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【１】就学前児童／子育てに関する意見・要望 

問 65 子育て環境や子育て支援に関して、ご意見やご要望があればご記入ください。 

注：（ ）は、回答者の小学校区、児童年齢を記載しています（以下同様）。 

 

１ 地域子育て支援拠点施設等に関する意見・要望 

・地域子育て支援拠点施設は気軽に足を運べてとてもよいと思う。（惣開小学校区５歳） 

・現在 1 歳 2 ヶ月の男児の子育てをしています。転勤族なので 1、2 年後には新居浜を

離れる予定です。新居浜市はとっても子育てのしやすい町だと思いました。子育て支

援センターがとても充実しているので、週 2回ほど利用させてもらっています。（金

子小学校区１歳） 

・保育園に通い始めるまでは、地域子育て支援拠点施設に毎日のようにお世話になり、

ささいなことも相談できるので本当に心強かったです。（金子小学校区３歳） 

・地域子育て支援拠点施設が身近な場所にあることを今まで知らなかった。子どもを預

けられる場所があることをもっと周知させるべきだと思う。また、3 歳を過ぎると子

育て支援拠点施設では預かってもらえない。3 歳を過ぎてから翌年の子どもを幼稚園

に入園させるまでの間に預かってもらえる施設を作ってほしい。（金子小学校区６歳） 

・地域子育て支援拠点施設は子どもが小さい間はいいのですが、活発になると利用しづ

らいです。（金栄小学校区３歳） 

・地域子育て支援拠点施設には、いつもお世話になっております。子どもと一対一だと、

どうしても息が詰まってしまうことがあるので本当に助かっています。（高津小学校

区０歳） 

・地域子育て支援施設に行った際、母親たちのすごいグループができており、その場に

居づらかった。（高津小学校区４歳） 

・すまいるステーションをどのような時に利用してよいかわからない。（垣生小学校区

０歳） 

・地域子育て支援拠点施設に児童センターを入れるべき。（垣生小学校区４歳） 

・居住する地域内で、就学前から子ども達が集えるような場を設けてもらえると、友達

関係を築くきっかけになると思います。（神郷小学校区０歳） 

・子育て支援パスポートや地域子育て支援拠点施設を利用させてもらっています。（神

郷小学校区１歳） 

・育休中に、地域子育て支援拠点施設を利用していました。駐車場が少ないので、イベ

ント時には止める場所がなくて困りました。（神郷小学校区２歳） 

・普段児童センターやプラネットキッズをよく利用しています。母親自身の気分転換に

もなり、とても助かっています。これからもたくさん利用していきたいです。（中萩

小学校区１歳） 
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２ 子育て支援の制度やサービスに関する意見・要望 

・一時預かりやファミリーサポートを利用させていただいて、とても助かっています。

ただあらかじめ予約が必要で、急に用事ができた時は利用ができず不便です。自分自

身の体調不良で通院したい時に、簡単に気軽に託児できる場所があったらよいと思い

ます。（惣開小学校区２歳） 

・妊娠中に出産後の生活や知識が得られる機会を増やしてもらえると、実生活とのギャ

ップを埋められるのではないでしょうか。例えば、出産後すぐに 2～3 時間毎の授乳

が 2、3 ヶ月は続くという情報などを周知させておくとよいと思う。（惣開小学校区

４歳） 

・ファミリーサポートの登録時に、双子を育てているので病院の付き添いもお願いした

いと言ったら、お母さんが行ける状況であれば付き添いはできないと言われた。1 人

で赤ちゃん 2人を病院に連れて行くのは大変。柔軟な対応をお願いしたい。（新居浜

小学校区０歳） 

・下の子が 1歳になった年度末までに復職すれば、上の子をずっと保育園に入れておけ

ることや妊婦加算などの制度がいつの間にか変わっていたなど、知らないことがたく

さんあるような気がします。自分で勉強しなければならないけれど、子育てなどで時

間がなく情報が入ってきません。そういう制度改正のことをわかりやすくまとめて情

報を提供していただけるとありがたいです。（宮西小学校区０歳） 

・妊娠中にエンゼルヘルパーを利用していました。産後も続けて利用したいと思ったの

ですが、再度手続きに行かないと利用できません。多少面倒です。できれば出生届を

出す際にエンゼルヘルパーを継続するかどうかの意思確認をしていただけると助か

ります。（金子小学校区０歳） 

・子育て支援の情報を自分でネット等で調べるときに地域での情報が調べにくいと感じ

ます。保育園や幼稚園、児童館や子育て支援拠点などわかりにくかったです。（金子

小学校区３歳） 

・職場復帰して保育園でお世話になっていますが、万一の残業に備えてファミリーサポ

ートに申し込みました。しかし条件に合う方が見つからなかったのか、音沙汰があり

ません。親族等個人的な助けなしに、働きながら子育てをするのは難しいと感じてい

ます。（金子小学校区３歳） 

・出産前の産院では、母親学級や産後の相談などの配慮をしてくださっていましたが、

一番教えておいて欲しかったのは、産後の大変さでした。第 1子出産後の退院直後か

ら、授乳などで寝不足が続きました。あまりにも疲れて軽いうつ状態になっていまし

た。産後のケアも大切ですが、産前に知識を持っておくことの重要性を強く感じてい

ます。（金子小学校区４歳） 

・他県から移住してきました。知り合いがいない中で出産をいたしました。子どもが 3

ヶ月ぐらいの時に保健センターよりお誘いいただき、ベビープログラムに参加するこ

とになりました。おかげさまで月齢の近い子どもを持つママたちとの交流で、助けら

れたことがいっぱいありました。あれから 5年以上経ちますが、今でもみんなとの交

流が続いています。子育てについて話ができる人がいることの大切さを感じています。

（金子小学校区５歳） 

・母親のリフレッシュなどで、預かり保育が気軽に利用できるようにしてほしい。（金

栄小学校区３歳） 

・子育てに対し、様々な取り組みが行われているが、子どもが本当にうれしく感じるの
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は、父母と一緒にいる時間のように思う。今の子育て政策は、本当に子どものことを

