
問１１ 子育てをする上で周囲からどのようなサポートがあればよいか（未就学児）

・定期的に年齢別で相談会などがあるとその時期に困っている事（相談したい事）があれば相談に行きや

すいと思います。

・子供を安心して気軽に預けられる所が欲しいと思います。たまに一人の時間がほしい。

・話を聞いてもらえる環境があれば強力なサポートになると思います。

・子供がおとなしい子は、周囲にあまり気にせずにすみますが、外に出ると落ち着かないでずっと動き続

ける子は、とても大変で、子育てするのに子供と親と一緒に遊べられる所に行っても逆に落ち着かない

事が多いです。

・病児保育、短時間の預かり、放課後預かり。

・安い金額でいつでも困った時すぐに子供を預けられる施設等があれば、とても助かります。

・いろいろと相談出来る人。又、煮詰まった時には一時的にお預かり出来る場所など。

・急用時に預けられるところがあると良いと思います。

・発熱などのときにサポートしてくれる機関があると助かります（託児含めて）。

・職を持っている親に対して協力的なサポート。例えば学童の時間延長や３年生まででなくもう少し上ま

で。

・託児や預かり保育の充実（土日も）。

・病気の時、預ける所があると働きやすくなる。

・画一的な教育やしつけ方でなく、色々な意見や、やり方があることを理解し協力してほしい。

・もう少し気軽に相談できるスペースを確保してほしい。

・緊急時に見てもらえたら、うれしいです。

・緊急時に、昼夜問わず子どもをみてもらえる。

・自治会役員の免除。年齢毎の交流の場（休日に）が欲しい。

・歯医者や美容室など、気軽に預けられる施設があるとうれしいです。

・一時預かりの場所を（施設！？）つくって欲しい。（料金等詳しく、分かりやすく書く）土、日、祝日で

も相談できるような窓口があったらいいなぁ～と思う。講演会など（ヨガ、スポーツ等）の催しものの

ときに託児所があれば行きたいなぁ～と思う。

・定期的な自宅訪問。

・日常的に子供のそばにいる人はけっこう負担があることを周囲が理解すると気が楽になる。家事、育児

を分担して、話せる環境があればストレスもそんなにない。たまに子供から離れてリフレッシュするの

も大事。子供を預けられる場所。短時間利用など。

・気軽に子供を預けられるような制度がほしい。

・平日以外にみてもらえる施設。

・遊べる場所も少ないので、いつでも楽しい体験ができる所があると良いと思います。釧路や中標津にあ

る施設はとても良いですが、遠いので身近にあると助かります。

・簡単な手続きで低額の料金で預かってくれる所があれば良いと思う。１日の預かりなら、給食が出ると

良い。

・病院に行くほどでも無いけど何か気になる･･･って時に気軽に電話して相談出来る専門の所があれば助か

る。

・私は預けられる所があるのでいいですが、預ける人がいない人が美容室や歯医者などの時に、気軽に預

けられる所があればいいと思う。

・子育て支援施設での一時預かりの制度に助けられています。月数回利用しています。

・母親が仕事をする場合や、きょうだいが急病などの時に預けることのできる施設やサポート。



・手を貸してほしい時、いつでも貸してくれる。

・休日でも母親１人でも安心して連れて行けるような場があると良い。

・病児病後児保育。

・常識的な日常をおくれていれば、特に何もありません。

・お金のかからない預けられる場所。

・緊急時の無料の託児所。

・積極的な声かけや集まる場があれば、１人悩んでいる人も自分から相談などしやすくなるのでは。

・親が気軽に預ける事ができる（買い物など２～３時間）場所。

・近所で良くしてくれる方がいるにはいますが、働いていらっしゃるし子供をそんなに預けるということ

にはならないので、いないに○をしました。両方の両親は遠方です。子供との生活は楽しいし、毎日あ

っという間ですが、時々自分としての時間のなさに辛くなります。それでもだいぶ楽になってきてます

が。少しの時間でも子供を安心して預かってもらえたら、片方の子供が病気になった時など、とても助

かると思います。他の地域では、１日預かり（順番制で）とかあるところもあるようです。美幌に来て

２年、頼るような身近な人はむずかしいです。子育て支援センターも活用していますが、いつも人がい

っぱいだし、先生も大変そう。そして、あの集団の中では、かえって孤独な気持ちになることもありま

す。基本、自分のみでの子供との生活だなと思っています（幼稚園に行ったら、また違うのかも）。

・町で主催している色々な教室やスポーツ、しゃきっとプラザでのプール教室等を利用する時、どうして

もという時の１～２時間の一時預かり制度があると助かると思います。今もありますが、少なく利用し

にくいです。

・預かり保育（価格が安い）。相談にのってくれる。

・自分の子育てがこれでよいのか･･･と常に不安です。子育て経験者や保健師さんに話を聞いてもらえるだ

けでも気持ちが楽になったりします。

・緊急時に子どもを預けられる施設、個人があれば教えてほしい。

・もっと安い費用で利用できる託児。

・何かあったときの手助け。

・転勤族で近くに親族がいない為、子供をすぐに預けられる人がいない。支援センターは日時に制約があ

るし今後の緊急時を思うと心配。自分で地域の（町内会）行事等に参加して知り合いを増やしている。

・共働きの為、子供を預ける場所がほしい（安い所）。

・幼稚園等へ入園させたい場合に受入れがあるか否か、また就学時などの節目が近づいてきた場合の情報

提供、障害を持った子を持つ親として経験がないことばかりで何を聞けば良いのかわからない場合のフ

ォローをしていただければ大変助かります。美幌町は幼稚園の数が少ないので自身で調べることができ

ましたが（地元なこともあり）転入してくる家庭のためにも上記のような資料があれば良いのではない

かと思いました。

・緊急時など、もう少し手頃な値段で預けられる場所があると大変助かる。

・子供が体調を崩した時にみてくれると助かる（仕事中に）。

・子供を預かってくれる施設をもう少し増やしてほしい。

・現状に不満なし。

・今の状況に満足している。

・現状に満足しているので、特にありません。

・現在は「なないろ」を利用していますが、就学後に療育していただける公的機関がないのが不安です。

・親の病院など、緊急時に簡単に預けられる制度があればよい（有料でも構わないので）。現在の預かり制

度だと事前登録に所得証明書の提出が必要などでなんとなく利用しにくい。

・苫小牧市のようなファミリーサポート。



・平日、休日にかかわらず、急な用事の時などに子供をみてもらえる体制。

・中標津の夢の森公園のような、自然にふれることが出来る施設や公園があるといいなと･･･。

・教育の面では家庭でしっかり、保育園や幼稚園にいる間はまかせ、その都度対処していけば良いと思う

ので、そんなに心配はありませんが、私の家庭では、父母ともに実家が遠いため、もし親に何かあった

場合（例えば母の私が入院など）一時保育的な機関が多くあればいいなぁと思います。美幌の保育園（美

幌、東陽、ひまわり）は平２６の春まで全く空きが無いと聞きました。

・基本的に美幌町は、働きながら子育てをする人には冷たい。または、町が働きながら子育てをする環境

ではないと思う。「どのようなサポートがあれば」というよりは、まず保育園の保育料が高額すぎます。

税所得で保育料を決められるようですが、その前に給与が高いか低いかではなく「何故、働くのか？」

という所です。税収入が高いからといって保育料が高額であれば何の為に働いているのか？という事で

す。また、住宅控除分含めずという事を以前職員の方に伺いました。税収入での保育料の差に不公平だ

