
子育て満足度アンケート 

 

 

※この調査は、一般社団法人 科野青年会議所「まちづくり架け橋委員会」が市と協議のうえ、

実施したものです。 

 

 

１．調査方法 

 【調査対象】  子育て支援センター利用者及び市内保育園・幼稚園児の保護者 

 

【標本数】   2,000人 

 

【調査区域】  千曲市内 

 

【調査方法】  子育て支援センター 調査員が調査票を配布し、後日直接回収。 

         保育園・幼稚園   園に調査票の配布を依頼し、後日調査員が直接回収。 

 

 【調査期間】  子育て支援センター 平成 30年 8月 30日～9月 27日 

保育園・幼稚園   平成 30年 9月 3日～9月 18日 

       

 

２．調査票の配布及び回収結果 

【調査票配布数】  2,000票 

 

【有効回収数】    869票 

 

【有効回収率】    43.5％ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Q1 あなたの年齢は？ 

□10代   □20代  □30代   □40代   □50代以上 

10代 0 

20代 69 

30代 435 

40代 156 

50代 9 

合計 669 

  （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

Q2-1 不妊治療費の助成金の制度をご存知でしたか？ 

□知っていた   □知らなかった 

 

    （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

Q2-2 不妊治療費の助成金の制度を利用しましたか？ 

□利用した    □利用していない 

 

    （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

知っていた 326 

知らなかった 331 

無回答 1 

回答数合計 658 

利用した 33 

利用してない 619 

無回答 4 

回答数合計 656 

子育て満足度アンケート結果 

10代 

0% 20代 

10% 

３０代 

65% 

40代 

23% 

50代 

2% 

あなたの年齢は？ 10代 20代 ３０代 40代 50代 

知っていた 

50% 

知らなかっ

た 

50% 

無回答 

0% 

知っていた 知らなかった 無回答 

利用した 

5% 

利用してない 

94% 

無回答 

1% 

利用した 利用してない 無回答 



 

Q2-3 不妊治療費の助成金額は十分だと思いますか？ 

□十分である   □十分ではない 

 

   （単位：人） 

 

 

 

 

 

□十分である 

・利用したことは無いけれど最初の段階なら十分？                                          

・あまり助成金を増やしても財政負担が増える。県からの助成もある 

・よく分からない 

・今は民間の保険もあるので 

 

□十分ではない 

・（利用した）不妊治療費の負担額が多い為 

・(利用した) 年内に数回治療したくても助成回数に限度がある 

・（利用した）多くの方が何年もの間治療を続けています。1年間分しか申請出来なかったので、さか

のぼっての申請もお願いしたかった 

・（利用した）治療は回数が増えるにつれ、仕事も休すんだり経済的に厳しかった 

・（利用した）全く出ないよりは助かるが年 1 回しか申請できないのが残念。半年ごとにしてもらえる

と助かります 

・（利用した）体質改善、おきゅう等も対象にしてほしい 

・（利用した）一度きりで治療が終わる訳ではないから 

A,助成対象範囲や金額を考慮することは可能なのか？ 

・治療が長引く人が多くお金がたくさんかかるので。 

・不妊のままなら全額支援、妊娠できたら一部返金とかどうですか？ 

・治療の方法によって金額を変えるべき。 

・足りずに苦しんでいる人がいる。 

・年齢制限があり、実際の治療には足りない。 

・逆にいくらかかるか知っていますか？ 

・県の補助金と併用できない。 

・産科に勤務しているが、金額が高く治療に踏み出せない方が多くいるため。 

・体外受精などまで行く前の段階の治療にも助成して欲しい。 

・不妊治療そのものが高額過ぎる為、治療費を下げる働きをすべきだと思う。  

・望んでも妊娠しにくい人がいるのなら、全額出しても良いと思う。 

・私のまわりで不妊治療をしていて金額で悩み諦める人もいる。 

・所得制限をもうけているから。 

・金額等、詳細についてよくわからない。 

十分である 163 

十分でない 284 

無回答 131 

回答数合計 578 

十分である 

28% 

十分でない 

49% 

無回答 

23% 

十分である 十分でない 無回答 



・不妊治療は 1回でも 30万ほどかかります。1回でできない場合の方がほとんどなので、年 1回 20万

の支給では全然たりないと思います。本気で不妊治療の方を応援しようという額ではないと思います。 

・体外受精までに沢山の不妊治療があるのでその全てに助成金が必要。 

・体外受精になる前の段階で苦労している人が多いので少し補助があると良いと思います。 

・治療の内容によっては十分だったり、不十分だったりと感じる為。 

・不妊治療をしたことがないのでわからないが、知人はとてもお金がかかると言っていた。 

・治療の方法によって金額を（助成金）を変えるべきだと思う。 

・体外受精は高額であり、1回の治療で成果がでない場合、年 1回というのは少ないと思う。 

・二人目以降収入上限が決まって使いづらくなった。 

・人工受精が対象外、精神的フォローが整っていない 

・それ以上お金がかかると聞いている 

・実際、どれくらいが必要か分からない 

・不妊治療は凄く金額が高く裕福な家庭じゃないと無理だと思う 

・体外受精の費用は 1回 60万から 70万と聞いていますし一度で授かれるとは限らない全額支給してほ

しい 

・少子高齢化と言っているこの時代に 20万じゃ少ないと思う 

・状況に応じて変わると思う 

・共働きで収入がある場合など、受けられない場合がある 

 

 

Q3-１ マタニティータクシーサービスをご存知でしたか？ 

□知っていた    □知らなかった 

 

    （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

Q3-2 マタニティータクシーサービスを利用しましたか？ 

□利用した事がある    □利用したことがない 

 

      （単位：人） 

 

 

 

 

知っていた 420 

知らなかった 240 

無回答 2 

回答数合計 662 

利用した事がある 85 

利用した事がない 565 

無回答 3 

回答数合計 653 

知っていた 

64% 

知らなかっ

た 

36% 

無回答 

0% 

知っていた 知らなかった 無回答 

利用した事

がある 

13% 

利用した事

がない 

87% 

無回答 

0% 

利用した事がある 利用した事がない 無回答 



□利用した 

・あるタクシー会社にそこまで行かれないと断られた。（別の会社に頼んだ） 

・産後も利用できて便利だった。 

・今まで少し無理をして歩いていた距離もサービスがあるので気軽に利用できる。 

・出産間際で自分の運転では危険だと思う時、受診の際に使用できて良かった 

 