思っての政策なのか。ありがたいことはたくさんありますが、いろいろと感じるとこ

ろもあります。（金栄小学校区４歳） 

・来年小学生になるのですが、児童クラブの開所時間に不満があります。保育園は７時

から 18 時まで。土曜日も同じ時間です。それに対し児童クラブは、土曜日や長期休

業時は 8時からとなるため、会社の始業時間に間に合いません。有料でもいいのでど

こか預けられるところはありませんか？（金栄小学校区６歳） 

・子育てに関して相談できる場所があるのは知っているが、敷居が高すぎる。気軽に行

けるところがあるといいなと思います。（高津小学校区１歳） 

・子育て環境について、非常に尽力されており素晴らしいと思います。子育て支援セン

ターも充実しており、大変感謝しております。今後とも子育て支援の充実をお願いい

たします。（高津小学校区３歳） 

・パートではなく正社員で働きたいと思う反面、子どもたちとの時間が取れないのはい

けないと思ってしまう。バランスが難しい。金銭的にも夫婦がフルタイムで働いた方

が助かるのは事実。親の介護の心配もあり、両親には迷惑はかけられない。様々な家

庭環境があると思うので、トータルサポートが必要だと思う。（高津小学校区３歳） 

・エンゼルヘルパー派遣事業をもっと利用しやすくしてほしい。（垣生小学校区０歳） 

・子育ての負担がすべて母親にかかっていると思います。仕事を続けたくても、続けら

れなかった母親も多いのではないかと思います。園などの預かりだけでなく、仕事の

有無を問わず、預かり施設がもっと増えるといいと思います。（垣生小学校区５歳） 

・子どもが 18 時以降に体調を崩した時に、小児急患センターが開くまで不安な時間を

過ごすことが多いです。新居浜いんふぉでその瞬間に行ける小児科を載せていただけ

ればありがたいです。（垣生小学校区５歳） 

・新居浜市は子育てがしやすい町だとは思わない。育児に関する情報も少ない。園から

のチラシなどに育児情報を具体的に書いてもらえると嬉しい。（垣生小学校区５歳） 

・子育てについてのプラス面やマイナス面など、すべての知識を教えてくれる講座があ

ると良い。（垣生小学校区年齢無回答） 

・新居浜市は子育て支援が豊かで、大変助かっています。隣町のママ友が羨ましがって

います。私もいろいろな制度を利用して、心にゆとりをもって子育てに向かいたいと

思います。（神郷小学校区０歳） 

・保健センター等で同世代の母親と子どもが集まる機会が半年に一度でもあると、参加

したいと思います。（神郷小学校区１歳） 

・2～3歳児のイヤイヤ期の対応方法がよくわからない。専門家と話せる機会があるとい

いなと思いました。（神郷小学校区３歳） 

・出産後、子どもを保育園まで送迎してくれる支援があれば、わざわざ里帰りをしなく

てもいいのになと思います。（神郷小学校区５歳） 

・新居浜市は、比較的子育てに対して熱心だと思います。子育て広場などが充実してい

て、日々ありがたく感じています。（泉川小学校区１歳） 

・ここ 10年ほどで子育て支援はだいぶ充実してきたと感じています。保育園以外にも、

もっと子どもを預けられる場所が増えたらいいなと思います。気になるのは利用料金

です。少ないパート代がすべて子どもを預けるお金に変わってしまったら、元も子も

ないです。子どものサポートばかりではなく、例えば家事のサポートがもっとたくさ

んあればよいなと思います。（泉川小学校区２歳） 

・切迫早産等で入院中に、子どもを保育園へ送迎してもらえるサービスがあるとよいと
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思っています（第 2子妊娠中）。（泉川小学校区５歳） 

・実家が市外だと、緊急時しかサポートを頼れず、母親も余裕を失いがちです。しかし

第 1 子を出産した 10 年前に比べると、一時預かりなどの環境も格段に良くなり、リ

フレッシュや社会復帰に向けて非常に助けとなりました。さらなる充実を期待します。

（泉川小学校区６歳） 

・産後ケアが本当に助かりました。エンゼルヘルパーさんにも来ていただき、家族以外

の人と話ができたことが大変嬉しかったです。今後は支援センターの一時預かりを利

用してリフレッシュしようと思います。（中萩小学校区０歳） 

・新居浜市には認可外の託児所が少なくなり、自由に預かってもらえるところがなく、

外出先で託児探しをしたことがあるので、24時間自由に預かってもらえるところがで

きたらよいと思う。（中萩小学校区３歳） 

・子どもが小さなうちは子育て支援センターなどで子育ての悩みを相談することはでき

るが、大きくなるにつれての相談は、どこでしたらよいのかわからない。小学生の相

談ができる場所を設けてほしいと思いました。（中萩小学校区５歳） 

・3 人の子育てをしています。乳幼児への子育て支援も必要ですが、小・中学生の子育

て支援も充実させてほしいです。（中萩小学校区５歳） 

・時間外診療についてですが、小児科急患センターは 20 時から受け付け、個人病院は

18時終了が多いようです。18時から 20時の間に体調が悪くなった場合、どこに連絡

を取ったらよいのかわからないので、詳しく一覧表にして配布してもらいたいです。

（中萩小学校区６歳） 

・働いていない人でも保育園のような所を気軽に使えるとうれしい。（船木小学校区０

歳） 

・ベビーシッター制度を導入してほしい。家庭によっては、預かり施設まで子どもを連

れて行くことが困難というところもあると思います。サポートをしてくれる人が家に

来てくれるのはありがたいです。（船木小学校区２歳） 

 

３ 子どもが利用する施設の設備や運営に関する意見・要望 

・お父さんが子育てに参加しやすい施設の整備や行事が必要だと思います。特に男子ト

イレにもオムツ替えができるスペースが必要だと思います。（惣開小学校区４歳） 

・児童館が古いです。新しいおもちゃや遊具を充実させてほしいです。（惣開小学校区

４歳） 

・児童館を利用することもありますが、掃除が行き届いていない印象があり、民間の有

料施設を利用することが多くなっています。児童館を安心して利用できるようになれ

ば嬉しいです。（中萩小学校区２歳） 

・オムツ替えの場所など、小さな子どもに配慮した場所が少ない。（船木小学校区１歳） 

・相談できる施設や集う施設だけを作っても無意味。実際に手助けができる施設や子ど

も預かったり、親の代わりに保育をしてくれるという環境を作らないといけない。（船

木小学校区３歳） 
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４ 公園・遊び場の整備等に関する意見・要望 