と思います。また、別の話になりますが、子供が小さいうち冬場の雪かきに大変な思いをしました。仕

事上、家が大変な時に主人が不在になり、子供達も小さく、雪かきに外へ出る間、誰も子供達を見てい

る事が出来ないので、昼寝の短い時間でしか雪かきが出来ません。お年寄り家庭の雪かきサポートだけ

でなく、小さい子供のいる、旦那さんの不在で困る家庭へのサポートも必要だと思います。

・気軽に相談出来る（愚痴も含む）機会を増やしてほしい。乳児・幼児相談だと２ヶ月に１度だし、窓口

に行くと全体に聞かれてしまいそうで躊躇してしまう。

・病児保育ができる環境。

・娯楽のときに一時預かり希望。

・医療費をできるだけ長い時期無料にしてほしい。

・子供が病気になった時、仕事を休めることもできるが、職場に気をつかい、なかなか休めず祖父母に見

てもらうが、子供の病気を祖父母にうつしてしまい大変だった。病気の子供を気軽に預けられるサポー

トがあると安心です。

・自分が病気した時に子どもを幼稚園まで連れて行く時が大変なのでおくり迎えをサポートしてくれると

緊急時は助かる。

・自分から発信できない人もいるので、声をかけてあげる（ＴＥＬする、訪問する等）ことが大切。また、

その際は悩みを打ち明けられる対応を。

・保育ママ。

・美幌町では幼児相談etc気軽に利用できる場所があるので相談しやすくありがたい。不自由していない。

・予防接種など預けることができない場合、短時間でも一緒に病院に行ってくれたり、買い物につき合っ

てくれたり、週に１日もしくは２週に１日利用できるチケットというか、クーポンみたいなものがある

といい！と思う。預けるのではなく、自宅で１時間みててくれるなどできれば、普段出来ない所の掃除

やゆっくりお風呂に入ったり。買い物も子供２人つれて行くと両方ぐずるとどちらかおいてとかが出来

ないので無理してでも運ぶことになる。腕が痛くなったり、肩コリやギックリ腰になる率がふえる！し

ゃきっとで託児しててもらって、しゃきっとで整体が出来るとか、なかなか美容室に行けないから、し

ゃきっとでカットしてくれるとか！

・外で安全安心に遊べるようにしてほしい。親や大人のモラル向上を促せるようしてほしい。

・緊急時に預けられる安心できる所があると良い。

・自分でも気付かない内にストレスや不安が大きくなるので、積極的な声かけ（？）などあると安心する。

・働いている人はもちろん、働いていない人にも一時的に預かって頂けると（病院、美容室、その他）リ

フレッシュできて良いと思います。特に小さな幼児の居る方。

・フルタイムで働いている親へのサポートが・・・・不足？情報も少ない。

・今のままで充分です。



・０才保育が町でも行ってほしい。また、その時に世帯収入で保育料を決定しないで父母の収入で決める

べき。

・息抜き。

・学校や幼稚園以外は自分でしっかり面倒をみて教育したいので、特にない。

・年間通して学童だけではなく、突発的な預かりにも対応してもらえるとありがたいです。

・母親がリフレッシュできる機会があればありがたい。ただ、幼稚園に入ると時間的にも若干余裕ができ

るので

”０～３才位の子を持つ親”と思う。

・行政には全く期待しない。

・もし、保育園のお預かりを18時までとかにしてくれたり、土曜日も17:00か18:00にしていただきたい。

季節保育園は冬期の間やっていないので、働いている親はとても困る。かといって町でやっている保育

園は空きがないし、時間は短いし、利用料の負担も大きい。幼稚園も厳しい状況。

・支援センターをもう少し広くして、たくさん遊べるようにしてほしい。

・子供が安全に遊べる所や交通面でも安全に道を歩けるような環境が常にあれば良いと思います。

・がん検診などでも子育て支援センターの一時預かりが出来ればいいと思います。私は子供をまだ産みた

いですが、妊娠中のつわりがひどく下の子（2才）のお世話に自信がなく、もう子供はいらないかな～と

あきらめ気味です。つわり中だけでも何かしらサポート（有料でＯＫです）があればと思います。私の

ように親族が北見地区にいない（帯広、士別に両親）場合など、本当に誰も頼れる人がいなく悩みます。

病院に言っても、つわりがひどければ入院しなさいとのこと。第 2子のとき、上の子がいたので入院は

無理ですよね。それに私達夫婦のように30代後半になると（今は40代ですが）親も高齢だったりで、

孫のこととは言え、親にさえ頼れない、甘えられない人もたくさんいると思います。せめて妊娠中だけ

でも・・・と思います。

・用事がある場合（幼稚園の行事等）で見てもらえる場所があればと思う時があります。

・夜間の預かり、病気の時など預け先が欲しい。

・月一で保健師さんに来てもらって色々と育児について相談したい。

・不安を聞いてくれる。預かってくれる。

・これから経験していく事や子供の歯発達について色々とアドバイスをくれたりしてサポートをしてくれ

たら良いと思います。

・保育園の充実。

・病後児保育の可能な施設。頼る人が限られている人にとってはとても必要です。働きたいけど働けませ

ん。

・就労している親の緊急時の夜間の保育サポートがあればよい。

・学童の延長をしてほしいです（PM6:00まで）。

・子どもが風邪をひいた時など、一時的にみてくれる所があると良いです。

・保育料を値下げして欲しい。

・結婚する前は他町に居ました。そこの保育所は給食でしたので、美幌町の保育所も給食になればいいな

と思います。

・保育料などもっと安く、条件も緩和されて預けられる場所があるといい。

・子育てしている父母のしている事を否定せず、話を聞いてくれたりアドバイスをしてくれる人、おしつ

けたり頭ごなしに話さず聞いた事を口外しない人。

・母親の体調不良時にすぐ対応してくれるサービス（子どもの世話）。

・病院に行ったり子どもを連れて行くにはちょっと大変な場所に行く時に一時的に預かってくれるところ

があるといい。緊急時にもすぐに対応してくれるとありがたいです。



・安く預かってほしい。急でも大丈夫。

・今の所、長女が見ていてくれる事もありますが、１～２時間低価格で預けられる場所が曜日を問わずあ

るといいのにと思ってしまいます。

・行政のサービスやイベント事の連絡があるとうれしい。

・今は祖父母が近くにいるので助かるが、もし急病（自分が）かかった時に子どもを預かってもらえる（急

な場合でも旦那の勤務中預かってもらえる）託児所がほしい。

・親族、友人、知人等、少し話す事は可能だが、全てを話す事が出来る環境ではないので（小さい町でつ

ながりが近く密な為）町内と関係の薄い方が客観的な指導が出来る様な環境があると助かります。

・緊急時の一時預かり。

・本音で助言してくれるとありがたい。自分の子育ての考え方が少し違うと思うことを言ってくれる人が

ほしい。

・北見にもある様な24時間の保育施設がほしい。

・児童館で持参したお弁当が食べられる日が増えるといいなぁと思います。昼 12:00の送り迎えが出来な

いので9:00～15:00で通してくれると利用可能な日もたくさんあるので。小学生の子供は行きたがるが、

送り迎えが出来ず利用出来ない事が多い。

・買い物の時一時的に預かってくれる場所があるとＡＤＨＤやアスペルガーの気質を持ったお母さんは安

心して買い物ができるかもしれません。母親からすぐ離れてしまいますので・・・・。買い物する店舗

と併設されていると、なお利用しやすく良いと思います。

・医療費、緊急時の対応、サポートの強化、徹底。

・娘が熱を出していて、長女も主人も居ない時の買い物や自分の通院でとても困っています。長女や主人

も部活や仕事で遅いので・・・・。

・室内遊具施設（雨天でも公園のように遊ぶことのできる施設）の設立。

