース

があると嬉しい。大きな砂場があるだけでも違うので。うちの子は室内というだけで、窮屈に

感じる子だったので。ネコのフンなど気になる様ならブルーシートかけとけば良いのでは。遊

具なども各自持参とかにしてもよいのでは。 

 

◆ 子育てにかかる経済的な負担がもっと少ないと、低賃金であるこの時代でも、多くの子供を

産むことができると思います。 
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◆ 経済的な支援は大切。一番シンプルで分かりやすい。高校や大学の事を考えると不安でたま

らない 

 

◆ 子育て支援については、ある程度の経済的な支援が必要だと思います。その中で私は別府市

に住んでいますが、「子供医療費助成制度」の拡充をお願いしたいです。「通院」「歯科」「調剤」

の保険診療分をせめて小学校を卒業するまで延長していただきたい。現在報道などで「生活保

護費」でパチンコに行ったり、娯楽などに使用することを目にすることがあります。本当に困

っている人はいると思います。「税金」という意識を持っていただく説明などはしているので

すか。行政が一つになり、これからは「子供」を優先に考えていただき「子供」を産みやすい

環境を整えることが大事だと思います。すみません。いろいろと書きましたが、「子は宝」「子

供をさせる社会」の実現に向けての努力は子育て中の私たちも一緒になって推進していきまし

ょう。よろしくお願いします。 

 

◆ 子供３人目の子供手当の金額を上げて欲しい。県の子供の人数を増やすには、３人目以降の

子供を安心して出産、子育てできる支援が必要だと思う。オムツ代だけでも支援が増えると大

分違うので、、、。金額が増えたら産みたいけど産めない人が考えると思う。 

 

【別府市（小学生保護者）3件】 

  

◆ 所得、年収制限でなく子供の人数で手当てを受けられるようになると良い。家で子育てする

よりも働いてお金を稼ぎたい。でも実際働くとなるとワンオペ家事育児になるのが目に見えて

いる。「仕事 ワンオペ家事育児」これだと過労死かな？「ワンオペ育児」これはＮＨＫの「あ

さイチ」で特集組まれたりしていました。児童館や幼稚園、学校、検診会場で生の声をヒアリ

ングすることが一番良いと思います。大都市と地方では親の願いは違うと思う。 

 

◆ 我が家は専業主婦なのですが、働きながら子育てしておられるお母さん方は本当に大変だろ

うなあと思います。朝早くから夜遅くまでお仕事をしておられる方がいるのですが、まだ低学

年なのに１人でずっとお留守番で夕飯も一人でカップ麺などで済ませているようです。学校も

休みがちですし勉強もついていけてない様子です。宿題もしてこないのですが、当り前のよう

で、やればできるのに親御さんに余裕がないせいでかわいそうだなあと思います。もう少し経

済的援助などがあれば、気持ちにもゆとりができて勉強を見てあげられたりするんであればい

いのではないかと思います。近くに公園がありますが、敷地内に温泉がありお年寄りが通るの

でボール遊び禁止になっています。お年寄りを大事にすることと、子供たちの成長を温かく見

守ることのできるバランスがもう少し均等に図れるとよいと思います。 
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◆ 老人よりこれからの日本を支える子どもたちの支援をもっとふやすべきだと思います。児童

手当などは年度で区切るのではなくたんじょう日月で区切るようにしないと不公平になりま

す。 

 

【中津市（就学前児童保護者）2件】 

  

◆ 子育てをしていくうえで、色んな支援が必要だと思うが、経済的な支援をもっと充実させて

ほしい。子育ては、お金がかかると切実に感じる。低所得家庭に対する支援等もっと何かあれ

ば、安心して子育てが出来てくるのではないかと思う。 

 

◆ 保育料が高い。医療費無料を小学生から中学生までにしてほしい。子育てほっとクーポンの

使える範囲を広げてほしい。（せっかくもらったのに、使える用途がない、もしくは現金にす

るとか） 

 

【中津市（小学生保護者）2件】 

  

◆ ひとり親支援に対して、子供一人の方が優遇されていると思う。何人かの子供がいれば一人

に対しての支援が少なくなり、充分な子育てが不安でしょうがない。入学準備等にまとまった

費用がかかる割に、それに対しての支援が少ないと思う。祖父、祖母等の支援のない親には大

変です。兄弟姉妹が重なっての入学準備には大きな支出で借金しても支援がおいついていない

ので、用具の購入も続くのがつらくて子供には相談できません。 

 

◆ 大分は全国の中でも所得が最下位と聞きました。年金支給開始が 75 才以降になるのではと

の声もあり現状では子育て、老後の生活に不安しか感じません。世帯の所得増への対応、それ

が無理なら民間の塾や習い事を公的機関に安価で提供してほしいです（英語・算数・そろばん・

スポーツ）でなければ子ども達も所得の低い生活しかできないのではと不安危機感を感じてい

ます。行政の皆様には最大限のスピードで対応してほしいです。 

 

【日田市（就学前児童保護者）8件】 

  

◆ おおいた子育てホットクーポン、何のためにあったのでしょう。頼んでも市の職員は使用し

ている方はほとんどいないと言ってましたが、無駄なお金を使ったのでは（税金）。 

 

◆ 夫婦共に子どもはたくさん欲しいですが、経済的な面でかなり難しいのであきらめかけてい

ます。子どもの年齢が低いうちはなんとかなりますが、これからどんどん費用がかかるのかな

と思うとなかなか子どもを作ることに抵抗があります。 
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◆ 支援センター等施設や子育てクーポンにはいつもとてもお世話になっています。子供が安心

して遊べる場、相談できる先生方がいらっしゃる環境はとてもありがたいです。 

 

◆ 第一子の時よりもずいぶんといろんな点で支援が増えたと感じています。（予防接種も自己

負担だったものが公的に負担していただけるようになりました）ただ、やはり子供の数が多け

れば当然お金がかかります。習い事をさせたくても経済的に難しいです。小学校でも就学援助

の支給もありますが、子供が直接学校の先生に用意してもらわなければならず、嫌だったよう

です。経済的に厳しくても子供はかけがえのない存在です。何よりかわいいです。すべての子

供たちが衣食住の心配なく健やかに育つことを願っています。 

 

◆ 少子化と言っているが、その前にどうしたら子供をたくさん産めるか、女性が女性として、

母親として過ごせるかを考えた方がいいと思う。子供がほしいけど、お金がない、夫の収入だ

けでは生活できない、共働きをしても一人か二人が精いっぱい、これが、現実だと思う。もっ

と収入、国から支援があれば、女性が働かなくていいくら、生活が安定したなら、4～5人は

子供が欲しいと思う。理想と現実は違いすぎる。お金持ちの人だけが豊かに過ごせる。時間も、

お金も。 

 