・車で行くことができる公園が少ない。（惣開小学校区０歳） 

・庄内町に住んでいます。公園を作ってほしいです。（金子小学校区１歳） 

・雨の日や暑い日にも利用できる屋内型の遊ぶ施設があると心強いです。（金栄小学校

区２歳） 

・公園などを増やしてください。（金栄小学校区３歳） 

・2 歳ぐらいまでは子育て施設がちょうど良いと思いますが、3 歳ぐらいからは外で遊

びたくなります。雨の日でも遊べる施設がほしいです。（金栄小学校区４歳） 

・人口 12 万人の都市なのに、各校区に緑のある公園がほとんどない。（高津小学校区

０歳） 

・子どもがゆったりと遊べる公園を作ってほしいです。（浮島小学校区３歳） 

・弁財天公園の遊具を充実させてほしい。（垣生小学校区１歳） 

・夏場でも利用可能な公園を設置してほしい。（屋根付き施設など）（多喜浜小学校区

３歳） 

・外に出かけたとき、オムツ替えに困ることが多い。公園のトイレにオムツ替えができ

る台を置いてほしい。（中萩小学校区１歳） 

・自分が子どもの時と比べると、新居浜市内の遊び場が減っていると思います。滝の宮

公園から動物がいなくなったり、トリムコースもなくなりました。（中萩小学校区４

歳） 

 

５ 教育・保育事業に関する意見・要望 

・保育料が高いので、母親が働いても給料の半分以上が保育料になってしまうため、フ

ルで働くメリットがあまりありません。（惣開小学校区０歳） 

・保育園に制服や体操服を作ってほしい。（若宮小学校区３歳） 

・自主勉強する場所が無く、教育に力を入れているように思えません。西条図書館のよ

うな環境を整えてほしいです。日本各地に居住したことがありますが、ここまで自習

環境がない自治体は初めてです。スポーツばかりに力を入れるのではなく、勉強する

習慣をつけさせることにも力を入れてほしいです。（金子小学校区０歳） 

・2 人目を出産後、育休明けの保育園の預かり時間短縮制度は苦痛でしかありませんで

した。子どもとの時間を長く取ってくださいということだと思いますが、育児や家事

の負担が増えただけで、ゆっくりと子どもと過ごすことはできませんでした。（金栄

小学校区０歳） 

・フルタイム勤務の場合、幼稚園に入れることは現実的に難しいですが、幼稚園と保育

園を比べると教育面で差があるように思います。保育園も、もう少しその点に力を入

れて保育園と幼稚園の差をなくしてほしいと思います。（金栄小学校区１歳） 

・1 日 8 時間、週 3回の仕事では保育所利用の規定に当てはまらない。働いているのに

もかかわらず、保育園を利用できないのは納得できない。これがために兄弟でも別々

の保育施設を利用せざるを得ず、送迎が大きな負担となっています。（金栄小学校区

２歳） 

・神郷幼稚園を残してください。新居浜市が運営する公立の幼稚園に入園させたいと思

っています。（高津小学校区３歳） 

・民間企業の保育園経営参入についてのニュースを見て心配です。営利目的による保育

の質の低下、先生の働きにくさ等行政の監視体制が必要かと思います。（高津小学校
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区３歳） 