・以前住んでいた地域にあったファミリーサポートセンターのような施設が一時預かり以外であれば良い

と思いました。一時預かりも、もう少し柔軟に対応して頂きたかったです。

・ひまわり保育園の助成金。働く母親としてひまわり保育園はとても助かります。ですが、２歳まででは

なく３歳以上も助成金があれば家計に助かります。

・困った時や疑問を感じた時にいつでも気軽に意見をきける、適切な時期を先取って情報の提供がある。

・時間で急遽でも預けられる託児所があると助かる。子供が入院しなきゃいけない病院でも入院等の対応

の出来る小児科があるといい。

・子育て支援、手当等の金銭面のサポートがあれば嬉しいです。

・両親が近くにいない人にとっては行政が頼り。又、幼稚園も土曜日、預かりをしてくれると助かる。

・土曜日・日曜日にかかわらず毎日保育してくれる場所があればいいと思います。時間も長いといいです。

・児童センターを利用しやすくしてほしい。

・子供の病気や行事の時、父親の帰宅や休みを取りやすい会社や社会の意識。子供が寝る前には帰宅でき

ると助かる。

・安心して遊べる施設等があればよい。

・子供を遊ばせながらお茶会など出来る所。遊ばせる所は飲食がダメな所が多いので、中々のんびり友人

などと話しながら子供を見れる所が無いので家にこもりがちになってしまう。

・うちは私も夫も実家が本州で頼れる親せきもいないので、緊急時等１時間いくらとかでもお願いできる

ような制度があればと思います。子供が急に体調を崩したり自分が病気の時等が１番不安です。

・用事の際にみてもらえる（障害のある子）ところがあるとよい。

・幼稚園を長くしてほしい（16時までとかに）幼稚園おわったあとの時間をうまく過ごせる場所がもっと

ほしい。



問３２ 教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関しての意見（未就学児）

・転勤等で身内が近くにいない人や配偶者の仕事で母親一人で育児している人もいると思います。気軽に

預ける事が出来、息抜きが出来るサポートがあれば嬉しいです。１～２時間スーパーで食材を１人で買

うだけでもストレス解消になります。イヤイヤ期のやんちゃ坊主の１～２歳児をスーパーに１人で連れ

て行くのは大変です。

・年齢別に子供と一緒に参加できる教室、イベントがあると良いと思います。地域で、どの場所でどうい

ったことを行っているのか条件面、時間、内容をもっと詳しく情報提示して欲しいです。

・屋内で遊べる施設が少ない。支援センターより気軽に行ける場所が欲しい。正直センターには【よし！！

行こう！！】と身構えないと行きづらい。

・子供が産まれてから、私用も含めて預けられる所がいまいち分からず、１番最初の子の時は特に大変で

した。子育て支援センターは預かっていただけるらしいのですが、金額とかも細かくわかるように最初

の健診とかで教えていただきたいと思います。

・放課後の学童の預り時間拡大もしくは児童館にしてほしい。短時間、低料金で預ける場所がほしい。子

ども園を町内につくってほしい。スクールバスの時間帯（帰り）の便を増やしてほしい。病児保育をし

てほしい。いろいろな場所、研修で託児があたりまえになってほしい。

・出来れば幼稚園の過ごす時間をもう少し長く出来ないものかと。（せめて１５時とか）センターも幼稚園

前に通っていても、いざ幼稚園に通うとたまに行っても小さい子がメインな感じがして行きにくくなっ

た。幼稚園後の子供達が遊べる所などあったらいい。

・子供をたくさん産みたいが、こんな安月給、低助成だと全然子供を産めない。もっと子供を安心してた

くさん産める環境作りをして欲しい。子育て支援の充実。子供手当の増額。療養費（子供の）を小学校

卒業まで無料にして欲しい。

・生活の為に働きたくても保育料が高くて小さい内から預けられない。一般企業に合わせた時間、休日で

保育してもらわないと働き口が少ない。保育料を年収だけでなく家庭の兄弟の歳、学年も考えてほしい。

歳が離れていて大学生などがいれば年収があれど、出費もある。

・支援センターで食事の出来るスペースがあると良い。児童センターが遠いので青山方面にもう一つある

と冬場小学生が遊べる場所が出来て良い。冬場、各家庭でゲームを持って遊んでいることが多いので、

もっと体が動かせる場所が欲しい。

・小学校（特に美幌小学校）、中学校、高校共に特別支援教育の充実のために外部の専門機関の活用を積極

的に利用して欲しい。（特に医療分野の支援）

・働く両親と子どもにとって安心、安全なサービス。家族の時間を多く持てるような環境の提供。

・母親も休みを取らずに働けるようなサポートがあると助かる。（病後保育）近くの市町村では、インフル

エンザワクチン代の補償などやっていて、病気を抑えようという動きがあるのはうらやましく、導入し

てほしい。

・土日祝日の子育て支援センターの利用できる日が、月に１度の週のみでは少ない。ハイキング等の行事

に参加してみたいが、仕事をしているため参加できない。

・遊べる施設や遊具を増やしてほしい。公園がどれだけあるかわからない。詳しく知りたい。

・冬に遊べる施設を増やしてほしい。（木のおもちゃ等で遊べる場所が欲しいです。）

・母子家庭に対する金銭的負担が大きすぎる。保育園も満額、母子手当もなし。将来が不安になり、転居

も考えてしまう。もっと優しい市町村はいくらでもある。

・通っている学校内に児童センターのように自由に遊べる施設があれば安心です。コミュニティーセンタ

ーは遠いので子供だけで行かせるのは心配です。



・認可保育所でも、もう少し朝の時間等早くしてほしいです。あと、２人目出産等でも、保育所を変更し

たくないので、子ども園等の設立を願いたいです。３才までの子も医療費を支払う分、予防接種（イン

フルエンザ、おたふく等）の費用をもう少し安くしてほしいです。

・美幌は子だくさんの様な気がします。３人４人のお子さんがいる家庭も沢山あるし！そう思うと、環境

に恵まれているのかなぁと思います。医療について･･･３歳以降は少し費用の負担があるので、それを小

学校入学まで医療費は無料がいいなぁと思います。近くに身内がいない方で、上の子の園の行事の為、

下の子を預けたくても預ける場所、施設がなく困っている方がいます。そういう施設があっても料金が

高かったり、園の行事等の理由では預かれないとことわられたり･･･。むずかしい所ですね･･･。

・母子家庭で親と同居だと手当がもらえない。特に援助してもらっていないのに、親の収入で審査されて

も困る。

・未就学児童を育てるにあたってのサポートが薄すぎる。リフレッシュの為に子供を預けられる場や、親

子で通年通えるスポーツ教室等があるとうれしい。

・第１子から３子まで、ひまわり保育園にお世話になりました。（第３子は現在も）親のニーズに添ってく

れる施設が出来、本当に助かりました。町立保育園も開所時間等、色々変わってきているようです。今

後とも町民の願いに応じてくれる柔軟な対応を望みます。

・１～２時間でも預かってくれる施設が欲しい。今は共働きの時代なので子供を預けて安心して母親が働

ける環境がほしい。

・子育て支援センターの預かり保育は、事前に申し込みが必要で親が急に熱を出してしまった時等の急な

預かりはしてもらえないのか？

・子育て中の人は勤務時間を選べるようになればよい。限られた人がフルタイムで働くより、より多くの

人が短時間で働く社会の方がうまくまわっていくと思う。

・預かり保育は確かな理由のみに利用出来るので、リフレッシュや買物で、お願いするのは難しいです。

月１回でも希望の人には預かりの内容に左右されずに利用できると良いと思います（もちろん有料でか