◆ 昨年度より金額は上がったが、児童手当の第二子、第三子の金額が少なすぎ。親の考え方に

いろいろ違いがあるので一概には言えないが、うちは高校生や大学に行きだしたら金銭的に困

難になると予想し、子供たちの貯金にあてているが、一人目と二、三人目の差がすごいと思う。 

 

◆ 父親は仕事の都合で同居していませんが、子供は楽しく過ごしています。たまにしか帰宅し

ませんが、帰ってくれば一緒に遊んでいます。子育てクーポンを使用しましたが、インフルエ

ンザ予防接種やフッ素につかえてすごくよかったです。1 年しか配布がなかったので、残念で

した。ただ申請は市役所でしかできなかったので、地区の振興局でも申請できると良いと思い

ます。 

 

◆ ミルク、おむつ等の育児用品の低価格化を希望します。 

 

【日田市（小学生保護者）3件】 

  

◆ 公立高校は無償化になったので、幼稚園もしてほしい。もしくは第３子の幼稚園の補助をも

う少し考えてほしい（小学校３年生までのしばりをなくすなど・・・）。子供をたくさん産ん

でいる人への補助ｅｔｃ（たくさん子供を産んでも育てられる環境作りをしてほしい）。 
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◆ ３人目がほしいなあ～授かりたいとは思ってましたが、第１子が６年生、第２子が４年生、

第３子なのに保育料が第１子とみなされる様で０才～保育料が掛かると聞きあきらめました。

第３子からは０～６才まで無料になると子供を産む人が増えると思います。第２子は無料じゃ

なくてもいいんじゃないかな？とも思います。第２子は半額とか、半額の半額とかが良いか

と？ 

 

◆ 子供を持ってみて自分の人生の中でも大きな経験をしていると実感しています。今は学校に

通わせる事で保護者間とのつながりも増えている。子供の成長はとてもうれしい事で、昔の事

を考えると今手がかからない分、もう１人育てたいという気持ちがあります。しかし、経済的

に厳しい世の中なので生活する事がいっぱいです。物価も上がっている時代に３人の子育ても

大変苦労している現状です。 

 

【佐伯市（就学前児童保護者）3件】 

  

◆ ファミリー向け賃貸住宅（一軒家）格安で。子ども手当を３歳以上も 15000 円にしてほしい。 

 

◆ 子ども手当の金額を上げるか、3 歳から減額というのを見直してほしい。保育園の待機児童

問題の以前に、保育士の待遇を考えるべきなのでは。育休中で 2人目を出産した場合、1人目

の子は保育園に通い続けられるのは平等なのか。 

 

◆ 子育てと関係あるかわかりませんが、「母子手当」について不満があります。母子家庭です

が、遺族年金を受給しているため母子手当をもらえないと市役所で言われました。まわりの父

子・母子家庭の友達・知り合いは本人の意思で別れ、同棲して母子手当を受給しています。私

は旦那の死後、体調を悪くして仕事もできない状態です。そんな中、母子家庭の友人が「母子

手当が少し増えた」と他の母子家庭の友達と話しているのを見て、とても不快で悲しい気持ち

になりました。遺族年金も家族 4人では生活がぎりぎりの状況で体調面・金銭面での不安しか

ないです。 

 

【臼杵市（就学前児童保護者）1件】 

  

◆ 子育てほっとクーポン活用しています。とても良いと思います。保育所の預かり時間を長く

する。(盆・正月・祝日等も預けられるようにする)病気の時でも保育所内に病児保育ができる

場があり、仕事に影響がないような体制であると職場に迷惑かける事なく、自分(親)も楽しく

働くことができると思う。 
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【津久見市（就学前児童保護者）1件】 

  

◆ 子供をもう 1人ほしいと思っていますが、金銭的に無理であきらめました。子育て世代にも

う少しゆとりのある生活が送れるよう夫の給料を上げるだとか何かしていただけるともっと

子供が増えるだろうし、子育てが楽しいと思えると思います。共働きだとなかなか子供とゆっ

くり関わることもできず、そのできないことがストレスになっています。かわいい子供たちと

毎日ゆっくりと関わりたいです。子育てしやすい環境作りをお願いします。 

 

【竹田市（就学前児童保護者）2件】 

  

◆ 子育てクーポンを使う場所が近場にありません。ワクチン接種に使わない限り宝の持ち腐れ

です。すごく使いたいのに残念でなりません。スタッフ不足の為だそうです。改善をお願いし

ます。 

 

◆ 子供が大きくなるにつれてお金がかかるが児童手当が年々減っていくのは納得できない。子

育て世帯にもっと給付金なり手当なり、免税なり、経済的に支援してほしい。共働きでないと

生活できない。子供もお金がないと産んでも育てられない。日本の人口は減るばかりですよ。 

 

【竹田市（小学生保護者）1件】 

  

◆ 平成 23 年 4月～平成 28 年 3 月まで夫が働きながら看護師の学校に通いました。この 5年間

収入が低かったため就学支援制度を利用しました。私も働いてはいますが、夫の学費等でとて

も大変でした。そんな時期にずっと援助を受けすごく助かりました。今でも感謝の気持ちでい

っぱいです。やはり経済的に苦しいと気分も落ち込みます。子供へもなかなか気配りをするこ

とおできなくなります。経済的に苦しい家庭を援助する制度はこのまま続けて欲しいです。 

 

【豊後高田市（就学前児童保護者）2件】 

  

◆ 子育てほっとクーポン・プラスは大分市や宇佐市などでは絵本などにも使えるのに豊後高田

市などほかの市では使えない。宇佐市でも高田市のは使えないと言われたので本屋さん言った

ところ市役所にききにいったができないと断られたとの事。どうすれば同じようにできるので

しょうか。フッ素なども幼稚園や小学校でしているので行かなくても（歯医者に）いいし、イ

ンフルエンザの注射も受けていないので使えない。幼稚園に行っていると花っこルームなどの

預かりはできないので使い道が（幼稚園に預かりがあるので）ない。せっかくあるのにもった

いない。 
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◆ 商品券は幅広く使えるが、クーポン券は使える場所が少ない。予防接種などで使える対象が

少ない。母子家庭でもよい環境で働ける場所を紹介する場所が入りやすくわかりやすい様にな

ればいいと思う。 

 

【杵築市（就学前児童保護者）2件】 

  

◆ 教育費の無償化など議論されていますが、授業料の無償化や奨学金の給付というよりも、入

学時・通学時にかかる費用を無償化してはどうでしょうか。相対的貧困率も高く、ランドセル

や制服などを準備するのもきつい家庭が多くなってきていると聞きます。就学援助や手当など

の現金支給よりも、スウェーデンなどのように文房具まで無料にした方がいいと思います。親

の所得に関係なく、高校、大学まで通える制度を作ってほしいです。少子化対策にもつながっ

ていくと思います。 

 