・医師から安静を指示され、自分で運転して通院しないように言われたのでタクシーで健診に行った 

・1ヶ月健診の際に利用した、本人しか利用できないのが残念。家族でも利用できたらいいと思った 

・便利だと思って使った 

・入院時に利用 

・検診のとき利用した 

□利用したことがない 

・最寄りの病院まで 7000円じゃ往復も難しい、それよりも救急車のほうが安心！ 

・有効期間が終わってしまい利用できなかった。生後 1歳くらいまで期限を延長してほしい 

・サービス自体知らなかった 

・千曲市内での利用しか出来なかったから 

・知らない。申請しないともらえないのは、市は助成する気が無いのと同じだと思う 

 

・あまり宣伝されていない、認知されていない 

・別の利用券に変えてほしい。 

・車があるから。 

・タクシー会社が遠くて利用できなかった。 

・申請はしたが、期限が過ぎてしまった。産後１年としてほしい 

・タクシーを利用しないので良く分からない 

・自分で運転したから 

・利用しようとしてあまりいい事を言われなかった 

・出産後の検診には使えないのですか？ 

・上田市に住んでいたが、千曲市で里帰りでしていた時も使用できたらよかった 

・そんなに必要性を感じない、利用するにしても遠慮してしまう 

 

A,周知が足りていないと思われる 

 

Q3-3 マタニティータクシー利用可能金額は十分だと思いますか？   

□十分である □十分ではない 

 

   （単位：人） 

 

 

 

 

   

十分である 387 

十分でない 115 

無回答 88 

回答数合計 590 

十分である 

66% 

十分でない 

19% 

無回答 

15% 

十分である 十分でない 無回答 



□十分である  

・緊急時だけで十分だと思うから。 

・それ以上になると市町村の負担も大きいので。結局は税金。 

 

・プレゼントがあること自体ありがたいが、タクシー券よりベビー用品が購入できる商品券の方が良い

と思う。 

・産婦人科が長野市にしかないのに千曲市でしか使えないのは意味がないし本当に使えないので。 

・病院⇔自宅を 2往復で使い終わる額なので少ないと思う。 

・初期から毎回利用したら足りないが、全員が利用するわけでは無いと思うので 

・あまり使わないから 

・さほど利用している人がいないと思うので 

・1回しか利用せず期限切れになってしまった 

・実際は 1から 2回しか使わないので。 

・タクシーをあまり使わないので残っても困る。 

 

□十分ではない 

・一度の健診で病院を往復するだけで半分以上無くなってしまう。2回はつかえない 

・10か月で 7000円は足りない。 

・千曲市は産科が無いので通うのが遠い。車が無い人には不十分 

・理由があり自分で運転できない場合、何度もタクシーを呼ぶには不十分。 

・タクシー券は使わなかったら違う事に使えるとうれしい（オムツに替えられるとか） 

・家族の実態に合わせて金額を変えられたら良い。 

・期限があるのでもう少し伸ばしてほしい 

・タクシー券は使わなかったらその後も使えるようにしてほしい。乳児を連れて車を運転して買い物袋

を持つのは対変。 

・買い物でも使えたらうれしかった 

・自分で運転できない方には足りない 

・足りない人には全然足りないと思います 

・出産、産後を含めるとすぐに終わってしまう 

・産科に行こうと思うと往復だけで終わってしまうので緊急時以外使えない 

・市内の病院に産科が無いので遠い 

・タクシー券は使わなかったら違う事に使えるとうれしい（オムツに替えられるとか） 

・もう少しないと足りない 

・金額も足りないが、利用できるタクシー会社が病院には止まっていない 

・助けてくれる家族がいない人にとっては十分ではない 

・1回か 2回で終わってしまう 

・タクシーを使う＝運転が出来ないなどの理由があるはず。7000円なんて 1～2 回しか使えない 

・つわりがひどい人や運転がしんどい人もいるので健診の時に毎回使えればいいと思う 

・場所的な問題もあると思うし全額欲しい 

 

 

 

 

 



Q4-1 たまご教室をご存知でしたか？ 

□知っていた   □知らなかった 

 

  （単位：人） 

 

 

 

 

Q4-2 たまご教室は充実していると感じますか？  

 

   （単位：人） 

 

 

 

 

□充実している 

・初めての出産時はわからない事や不安な事が多く、この様な教室は良いと思う。 

・特に一人目は何も知らないし、体調もぐずつくので色々お話が聞けて勉強になる 

・育児に関する様々なことを教えてもらえる 

・初めての妊娠、子育てとなるので赤ちゃんの入浴のやり方やケアを教えてもらえたのは有難かった。 

 

・入浴のやり方やマッサージを教えてもらえてよかった。 

・妊娠中に参加して疑問に思っていたことを教えて頂けたから。 

・身近に教室があれば心強いと思うので。 

 

□充実していない 

・たまご教室の存在を知らなかった。 

・平日仕事をしているとわざわざ休みを足らなくてはいけないため不便。 

・働いていたので 1度もいけなかった 

・出産後に利用できる情報が不足している 

 

・仕事をしていると平日は無理です 

・仕事の休みが取りづらいのでもっとお知らせの案内が早くほしい 

・病院のマタニティクラスの方が充実している 

・予防接種の説明があるとよい。 

・内容が薄い。3年間変化がない。 

・身体測定みたい。ありきたり。 

・食育が一番困ったので離乳食を一緒に作る講座とかやって欲しい 

知っていた 321 

知らなかった 428 

無回答 4 

回答数合計 753 

充実している 265 

充実していない 114 

無回答 254 

回答数合計 633 

知っていた 

43% 

知らなかっ

た 

57% 

無回答 

0% 

知っていた 知らなかった 無回答 

充実してい

る 

42% 

充実してい

ない 

18% 

無回答 

40% 

充実している 充実していない 無回答 



・仕事で一度も行かれませんでした平日の昼間は行けない 

・新しいイベントや最新情報をもっと伝えてほしい 

・休日にもいける日が欲しい 

・もう少し開催日の告示が欲しい 

・案内等が無いので行った事が無い 

・有るのも見た事ないし、聞いた事も無い 

・長野市では母と父両方の子育て講習が充実している 

・長野市の方が回数も多く、冊子も充実していた。 

 