まいません）。

・室内で遊べる（走りまわって）場所がほしい。

・土日や急な用事に預けられる場所がない人もいるので、そういうシステムができると良いと思います。

・子供がまだ小さいので、正直まだわかりません。

・子どもが遊べる施設（室内）を増やしてほしい

・保育料をもう少し下げていただけると助かります。

・保育施設を増やしてほしい（認定こども園等）。室内の遊び場等を増やしてほしい。

・外出して遊ばせられる環境が少なすぎる。イベントや支援センターの活動等、いつも同じ時間帯でその

時間が不都合な人には、ほぼ利用できない状況を少し変えてみると良いのではと思う。保育所では、ほ

とんど教育的な事がなく、少ないので、スポーツや英語、体操など地域での気軽に参加できるような催

しなどに期待したいです。

・未満児保育の充実。

・もう少し町の子育てに関する情報等わかるようにしてほしいです。

・４年生～６年生を見てもらえる場を増やしてほしい。

・保育料を免除してほしい（テレビのニュースで出ている）。

・いつも子供たちをみて頂き感謝しています。もしわがままを言えば、もっと働きやすい環境を作って頂

きたいです。利用料や受け入れ人数を増やす（保育園）特に雇用証明書からの保育園願書だと仕事を探

し面接しても雇ってくれない（保育園に入れるかさだかじゃないから等）。

・保育料が高いです。ただ先生達は皆さんしっかりされていて、とても安心して預けさせて頂いてます。



・町立の保育園の開園時間が８時からと遅いです。過去にも何度もお願いをしましたが、数年経っても改

善されることはありませんでした。世の中には８時から勤務の母親も多くいます。また、８時開園とな

ると勤務できる職場も限られます。早く働く母親に優しい町の施設になることを望みます。

・認可保育所を利用していますが土曜と同じように祝日も利用できるとありがたい。現在勤務している会

社は祝日も通常に出勤のため。

・道立ゆめの森やオホーツク流氷公園のような充実した大きな公園、雨の日でも遊べる室内の大きな遊具

施設が美幌にはないので作ってほしい。

・特別支援教育について～学校に入ると「教育支援計画」の作成があるように、産まれた時からの記録（出

生児の様子、乳幼児検診の所見等々）を町と教育が協力し、“育ちの手帳”（教育の母子手帳のようなも

の）を作成してほしい（障害関係なく）。幼少中高の引継がスムーズにいくこと、将来（進路）を考えて

いく時、社会に出て行く時等々、役に立つ資料となると思います。（うまく書けていませんが･･･）美瑛

町に、すとり－む「美瑛町子育てファイル」というものがあり、それを参考にして頂ければ分かりやす

いのかなと思います。

・仕事によっては、日曜も仕事があるので、日曜日も子供を預けられる所があると嬉しいです。

・児童センターが遠すぎる。旭小学校の低、中学年（特に低学年）は、自分で行く事が出来ず送迎での利

用になり、ハードルが高い。子供が行きたがっているのに町内に住んでいる一部の人だけが気軽に利用

できるのはおかしい。しゃきっとプラザ内に設置すべき。

・休日の親子のあそび場として、しゃきっとプラザ以外にもあればいいと思っています。北見市の「木の

プラザ」のような、利用料がかかっても気軽に行ける施設が欲しいです。

・北見の木育広場みたいな施設を美幌にも設けてほしいです。スーパーばっかり大きくする必要はあるの

ですかね。スーパーを大きくしたって子育ての環境が良くなるとは思わないのですが･･･。子供が思い切

り遊べる場所を確保してください！！無駄な物にお金を掛けないでください！！

・乳児相談、幼児相談が月１回だと嬉しいです。

・子供が病気の為、町外の病院で看てもらう事がかなりあります。入院などもする事がある為、一時的と

はいえ、高額な料金を支払うことがとても大変です。今後も手術や検査が沢山控えている為、今からと

ても不安です。便利な市への引越しも考えています。

・子育て支援が非常に手薄。まず、子育て支援センターが毎日やっていないこと、ファミリーサポートが

ないこと、一時保育の利用理由でリフレッシュが認められてないことなどが挙げられる。実家が遠く頼

れる場所が無かったので、子育ては非常に困難だった。仕事を辞めざるを得なかった。

・保育園や幼稚園など、少し料金が高すぎる。住む所など家賃も高いので保育園などに入れて働きたいが、

高すぎて入れない。もう少し住む場所の事も考えてほしい。共働きが出来ない。団地等も広くてきれい

な場所でのびのび育てたいが空きがなかったり家賃が高すぎる。建物も古すぎ。もう少し考えてほしい。

・小学校、中学校の給食について。現在３才と１才の子どもがいます。家では無農薬野菜、無添加生活を

心がけています。給食でもたくさんの食品添加物が使われていると思います。置戸町のように給食に力

を入れ、子どもに安心安全なものを食べさせられる町になればと思います。

・保育所のお弁当について、主食（ごはん）だけ持参にはならないのでしょうか。へき地保育所は、お弁

当持参と聞いたので。

・療育機関の更なる充実。特に就学後の子ども達の為の公的な環境を作ってほしいです。

・遠軽に引越しした友人から「美幌は子育てのサポートが厚くてよかった」とききました。まだ新米なの

で、これから行政等サービスにお世話になるかと思いますが、よろしくお願いします。

・上の子の時と、下の子の時では状況が変わり、就労していたり育休を取ったり内容が異なる事もあるた

め、このアンケートのみで一つの家庭の育児状況を判断しかねる部分もあると思います。



・子供を預ける環境が悪い。（幼稚園、保育所が高い）子供がいる人の手当を増やしてほしい。病院代を小

学生まで町で負担してほしい。女満別は負担している。

・子育て支援センター、しゃきっとプラザのプレイルームに子どもを連れて行ったものの、子どもを見て

いない親が多く、小さい子が大きい子の下敷きになっているなど危険だと思ってしまい、それから連れ

て行くことをやめました。放置子が多いことに驚き、“町が管理する無料の施設”にはマナーの悪い低俗

な母親が多いことがわかりました。子どもが着用している服をチェックし、タカるような人もいます。

・支援センターなどの行事で、定員割れで参加出来ない事が度々あるので、利用者の人数を考えて、もう

少し定員を増やすなどして、多くの方が参加出来る様考えて欲しい。古い公園などの遊具の手直し。

・子育て支援センターが休みの日が結構あるので、土日祝日でも遊ばせられる所があったらいいと思いま

す。冬場など、外遊びができなくなる時期は、そんな施設があると沢山子供たちが来ると思う。しゃき

っとプラザのプレイルームのおもちゃは定期的に消毒した方がいいと思います。少しベタベタしていま

す。

・母子家庭の幼稚園の金額をもう少し負担のかからない様考えてほしい。母子家庭の親も病院の通院等負

担をへらしてほしい。

・働くにも、小さい子を預けるため保育園等預けると、パートだと保育料の方が高く、働く意味がなく（大

変な思いをして親から離して可愛そうな思いをさせる等）、だからと、正社でもなかなか小さい子がいる

と病気の時は？？の質問があり、面接時から子供のため休めない感じの場所もあり、近くに親がいなか

ったり、親がいない人には、働こうと思っても色々考えると行動に出来ないので病院へ連れて行ってく

れたり、見てくれたりしてくれるとありがたいが、利用料がこわいのと、健康の子の事を思うと一緒の

建物などだと、流行してしまうなど可愛そうな事になるなど、なかなかないですよね。

・子育てには、お金がかかるので、出産後に各家庭に配布されたゴミ袋は本当に助かりました。他の市町

村からみても、美幌町は特に子育て支援が行き届いている様に思えます。これからも変わらない支援を