◆ 他県から引越しして 1年になります。子育てほっとクーポンや子供の医療費の窓口負担なし

など初めてのサービスでしたがとてもありがたいです。私の住む地域はこども園もたくさんあ

り、新しい生活が慣れたら 0 才の兄弟も上の子と同じ園に預けて就労しようと考えていました

が定員オーバーで待機になり残念です。しかし 15 時以降や土曜長期休暇中も預かりをしてい

ただけるので近隣に親せきや親しい友人がいない私の家族には大変ありがたいです。市町村に

よって児童館のサービスの充実にムラがあるようなのでもっとたくさんの範囲で楽しめる施

設ができたらいいなと思います。(乳幼児が利用する場合です)大きな公園は車で移動すればあ

るのですが徒歩圏内に広場がもう少したくさんあるとちいさな子供を外で遊ばせる時間が増

えるかなと思います。大分市から引越した友人は実家さえ近ければ大分に永住したいと言って

いて子育で環境にとても満足していました。 

 

【宇佐市（就学前児童保護者）1件】 

  

◆ お金がかかりすぎる。主人は低所得、私は体が弱い。子供はたくさんほしいけど、生きてい

くので精いっぱい。支援センターの充実はうれしい。自分がこわすぎて全然いい母親じゃない。 

 

【豊後大野市（就学前児童保護者）3件】 

  

◆ おおいた子育てほっとクーポンが他の地小村では絵本購入など使えているのに、わたしたち

の市では使いづらい、あまり必要ないという話をしています。子育てに必要なオムツ、粉ミル

クなどの購入に使用できるようなクーポンがあればいいと思います。公園ももっとたくさんあ

る大分県にしてほしいです。 
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◆ 児童手当より扶養控除にしてほしいです（0歳からずっと）。子供の中には早生まれの子も

います。手当も控除もない 1 年は不公平です。 

 

◆ 経済格差が広がり、子育て教育にも大きな影を落としていることを日々実感する。親の経済

力の底上げ、安定した雇用、これこそが緊急の社会的課題だと思う。日本の未来を創るのは子

どもたち。きめ細やかな子育て支援と並行して親の経済面での支援をお願いしたい。 

 

【由布市（就学前児童保護者）1件】 

  

◆ 「子育て支援」と聞くと乳幼児が対象になっているイメージがあります。実際は小・中学生

も対象になっているのでしょうが、いまひとつ実感がありません。対象者も高校生まで広げ、

給付金という形だけではなく現物支給なども充実させていただけるとありがたいです。（制

服・道具類など） 

 

【国東市（就学前児童保護者）1件】 

  

◆ 今回のアンケートの宛名の子供が３歳までは東京で生活をしていました。３人目を出産する

タイミングで地元の大分へ家族で引っ越しました。自然も多く、地域の人たちに見守られなが

ら成長できていると感じる反面、習い事が少なく、公園なども小さい為、子供の為に田舎の生

活が本当に幸せなのかと感じる時がたまにあります。また夫婦で働いていても給料のベースが

低い為、以前より生活は厳しいのが現実です。子供の成長と同時に支援は少なくなるのに、必

要なお金は増える状況をもう少し理解してほしい気はします。 

 

【日出町（就学前児童保護者）2件】 

  

◆ 子育てをしやすい経済的な支援をお願いいたします。 

 

◆ 子育てクーポン有難いですが、今の所 1回も使ったことないです。フッ素も小学校入学まで

は無料で受けられるし、予防接種もインフルエンザしか使えず、接種する予定もないので。一

時預かりも前日までに予約が必要とのことで使いづらいです。急な用事な時に連絡して預けら

れるようなシステムなら利用したいなと思います。地域によっては絵本を購入できたりするそ

うなので、住む場所で異なるサービスは残念だなと思います。せっかくのクーポンなのだから、

みんなが使いたいと思える様にしてほしいです。予防接種もインフルエンザだけに限らず使え

るようになったらありがたいです。 
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【九重町（就学前児童保護者）1件】 

  

◆ 子育てホットクーポンについては、利用できる施設や病院で利用する際の利用対象を増やし

てほしいです。（例えばインフルエンザのみでなく他の予防接種での利用など）一時預かり制

度、あるものの現実では預けたい時に預けられず全然機能していないので、もっと利用しやす

い様にしてほしいです。小さな町なので小児科専門医がいません。週に１回でもよいので町の

医療機関で診察ができる様にしてほしいです。今は、高熱の時など症状のひどい時は、大分市

や別府市まで連れて行きます。 

 

【玖珠町（就学前児童保護者）4件】 

  

◆ 玖珠町には小児科専門の病院がなく、緊急時やアレルギーの検査に度々日田や大分市内に行

かなくてはならず不便です。出産後、お祝の商品券を町から頂きましたが、商品券の使える場

所が限られていたり、指定の場所に行っても品物（オムツ、粉ミルクなど）がなく、とても使

いにくいものでした。商品券の規定をもっと使いやすいものにして頂きたいです。 

 

◆ 地域によって子育ての仕方はいろいろです。しかし、みんなが１人しか産まないのは経済的

理由が１番です。しかも子ども手当も年齢が上がるとへります。一番お金がかかる時期に少な

くなります。だからといってパートに出ると家の事、子どもの事と女性にばかり負担がかかり

ます。楽しくみんなで生活をしていきたいのに、ちょっとのことでケンカになったりする原因

になってしまうのではないでしょうか。高齢者の事も大事ですが、これから将来を担う子ども

に対する補助も大切ではないのでしょうか。 

 

◆ これからの経済的なことを考えると不安です。現在、子ども手当があるのでどうにか生活で

きてますが、もう少し特典があると嬉しいです。 

 

◆ 3 世代同居手当というものを作り数千円でよいので頂けるとがんばれます。3 世代同居を推

進する事で色々解消する問題（孤独死・子供の非行・保育園が足りないなど）はあると思うの

で税金を使う意味はあると思います。只今同居中ですが、良いことはわかっているのですが、

耐えられません。少しでもお金になると思えばがんばれます。宜しくお願い致します。 
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６．公園、道路等 

（就学前 33 件、小学生 5件） 

 

【別府市（小学生児童保護者）1件】 

  

◆ 近くに公園がないのであればいいなぁーと思います。児童クラブはなかなかあきがなく入れ

ない。夏休みなど長期の休みの時だけでも入れるようにしてほしい。 

 

【中津市（就学前児童保護者）5件】 

  

◆ 中津市は公園は多くありますが、遊具があまりなく晴れの日でも、つれていく公園がない。

国東高田など公園の内容が充実していると思う。また、室内で遊ぶ場所もない。市民病院での

子どもの緊急時の対応も考えてほしい。何のための緊急なのか、見ないことの方が多い。市民

をもう少し大切にするシステムにしてほしい。公園などよりも、美術館などもう少し他からの

イベントがこれるホールなどあると、子どもにも良い刺激を与えられると思う。 

 