・習い事や詰め込みに追われることなく、子どもが子どもらしく活動できる公立幼稚園

の存在は貴重だと思う。保育時間の延長は良いと思うが、親と子が一緒に過ごす時間

を奪ってはいけない。（浮島小学校区５歳） 

・育休から復職するために支援課に行ったところ、書面に沿ったことしか言われなかっ

た。保育所の様子など、もっと親の立場になって説明してほしかったです。（神郷小

学校区０歳） 

・私が候補と考えていた保育所は、どこも 2歳児の 4月入園が難しいとのことで、育休

は 3 年間取れるのですが 1 歳時で入園させることにしました。人気の保育所は 0～1

歳児でないと入りづらい状況なのが残念です。（神郷小学校区１歳） 

・出張や残業に対応できるように、保育所の開所時間を夜間まで拡充すべきである。ま

た夜間保育を利用することに対しての罪悪感や、周囲の偏見がなくなるような啓発活

動を行い、仕事だけではなくリフレッシュにも気軽に利用できるようにしてほしい。

（神郷小学校区２歳） 

・就活中の家庭でも、保育園に入る点数を多くしてもらいたいです。（神郷小学校区３

歳） 

・平日は保育園に通っているが、年に何回か、土曜日に研修などで出勤の時がある。土

曜日なのに仕事がある理由や、祖父母に見てもらえないかなど、しつこく聞かれるこ

とが不快です。（神郷小学校区３歳） 

・公立幼稚園の存続を強く希望します。（神郷小学校区４歳） 

・復職を考えています。公立幼稚園を 3年制にして、預かり保育（長期休暇など）を導

入してほしいです。今の公立幼稚園は２年制で預かり保育がないので、夏休みなどに

子どもをどうしようか、と悩んでいます。（神郷小学校区６歳） 

・希望の時期に、希望の保育所に入れると助かります。また保育所に預ける時間をもう

少し長くしていただけると助かります。（泉川小学校区２歳） 

・保育園から、「親の仕事が休みの日は自宅で子どもを見てください」と連絡があるが、

親だって子どもから離れてリフレッシュしたいと思う。フルタイムで働いていると本

当に休まる暇がない。（泉川小学校区３歳） 

・保育所入所希望時に、第 3希望の園まで必ず記入しなければなりません。結果、希望

していない第 3希望の園となりました。希望していない保育園を記載する必要性がわ

かりません。（泉川小学校区３歳） 

・川崎で事件があったので、子どもの登下校が心配です。保護者やお年寄りの見守りも

ありますが、あのような事件ではどうすることもできないので、警備の人がついてく

れると対処できるかと思います。（泉川小学校区４歳） 

・授業料を支払っているのに、夏休みの一時預かりに利用料が必要なのはなぜか？（泉

川小学校区４歳） 

・王子幼稚園を残してほしい。神郷は遠くて通わせられない。（中萩小学校区０歳） 

・子どもが小さいので、保育園から「土曜日は休んでください」「平日も早く迎えに来

てください」と言われるので、まともに働けない。（中萩小学校区０歳） 

・市報に待機児童ゼロと掲載されていた。実際には希望する保育園に入所できず、育児

休業を延長している母親はたくさんいる。園を選ばなければ入所できると窓口で回答

を得たが、ちょっと違うのではないだろうか。（中萩小学校区０歳） 

・祭日やお盆休みなどに関係のない仕事をしています。毎年保育園から休むように催促

され、仕事場の人に嫌な顔されながら休みを取っています。どうしても休めない時は
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親に頭を下げて、休みを取ってもらって子どもの面倒を見てもらっています。園から

休め休めと言われることがとてもストレスです。（中萩小学校区２歳） 

・2 人の子どもがいます。保育園が別々です。申し込んだ時が求職中だからだったと思

うのですが、同じ保育園にしてほしかったです。（中萩小学校区２歳） 

・育休後に職場復帰をしたくても保育園に入れない。0 歳児は一時保育も利用できず、

もがみの保育園を利用した。（中萩小学校区３歳） 

・親のリフレッシュのために保育園の利用を認めてほしい。美容院など、時間を気にせ

ずに行きたい。（中萩小学校区３歳） 

・上部地区にもう少し良い幼稚園が増えれば嬉しいです。（中萩小学校区３歳） 

・保育園に預ける際、「仕事が休みの日はお子さんを保育園に預けないでください」と

いうのを少し緩和してもらえないでしょうか。（中萩小学校区３歳） 

・四国中央市や西条市は公立保育園に延長保育があるが、新居浜市には私立の保育所に

しかない。一時保育についても、西条市の保育所では預ける日付時点で 1歳になって

いたら預けられるのに、新居浜市はその年の 4月 1日の時点で１歳なっていなければ

預けられず、2 人目の出産の時は大変困りました。近隣の市と比較すると、新居浜市

は子育てがしづらいです。（中萩小学校区４歳） 

・月に 2～3 回でも夜間保育を利用できたら祖父母の負担が減ります。ぜひ認可をお願

いします。（中萩小学校区４歳） 

・新居浜市は保育料が高すぎる。0～3歳までの負担が大きい。3人目以降は無料にすべ

き。（中萩小学校区４歳） 

・育休を終えるために保育所等に申請する際に、育休後延長したいかどうかも項目に入

れてほしい。（角野小学校区０歳） 

・現在預けている保育園では勤務表を持ってくるようにとか、平日に仕事が休みの場合

には子どもを休ませるようにと言われます。私が休む時がありません。（角野小学校

区１歳） 

・4 月に引っ越してきて、市役所で幼稚園のことを聞きましたが、各幼稚園に聞いてく

ださいとそっけなかったです。新しい土地で、初めての窓口での対応だったので、と

ても疎外感を感じました。（角野小学校区１歳） 

・保育施設は土・日・祝に関係なく預かってほしい。仕事の都合でどうしても休めない

時に困る。特に長期休暇の時。（角野小学校区１歳） 

・小・中学校の制服の見直し。昭和の軍服デザインは時代錯誤。令和の時代に合ったも

のが必ずあるはずである。（角野小学校区２歳） 

・公立幼稚園でも 3歳児保育を試してみてもよいと思う。（角野小学校区４歳） 

・自営業の人に対する就業状況を確かめる。保育所に預けながら専業主婦の方が多いよ

うに思う。（角野小学校区４歳） 

・小学校にクーラーを設置すべき。保育園でもクーラーはついています。小学生になる

時が一番心配です。（船木小学校区３歳） 

・認定こども園に通っています。2号児、3号児は開園しているのに、1号児は休園で預

かり保育も休みという日が多いです。もっと柔軟に対応してほしい。（船木小学校区

５歳） 

・仕事ができるように、保育園をもっと増やしてほしい。（小学校区無回答年齢無回答） 
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６ 保育士に関する意見・要望 