続けて欲しいと思います。

・美幌町に産婦人科があれば良い。

・幼稚園での預かり保育料が高い。夏休み等長期休暇の場合１ｹ月通園していなくても１ｹ月の保育料がか

かり、更に１日４００円の預かり保育料がかかる。高齢者の為の施設は色々と建設されたようですが、

子供の為の施設が少ないと思われます。みどりの村にある遊具、雨の日、冬場は使えず設備も古く小さ

い子供向けなので利用に限りがある。中標津のゆめの森公園のように無料で小さい子から大きい子まで

利用できる施設があったり、もっと町自体が子育て支援に積極的にならなければ、どんどん子供達は減

っていくばかりだと思います

・苫小牧市のファミリーサポートシステムが良かったです。北見にもミントサービスなどがあります。美

幌にもあればよいと思います。

・へき地保育所も、認可保育所と同じく１２月の最終保育日や保育時間、１月の保育など、同じ条件にし

てほしい。

・民生部児童支援グループの皆様の取り組みに感謝いたします。

・美幌町の保育園は他地区に比べると高いと思います。北見や女満別など・・・・民間企業共働きには厳

しいです。母子が無料で、安く入園している方々も町はしっかりと現状を調べた方が良いと思います

よ！！バカらしく思います。

・病児保育してくれる保育園が欲しい。



・美幌という小さい町でも待機児童がいるというのにビックリしました。保育施設がもっと充実していれ

ば（保育園の枠や、認可外などで増えたり、企業でも託児有りの会社が増えれば）働きやすい環境にな

ると思う。札幌から来たが、以前住んでいた町では待機をなくす動きをしていて０になりました。あと、

車が無い家庭なので、センター等（コミセン、トレセン）に行くのが遠く（バスも数本しかない）なか

なか行きたくてもいけない状況もあり、中心あたり（しゃきっとプラザなど）にあるともっと参加でき

るのかな～と思います。

・経妊婦を対象としたプレママ教室を開いてほしい。２人目、３人目が居る方の上の子の接し方等、メン

タル面での話を聞いてみたい。どの様な支援事業があるのか一覧にして広報等に載せてほしい。

・現在、ひまわり保育園を利用していますが、低所得者世帯には負担が大きく感じます。町で３歳まで補

助をしていますが、第２子・第３子についても検討されてはいかがか。保育所を町立で運営するよりも

民間活力を活用するためにも、もう少し町はサポートすべきと考えます。万が一、ひまわり保育園が運

営できなくなると町はその分賄いきれるのでしょうか。ＮＰＯで立ち上げた組織ですが、継続できるよ

う配慮いただきたい。

・このアンケート疲れた。もうやめて。

・ベビーカーやチャイルドシートのレンタルを希望。

・どうして、美幌保育園と東陽保育園では１才と１才６ヵ月とでは入園する年が違うのか？２つの保育園

を行き来するのは本当に負担に思う。それに育児休業をとらないと給付金がもらえないのは納得がいか

ない。とりたくてもとれない人が多い中で育児休業が利用できますと簡単に言わないでほしい。申告制

ではなく、妊婦になると、どうしても失業という形になってしまうので、育児休業が無理で、妊婦で働

けない人の為の制度もしっかりしてほしい。

・稲美在住で自家用車がないため、児童センターを利用するのに交通が不便です。バスの時間も午前中だ

とイベント途中で帰らねばならず、次のバスを待つ気力もありません。青山会場も月当たりの開放日が

少ないためなかなか利用できずにいます。ましてこれから冬どんどん遠ざかりそうです。

・働いている母親が多いのに家庭教育学級の活動は大変難しいと思います。負担になったり役員選出など

嫌な思いもするので是非止めてもらいたいです。

・幼稚園を給食にしてほしい。パートでも事業の保育施設を利用したい。認可外保育施設にも兄弟で利用

した際、半額になるようにしてほしい。保育園の利用時間（認可）をもっと遅くまでしてほしい。16:00
ではフルで働けない。

・子育て支援センターは週に開放する回数をもう少し増やしてほしい。

・医療費の負担を３歳までではなく、もう少し大きくなるまで補助して欲しいです。函館の方では中学生

まで補助してくれると聞きました。健診の間があきすぎだと思います。10ヵ月健診～１歳半までの間は

長過ぎだと思います。１歳でも健診をやって欲しいです。

・両親が遠方に住んでいるため、私が具合悪くなってしまった時、子どもを幼稚園に送り迎えするのが本

当に大変なのでサポートしてくれると助かる。

・産休、育休を取得することに対して「子供が出来ることは良いことだ」といいながら２人目、３人目の

取得になると「また休むんだ」という声を聞くことがある。（特に男性から）制度の創設だけではなく、

職場などの考え方など意識改革も必要では？

・美幌の公園は汚いのでもう少し管理してもらいたいです。

・認可外保育園の保育料が高いのでもう少し安くしてほしい。

・幼稚園がもう１つあったら・・・と思う。子育て環境や支援にとても満足しているし、感謝する事も多

い。ただ、医療施設には満足出来ない。どこにかかったらいいか迷い、悩むことがある。ゴミ収集（燃

えるゴミ）が週１回のところ、週２回来て欲しい。（特に夏場）オムツの処理に困る。

・学校のそばに児童センターがあれば、本人が行きたがれば行かせたいです。



・他町では私用でも１時間 500円で預かってもらえる場所がある！病院でも買い物でもリフレッシュする

ために必要な時間が手軽にとれるのはいいと思う。美幌にはないのが残念。病気になってからの利用で

はなく、予防のために利用できれば医療費もおさえられる！！土・日・祝は１時間 1000円でもいいし。

半日、１日単位ではすべてやりつくさなくてはいけないので大変だと思う。

・美幌町は比較的子育て支援などは整っていると思う。ただ、子どもがしっかり育つためには親や大人の

モラルが大切だと思う。最近はあいさつや返事もできない親が多く目立つので、そこを何とかできるよ

うにしてほしい。

・美幌は子供が集まって遊べる所があるので良いと思います。子育て支援センター、児童センター、しゃ

きっとプラザなど。

・子育て支援センターが古くて汚い印象を受けるので、子供を連れて行きにくいので、もっと広くてきれ

いなしせつがあると嬉しい。北見のように木のプラザとか。双子だと親が一人で見てるのが大変で連れ

て行きにくいので、先生をもっと増やしてもっとサポートしてもらいたい。

・上の子が小学校３年までの学童利用、その後カギっ子です。コミセンの方に足を伸ばし放課後を過ごし

ていますが、遠い！各学校毎くらいに児童館必要！冬なんて行けない。学童の利用料、津別は無料！医

療費も中学までタダ！ワクチン代も助成して下さい！！ＰＴＡ、学年費とかも高い！保育料も高い！幼

稚園土曜日の保育時間延長して！働けない！朝も早くして！小学校の学年費、スキー、スケート代、絵

の具、習字etc、多数の親負担があり、とても大変です。ハーモニカなども貸し出しなどできないものか。

スキー、スケートについても毎年サイズ変更ともなって、手袋、ウェアーなども・・・児童手当ても減

って税の控除もなくなって苦しいですよね。これから幼稚園、保育園の子達にも同様のこと考えると先

がみえない感じ。保育料も大きいですよね。どうかたわごとと思わず１つでも聞いて下さい、町長様。

・せめて小学生のうちまでは病院代等をかからなくしてほしい。乳幼児カードがなくなるとまともに料金

が発生するので、子供がたくさんいる所は、割に合わないし、少子化に貢献しているのにもう少し考え

てほしい。

・小学校の学童が月額ではなく、月数回でも利用出来るようになればいいと思います。

・保育料が高すぎる。兄弟がいる場合など”免除を考えてほしい”