◆ 雨の日でも遊べる施設を作って欲しい。医療費を中学生まで無料にしてほしい。子供の登校、

通学路に信号のない横断歩道有、何度も交渉しても信号をつけてもらえず、危険で朝、親が横

断歩道に立っている（みんな仕事をしており、毎日立てない、立つ親が決まっており申し訳な

い）こういうところで子育て環境悪いと感じる。 

 

◆ 子供と遊ぶ場所が少ないです。ちょっとした公園ならあるのですが、雨の時や年齢差のある

子供たちを連れて、遊べる場所があるといいです。育休を長めにとっているのですが、1歳を

過ぎると上の子を保育園から退園させられました。仕事に復帰するまでの数か月、家で見てい

るのですが、年中にもなって家庭で過ごさせなければならず、子供がかわいそうになりました。

年中から入れる幼稚園もほとんどなく、すぐに仕事に復帰することも決まっているのに辞めさ

せられ、複雑な気持ちです。 

 

◆ 小倉にあるような遊ぶ施設が欲しい。小学生は入れないので、小さい子を安心して遊ばせら

れます。制度も整えて欲しいですが、小さい子どもを２人、３人連れて買い物する当たり前の

ことがとても大変な毎日です。そんな時「大変ねー」「がんばってるねー」「かわいいねー」と

声をかけられるだけで、肩の力が抜けます。まわりが、子どもに興味を持ち、助け合える環境

になってほしいです。 
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◆ 雨の日に子どもが安心してあそべる施設など、子どもが屋内ですごせるところがあまりあり

ません。そういう場所が増えるとうれしいです。 

 

【中津市（小学生保護者）1件】 

  

◆ 交通量の多い狭い道の歩道の確保。ガードレールの設置なども推進して欲しい。 

 

【日田市（就学前児童保護者）6件】 

  

◆ 日田市内に住んでいるのですが、公園などの屋外施設はあるのですが、屋内での遊園施設が

あるといいと思います。 

色んな所に行ってみたいのですが、知人の集まりが多く、いざ、支援センターなどに行って

みようと思っても、内輪でかたまっている人が多く、1 人では、行きにくい。同じ病院で産ん

だ方も多いせいか、遠方で産んだ人間は、なかなか友人、同じ時期に産んだ人と話が出来ず

つらい時がある。 

 

◆ 公園はいくつかありますが、遊具が少なく、付近に危険な場所があるので、もっとのびのび

遊べる公園があると良いなと思います。 

 

◆ 日田市は子供達が思い切り遊べる施設が本当に少ない。公園はいくつかあるが、遊具は少な

いし、雨が降る日などは児童館ぐらいしか遊ばせる所はなく、いつも福岡あたりの室内で遊べ

る場所へ連れて行っている。「田来原美しい森づくり公園」あんなもったいないものはない。

誰があそこを利用していますか。ゲートボールのおじいちゃんおばあちゃん。あんな広い場所

に何にもない、あんなに広いのなら子供向けの遊具などを置いても良かったのでは。あんなと

ころにただ木を植えてただ整備しただけのものを作っても誰もきませんよ。もっと市民の声を

聞いてほしい。ﾏﾏたちはみんな遊ぶ所が欲しいと言っています。 

 

◆ もう少し公園等広場でボール遊びができる場所を作ってほしい。ボール遊びができるところ

が少ない。（サッカー、野球など）他県は多くある。 

 

◆ 子どもが遊ぶ施設が少ない。(雨の日や寒い・あつい日に室内で遊べる、体を動かせる場所

がほしい。)子どもと一緒に食事できるようなお店が少ない。(とくに赤ちゃんをつれてとなる

と、ねんねできるような場所、じゅ乳できるような場所)遊ぶ施設は、安い料金ならお金をは

らっても利用したい。遊具や施設の内容にもよるが、ゆめタウンやイオンにあるような、施設

ができるとうれしいです。 
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◆ 子供向けの公園がないと思います。高い木があったり、周りを囲っていたりして死角ばかり

で日田の公園は怖くて遊びずらい。山に公園を作るのではなく、都会の様に平地に公園を作っ

てほしい。のびのびと子ども達が遊べるような。 

 

【日田市（小学生保護者）3件】 

  

◆ 私の住んでいる所では子供を安心して遊ばせる場所が少ない（無い）ので、そういう施設を

作って欲しいです。無理なのであれば、道具のたくさんある公園を整備し、作って欲しいです。

そして子育てに悩めるママもいると思うので、サークルの様な物を作り、集まりやすい様なし

くみを作った方が良いと思う（双子ちゃん、３つ子ちゃんは物に悩みがあると思うので、ハガ

キなど利用し、悩み事相談をした方が良い）。私が双子を産んだので悩みが多く、どう育てて

いけば良いかわからない事が多かったので、ハガキ、電話で相談に乗ってくれる人がいると良

いと思う。 

 

◆ 大きな充実した公園があったらいいと思う。 

 

◆ といあえず光岡校区に遊具のそろった公園の建設のご検討宜しくお願いします。 

 

【佐伯市（就学前児童保護者）4件】 

  

◆ 公園のない地域に、子どもが遊べるような場所を作ってほしいです。 

 

◆ 各市で差があるので、県全体で取り組んでほしい。当市では遊具の充実した公園や土日に開

放している施設が少ない。 

 

◆ 住んでいる地区に公園がないので、公園を作ってほしい。 

 

◆ 無料で遊べる公園や遊具がたくさんあるといいと思います。雨の時など室内で、ゆっくり遊

べる場所が近くにありません。保育園に行ってしまうと、地域の情報を知る機会が減りました。

情報を知る方法を教えてほしいです。 

 

【津久見市（就学前児童保護者）1件】 

  

◆ 公園が近くにあったり、家族で気軽に出かけられるのが、良いと思います（津久見在住）。

ただ、大きいトラックが頻繁に通ったりする割に、道が狭く補導が整備されていないところが

多いので、散歩をしたりするときが恐ろしいです。 
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【竹田市（就学前児童保護者）5件】 

  

◆ 子供達が安心して遊べる遊具施設を市町村に建設してほしい 近場で若い人が働く仕事場、

環境充実（それによって子供との時間がふえるから）。 

 

◆ 竹田市在住ですが、子供が遊べる公園、雨天時でも遊べる場所が少ないのが残念です。 

 

◆ 子育てしやすい職場環境が整うと良い。子供が安全に遊べる場所（公園）が欲しい。保育園、

土曜も一日預かってほしい。 

 

◆ 夜、街灯が少ない。子供と食後散歩したくても、真っ暗で危ない。歩道が無い場所が多い。

トンネルが節電されすぎ（うす暗い）、公園がないので子供がゲームに走る。竹田の保育園は

土曜日午後からになると、いのこりルームとなる。土日仕事の家庭も多いのに、保育園の理解

が少ない。夜街灯を増やせばウォーキングする人も増えると思います。吉田地区は子供達の遊

ぶ公園がありません。どこへ行くのも車で移動が普通になっています。自転車で行ける距離、

小さい子はあるいて子供達が遊べる公園などが必要だと思います。文化会館のそばに公園がで

きるみたいですが、少し離れていると、やはり親が送迎をしないといけなるので遊びに来れる

人が限られます。小さな公園でいいので地区ごとにあれば子供達、お年寄りのいこいの場にな

ると思います。 

 