Q5-1  乳幼児訪問事業と育児相談支援をご存知でしたか？ 

□知っていた   □知らなかった 

 

（単位：人） 

 

 

 

 

 

Q5-2  乳幼児訪問事業と育児相談支援は充実していると感じますか？ 

 

 

（単位：人） 

 

 

 

 

□充実している   

・子と 2人の生活で外出も難しいためうれしかった。 

・親身になってくれる方が多い。月 1回の頻度であるから。 

・支援して下さる方がとても親切だったので 

・子育ては色々不安な事や分からない事が多いので相談出来て安心できる 

・産後に専門科の人が来てくれるのはありがたかった 

・困った時に対応策を教えて頂けた 

・栄養士さんともお話できるので少しでも不安になる事があった時お話しする事で安心できた 

・なんでも相談にのってもらえるから 

・子供の状況により個別に対応してもらったので 

・訪問に来てくれるのはうれしい。 

・実際に訪問していただいていろいろ聞けて、話せたので気持ちが軽くなった。 

知っていた 643 

知らなかった 88 

無回答 12 

回答数合計 743 

充実している 520 

充実していない 109 

無回答 82 

回答数合計 711 

知っていた 

86% 

知らなかった 

12% 

無回答 

2% 

知っていた 知らなかった 無回答 

充実してい

る 

73% 

充実してい

ない 

15% 

無回答 

12% 

充実している 充実していない 無回答 



・毎月子供の発育を知れる。 

・実際に子供を見てもらえると安心する。 

・知り合いのいないところで育児は孤独感がすごいが言える場があるのは良い。赤ちゃんで困るのは

夜が多いのでそこを補えたらなおよい。 

・子供の成長等で不安なことを気軽に相談できる。 

・とても親切にしてもらった。 

・アドバイスがしっかりとある。 

・低出生児には、フォローがあり 2回あり安心でした。 

・保育の現場で働いています。食事の面で相談が増えています、検診の際様子が分かるような対策、

発達の遅れなど、相談機関へどんどん進められるような対応が必要です。 

・母乳相談など良く聞いてもらえた 

・毎月実施されているので心配な事がある時に相談できる 

・自宅まで来て頂けたので、ありがたかった 

・赤ちゃんを外出させずに家に来てもらえるのはとても助かる 

 

□充実していない 

・丁寧だとは思うが、検診が長時間であり、子の成長に対して親を不安にさせる発言が多過ぎる。 

・相談できる所を知らなければ相談できない。内容よりも存在をもっとアピールしてほしい。 

・障害児に対する情報提供がない。 

・乳幼児訪問で若い男性がくるのは如何なものか？ 

・市の検診のとき発達が遅いと感じてはいましたが、その不安をとるような言葉は頂けず、周りの子と

違う目で見られとても辛かった。母親の気持ちに寄り添って対応して頂けたらとおもいます 

・できれば助産婦さんに来て頂きたい。 

・月に 1 度、その日に来てくれと言われても都合が合わない事もある。佐久市には保健師さんが常駐

の施設があり、行きやすくありがたかった。毎週でなくて良いので土曜も実施して頂けると助かる 

 

・4ヶ月以降も希望者や交通手段が無いお宅へ訪問してほしい 

・その場で解決しない問題のアフターケアがない 

・相談行ったら、返答が旦那さんと相談して下さいとの事、何の解決にもならなかった。それから二

度と相談しないと決めた 

・発達障害の情報などがもっと知りたい 

・窓口がわかりにくい、どこに相談していいか分からない。 

・一ヶ月の訪問で来られた保健士さんがとても感じ悪かった 

・育児相談が月 1回しか利用できない（育児相談の日のみ） 

・育児相談の開催日が少ない。（転居前の市では週一だったので利用しやすかった） 

・訪問はありがたいが、相談員の言葉に傷つけられたといっている方が何人もいると聞く 

・乳幼児の定期健診を保健士相談だけでなく医師の診察も毎回して欲しい（長野市ではそうなってい

ます） 

・相談日がもう少し多いと助かる 

・マニュアル通りのことしか言われない。 

・予防接種や健診の説明がなかった。 

 

 

 



Q6-1 同時入園時のみ利用可能だった以前と違い、現在は 18 歳未満のきょうだいがいるお子さんは保

育料半額が適用されるようになったことをご存知でしたか？  

□知っていた   □知らなかった 

 

    （単位：人） 

 

 

 

 

Q6-2 第二子の保育料半額の制度をどう思いますか？ 

□よい      □よくない 

 

    （単位：人） 

 

 

□よい 

・家庭への負担が減るから。未満児の保育料の設定が高いと感じるから改善してもらいたい。 

・未満児の保育料は高いので 

・パートでの稼ぎだとほぼ保育料になってしまう。半額になると聞いて末っ子も園にお願いしました。 

・さらに第 3子以降は同時でなくても無料にしてほしい。 

・どんな条件でも第 4 児は無料になってほしい 

・利用させてもらっています、未満児保育は高いので家計が助かります。 

・半額制度はとても良い 

・家計の負担が減るので 

・お金の負担が減るならとてもいい 

・なかなか続けて保育園に入る事はないので 18才未満まではありがたい 

・負担が軽減される 

・とても助かる 

□よくない 

・同時入園していなくても第 3子は無料にしてほしい 

・長野市のように無料にしてほしい。 

・保育士が足りない状況でこの制度は無理がある。 

・全ての子供が対象ではないから（認可外保育園に通園児に補助はない） 

・出生率を上げたいかもしれないが、結局子育て放棄の親も増えると思うから 

・保育士さんのお給料は低いと聞くのでその財源であるべき 

 

 

 