・保育の無償化より、先に保育士さんの確保や施設の充実にお金を使いましょう。税金

の無駄遣いです。（金子小学校区１歳） 

・現在私は保育士をしていますが、幼稚園や保育園の職員の仕事はとても多いです。保

育は当然のこと、書類の整理や環境整備、保護者への対応など、1 日 8 時間の就労時

間内にはおさまらず、家に持ち帰って仕事をしている職員は多いはずです。私の周り

にも結婚や出産を機に保育士を辞める人がいます。これ以上、保育士の人手不足にな

らないように環境を整えてほしいです。（神郷小学校区１歳） 

・保育士をしています。土曜日は仕事の日でも、子どもを祖母に預けています。保育所

の人材不足や土曜日は基本的に休園と知っているので、できるだけ休ませています。

保育士の労働時間は昨年より増え、週休 2日の休みではなくなりました。人材不足と

保育園側の経営難があると思います。また、グレーゾーン発達で支援が必要な子ども

も増えておりますが、保育士が不足している状態なので、支援もなかなか行き届きま

せん。（神郷小学校区３歳） 

・子育て支援が充実して行くと同時に、現場で働く保育士さんや幼稚園教諭の労働条件

が良くなることを願っています。（多喜浜小学校区３歳） 

・保育時間を延長する予定と書かれていましたが、保育士さんの負担などは大丈夫なの

でしょうか？ 保護者としてはありがたいですが、現状では保育士さんが足りないよ

うなので少し気になりました。（泉川小学校区３歳） 

・保育士の給料がもう少し上がるとよいと思います。（中萩小学校区２歳） 

・保育従事者の皆さんが誇りを持って働ける環境づくりをお願いします。先生方にゆと

りや余裕がなくて子どもに接することは、本末転倒だと思います。子どもと関わる大

人たちに余裕と笑顔があれば、子どもたちに良い影響を与えることになると思います。

（中萩小学校区５歳） 

・保育事業の拡充についてですが、保育士の人数が少ないことや所得が低い状況を考え

ると、急いで拡充してしまうとスタッフの減少を招かないかと心配です。（角野小学

校区０歳） 

・保育所開所時間の延長は反対です。保育士の負担は言うまでもなく、ますます正規職

員は減ります。また、親と子どもの関わりの時間をさらに減らすことになり、心身と

もに子どもの負担が大きくなります。もっと現場の保育士の意見に耳を傾けるべきで

す。（角野小学校区１歳） 

・保育園の保育士さんは不足していないのか？子どもの安全は大丈夫なのか？と心配な

時がある。（角野小学校区３歳） 

・保育で声かけの言葉や言い方はとても大切だと感じます。押さえつけるやり方は違う

と思います。温かく見守っていただく一方で、厳しく叱ってくださることも大切だと

思います。（角野小学校区６歳） 
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７ 一時預かりに関する意見・要望 

・一時預かりでハッピールームをたまに使うが、昼食時間は預かり不可なので、長くて

3時間です。通院の場合 3時間では足りない。1日預かり施設も充実させてほしい。（金

子小学校区０歳） 

・保育園での一時預かりを利用したことがありました。予約の取りづらさと準備物の多

さがネックになり、数回しか利用しませんでした。働いている人が優先のため、専業

主婦には利用しづらい気がしました。（金子小学校区４歳） 

・現在子ども発達支援センターに通っています。そこに兄弟を同伴させることができな

いため、一時預かりを利用しています。金銭的に負担がかかります。子ども発達支援

センター内に一時預かりをしていただけるところがあればとても助かります。（金栄

小学校区１歳） 

・高齢化が進む中、自分の親の介護と子育てが増えることも予想されます。自らが病院

に行くことができるように、病院内に一時預かりの場所を確保してほしいです。（金

栄小学校区６歳） 

・買物に行った際、その間だけでも無償で子どもを預かってくれる場所があると助かり

ます。2人の子どもを連れて買い物に行くのは大変です。（神郷小学校区２歳） 

・一時預かりをお願いしたことがあるが、受け入れてもらえなかった。全く信用できな

い。困った時に助けてもらえないので、あまり期待していない。（泉川小学校区１歳） 

・一時預かりをもっと気軽に利用できるようにしてほしいです。2 週間前ぐらい前に申

し込まないと利用できません。急な用事には対応できません。料金が発生しても構わ

ないので、安心して預けられる場所が増えると、子育てがしやすい環境になると思い

ます。（泉川小学校区２歳） 

・長女が 2歳の時に下の子が生まれた。子育てでいっぱいいっぱいで、一時預かりを利

用した。面接時に「保育士の言うことを聞かない子は利用できない」と言われたこと

に驚いた。保育士の質も大切だと感じた。（中萩小学校区３歳） 

・毎日、一日中子どもと一緒で息が詰まってしまいます。1、2時間でも子どもを預かっ

てもらえる場所があると助かります。（中萩小学校区４歳） 

・一時預かりの保育園を上部地区にも作ってほしいです。（角野小学校区４歳） 

 

８ 保護者の就労・経済（経済的負担感）に関する意見・要望 

・保育認定を受けた 0～2歳の子どもも無償化してほしい。（惣開小学校区４歳） 

・多子世帯の保育料の支援が小学校 3 年生以下になっています。4 年生からは子育てに

お金がかからないということはありません。子どもの年が離れていても支援があれば、

3人目を迷っている家庭も産めると思います。（惣開小学校区５歳） 

・保育園行事の時に仕事休暇がほしい。（若宮小学校区３歳） 

・10 月から 3歳から 5歳までの子どもに対し、幼児保育の無償化が始まります。幼稚園

の延長保育代や給食費についても同様に無償にしていただきたいです。（宮西小学校

区２歳） 

・オムツ券は、どのメーカーのものでも使えるようにしてもらえると助かる。（金子小

学校区０歳） 

・第 2子以降の助成を充実させてほしい。（金子小学校区０歳） 

・平日はほぼワンオペ育児で、しんどい時もあります。子育て中の労働時間短縮制度な

どがあれば、以前の職場でも働き続けることができたかもしれないと思うと、少し残
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念な気もしています。（金子小学校区１歳） 