◆ 竹田市に雨天時に小さな子供と一緒に遊べる施設がなく、雨の日は家の中ばかりで子供と母

親のストレスが増えてしまう。 

 

【豊後高田市（就学前児童保護者）3件】 

  

◆ 地方の所の小学校は道幅が広くても歩道と車道の境目がなく、危険と感じることが多々あり

ます。昨夜ガードレールをとりつけてほしいです。 

 

◆ 小学生向けの室内公園がほしいです。 

 

◆ 真玉・臼野・香々地方面に子供が遊べる遊具がある場所（公園）などが欲しいです。近くに

スーパーが少ない為、おむつを買える場所があまりありません。産婦人科がなく、子供を産む

には近くても宇佐まで通院しないといけないです。 
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【宇佐市（就学前児童保護者）1件】 

  

◆ 歩いて行ける距離に公園がないので、公園を増やしてほしい。中学生まで医療費を無料にし

てほしい。 

 

【豊後大野市（就学前児童保護者）3件】 

 

◆ 地域が活性するような公園設備を希望します。 

 

◆ 豊後大野市在住ですが、子供を連れて遊びに行く場所が少ないなと感じます。子供を遊ばせ

る施設があれば市外からの人も来てにぎわうのではないかなと思います。 

 

◆ 公園少なくて他の地区に行くのも行きにくい。駐車場がない所は車はどうすればいいかわか

らない。別に遊具がなくても広場だけでもかまわない。 

 

【由布市（就学前児童保護者）1件】 

 

◆ 保育料が他の市に比べ安いのでとても助かっています。公園以外にも無料で遊べる施設がで

きるとなお助かります。 

 

【国東市（就学前児童保護者）4件】 

 

◆ 住んでいる地域には、気軽に遊びに行ける公園や施設がない。土日や雨の日、何をしていい

か困る。子供と家の中で遊ぶのは限界があるし、子供が退屈そう。 

 

◆ 私は国東市に在住です。山もあり、海もあり、自然豊かですが、子供が遊ぶ公園や室内施設

がなく。子育ては子供中心の生活になり、行くところも子供が喜ぶ場所となるが、そこがなく

子育てしにくく、家の庭で遊んだり、散歩をしたり、人と関わることが少なかったことを覚え

ています。また、小学生になっても運動する場が少ないのは残念です。どうやったら大分県に、

特に少子化の市に子供が増えるのか、考えてください。魅力的な大分県にしてほしいです。住

みたい田舎№1になってほしいです。また、子育てって乳幼児期だけではないんです。そこも

考えてほしいです。国東市は少子化が進み、幼稚園の子供の数も少ないです。待機児童なんて

全然いません。だから、田舎に来てといいたいです。地方にも子供が増えるようになってほし

いです。 
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◆ 国東市は広いのに大きな公園が少ない。病院もわざわざ日出まで出る人が多い。安心して見

てもらえる小児科がほしい。 

 

◆ 国東市にもっとたくさん大きな公園が欲しいです。 
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７．広報 

（就学前 4件、小学生 2件） 

 

【中津市（就学前児童保護者）2件】 

 

◆ 知らない対策が多いのでもっとアピールして欲しいです。 

 

◆ 子育て支援自体が、どこまでが支援なのか情報が入ってこない。 

 

【中津市（小学生保護者）1件】 

 

◆ 子供達が色々な事に体験できる機会やイベントなどをふやし、子供がいる家庭にわかりやす

く伝えてほしい。例えば色々な仕事体験や紹介など。手話など市の「サービスの種類」などを

知らない事が多く伝わってこないのでもう少し子供がいる家庭にわかりやすく何らかの方法

で紹介してほしい。 

 

【日田市（小学生保護者）1件】 

 

◆ 沢山あるかもしれないがどう利用してよいかわからない。税金をとり立てるように利用でき

る事を何度もわかりやすく伝えてほしい。 

 

【豊後高田市（就学前児童保護者）1件】 

 

◆ もっと色々な情報が入るようにしてほしい。 

 

【宇佐市（就学前児童保護者）1件】 

 

◆ 各市町村で子育て支援の差があると思うのですが、勤めている会社とかで聞いても市が違う

と制度が違うのでわからないことが多くあります。大分県で、このようなアンケートを実施す

るのなら、もう少し県全体で統一してほしいです。 
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８．その他 

（就学前 36 件、小学生 20 件） 

 

【大分市（就学前児童保護者）3件】 

 

◆ とにかく子供が安全に外で遊べるよう、取り組んでほしい。 

 

◆ 他県から来たものですが、大分県の子育て支援に対するサービスは充実しています。しかし、

欲がでてしまうので、このまま改善を進めて、若い人たちも大分県に住みたいと思えるような街

にしていってください。 

 

◆ このようなアンケートの機会をいただいて、おかれている状況や様々なサービスを考え、知

ることができました。ありがとうございます。 

 

【大分市（小学生保護者）5件】 

 

◆ １０年前にくらべるとずいぶん、子育てや親支援の豊かになったと思います。その中で、親

に親切になりすぎ、子育てを楽しむ親、子どもを育てていて親としての責任を放棄している方

も多く見られます。（子どもを放置している）。もっと、親が子どもとの関わりを大切に、便利

な支援、便利な策を考えるべき・考え直すべきかとも思います。 

 

◆ ぜひアンケートを活かしてもらいたい。 

 

◆ 一番下の子だし、小学生なのでこの質問はちょっと違うような気がしました。 

 

◆ 転勤で大分に来たため、乳幼児期の支援についてはよく分かりません。ただ、大分は祖父母

の方が近く人住んでいることが多く、それが助けになっているように感じます。 

 

◆ 高齢者のための予算を子育て支援の方に回してほしいです。 

 

【別府市（就学前児童保護者）6件】 

 

◆ 施設職員の為お答えできないアンケートもありました。すみませんが、よろしくお願いしま

す。 
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◆ 別府は子育てしやすいなと５年住んで思います。この調子でこれからもよろしくお願いしま

す。 

 