知っていた 555 

知らなかった 151 

無回答 2 

回答数合計 708 

よい 714 

よくない 26 

無回答 10 

回答数合計 750 

知っていた 

79% 

知らなかった 

21% 

無回答 

0% 

知っていた 知らなかった 無回答 

よい 

95% 

よくない 

4% 

無回答 

1% 

よい よくない 無回答 



Q7-1 お子さんの医療費（0歳～中学校 3年生まで）の助成をご存知でしたか？ 

□知っていた   □知らなかった 

 

   （単位：人） 

 

 

 

 

 

Q7-2 お子さんの医療費（0歳～中学校 3年生まで）の助成制度は充実していると感じますか？ 

□充実している       □充実していない 

 

   （単位：人） 

 

 

 

□充実している 

・手持ちがなくても急な対応ができる。 

・早期治療が可能。 

・一定で助かります。 

・8月からの改正は病院にいって初めて知った 

・横浜市出身ですが、そこまで長く助成されません。若い世代も移住しやすくとても良いと思います。 

 羨ましがられる程です。 

・全て無料にすると気楽な受診が増えて補助の財政が先々困ると思う 

・500円で済むなら安い 

・今まで１カ月 10,000円も出していた時もあったので。 

 

□充実していない 

・他の市は 18歳までのところがあります 

・県外では窓口負担ゼロです。他県でできてなぜ千曲市ではできないのか疑問です。 

・他県では当然の事。東京都,香川では無料！ 

・500円の負担も 0円にしてほしい。無料の市もある。 

・インフルエンザ予防接種も助成してほしい。 

・高校生までにして欲しい、ADHDなどの薬価が高く中学でやめてしまう子が多い、そういう持病があ

る子供への支援を手厚くして欲しい 

・他の市より遅い。満額返ってこない。 

・負担分がありわかりにくい。 

・予防接種は全て公費にすべき 

 

知っていた 732 

知らなかった 13 

回答数合計 745 

充実している 565 

充実していない 172 

無回答 6 

回答数合計 743 

知っていた 

98% 

知らなかっ

た 

2% 

知っていた 知らなかった 

充実してい

る 

76% 

充実してい

ない 

23% 

無回答 

1% 

充実している 充実していない 無回答 



Q8-1 病児病後児保育制度をご存知でしたか？ 

□知っていた□知らなかった 

 

   （単位：人） 

 

 

 

 

Q8-2 病児病後児保育制度を利用していますか？ 

 

   （単位：人） 

 

 

 

 

□利用している 

・利用しているが、主治医の指示がないと利用できなくて困る 

・もう少し利用しやすく。せめて布団などの荷物は不要だと助かる 

・利用しましたが、市役所に問い合わせても担当者不在、施設にもなかなか繋がらず、預ける前日ま

での予約と医師の診断書を取りに行くのにとても困りました。月曜日に利用が必要になりそうで日

曜に TELしても、平日に TELして下さいと言われ、利用させる気があるのか？という体制でした 

・費用の負担を減らしてほしい 

・過去に利用し、本当に助かりありがたかった 

 

□利用していない 

・高熱（38.5度以上？）はダメ、感染するのもダメ、お布団持参、弁当持参、前日予約？だったら会

社休みます！ 

・条件が細かく、預けられる条件は、ほぼ完治に近い状態。通園させられるレベルの為、だったら保

育園に出す。 

・利用するときは診断書をもらわなくてはいけない。結局遅刻、休みになってしまう。 

・診断書料金や利用すにあたり施設が提示している決まり事に納得出来ない 

・病児保育といいながら、発熱中、下痢中など症状のあるうちはみてもらえない、病後児しかみない

のに病児保育というのは逆にがっかりしました 

・登園できる理由とほぼ同じで意味が無い。診断書が必要なのも大変 

・施設の外観を見て不安に思うから 

・病気の時に一番使いたいのに使えない 

・熱が出ていたりすると利用できないので意味がない 

・中央病院に小児科があれば診察も受けやすく、預けやすいと思う。 

知っていた 709 

知らなかった 135 

無回答 16 

回答数合計 860 

利用している 28 

利用していない 811 

無回答 17 

回答数合計 856 

知っていた 

82% 

知らなかっ

た 

16% 

無回答 

2% 

知っていた 知らなかった 無回答 

利用してい

る 

3% 

利用してい

ない 

95% 

無回答 

2% 

利用している 利用していない 無回答 



・利用したくても、利用基準が保育園の登園許可内容と全く同じなので意味が無い！ 

・具合の悪い子をあずけてまで仕事をしようと思えない 

・市政と医師の連携強化をしてほしい。 

・書くものや提出物が多すぎ！ 

・今屋代にあるので、戸倉にもほしい。 

・利用できるタイミングが無いので個人で民間の病児保育に登録しています 

・登録がよくわからない 

・時間的に短いから預けられない 

・もっと利用しやすい条件にしてほしい 

・事前申し込みが不便 

・利用する症状にあてはまる時が少ない（高熱の時が多い） 

・利用したくても時間が合わない 

・制約が厳しすぎる為 

・利用登録申請書を病院に提出しなければならないのが手間 

・フルタイム勤務だと時間があわない 

・時間短い 

・制約がありすぎて全く使えない。 

・具合が悪い時に慣れない場所に連れて行くのに抵抗がある。 

・良く制度が分かっていない、よく知らない。 

・書類作成など面倒、預けられる基準に合致しない。 

・保育園に行けるくらい元気にならないと利用できないので意味がない、条件が厳しい。 

・企業制度が充実しているため。 

・仕事が朝早い為 7：30からあいてくれると助かる 

・登録が手間、医師の診断が必要で手続きが厄介 

・色々制限が多すぎ 

・利用の仕方が分からない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Q9-１現在市内に産婦人科はありませんが必要だと思いますか？ 

□必要である□必要ではない 

 

   （単位：人） 

 

 

 