・3 人の子どもを働きながら育てています。3 人目は子ども手当や保育料無料などいろ

いろな恩恵も受けていますが、小学校に入ると学童も 18 時までと、保育園より大変

です。ＰＴＡ活動も強制的なところがあり、共働き世帯は大変だと思います。小学校

に入ってからの親の負担軽減を切に願います。（金子小学校区２歳） 

・オムツ購入補助券はとても嬉しいです。ロタウイルスワクチン、インフルエンザ予防

接種の補助をもお願いしたいです。（金子小学校区５歳） 

・子どもの体調が悪い時になかなか仕事を休めません。自分の母親に見てもらっている

状況です。子育てをする母親が休みやすいような職場環境が作られるように、市から

呼びかけていたことはできないでしょうか？ ちなみに私は保育士です。（金栄小学校

区１歳） 

・子育てに対し、父親の積極的参加が見られるようになったが、まだまだ職場の体制が

整っていない。母親のストレスが少しでも軽減できるようなシステムを構築してほし

い。（金栄小学校区４歳） 

・母親が個人事業主のため、国民保険料や税金が高くて悩むことがあります。育児は楽

しく充実していますが、出費と給料が合わず、夫婦 2人で頭をかしげることがありま

す。（浮島小学校区６歳） 

・子どもが 3 人以上いる世帯への支援があると、より助けられると思います。（垣生小

学校区１歳） 

・産休・育休を終えて仕事復帰を しているのですが、子育てとの両立がかなり厳しい

です。子育てをしている人に対して、労働時間の見直しなどの制度があるとありがた

いです。（神郷小学校区１歳） 

・保育の無償化の対象を幼児だけではなく、乳児も対象にしてほしい。乳児の方がお金

はかかります。（多喜浜小学校区０歳） 

・希望の保育園に入りにくかったり、突発的に子どもを預かってもらえる場所があまり

なく、再度就職活動をしたいのにできないでいるのが現状です。在宅でできる仕事な

どを市で斡旋していただけるととても助かります。（泉川小学校区１歳） 

・オムツ券の配布を第１子にもしてほしい。（中萩小学校区０歳） 

・給食費の無料化。（中萩小学校区０歳） 

・ひとり親だが、働いていたら小学校就学時も援助金はもらえない。西条は所得にかか

わらず援助金がもらえると聞いている。隣の市なのに、こんなに違うのであれば引っ

越しも本気で考えている。（中萩小学校区３歳） 

・復職すると、子育ても仕事も中途半端になりそうで心配です。勤務時間を短縮できる

と良いのですが・・。（中萩小学校区３歳） 

・子ども 3人をワンオペ育児しながら、パートに行っています。職場はわりと理解があ

りますが、3 人いると学校の行事や病気でお休みをもらうことが多く、そのたびに申

し訳なく思っています。主人は出張が多く、土・日も出勤することがあります。男性

の職場でも子育てに協力できる制度があればいいなと思います。（中萩小学校区４歳） 

・働きながら子育てもしたいと思っているが、保育料が高いので何のために働いていい

のかわからない。保育料について考えてほしい。（中萩小学校区５歳） 

・幼児教育の無償化はとても良いことだと思いますが、出産を終えてすぐに働きたいお

母さんもいると思います。しかし、1～2歳の子どもへの無償化はありません。ぜひ無

償化をお願いします。（中萩小学校区５歳） 

・現在配布されているオムツ券が、粉ミルク等にも使えるとよいと思う。（角野小学校
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区０歳） 

・仕事復帰すると母乳での授乳が難しく、ミルクに移行しました。オムツ券のようにミ

ルク券などもほしいです。（角野小学校区０歳） 

・保育園利用時間の延長よりも、親子が過ごせる時間の確保のために、各々の職場の理

解やフォローが必要だと思います。（角野小学校区０歳） 

・保育士資格があるので働きたいが、子どもは自分で見たい。子どもたちが小学生にな

った頃に働きたいと思う。（船木小学校区０歳） 

・児童手当やオムツ券等、もう少し子育て支援をしてほしい。（船木小学校区５歳） 

 

９ 保健・医療等に関する意見・要望 

  ・保健センターでも行われている 1 歳半健診などに時間がかかりすぎる。小さな子どもを

連れて行くのは大変。2日間に分けるなど、もっと工夫をしてほしい。（宮西小学校区５

歳） 

  ・まだまだ発達支援が足りていない。幼稚園や保育園での活動が難しい子どもが毎日通える

療育施設と、小学生以上が通う放課後等デイサービスを作ってほしい。（金子小学校区５

歳） 

  ・夜中に子どもの体調が悪くなった場合に診察してもらえる病院がほしい。（金栄小学校区

０歳） 

  ・病児保育をもっと充実させてほしい。受入れ人数を増やしてほしい。（高津小学校区３歳） 

  ・3歳までは保健師さんが相談にのってくれたが、それ以降は誰に相談したらよいかわから

ず不安だった。保健センターとしては 3歳までだったということが後でわかった。こうい

うことは事前に教えておいて欲しかった。（浮島小学校区５歳） 

  ・子どもが入院となった場合、新居浜市では県立新居浜病院しかないと聞きました。しかし

県立病院では、付き添い入院をした場合、親へのケアがなく本当に苦労します。例えば食

事。子どもの食事は出るが親の食事は出ないため、とても困ります。（中萩小学校区１歳） 

  ・歯科医院に託児があるところがない。以前住んでいたところでは託児つきの歯医者が多数

あり、それが普通であると思っていたので残念。（中萩小学校区３歳） 

  ・小児科が少ないです。総合病院だと初診料がかかります。今の時代に合った小児科がほし

いです。（中萩小学校区３歳） 

  ・小児科が増えたら良いと思う。（中萩小学校区５歳） 

  ・予防接種の期間を忘れてしまったことがあります。忘れないように、お知らせ等があれば

嬉しいなと思います。（中萩小学校区５歳） 

  ・十全総合病院の横に病児保育があるが、「熱がある子どもは見られません」と言われまし

た。何も役にも立っていません。もっと対策は取れないものか。（大生院小学校区２歳） 

  ・小児科が少ないように思う。 （角野小学校区２歳） 

  ・子育てや育児についての相談場所があることは知っていたが、母親自身の相談できる場所

はないと思っていた。その後、産後うつ状態の症状が出たので、保健センターに相談させ

ていただいたところ、子育て広場で相談できることを知りました。保健師さんや保育士さ

んには大変お世話になり、症状は回復しました。このような場所があることをお母さん方

に知らせていただけるとありがたいと思います。（船木小学校区３歳） 
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10 その他の意見・要望 