◆ 私はありがたいことに子育ての環境に恵まれている方です。働いていますが、育休も取れま

した。いつでも看護休暇がとれます。職場の人たちの理解もあります。実母も一緒に住んで、

送り迎え、夕食作りまで毎日してくれます。夫も同じく、なんでもしてくれます。保育所の先

生も、大事に接してくれます。「一人で子育てしている」ということを思ったことは、母にな

って 8年たちますが、一度も思ったことがありません。しかし、他のママ友の話をきくと共働

きで近くに頼れる人もいない、保育所の対応も別府市とは全く違う、とても冷たいものだとき

きます。（大分市の話です】働く親として一番思うのは、子供を安心して預けられること、預

けられる人がいることだと思います。親が健やかな気持ちで元気に働けること、そのために、

ぜひ、保育所などの先生たちが親と同じ気持ちで子どもと接してくれることを望みます。そし

て保育所の先生たちの社会的地位と賃金の向上を施策としてすすめていくべきだと思います。

地域全体がそれぞれの立場で、みんなで子供たちを大切に育てていく、という意識づくりがも

っとすすめられれば、と思います。 

 

◆ 子育てをしていると、自分の時間もお金も社会的地位も犠牲にしなければいけない。子供は

かわいいとは思うが、決して育てやすい環境とは言えないと思う。子育てはこれからの社会の

ために必要なことなのに、子供を外へ連れて行くと嫌なことが多すぎる。子供はうるさいもの

だし、じっとしていられないもの、大人と同じようにできないから周りの理解が必要なのに、

自分たちも子供だったということを忘れている大人たちが多すぎると思う。そしてみんなが母

や父に育ててもらっているのに感謝できていないと思う。少子化になって当たり前だと思う。

何のために子供を育てるのか。年金を納めるため、税金を納めるためと大人中心の社会になっ

てしまっていて、子供たちに明るい社会だよなんて言えない。悲しい世の中だと思います。子

育ては楽しんでますかときかれるが、何か困っていることはありますか、何を変えたらいいで

すかと聞くべきだと思う。子育ては楽しいものではないと思う。 

 

◆ 小さな子供と一緒に外食しやすいところが増えるとうれしいです。子供用のトイレの数がも

っと増えると外出しやすいです。雨でも遊べる場所が少ないです。子供向けのイベントがもっ

と増えてほしいです。 

 

◆ いじめがなくなるようご尽力の程よろしくお願いします。これからも子供達を宜しくお願い

します 
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【中津市（就学前児童保護者）1件】 

 

◆ 中津市役所子育て支援課の女性にとても態度の悪い方がいます。ちゃんと教育してください。

保育園の申込みに行った際、保育園に入園できずに話をしに行った際、相手の気持ちを考えな

いとても冷たい態度をとられました。こっちがどんな気持ちで行ったか分からにのでしょうか。

あまりにもひどくてその場で泣いてしまいました。 

ほとんどの方は感じの良い対応ですが、そのような方もいますので、その対応にキズついて

帰っていくお母さん達いると思います。その一人の方のせいで課全体が悪い印象になります。

その方の顔は二度と見たいくないですが、いつも手前にいて不愉快です。 

 

【中津市（小学生保護者）1件】 

 

◆ 子育て支援とは、子供まわりのことだけでなく、すべてが絶妙にバランスがとれてはじめて

うまく行くものだと思います。役所の方々には、官民一体となった政策を特にお願いしたもの

と、役所内の横のつながりを重視していただきたいと思います。 

 

【日田市（就学前児童保護者）5件】 

 

◆ 他県出身ですが、日田市は公園も多く、夏はプールもあり、何より３歳未満の第２子から保

育料が無料というのはありがたいです。転勤族なのでいつかは引っ越しますが、小さい時期に

日田でのびのび過ごせるのでとてもよかったと思います。あとは古いお店が多く、エレベータ

ーのない店もあるので、そこが少し困ることがありました。2人いると 1人ベビーカーなので

2 階の買い物をあきらめたり。お店の問題だとは思いますが。よく行っていたお店だったので、

そこだけ残念です。でも地域の方もよく話してくださって、周りに知り合いのいない私でもス

トレスなく過ごせています。 

 

◆ うちの場合は自宅と店が一体となった自営業をしている飲食店です。小さい店で家族経営な

ので、質問の項目にあてはまらないことがあったので、少し書き足しています。子育て支援に

関して、日田市はいい方なのではないでしょうか。あと、うちの子供の年令は今６才ですが、

対象外ではないですか。これが参考になるかわかりませんが、子供も大人も楽しく生活できる

ようになるといいですね。 

 

◆ これだけのたくさんのアンケートを、忙しい中勝手に送りつけられ、期限も近く、とても負

担でした。メリットを感じるような形で行なって下さい。また、今の時代にこの郵送の形は予

算に合うものなのでしょうか？ 
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◆ 子育て支援のカテゴリーに入るのかわかりませんが、父親がいて、次々と子供が出来ている

のにも関わらず、籍を入れていないため、母子家庭扱いとなって母子手当や保育料無料と理不

尽なことに憤りを感じます。市自体も把握しているにも関わらず、法的措置もとらず、見守っ

ている状態です。このような家庭ほど手厚いサポートをうけていて、真面目に働いている者た

ちは何なんだろうと考えます。 

 

◆ 遅くなってしまい申し訳ありませんでした。少しずつでも子育てしやすい環境になれば良い

と思います。 

 

【日田市（小学生保護者）2件】 

 

◆ 提出の封筒が小さすぎます。調査用紙の形状を変更するか大きめの封筒を使うかしてほしい

です。せっかく記入しても封筒に入れて郵送する事が憂鬱になります。 

 

◆ 子育て支援は親が仕事やリフレッシュのために子どもを預けることができるように支援す

ることではないと思う。朝早くから夜遅くまで、休日も預けられる子は１番大切な時に愛情を

受けられず、家庭で、家族で育つものや食育も受けられず、いくら社会や地域全体で子育て、

といってもまず親であると思う。子育ては大変ではあるけれど子育ての大切さや楽しさを伝え

ることや就労時間の制限を設けてでも子どもとの時間を作り、それをサポートする支援が必要

だと思う。 

 

【佐伯市（就学前児童保護者）2件】 

 

◆ 東京から母親の病気療養と離婚の為、1 年半ほど前にこっちへ来ました。近所に同年代の子

供がおらず、少子化なのだから仕方ないのでしょうか。どうしても東京にいた時のほうが子供

にとっては充実した毎日を送っていたと比べてしまいます。児童館や公園といろんなところを

利用してきましたが、同年代の子と出会っても同じ幼稚園ではないから、や、知らない子だか

らと一緒に遊んでもらうことが出来ない時が多々ありました。とくに公園や店内のキッズスペ

ースでは娘のようによそから来た子には冷たい時がありました。今は幼稚園へ入園できたので、

お友達もでき、毎日楽しんでいますが、知らないからと一緒に遊んでもらえない環境はもうこ

りごりです。佐伯市がそうなのでしょうか。臼杵市の子たちはすぐに受け入れてくれました。 

 

◆ 赤ちゃんの授乳室やオムツを替えることができる場が少ないです。もう少し増やしてもらえ

たら外に出る機会も多くなるのにな、、、と思います。子どもが安心して遊べる公園を増やして

ほしい。外で遊びたいのに場所がない。 
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【佐伯市（小学生保護者）4件】 