□必要である 

・長野市まで行くのは遠い。子育て支援の活性化を図るなら絶対に作るべきだと思う。 

・妊婦の移動の大変さを知って欲しい 

・篠ノ井方面、上田方面ともにアクセスが 30分は結構大変でした 

・戸倉、上山田方面からは長野、上田へ行くのも遠い 

・なぜ無いのかわからない、あって当然 

・市外から移住して産婦人科がないことにびっくり。なぜないのかが疑問。 

・普通に必要でしょ逆に何故ないの？ 

・逆になぜ市内に 1つも無いのか不思議です 

・近くにあるほうが良いに決まっている 

・少子化といいつつ産婦人科が無いのはいかがなものか 

・若い世代が移住（五和地域）に増えているから 

・あると便利。 

・つわりやお腹が大きくなってから遠くへ行くのが大変だった 

・近くにないと困る 

・上田市にも居たが、いい産婦人科が無かった 

・住んでいる地域に無いのは子供を生む環境にならない。 

・絶対必要 

・上田、長野とも遠い。いざという時に不安。 

・妊婦が長野まで行くのは本当に大変 

・遠い 

 

□必要ではない 

・優先順位は低い。 

・中途半端に連れて来られても遠くても安心な病院を選ぶ。 

・車で 20分以内の距離にあるため。 

・近くにいい産科がある。 

・あれば助かるが隣町にある 

・市内に無くても厚生連まで遠くない 

・清水さんや板倉さんでほぼ固定されているから 

・それよりも親身になって話を聞いてくれる小児科が必要です。 

 

 

 

必要である 665 

必要ではない 165 

無回答 26 

回答数合計 856 

必要である 

78% 

必要ではな

い 

19% 

無回答 

3% 

必要である 必要ではない 無回答 



Q9-2 市政は産婦人科の誘致に力を入れるべきだと思いますか？ 

□思う     □思わない 

 

   （単位：人） 

 

 

 

□思う 

・少子化対策を謳うなら安心して出産できる場を提供してほしい。 

・子育てにちからを入れるというからには行動してほしい。 

・産院や小児科が少ないと子育て世代に関心がないと感じる。 

・子供を多く!!と言われても産科が無いのにどうやって？？ 

・長野市から移住でしてきて、無い事におどろいた 

・産婦人科は絶対に必要なものだから 

・千曲市に引っ越してからないことを知りびっくりした！ 

・せめて 1ヶ所でもあれば妊娠の選択肢が増える 

・産科が無いのに、子育てや新婚に理解がある市政はできない 

・入れるべきという質問をする理由が分からない、何故今まで無かったのか疑問 

・今更？もっと早く対応すべき！ 

・産科がないことを心配して長野市に住まいを移す人もいるため。 

・少子化対策を謳うなら安心して出産できる場を提供してほしい。 

・産院や小児科が少ないと子育て世代に関心がないと感じる。 

・千曲に居て地元で生めないのはどうかと思う 

・子育てサポートにいくら力を入れても産める場所がないのは… 

・南の方に住んでいる方は遠くて大変だと思う 

・一番大切！ 

・地域では産み、育てる環境が絶対必要 

・産婦人科も必要だし、やっぱり 1番は小児科が必要だと思う！ 

 

□思わない 

・良い先生がいるクリニックや病院なら良いが、どんな先生でも良いわけではないので。 

・あれば良いですが、それより中央病院に小児科が欲しい 

・市外で受けても補助対象になる様にしてもらえれば良い 

・産婦人科より小児科をもっと増やしてほしい 

・もっとべつのところにお金をかけてほしい。予防接種など。 

・市内に出来たとしても、実績や評判が気になり結局以前からあるところに行くと思う 

・良い医師でなければ通わない 

・いい産婦人科でないと意味が無い 

・病児保育にもっと力を入れてほしい。 

・医師や助産師の確保は難しそう。継続できない施設はどうかと思う。 

・評判がいい病院がいいので新しい場所は不安がある。 

思う 601 

思わない 188 

無回答 58 

回答数合計 847 

思う 

71% 

思わない 

22% 

無回答 

7% 

思う 思わない 無回答 



・市外が充実しているので必要無いと思います。 

・子供を産みやすい環境を整えてほしい。 

・新しく住もうとしている人からみれば産婦人科があるかも決め手になると思う 

・そんなに病院まで遠く感じない 

・安心して産める事、安全であることを考えると医師の人数の確保出来るのか不安 

 

Q10-1 市内に 2箇所ある子育て支援センターの存在をご存知でしたか？ 

□知っていた   □知らなかった 

 

   （単位：人） 

 

 

 

 

 

Q10-2 子育て支援センターを利用していますか？ 

□利用している □利用していない 

 

   （単位：人） 

 

 

□利用している 

・気分転換になる 

・子供が遊べる場、親の交流の場があってありがたい。 

・下の子が小さくて行く場所が限られてしまうから。 

・誕生日イベント等入園前の子供が行けるのでありがたい。 

・他の子供たちと遊べる場なかなかないので利用している。 

・おやつ、お昼をあげても OK。 

 

・他にないから。 

・無料で気軽に利用できるから。 

・暑い日や、雪、雨など室内なので天候に左右されずに遊ばせることができる為。 

・情報共有や子供同士も遊ばせられ便利だったから。 

・おさがりコーナーが面白い。イベントが充実している。周りが子連れなので、伸び伸び遊ばせるこ

とができる。 

・母子ともに友人・知人の輪が広がり、育児相談などもできるし、何より子供が楽しそうなので。 

・近所なので時間のある時にちょうど良い。 

・保育園に入れるまでに、子供の慣らしをかねて利用していた。 

知っていた 818 

知らなかった 29 

無回答 10 

回答数合計 857 

利用している 472 

利用していない 366 

無回答 18 

回答数合計 856 

知っていた 

96% 

知らなかった 

3% 

無回答 

1% 

知っていた 知らなかった 無回答 

利用している 

55% 

利用していな

い 

43% 

無回答 

2% 

利用している 利用していない 無回答 



・何回か利用していたら自分にも友達ができたため。 

・お昼を持参しても OKでうれしい。 

・他市から嫁いできて友達がいなかったのでとてもいい居場所だった 

・他見から来て知り合いがいなかったから助かった。無かったらウツになっていた 

 

□利用していない 

・平日は仕事なので土曜休みだと行きたいときに行かれない。 

・上の子が小学生なので一緒に行かれない。 

・狭い上、人も多く、子供を遊ばせるには良い環境だとは思えないから。 

・行きづらい。 

・ママ友グループの輪に入りづらい。 

・職員が親しい親子とよくしゃべっていて疎外感があったため。 

 