・使わなくなった子どもの服などを自由に交換できる催しなどを児童館で行ってほしい

です。（惣開小学校区４歳） 

・初めての子育てを新居浜市でできてよかったです。（新居浜小学校区２歳） 

・頼れる人が近くにおらず常に不安。子どもやパートナーに何かあった時など、犠牲に

なるのは女性ばかり。女性だって自分のやりたいことや続けたいことがあるのに、育

児の前ではそれがないがしろにされがち。「イクメン」とか「女性の働きやすい環境」

など発信しているが、それを理解すべき人たちの耳には全く届いてない。結果的にそ

ういった言葉ばかりが宙に浮いていて、芽が出てこない。（宮西小学校区２歳） 

・無記名と書いていながら、校区や生年月を聞けば、誰が回答したのか特定できると思

います。これについての説明を後日お願いします。（金子小学校区１歳） 

・新居浜市は自動車の運転マナーが本当に悪いと思います。通学や子どもだけで遊びに

行く道中が非常に心配です。（金栄小学校区５歳） 

・高津校区ですが、通学路の道幅が狭くいつも心配です。ガードレールまたはポールな

どを設置して頂きたいです。（高津小学校区３歳） 

・通学路や交通量の少ない道路に防犯カメラを配備してください。（泉川小学校区６歳） 

・アンケートが長い。（中萩小学校区１歳） 

・新居浜市全体が子どもにやさしく安心・安全な町になることを願っています。そのた

めにも子どもに対するお金は惜しまないでください。（中萩小学校区２歳） 

・アンケートが長い。（中萩小学校区４歳） 

・電車やバスなどにベビーカーで乗るのはとても大変だと感じています。乗せる時の段

差や通路の狭さ、駅にエレベーターがないなど、結局だっこひもを使用してタクシー

で出かけなくてはなりません。新居浜市は車移動を想定して作られた街なので、車を

運転できないととても不便だと思う。（大生院小学校区０歳） 

・痛ましい事件や事故のニュースを見聞きするたびに、胸が締め付けられる思いです。

どうか身近な新居浜市から変えていってください。子ども安心して育てていける町に

してください。（大生院小学校区１歳） 

・新居浜駅前がきれいいになり、とても利用しやすくなった。ただ改札を入ってエレベ

ーターがないことがとても残念に思う。ホームにエレベーターの設置はできないので

しょうか？（大生院小学校区１歳） 

・あかがねミュージアムなど国民にほとんど必要のない建物を作るくらいなら、もっと

子どもたちのためになるものがほしいものです。（角野小学校区１歳） 

・児童虐待のニュースを見ていると、近所で泣き叫ぶ子どもの声を聞くと「虐待かな？」

と考えてしまいます。そういう時にどうすればよいか困ります。集合住宅は小さい子

どもが多いので、毎日気にしながら生活をしています。何かが起きてからでは遅いの

で、対策を考えていただければよいと思います。（角野小学校区１歳） 

・子どもを巻き込んだ事件や事故が多く、悲しいニュースが多い。他人事ではなく、小

さな子どもを育てる中で親が責任をもって育てる事当たり前だと全部を背負わずに、

時には周りに頼ることも大切だと思います。（角野小学校区３歳） 
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【２】小学生／子育てに関する意見・要望 

問 52 子育て環境や子育て支援に関して、ご意見やご要望があればご記入ください。 

注：（ ）は、回答者の小学校区、児童の学年を記載しています（以下同様）。 

 

１ 子育て支援に関する意見・要望 

・環境は良いように感じています。しかしながら高学年になるにつれて、いつかはイジ

メや交友関係などでの悩みが出てくるかなと思うと今の時代（SNS など）で、どのよ

うに子どもを守れるかという不安は常日頃のニュースを見ながら感じています。子ど

もの心境の変化に気づき、相談して安心できる場所がほしいと強く願っています。（惣

開小学校区１年生） 

・新居浜市の子育て支援が充実することを望みます。（金子小学校区２年生） 

・1 人で全部やるのは限界があります。何かを我慢してやらないといけません。今は子

育てが一番なので、何らかの協力が得られないと本当に辛いです。子育て支援環境の

充実を切に願います。（金栄小学校区１年生） 

・医療費の無償化が中学生までになったり、放課後児童クラブの対象を 6年生までに改

正されて、新居浜市は子育てをする上で、非常に充実した支援体制になったと思いま

す。（神郷小学校区２年生） 

・子育てパスポートが今いち活用しきれていません。各お店でパスポート利用のポスタ

ーが目立ったところに掲示されていない気がします。改善されると嬉しいです。（泉

川小学校区２年生） 

・就学前は相談するところや施設があるのに、小学生になったら相談先がわかりません。

（泉川小学校区２年生） 

・子育て支援に関し、どのような制度が新居浜市にあるのかをわかりやすく情報提供し

てほしい。情報が市民に全く伝わっていない。（船木小学校区６年生） 

 

２ 放課後児童クラブ等子どもの居場所に関する意見・要望 

・惣開小学校児童クラブの人数が少ないということで、土曜日には金栄小学校に行って

いる。校区外まで歩いて登校せざるを得ず、安全面に不安があるため、曾祖母が送迎

している。最近高齢者の運転が問題視されており不安である。惣開小学校で児童クラ

ブを開設して欲しい。（惣開小学校区２年生） 

・中・高生が使用できる建物を作ってください。習い事や相談ができたり、軽食も食べ

られるようなところがいいです。（金子小学校区４年生） 

・今年から学童を利用し始めました。保育園と違い、18 時までなので負担を感じます。

保育園では延長を利用してもお迎えがギリギリでした。今は保育園と学童の 2ヶ所な

ので仕事への負担が増えています。学童を延長できませんか？（中萩小学校区１年生） 

・各地域の差が出ないように、働いていない人も児童クラブを利用できるようにしてほ

しいです。（角野小学校区２年生） 
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３ 公園・遊び場の整備等に関する意見・要望 

・子どもと家族が一緒に遊べる施設を作ってほしい。（新居浜小学校区６年生） 

・西条市民公園のような、みんなが行きたくなるようなきれいな公園がほしいです。（高

津小学校区５年生） 

・子どもが楽しめる屋外運動場などを充実させてほしい。（垣生小学校区５年生） 

・新居浜市は大きい公園はあるが、車で行くところばかり。歩いて行ける公園がほしい。

（船木小学校区３年生） 

 