 

◆ 私の住む佐伯市では地域の方々が子供を育ててくれる活動が多くて、家庭だけでは学べない

事を地域の方々からたくさん学んでいます。子育てしやすいと思います。 

 

◆ 大人目線だけでなく子ども目線で考えて欲しい。子どもな大人（親）がまず自立することが

大事。・親が子どもに干渉し過ぎ。 

 

◆ アンケートの内容が稚拙です。 

 

◆ 前は大分市に住んでいたけど、佐伯市は大分市に比べると、本当に子育てにおいて、とても

環境が良いです。地域の方たちもあいさつをしてくれるので、すれちがう知らない人にも自ら

子どもたちがあいさつをするようになってうれしいです。顔見知りになることで、何かあった

時も安心です。山や自然も子どもたちが大きくなるのにとても必要です。魚もおいしいしとて

も佐伯が好きです。 

 

【臼杵市（就学前児童保護者）2件】 

 

◆ 子育て満足度日本一を目指して、大分県内の子供たちの幸せを一番に考えていろんな政策を

楽しみにしています。そして子供が増える県になってほしいです。 

 

◆ 昔に比べると世の中が物騒なので子供だけて遊ぶ事すら、心配です。昔は地域の人たちが普

通に声かけてくれたりしたので、みんなで子育てしている感じでした。今は知らないおじさん

おばさんばかりです。もう少し、大人と子供のコミュニケーションの場が増えるとありがたい

です。 

 

【臼杵市（小学生保護者）2件】 

 

◆ 第 1 子出産の時よりも子育てしやすい環境になっています。ありがたいです。 

 

◆ 動画に関して：良いとおもいますが理想の幸せすぎる。幸せな人が見るには良いがそうでな

い人はどう感じるかなあ。私は幸せだと思っていますが一回見れば十分です。 

 

【津久見市（就学前児童保護者）1件】 

 

◆ おむつや授乳室を多くして欲しい。 
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【津久見市（小学生保護者）1件】 

 

◆ 子育を産み育てるということはお金もたくさんかかり、それを充実させていくためには、仕

事を父母共に頑張るしかなく、そういった環境で毎日疲れて帰ってからも家事をしなきゃいけ

なく。余裕を持って子どもと関わる時間もなくストレスもたまり。母親のストレスから夫婦間

にきれつが入り離婚する人も多くなると思う。母親が働かなくても産み育てちけるような保障

があれば気持ちのゆとりもでき母親もフルに働かずに、気持ちも満たされ家族観もうまくいく

と思う。もう少し子育て支援に対する金銭的支援があれば、共のように母親が共働きせず子ど

もをみれ、待機児童もへるのではと思う。はっきりいって児童手当てなど全然足しにもならな

い保育料もかなりかかったり生活もいっぱいいっぱいである。もっと手厚い支援をお願いした

い。 

 

【竹田市（就学前児童保護者）3件】 

 

◆ 日本一の具体的項目は何ですか。丸 7 年間の成果は何ですか。 

 

◆ 祖父母手帳を作成してほしい。子育てで子から受けるストレスより義母からのストレスの方

が大きい。昔は良くて、今は違う見方をしている事（オムツ、トイレトレーニングなど）子育

てに関する内容で今どきの子育てが解る冊子を作って欲しい。祖父母、義父母から子育てに共

感、理解を示してもらえるだけでも、子育て中のストレスはかなり軽減されると思います。日

本一を目指すのであれば他の自治体で行っていることはしてもらいたいです。お願い致します。 

 

◆ 行政(国、県、市町村)の政策は高齢者向けに偏重している気がします。この様なアンケート

の結果が子育てを含め、若い世代に対する施策に反映される様期待しています。 

 

【豊後高田市（就学前児童保護者）2件】 

 

◆ 豊後高田市に住んでいるがとても子育てに満足する市です。 

 

◆ 今住んでいる地域は子供は少なく、子供の友達を近所で探すのはちょっと困難な環境ではあ

りますが、依然住んでいた都市圏と比べると子育てしやすいと感じています。子供を育てるの

に重要なのは地域の理解だと思います。子供は宝だと感じてくれる方が多い地域だととても子

育てしやすく、親のストレスも軽減されるのではないでしょうか。 
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【豊後高田市（就学前児童保護者）1件】 

 

◆ 市によって子育て支援施策などが違い、他の市の方がよい事が多々ある。何かひとつでも県

で統一してもらえたらいいなぁと思う。 

 

【杵築市（就学前児童保護者）1件】 

 

◆ 大分市内は充実しているかもしれないけど、他の市町村はまだまだ子育てしにくい環境です。

県？国？が地域と協力して、子育てしやすい環境を使ってほしい。たとえば、コンビニのトイ

レにオムツを交換する台を設置したり、子どもを座らせるイス（パークプレイスのトイレにあ

ります）を作ったり、例としては、豊後高田市の花っこルームみたいな感じ！！無料または月

料１００円程度であそべる室内広場を作ってほしい。全ての市町村が、豊後高田市みたいに、

子育てに力を入れると、若い子育て世代は、もっと子どもをたくさん産みやすくなると思う。

他にも、もっとたくさんマタニティーマークを使える場所とか、駐車場を使ったらいいと思う。

車イスや高齢者の人と同じマークの所には、車をとめにくいのでマタニティー専用を使ってほ

しい。子どもの医療費を１８才まで無料、中学入学前までは、入院費を無科にしてほしい。ア

ンケートをとるなら、どういうふうに結果が出て、実現するかをたくさんの人が見るような方

法で発表してほしい！！アンケートをとるだけ、聞くだけ、やります！！と言う口だけな行為

はやめて下さい。たくさんの子育て中の人が同じように思っていると思います。ママ友とはな

した時に同じ意見がたくさんでてきます。いますぐに全ては無理でも１ヶ月に１ヶ所ずつとか

でもいいので実現させて下さい！！ 

 

 

【宇佐市（就学前児童保護者）5件】 

 

◆ 最近はあまりにも仕事との両立のことばかりを社会が考えている様だが、子供はいつでも母

親といたいという気持ちが強いと思うので、ゆっくりと子供と向き合い仕事せずに子育てに専

念できる環境や社会づくりも必要だと思う。 私は専業主婦で子供が小さい間は密に関わりた

いと考えるがまわりは０歳から保育所に預けたりして子育てしている女性が不思議がられた

りする時がある。 専業主婦が社会に貢献していないと肩身の狭い思いをするのは間違ってい

ると思います。自分も１８歳で親もとを離れ自立したのでそれを考えると子供と過ごし同居で

きるのも約２０年程しかないと思うと子育てとは短く感じるため１日１日を大切にしたいと

考える。 

 