Q11 他の県や市の提供する同様のサービスと比べた場合、千曲市のサービスの質は優れていると感じ

ますか？劣っていると感じますか？ 

□優れている    □どちらでもない   □劣っている 

 

   （単位：人） 

 

 

 

□優れている 

・支援センターの活動など地域に密着していて利用しやすい。 

・支援センター、保育園が手厚く見てくれる。 

・横浜市はこんなにも子育てのサポートはありません。 

・支援センターは毎日開放され、児童センターや園開放にも行ける機会があるから。 

 

□どちらでもない 

・子育てアプリの充実させてほしい。 

・目を引くのは二人目保育料半額くらしかない 

・突出して良いと思えることが浮かばないので。 

・室内で遊べる施設が少ない 

・支援センターはほかの市に比べて物足りない。 

・子供が生まれて市からもらったものが粉石けんでびっくり。せっかくの出産なので記念になるもの

がよかったな。 

・熱心にやってくださっている。ママ向けの講座（エクササイズの勉強）など自己啓発の場が欲しい 

・保育料などは割りといいと思いますが、タクシーなど、サービスのポイントがずれていると思う 

・使える資源や制度はあると思いますが子育て中の親へのアナウンスが少ない 

 

 

優れている 104 

どちらでもない 572 

劣っている 145 

無回答 33 

回答数合計 854 

優れている 

12% 

どちらでもな

い 

67% 

劣っている 

17% 

無回答 

4% 

優れている どちらでもない 劣っている 無回答 



□劣っている 

・0歳児から診てくれる小児科が少なすぎる。 

・保育園がおむつを処理してくれない。 

・出産祝いなどもう少し充実した物に変えてほしい。他の市はゴミ袋プレゼントとか充実している。 

・医療の面で他市より劣っている。産科もない、乳癌検診を受けられる施設もない。 

・他の場所にもあるサービスしかなく、子育てする立場の人が考えている感じがしない 

・特色がない、移住するポイントとして考えると低い。 

・支援センターはもっと身近で沢山の人に利用してもらえる環境を整えてもらいたい。それを拠点に

施策を拡げたり、相談や病児病後保育の場、公演会、劇団が来たりと活動を強化することで、より

市から市民と積極的に交流する姿勢を見せてもらいたいから。 

・一時保育出きる所がない。長野市⇒大豆島 レオ、稲里 ニコニコルーム。上田市⇒キッズ。 

・保育園の一時保育が無いのが残念 

・室内で遊べる（ベビーから学童まで）設備、施設がない 

・ネットで検索しても情報が少なくて不便 

・産婦人科も小児科も無い事が本当に不便！！ 

・もっと子育て、遊び場、子供連れで食事のできる場がほしい。 

・山梨県は第 2子は保険料無料だし子育てハンドブックなどもある 

・子育て支援に対しての待遇が少ない。 

・支援センター、もう 1箇所か 2箇所あってもいいのでは 

・長野市にいた時の方が便利でした。 

・群馬県が優れている。 

・長野市の支援センターにも行くが、そちらの方が充実している 

・他の市より遅い。 

・長野市、飯田市のサービスは千曲市より充実していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Q12-1 子育てをしていく上で職場にどんな勤務形態を希望しますか？ 

□在宅勤務   □自由出社出来る勤務  □半日勤務  □フルタイム勤務 □その他 

 

   （単位：合計） 

 

 

 

 

 

Q、その他を選んだ方にお聞きします、どんな勤務形態を希望しますか？ 

 

・9時～16時までの園や学校の帰宅に合わせた勤務だと助かる 

・9時～16時で残業の無い勤務 

・短時間勤務 

・子供の体調不良の際に、快く休ませてほしい 

・職場の託児所 

・育児短時間勤務。                                           

・子供の看護休暇。 

・人手不足改善。仕事の量は変わらないので勤務時間・休日希望など気まずくならないように。 

・職場の理解に尽きると思います 

・子供の病気時に仕事を休みやすい職場。 

・小・中・高の子供のイベントで休みがもらえる。急な病気なども。 

・9時～14時など保育園へ行っている時間の勤務 

・保育園に行っている間は残業無し、など帰りやすい職場作りをしてほしい 

・9時から 16時までの勤務（保育園の早番や遅番を利用するにはお金が掛かるから 

・6～7時間労働で 15～16時には終わる勤務 

・突然熱が、というケースでも対応し、理解してくれる職場 

・登園、登校時間や降園、下校時間に合わせた勤務時間 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅勤務 99 

自由出社出来る勤務 207 

半日勤務 312 

フルタイム勤務 88 

その他 126 

回答数合計 832 

在宅勤務 

12% 

自由出社出来る

勤務 

25% 

半日勤務 

37% 

フルタイム勤務 

11% 

その他 

15% 

在宅勤務 自由出社出来る勤務 半日勤務 フルタイム勤務 その他 



Q12-2 子育てと仕事を両立していく上でお悩みやご要望がありましたらご自由にお書き下さい。 

 

・面接時、小さい子供がいると聞くと態度がすぐに変わる、どこに行っても変わらないので「またか」

という気分になる。就職しても人員がぎりぎりで休むと困るという顔をされる、その結果授業参観

などの行事に参加しづらい。 

・子供がいる事で常勤として雇ってもらえない、子供が小さいことでマイナスイメージを持たれると

思う 

・父親が育児に参加できる働き方ができるとよい。 

・条件に合う求人が少ない。 

・子育て中のママを積極的に採用している企業を知りたい。 

・子育て中のママを対象とした職業案内があると良いと思う。 

・ワーキングママさんの話しを聞く機会などあれば嬉しい。産休から現場復帰、子育てと仕事、園や

学校の役員など、経験談を聞いてみたい。 

・面接時に急に休まれては困ると落とされた（2社）。 

・急な病気であれば休んであげたい。 

・希望した時間に仕事を上がらせて欲しい 

・時短制度など利用しようとすると『前例がない』と言われる。定時で帰ると嫌味を言われる。職場

に対して理解をもらえる大きな制度が必要。 

・子供を優先しないといけないとき融通が利く職場があるか不安。 

 