・美幌町の子育て支援は充実している方と思います。利用する側からすれば”もっと、もっと・・”と欲

も出てしまいますが、子供が幼稚園に入るまでは大変有難いものでした。ただ、子育て支援センターが

月曜日にお休みの時は他施設（図書館など）を利用したかったです。しゃきっとプラザのプレイルーム

は利用しづらい印象がありました。

・小学生になったとたん医療費の負担が大きくなる。小学卒業までは0.5割負担にならないものでしょうか。

・小学校６年生まで医療免除してほしい。中央保育所などの季節保育所を通年にしてほしい。保育料をも

っと下げてほしい（保育園）。

・子供のイベント等楽しく利用しています。とても子育てしやすい町だと思います。教育・子育て等で有

名な人を講演でよんで下さい。

・子育ての環境や支援については、普通ですが、これからも色々と子育て支援などで気を配ってくれて感

謝します。ありがとうございます。これからもご支援のほどをよろしくお願いします。

・美幌町の小児科が信用できない。もう少し子どもの遊べる環境（施設等）欲しい・・・冬は特にセンタ

ーしかない・・・。もし他にもあるなら情報がほしい。

・美幌町は子どもが多いのに預ける施設が少なすぎる。もう少し、一時的に預けられる所などが増えたら

ママ達は助かると思います。



・美幌町は保育所＆幼稚園面でまだまだ不足している所が多い。これから働いている父母の事を第一に考

え、働きやすい環境、安心して子供を預ける事ができるようにして欲しい。①利用料（所得によって保

育料が上がっても働いても働いても保育料が高かったら意味がない。）②保育時間が短すぎる。せめて

17:00。延長かけて18:00とかにしてくれると助かります。（北見市はそうです。）土曜日も13:00って･･･。

働けない・・・・。③待機児童が多すぎる。多すぎてなかなか入れないと、仕事だって見つからない。

美幌は季節保育園が多く、冬期の間、休みなので仕事できない・・・。町でやってる保育園を増やして

欲しい。※前に、役場に行って保育所の事で相談しに行った事があります。役場の人間の対応の悪さ。

もう少し良くして欲しい。いろいろなサポートがあるのかもしれませんが、名前だけな気がします・・・・。

もう少し考えて下さい。

・夏、外で水遊び出来る所を作ってほしい。青山南公園やみどりの村は坂になっていて小さい子供は危な

い。例えば、北見の香りゃんせ公園などのように浅くて平らな所があると嬉しい。公園の設備をもう少

しきれいで柏ケ丘公園みたいなバケット型のブランコを増やしてほしい。

・病院での領収書での申請が少しめんどくさい。（北見での受診があった時など。）妊婦検診の無料の紙を

２回に分けて取りに行かなくてはいけないことが、子供が１人ではないと大変。仕事復帰を考えても１

歳未満だとひまわり保育園しかない。ハローワーク側も、とくに子供がいる母親などに協力的ではない。

・風疹、麻疹の予防接種のお金の免除など、網走などで行っている。予防接種の免除が全くなく、町民税

が高い。産婦人科もなく、ガン検診や妊娠した時、つわりなどで病院に行くのも一苦労、子供がいると

なおさら大変。美幌に住んだはいいが、病院やお金の事を考えると美幌から出ていこうか考える日 ・々・・。

つわりで点滴に通うのも毎日行っていたが、ガソリン代だけでバカにならなかった。妊婦検診で交通費

を出す位なら、出産は出来なくても検診やガン検診などだけでも出来る病院を一つ作ってほしい。美幌

を出る事を考えていても周りが反対していて我慢しています。病院が無いから子供が欲しくてもつわり

で点滴もいけなくなるのか、北見までお腹がはっているのに車のゆれで北見までいけるのかなどたくさ

ん不安があります。美幌は子育てに対して支援センターの人もすごくいい人で子供の検診も行きやすく、

不安も聞いてくれたり心強いのですが、病院の事がとても残念です。

・子供が自転車に乗ったり、小さい子をベビーカーにのせて歩けるように、町内の歩道を少し整備してほ

しいと思いますが・・・。

・子どもの良い発達環境をつくるため美幌町にも大きい公園を作ると良いと思います。最近の子供は昔に

比べ少し体力が低下していたり、車がたくさんあるこの生活では、あまり外遊びを知らない子が増えて

いくと思います。中標津や紋別みたいな公園があれば、町の外からも人が集まり、町の活性化にもつな

がるからです。ただお金がかかると思うので難しいとは思いますが、あれば子供の教育や生活環境もが

らりと変わり、町民が増加すると思います。子供は大切なまちの宝だと思います。全然関係ない事かも

知れませんが環境の良い公園を１つ作ってもらいたいです！！あと、この調査票少し見づらいので、も

っと簡単にわかりやすくお願いします。また、事業がたくさんあって良く分からなくなりそうです。細

かく分けすぎると思うので、総合支援センターみたいな形で１本化してもらいたいです。

・このアンケートは希望したい項目が少なく選びづらい。

・使用できる機関（預かれる場所）が少ないこと。もう少しバリエーションがあると、状況に合わせて活

用したい。

・もっと保健師さんや役場の人が家を訪問して欲しいです。

・保育園に入園したいが、就職が先か、保育園の入園が先か、不明だったため、ハローワークに聞いたが、

「連携がないからわからない」との回答だった。ハローワークと保育園の入園について連携または入園

～就労サポートまでを一本化するとスムーズになるのではないでしょうか。

・子供と通園などで送り迎えをする際、車が無い為、自転車や徒歩での移動となるので、これから雪が降

り出すと、道路も狭くなって危ないので、除雪の方を歩行者でも安心して通れる様な環境にして下さい。



・美幌町は住みにくい。何もかも高い。インフルエンザの子供の助成金、今年はださず。高齢者のみ。母

子には辛い。未満児の預け先がなく、情報も入ってこず。困っている。（今も空き待ち）ずっと連絡なし。

母子なので少しは優先して欲しい。両親も働いているので、働きに出ると子供が病気した時、みてくれ

る場所が欲しい。地域のサポートが欲しい。美幌町は住みにくい。役場に行くのが（事務的すぎ）苦痛。

毎月の広報にもっと、子育てのサポート利用法など、もう少し書いて欲しい。

・保育料が高くて、２人を預けて働くと半分以上の保育料を支払うことになり生活が苦しい。

・あまり頼れる人がいないので（実家等が遠方）就労した時、子供が病気になったら、休まざるを得ない