４ 教育・保育事業に関する意見・要望 

・学校にエアコンを早急に取り付けてほしい。体育館にもエアコンがほしい。（金子小

学校区５年生） 

・子どもはこう育てなければならないという固定観念に縛られすぎて、それが母親のプ

レッシャーとなっていることもあるような気がします。学校はとてもありがたいです

が、フリースクールのような学びの多様性にも、もっと触れられるといいなと思いま

す。（高津小学校区５年生） 

・小・中学校の運動会は午前中で終わらせてほしいです。暑さとお弁当の負担が毎年厳

しくなってきていると思います。（高津小学校区５年生） 

・子どもが発達支援課の療育に通っており、就学時にはそちらの先生に相談したり、学

校を見学できたりしました。おかげさまで入学前の不安をいろいろと解消することが

できました。（神郷小学校区１年生） 

・かがやき保育園の環境があまりよくない。先生ごとにやり方が違ったり、熱が 38 度

あっても連絡がなかったりと、とても困っています。保育園の指導を徹底してほしい。

（中萩小学校区２年生） 

・小学校と幼稚園や保育園が連携してほしい。行事などの日程をうまく調整し、仕事を

休みやすいように配慮してほしい。（大生院小学校区１年生） 

・待機児童問題の解決をお願いします。（大生院小学校区２年生） 

 

５ 保護者の就労や働き方に関する意見・要望 

・仕事との両立が時間的に難しく、子育てに時間が取れないので子どもに申し訳ないと

いう気持ちです。働き方改革に期待しています。（金子小学校区２年生） 

・子どもを預ける場所も必要だが、子どもを預けずに子育てができるような社会になっ

てほしい。（中萩小学校区４年生） 

・子どもを預けて母親が働くことばかりに進んでいるが、下校時間には家に帰ることが

でき、病気の時には仕事を休める企業（事業所）を増やすべきではないだろうか？（中

萩小学校区５年生） 

・職場で時間通りに仕事が終わらずに、子どもだけの時間が長くなってしまいます。自

分だけではないので誰も苦情は言いませんが、時間外労働が大きすぎることへの不満

があります。（船木小学校区５年生） 
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６ 経済（経済的負担感）に関する意見・要望 

・保育料が高いと思います。（新居浜小学校区１年生） 

・給食費なども、第 2子以降は保育料のように減額してくれたらありがたいです。（新

居浜小学校区３年生） 

・放課後児童クラブですが、利用した時間で料金が発生するシステムもあれば預けやす

いです。（主人も私も交代制なので毎日預けるわけではないので）（宮西小学校区５

年生） 

・児童手当の所得制限の金額を上げてほしい。（金子小学校区１年生） 

・子ども医療費助成制度は大変ありがたいです。（金子小学校区４年生） 

・子どもが多ければ多いほど、支援金を増やした方がいいと思う。子どもが 1人しかい

ない母子家庭には月 4万円の支援金がある。我が家は子どもが 3人いても月 5万円で

す。子どもを生むのがこわいと思う。（高津小学校区３年生） 

・医療費の無償化を高校生までにしてください。（高津小学校区４年生） 

・母子家庭で 2人暮らしをしています。生活のために仕事をしないといけないのでフル

で働いていますが、非課税ではないので小学校の給食費や学童、その他雑費も支払っ

ています。児童扶養手当は一部支給でもらっていますが、生活は厳しいです。母親の

医療費や給食費、学童の費用など一部でも負担してもらえたらとても助かると思いま

す。（多喜浜小学校区２年生） 

・お金がないと子育てもできないし、充実しません。できるだけお金のかからないよう

に習い事の助成等があれば良いなと思います。（泉川小学校区１年生） 

・我が家は子どもが 4 人います。3 歳差で下が三つ子です。入学時期が重なる上、三つ

子は同時に教育費がかかります。不妊治療の影響で今後も多胎児が増えると思います。

世帯年収で考える場合、普通に子どもが 4人いる家庭と三つ子がいる場合の負担は違

うと思います。その辺を踏まえた処置を考えてもらえると助かります。（泉川小学校

区１年生） 

・親の都合で離婚し、寂しい思いをさせていると思う。将来子ども達が行きたいと思っ

ている学校に行かせてやりたいが、金銭的にとても不安。（中萩小学校区２年生） 

・多子世帯へもっと支援をお願いしたい。（中萩小学校区２年生） 

・私立高校の無償化を希望します。（中萩小学校区６年生） 

 

７ 保健・医療等に関する意見・要望 

・小児科が少ない印象があり、不安に思うことがあります。（金子小学校区４年生） 

・かかりつけの病院が総合病院です。2 ヶ月ぶりに受診したら、初診料 810 円を徴収さ

れたのはいまだに納得できない。頻繁に受診しないといけないのかと思う。（中萩小

学校区１年生） 

・小学校に入ってリハビリ施設がなくなりました。他市の専門病院に行かなければなら

なくなりました。肢体不自由者には住みにくい新居浜市です。（角野小学校区６年生） 
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８ その他の意見・要望  

・健常児が前提で「子育て」と銘打っているアンケートに違和感がありました。（惣開

小学校区１年生） 

・新居浜市の出生率は四国で一番なのに、育てる環境は一番ではないと思います。（新

居浜小学校区３年生） 

・新居浜での生活や子育てがとても苦痛に思います。子どもを「新居浜人」にしたくな

いと常に思います。この思いは外部の目線でないとわからないでしょうね！（金子小

学校区４年生） 

・新居浜市は全体的に子育てがしやすいです。（金栄小学校区４年生） 

・子どもが楽しめる商業施設などを充実させてほしい。（垣生小学校区５年生） 

・就学前は、自分の子どもと同じ園に通うお母さんや子どもたちと顔を合わせることが

多く、どんな友達がいるかを知ることができた。しかし、小学校に入って人数が増え、

いろいろな環境で育った子どもたちが増えたので、どんな子どもがいるのかわからな

くなった。（神郷小学校区２年生） 

・制服を譲る機会があるとよい。（卒業生→新入生など）（中萩小学校区１年生） 

・通学路の危険箇所を確認してほしい。市役所の道路課にお願いしたが、警察か自治会

へ連絡するように言われた。（中萩小学校区４年生） 

・中萩校区には土橋公園ときらきら公園があり、公園は充実していますが、車で来る人

が多いので車を止めるスペースが少なく、路上駐車をよく見かけます。何か改善策を

お願いします。（中萩小学校区４年生） 

・アンケートはできたら電子化にしてほしいです。（中萩小学校区５年生） 

・障がい児が高校卒業後、人として楽しく仕事をしたり、日常生活を送ったりできる場

所を作ってもらいたい。（船木小学校区６年生） 

 