・女性の社会復帰に対して勤務形態も含めてもう少し優しく柔軟なスタイルがあれば。そして母親に

対してやさしい目で見守ってほしいです。 

・色々な節目の際に雇用が途切れるのではなく、会社に席を置いたまま、子育てや介護の際には短時

間での労働にしてほしい。いつかはフルで働けるようになるのですから！ 

・職場で子育てと両立の大変さを理解してもらえない、もっと優遇されたら良いのにと思う 

・フルタイム勤務をしていると保育園や児童センターの利用時間と合わない 

・半日の有給休暇がほしい。 

・1歳まで有給があるが、子供の発育を考えると、1歳半から 2歳まで有給があると復帰しやすい。 

・子育てしながら働ける職がみつかるか心配。 

・会社の理解が得られるか不安。 

・子育て世代が働きやすい環境の整備をしてほしいです。 

・気兼ねなく休める体制があると助かる。 

・子供の受診で何回もお休みを頂かなくてはいけないので社員で働きたいですが当分無理そうです 

・子育てと仕事に力を入れたいと思いながらも、学校の役員の仕事も入りぐちゃぐちゃ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Q13 子育てに対するご意見やご提案がありましたらご自由にお書き下さい。 

 

医療面 

・小児科が少なすぎる。少子化を問題視するなら、それに見合う対策を取るべき。市政がお金をかけ

る場所が間違っていると感じる。市民第一に考えているのでしょうか？ 

・小児科が 1つしかないのですごく混みあうので困っている。 

・小児科が少なすぎる。少子化を問題視するなら、それに見合う対策を取るべき。市政がお金をかけ

る場所が間違っていると感じる。市民第一に考えているのでしょうか？ 

・小児科が少ないので増やしてほしい 

・小児科を増やして欲しい 

 

・インフルエンザの予防接種の補助金出してほしい。高齢者は 1000 円で受けられて子供が 4000 円は

おかしい。 

・インフルやロタの予防接種にも公費を検討してほしい。65歳以上の方も自己負担（2000円から 2500

円程度）で予防接種をしてもらえば子育て世代の移住の魅力になる。 

・乳幼児、小学生へもインフルエンザの予防接種の補助をしてほしい 

 

・女性特有のがん検診（子宮がん・乳がん）は、市で行っているものは長野市よりも金額が高く、施

設検診をお願い致します。行っている場所も少ないので力を入れてほしい。 

・女性特有のがん検診（子宮がん・乳がん）は、市で行っているものは長野市よりも金額が高く、施

設検診をお願い致します。行っている場所も少ないので力を入れてほしい。 

 

・休日の担当医に断られる事がある！意味が無い！ 

・夜間の救急が厚生連まで行かないと無いので大変。 

・病後児や休日預かってもらえる所が少ない 

・他の市は医療費負担が 0円。18まで、又は 0～3の期間だけでもになると助かる。 

・発達障害について学ぶ場が増えればと思います 

・医療費負担も以前は「1度払って後日返金という形でないと無理です。」といっていたのに他市が窓

口負担 500円にしたら千曲市も横並びでそのようになった。もっときちんと考えてほしい。 

 

 

保育園・幼稚園 

・保育士をしっかり確保して頂かないと安心して預ける事は出来ない、保育士を増やす事に力をいれ

てほしい 

・保育士の年齢や勤務形態の緩和をして資格を持っている人が沢山いるので採用して欲しい 

・他の市では保育士の資格がなくても一定期間研修を受ければ保育士の助手として働くことができる

保育士が不足しているので、正規職員を増やした方が良い。第 3 子から無料にしてしまうと無理

して働く人が増えるので悪循環になる。 

ときいています。千曲市においても取り入れて保育士の負担軽減する必要があります 

・保育士不足と聞くが何故資格保持者は多いのに不足しているか根本を考えていない気がする 

 

・保育園や小学校の設備（壊れている所や、危険な所）を直してほしい。 

・保育園に冷房がついていない 

・学校・保育園・幼稚園にエアコンの設置をお願いします。 



・保育園の整備（お湯で手を洗える）してほしい。 

・オムツのゴミを保育園で処理してもらえない。持って帰るのは大変 

 

・保育園の時間外保育料が安くなったのでたすかります。 

・保育園に入園希望の際、10月の手続き以降、年度途中の手続きはできない状況です。結局、高い一

時保育で、しかも利用日、日数制限もあり本当に大変でした。 

・三人目の保育料が心配 

・児童福祉手当ての金額を上げて欲しいです、保育園料で消えていきます 

・保育園の時間外保育料が安くなったので助かります。 

 

・土曜保育、お盆、年末年始保育で給食がない（長野市では出ます） 

・保育園、小学校の夏休み期間中希望保育や児童センター給食が無い、長野市では保育園は出ると聞

きました。千曲市も保育園だけでもそうしてほしい 

・土曜保育に行く時のお弁当。月～土までフルタイムの仕事、疲れもピークになっているのに、いつ

もより早起きしないといけないのでとても辛いです。長野市では出ると聞いています 

・保育園の長期休暇はやめてほしい、仕事を持っているから保育園に入れているのに仕事に支障が出

る 

・保育園での親の負担が多い。平日の行事、お盆等のお弁当持ち、長時間保育のおやつ持ちなど 

・朝 8 時半からの勤務だと遅くても 8 時には保育園に連れて行かなければならないので 8 時から無料

で預かってもらえたら金銭的にありがたい 

 

・平日行事（学校、保育園）が多すぎる。 

・中学校文化祭と保育園の運動会が例年同日に行われ変更を訴えても却下される現状。行事に参加出

来ず、さみしい。 

・保育園の主な行事が平日なのが疑問です 

・保護者会で仕事を休すむか、早退しなければならないのは保育園の意義から見てどうなのでしょう 

 

・幼稚園が屋代地域にあるといいなと思う。 

・保育園はたくさんあるが幼稚園が少ない。 

・保育園の一時保育が１歳未満から預かって頂けるとありがたい。 

・上の子を保育園に預ける為に、下の未満児まで保育園に入れ働く状況をどう思われますか？ 

・保育園に入れにくい。特に未満児。 

・定員オーバーで 2 人別々の保育園になってしまった、上の子の保育園は徒歩圏内なのにどうして優

遇されないのか今でも疑問です、改善を望みます。本当に大変です 

・市が違うと行かせたい保育園に行けない事が信じられなかった、子供のために行かせたいのに、な

ぜ市内と限られるのか？ 

 