し、子供がよく風邪をひくので、時間に融通のきく職場を探すとなると、良い条件の職場はなく、今は

あきらめています。病後もみてくれる施設ができるといいなと思います。

・教育、保育環境のことではないのですが、他の市町村ではインフルエンザの無料接種をしているところ

もあり、美幌町でも補助をしていただけると助かります。

・まだまだ小さいマチだと男親も女親も育児休業は取りにくい。子供が大きくなってきて仕事を始めよう

にも時間や休日がなかなか希望とあわず、子供が病気になったら休めるか・・・働く気はあるが職安に

行ってもがっかりする事の方が多い。

・ファミリーサポートのような、身近に利用できる場の情報と、また、自分も将来ファミリーサポートに

なれるように協力できる方法、資格などの情報をもっと知りたいです。

・外の環境も少しやってほしいです。公園などなかなか子供が遊べる所の場所が危なかったり、きれいで

はない所が多すぎて子供が遊ぶ所が少ないと思います。

・保育園、幼稚園いずれも特色がなく選択肢がない。希望する教育についても隣町のような都会ではあっ

ても人口数の少ない町村では遅れていると思う。

・もっと子育てしやすい環境を作ってほしい。室内支援センターは土日休みで、行く所は、センターかシ

ャキプラしかなく遊ぶ所が少ない。医療費免除、せめて小学校６年生まで１割とか負担を少なくしてほ

しい。

・下の子を妊娠した時に、上の子を預けられる場所があると良いと思います。妊娠するとつわりや切迫な

ど、家庭での保育が大変です。昼間、利用日数に関係なく、出産まで長期的に預けられると助かります。

家の近くに２・３歳の子どもでも遊べる公園や、土・日・雨天の日でも体を動かして遊べる所があると

嬉しいです。

・美幌町の役場の対応は不親切です。特に転入の時、母子の時、保育園の保育料の全額をまともに払って

いた時期が１年近くあったりしました。他の人は免除になっていたのに大変でした。夜間保育の施設が

あれば良いです。

・もう少し保育料を下げて頂かないと仕事をしても生活が大変です。

・町立の幼稚園があれば良いと思います。（昔の様に）保育所や保育園は働いている人の為、そうでない人

は利用料の高い幼稚園（私立の）しかないので、もう少し気軽に保育（教育）できる町立の幼稚園をま

た作って頂きたいです。後、保育所も親が病気等で送り迎え出来ない時に有料で良いので送迎バスがあ

るとすごくありがたいです。

・児童センターを増やして欲しい。保育所を通年にして欲しい。

・通学等で、子供が車等を気にせず遊べる環境がほしいです。小児科の数が少なく安心して通院できる病

院が美幌にはない。

・希望する母親だけでも良いのですが、母親にも健康診断を受けれる機会があればいいなと思います。子

どもの健康ばかり考えていて自分自身の健康はないがしろですので。子どもがぜんそくなので、医療費

がかさみます。小学校低学年まで医療費助成になるとありがたいのです。

・季節保育所を年間にしてもらえると助かります。外のスポーツする場所をもっとキレイにしてほしいで

す。小さい子連れでも安心して過ごせる様にしてほしいです。



・子どもが多くても、離れている兄弟だと、たとえ３人目でも保育料が１人目として見られるので、年齢

関係なく子どもが多い世帯への優遇があるといい。支援センターでの一時預かり等、保育士が足りない

場合、子育て経験者が保育できる登録制度があってもいいのでは？認可保育園でも満１才又は６ヶ月に

なったら入れる制度が出来ればいい。季節保育所で保育料をそのままで☆２月・３月も保育してもらえ

るといい。認可保育園に預けたくても、結局は、自分が働いている分は保育料にいってしまい、何の為

に働いているのか・・・家計を助ける為にならない。実家が遠くにある人にとって、もっと働きやすい

環境が整備されることを願います。

・きれいな公園（明るい）が少ない。道路（歩道）の段差が非常に多く、ベビーカーなど少し大変。子供

をつれて利用できる飲食店などわかるものがあると助かる。

・近くの公園がボロボロだったり、公園なのに何も遊ぶ遊具が無かったりして困ってます。家にこもる子

供にはなってほしくないので、ぜひ公園充実化して下さい。

・雨の日でも遊べる施設があったらいいと思う。（北見の木のプラザのような）病院やスーパーなどに託児

室などがあれば嬉しい。ベビーカーや三輪車などで散歩していると、けっこう歩道の段差など道の悪い

所があり、足の悪い人も含め大変だろうなと思うことがけっこうある。

・保育料助成金を増やして欲しい。水痘やおたふくかぜ、インフルエンザの予防接種を無料にして欲しい。

・保育園のシステムをくわしく知りたいです。子供３人以上の場合、安くなる？子供が増えるとゴミも増

えるので回収日を増やしてほしい（おむつは臭いが・・・）。

・日曜日とか朝 8:00～15:30くらいまで（お弁当持って）みて頂ける場所（祝日とか）があったらうれし

いです。母子家庭で親戚が１人もいないため、普段は保育園に行っていますが 8:00～18:00まで来春か

ら１人就職するので、日曜日みてくれる人がいなくなるため困っております。

・旦那の勤務時間が長く子育ての負担は大きい。男性勤務に負担が大きいと女性の職場復帰も難しい。男

女の勤務条件を平等にし、男性も子育て参加しやすい労働環境にしていただきたい。（夫も妻も公務員で

す。）公務員であっても残業は多いのが現状です。

・現在、保育園など１才未満の保育をしていないのですが、北見市のように６ヵ月位から預けられると良

いなと思います。マル乳カードですが、現在は６才で３割になってしまいますが、小学校の間も助成し

てもらえると助かります。

・今年４月に美幌に引越ししてきたばかりなので、地域の子育て支援施設がどのようなものがあるか、わ

かりませんでした。でも、町役場のホームページでいろいろと施設がある事を知り、本当に困った時、

子どもを一時預かったりしてくれるセンターがもし、あれば利用したいと思います。こちらの地域にま

だ親しい知人がいないので、子育てを通じてママ友も増やしていこうと思っています。自ら子育て環境

をある程度切り開いていかないと、改善されないと思うので、日々子育ての輪を広げようと努力してい

ます。

・親子参加行事では、子どもが「小学生以上」の行事が多く、参加したくてもできないものが多く感じる。

小学校に通い始めると、子供同志で遊ぶ事が増えるので（それも社会性を身につけるために大切）就学