◆ 店で授乳室や子供用の便座が置いてあるところが少ない。宇佐市では授乳室があり、お湯を

用意してくれる店・施設は 1 か所もない。ミルクも困るが、授乳室すらないのはどうかと思う。 
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◆ 買い物に行ったりした時、灰皿がないのにタバコを吸ったりしている方がいたりします。そ

んな方々を見て子供達は「タバコ臭い」「タバコ、外に捨ててダメだね」など言ったりします。

タバコを吸うことは自由だと思うのですが、子供達の環境には良くないと思うので、受動喫煙

による影響などを、もっと多くの方々に知ってほしいと思います。車の中や灰皿の前など、子

供が横にいるにも関わらず平気でタバコを吸ってる親を見ると、とっても悲しい気持ちになり

ます。 

 

◆ アレルギーに対する対策が少なく日々毎日大変です。宇佐市、大分県ではまだまだ安心して

不安なく過ごしていけない現状で早急に対策して欲しいです。学童へ預ける事が今現在出来て

いません。他県と比べても遅いように感じております。 

 

◆ 豊後高田市のようにもっと住民皆の住みよい町になってほしい。宇佐市には何もない。税金

も高い、ごみ袋も高い、子育てのしづらい町で有名な宇佐市です。 

 

【宇佐市（小学生保護者）1件】 

 

◆ 子育てをしやすい環境づくり。税などは上がり支出は増えるのに収入は変わらない。これか

らどんどん大きくなる子供。そしてその子供の子供。先を見すえた対策が必要かと。 

 

【豊後大野市（就学前児童保護者）1件】 

 

◆ 回答の期間が短すぎると思います。両親共働き、フルタイムの労働の家庭ではある程度の期

間は必要です。このアンケートではどんな回答を導き出すのが目的でしょうか。問 28、29 は

頑張っている父親がいるのに対し、それに反する質問なのでいかがなものかと思えました。ア

ンケート内容の見直し、誤字のチェックも必要ではないでしょうか。あと、返信の封筒が小さ

すぎます。 

 

【豊後大野市（小学生保護者）1件】 

 

◆ 豊後大野市三重町は変わった人ばかり住んでいて子どもの声がうるさいとか言われたこと

があります。お年よりばかりだから三重町は子育てしにくい地域だと思う。遊ぶ所もない。持

ち家ではなかったら大分の方にひっこしていた。近くにうつ病の人もいて子供たちの声がする

とドアを叩いていかくしてくるし・・・。こっちがうつになりそうです。三重町なんかに住む

んじゃなかった。とてもこうかいをしています。 
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【由布市（小学生保護者）2件】 

 

◆ 子育てしやすい環境です。 

 

◆ 「子育て満足度日本一」を掲げている大分県ですが子育て世代としてあまり実感がわきませ

ん。というのも「満足度」の感じ方は人それぞれではないかと考えますし何より家庭が安定し

ていないと「満足度」を感じることができないのではないかと考えます。また「子育て」の範

囲がどこまでなのかも人それぞれだと思います（大分県では 18 歳未満が対象ですがそれを「子

育て」という名称にしてよいものかも疑問ですが）「子育て支援施策」がある特定の人や団体

のみ有効的に活用するのではなく、大分県全体で「子どもが成人（18 歳）になるまで県民全

体でサポートしていく体制ができていくとよいと考えます。そのためには市町村が行っている

「子育て支援」の現実を調査し、もっと活用してもらうための評価や様々な事業展開を大分県

がリーダーシップをとっていく必要があるのではないかと考えます。「生活のしづらさ」（人そ

れぞれですが）を抱えている子育て世帯が数多くいる現実をしっかり大分県が把握していくこ

とや発達障がいや子どもの貧困などの課題にもっとも積極的に関わってほしいです。「親御さ

ん（世帯）が安定していないと「子育て満足度日本一」は達成できないと思います」 

 

【国東市（就学前児童保護者）3件】 

 

◆ 子育てだけでなく、祖父母の介護なども同時に考えていかなくてはならないものだと思いま

す。私の両親は父が足腰が弱くなり、母はすでに寝たきりで、妹が一人で面倒を見ています。

介護施設などを利用していますが、介護中心の生活で無職です。私も幼い子をかかえ、出産を

控えていますが、この先、子育てにおいて頼れるのは夫しかいません。それどころか実家の父

に何かあれば妹一人ではとても面倒が見られなくなるでしょうし、施設に入所するにしても金

銭面でやっていけるかどうか気がかりです。隣に住む夫の父は今は元気で身のまわりのことは

自分でやってくれていますが、介護が必要になれば、間違いなく私がお世話をすることになる

と思います。育児と介護が同じ時期に重なるとやっていけるかどうか不安です。行政にたよる

ばかりではいけないと思いつつ、隣近所も年配の方が多く、町内会自体このままでは若い世代

の負担がふえるだけでは、とますます不安です。 

 

◆ 国東市、杵築市に住んでいないワンルームアパートをどうにかして、ファミリータイプにし

てもらえないか。2DK、3DK が多く、3～4人が住むには狭いと感じる。中古の家などリフォー

ムしたりして、新しく売ってもらえたりするといいなと思う。古いままじゃ誰も買わない。 
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◆ 国見町在住です。自治体ごとの支援なので、県に言っても仕方ないかと思いますが、国東市

は 1人産んでも 4人産んでも出産祝い金が 3万円。豊後高田市は 3人目以降は 10 万円。病院

や産婦人科は遠いし、子供が遊ぶところは少ないし、そのうえ支援も少ない。医療費について

は小学校へ上がるまでは支援していただけるのでありがたいですが。過疎地域なのに市役所新

築に 2、30 億かけるなら月 10 組ほどしか産まれない新生児に対してもう少し手厚い支援があ

っても良いのではないかと思います。幼稚園の通学も送迎も仕事があり難しいので、バスで通

ってもらっていますが、小学校は義務教育なので、通学は無料ですが、幼稚園は実費を手出し

です。そのへんも、どうなのか。市の行う乳幼児健診ですが、地域の保健師さんや顔見知りの

役場の方がいらっしゃるのは、気心が知れて良い反面、自分の嫁ぎ先のこともよく知っていら

っしゃるので、本音の話が出来ないことが往々にしてあります。子育てにつかれていませんか、

義親とはどうですか、仕事との両立は、というどの質問にも大丈夫ですとしか言えません。本

音を言っても、田舎ではすぐ、あそこの嫁は●●と思っている、と漏れたりするので、構えて

しまいます。なので、毎回の乳幼児健診の質問を受けるたびに、不毛なやりとり、何のためだ

ろう、と心中思い、早く帰ることを考えています。 

 

【国東市（小学生保護者）1件】 

 

◆ 理想と現実が違いすぎている。いろいろな制度が作られたりしているが、それらは結局役所

づとめの人しか実働していないと思う。机上の空論が多い。 
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この意見集は、平成 29 年 1 月に実施した「子ども・子育て県民意

識調査」に寄せられた意見・要望を分野別にまとめたものです。 