前に親子参加できる行事が増えるとうれしいです。

・子供に対して冷たい町だと思う。役場の対応も悪い。延長保育も１時間しかなく、仕事に影響大。子育

て支援と言っているが、実際、子育中のお母さん方が全員色々な支援してもらえる事業や内容も知って

いるのか疑問。子供がおもいっきり遊ぶ施設すら無い。町外には沢山あるのに。

・土日関係なく子どもをみてもらえる場所が増えるとうれしい。またはあるのかもしれないがあまり知ら

れてないので、健診のとき（子どもの）でも教えてくれると助かる。

・施設が古くて使いにくい。

・朝 8時から仕事になった場合、別の町で働いているのもあり、移動にも時間がかかるが、保育園は 8:00
からしか預けられないのでフルタイムになりたくともなれない。



・子供達の教育・保育・サポート等に関係している方々への負担が増えているように感じますが、結果、

子供達へも十分な教育・保育・サポートが出来ていないのではと感じています。家庭内だけでなく地域

をはじめ周辺の方々で子供達を育て、サポートできるよう教育・保育・サポート等されてる方の負担を

減らせるよう、話し合ったりできる環境が出来ればと思います。今一度、”子育て”と言う意味を考え、

現状を把握し、未来へとつながっていく事を願っています。

・医療費が小学入学と共に負担が増えることに不安を感じている。まだまだ病気によくかかる年頃なので。

・今は子供たちにおさがりも着せられないし、保育施設に参観日や行事も多く、お金はかかるのに働きず

らい環境だなと感じています。また、今は働いていませんが、第１子が幼稚園入園時に働きはじめよう

と思ましたが、登園中だけ働けるような所がなく（父親は時差出勤や夜勤があり、祖父母も働いている

為）あきらめました。本当は働きたかったですが・・・・・。

・現在、少々特殊な環境での生活を強いられているために、手厚い支援をしていただけると嬉しいです。

・毎日、育児に追われていると、ゆっくり紙面を読むひまもなく、後で読もうと思っても忘れてしまって

たり・・・。今回の様に色々な制度がある事も長文でなく、短文で解り易いのを封書で送ってくれると

助かります。

・職場に託児所があれば、仕事復帰がもっと早くできるのにと思うし、子供が病気になっても近くで見て

いてくれると思えば預けやすい。

・子供が小さい為、学校教育や幼稚園等の事はまだわかりませんが、家庭でみる年令の子供を育てる環境

としては、今まで住んできた地域の中で一番悪いです。子供の人口が少ないからファミサポなどムリな

のでしょうか？しゃきっとプラザのプレイルームも小さく、おもちゃも古くてイマイチです。（網走市の

てんとランド内の遊具施設程度あれば・・・と思います。）緊急時の一時預かり等も制限きびしく、正直、

乳幼児を育てるのにきびしい環境でした。町内や近郊に実家等があればまた違ったのかも知れません

が・・・。センターや保育所の先生の子供への対応はとても良いです。不満なしです。ただ、町の子育

ての支援状況その他サービスとしての環境は・・・・。

・小学校までの通学について、遠いので、送迎しなくてはならないが、スクールバスにのれず、毎日送迎

になると思います。スクールバスにのれるバス停などをどんどん作り、安心・安全に通学できれば小学

校から遠くても仕事にうちこめてよいと思います。美富の団地よりも遠い家は考えてほしいです。

・認可外保育園の保育料補助金が２才までなので、３才からは満額払っていて経済的にきつく、”保育料”

という理由だけで退園する予定です。せめて収入の多くない家庭には補助があっても良いのかな・・・

と思います。

・保育料が高いと思います。

・以前住んでいた所では、第３子以降、保育園料が無料になる制度がありました。仕事をしながら保育園

にあずけても保育料で、かなりの金額がかかります。美幌町でもよい支援策を期待します。

・子育て支援センターや小学生が遊べる所が他の町（大空町など）とくらべて開放の時間が少ない。いつ

でも行けるような場所にしてほしい。

・雨天時や冬場など、子供を遊ばせることのできる施設があるといいなとずっと思っています。木のプラ

ザなど、どうしても町外に出なくてはならず、近くにあってくれると嬉しいです。

・子供の病院費が小学生になると大変そう。半分だけでもどうにかしてほしいねと他のママさんたちと話

しをすると必ず出てきます。１～３年生までは病気が多いのでとても大変だと言っていました。

・１才前の子供も親の病院や私用などでも、一時的に預かり保育をしてもらえるようになると両親が離れ

て暮らす人には助かると思います。

・もっと子供を預けやすくしてほしい（保育所を増やすなど）。

・教育・保育環境を充実させることは、とても大切だと思いますが、保育者（先生や親）１人１人も、ど

のように子供と関わっていくのかも重要だと思います。



・冬期屋内で遊べる施設がもっと欲しい。しゃきっとプラザは狭いし、物もないので。子育て支援センタ

ーは毎日ではないし。屋内砂場（釧路にある）もいい。医療費の支援が少なすぎる。実家（本州）の地

域では中学卒業まで医療費がかからない。

・生後６ヵ月から入れる認可保育所や仕事・通院以外での用事で預けられる施設、発達など子育ての相談

窓口を分かりやすくしてくださると助かります。また、認可保育所の時間帯の早朝 7:00～の検討、土曜

～18:00までについても考えていただけたら助かりますね。また、学童についても 17:30→18:00におむ

かえ時間がのびてくれると・・・兄弟がいる方はたすかると思います。

・上の子（３才）がぜんそくなどの病気持ちで、日赤に１ヶ月に１回７～10日間入院することが何度もあ

りました。下の子も一緒に入院し、その都度、高額の医療費を支払い、役場・日赤などに何度も行き来

しなければならず、経済的にとても苦しいです。北見や網走に行かなければならないのに、○乳カード

がつかえないため、交通費もとてもかかります。支払いもバカになりません。置戸の方まで○乳が使え

るのに、美幌だけできないのはおかしいです。どうにかして下さい！！

・子育て支援センターはとてもいい所だと思います。ただ町でやっている保育園はもう１つあってもいい

のかなと思います。

・へき地保育所のため昼食を給食みたいにしてほしい。（今が自分らで頼んでいる）１月中休みなのは少し

長い。いろいろサポートなどあるらしいが、家からは遠く、いちいち車で面倒である。町の人と山の人

とは生活が違う。