・長野市では保育園に子育て支援室があり「園開放」ではなく、いつでも遊びに行けました。 

・4 ヶ月未満の赤ちゃんがいる家に保育士が来たときにスクーリングし、支援の必要性が高い家庭に

は数回訪問する、電話する事で相談、支援する体制を整えてはどうか？（EX,シングルマザー、障害

者、虐待を受けた事がある）等の人は pickupされてリスト載せるなど細かく点数付けして、何点以

上の人は支援対象にするなど。池田町の保健士の取り組みが素晴らしいと聞いています。 

 

各種助成 



・第 3子以降の出産、多子世帯へのサポートや補助金等があるといい 

・出産祝い金、入園祝い金、入学祝金などあれば助かります 

・子供が一人増えるごとに減税処置がほしい。 

・出産費の助成や子育て世帯への助成があるとありがたい。 

・産後、産直入院の助成が長野市にはあるので取り入れてほしい 

・長野県では不育症に対して助成金制度があるので千曲市も助成して欲しい。 

・少子化と言われている中でも子供が欲しい人や既に多子の家庭があるのでそう言った家庭には助成

金出たら大変ありがたい。小児科が少ないし、産みたい人のために市としてもう少し子育てに協力

してもらえたらなと思う 

・子育てに関する情報発信が下手すぎます。薬局に勤務していますが、福祉医療について理解してい

ない人が多過ぎます。 

 

・長野市では出産するとオムツ用にゴミ袋 1年分無料でもらえました 

・オムツ使用のためのゴミ袋の減額があるのはありがたいが、長野市では出生届提出時に 2 年分のゴ

ミ袋を無料でもらえた 

・おむつを捨てるゴミ袋を配布してほしい。 

・様々な場面でゴミが出る育児や介護のある家庭でゴミチケットが発生するのは意味が分かりません 

 

・義務教育の間、制服、カバン、運動着を最初だけ支給してほしい。 

・他の市では、妊娠してお金がもらえたり教科書代が無料だったりします。千曲市も環境（待遇）を

もっと考えてほしい。 

・収入の安定に繋がる職場が増たり、市政でのサポートや助成金などがもう少し充実して欲しい 

 

・検診は子供が起きている時間帯（午前中など）に開催してほしい。 

・育児の相談ができる窓口や機会を増やしてほしい。休日にも開催してほしいです。 

・0歳児検診、3歳以降の検診が午後だと、お昼寝の時間でぐずって毎回苦労している。ぜひ、午前中

にやって頂きたい。 

・市の保健士の方にもっと話しを聞く耳を持ってもらいたい。 

・助産婦さんと話せる機会を作ってほしい。 

・ベビーシッターなどの情報もほしい。 

・子育ての情報をいろんな形で発信して欲しい 

・メンタル的な部分で相談しやすい場所が欲しい 

・子育てサポートたくさんあるが手続きや制限が多い、気楽に利用できない 

・ワーキングママさんの話しを聞く機会などあれば嬉しい。産休から現場復帰、子育てと仕事、園や

学校の役員など、経験談を聞いてみたい。 

・離乳食教室をやってほしい 

・２人目の負担額が少ないのは良いが、兄弟で別々の保育園なってしまって仕事をしているママたち

には辛過ぎる。 

 

・母子家庭が利用できるサービスやサポートをもっと充実してほしい 

・障碍児の放課後過ごす場所が定員オーバーで利用できない、事業所を（放課後デイサービス）増や

してほしい 

・もう少し子育て支援カードの使用ができるとうれしい。多子カードの意味が無い 

・多子世帯家族に対してもっと支援してほしい。子育てパスポートは全く意味がない。プレミアムカ



ードも普通のカードもサービスは全く同じ。プレミアムの意味がわからない。 

・ファミリーサポート制度があるが、金額を下げてもらわないと利用できない 

・平日の午前中に支センターのイベント事、仕事で参加したくてもできない。土曜に行ってくれると

嬉しい。 

 

・働かないで自宅で子育てしているお母さんにも助成金があるといいと思います子育てママも頑張っ

ています。 

・仕事をしないで頑張っている人にも援助が欲しい（みんな本心は仕事したくない、子供と一緒に居

たい。一瞬だから） 

・市が主催している子育て支援の催しより個人の方がボランティアやサークルとして活動しているも

のに多く参加させて頂いています。市よりも市民の方が支援に熱心と感じるので、もう少し後押し

や活動をしている方への支援をして頂きたい 

・子どもへの支援もありがたいが、育てる親へのサポートも欲しい。健診や育児相談で子供や親を否

定する言い方をする保健師さんがいるが、やめてほしい。 

・検診時にお母さんの不安をあおるのは良くない。 

・子育てママたちへの就労支援、インターシップ等はこのまま続けて頂きたいです。 

・保育園の無料化より子育てをしているおかあさんに助成金を！ 

 

 

・インフルエンザの助成も中・高校生だけでなく乳児に対してもあると嬉しい。 

・他県・他市でのモデルをもっと参考にしてほしい。作ったから良いでは良くない。 

・支援センターがもっと気軽に利用できる様、工夫して頂きたい。 

 

 

 

施設関連 

・お店の中で子供が遊べるキッズスペースがある場所を増やして欲しい（食事処） 

・お店でもキッズルームなど子供がいても過ごし易い環境が沢山出来ればなと思う 

・子供が騒いでも気兼ねなく気楽に入れるような個室のある食事できるお店があればいい 

・子連れで利用出来る（キッズスペースが充実している）食事屋さん、カフェあったらよい 

・もっと公園を充実させてほしい佐久平駅前のような魅力的な遊具や水遊びがある公園 

・公園の整備をしてほしい。 

・子連れで楽しめる施設が少ない。 

・屋内で遊べる施設を千曲市に作ってほしい。 

・外で遊べない時期に、自由に使える体育館、ボール遊びをして良い公民館とかがあれば良い。 

・公園の遊具で新しいものは高度過ぎて 1歳～２歳のお散歩で行く年齢の子が全然楽しめない。 

・子供の運動能力を鍛えられるような施設や公園がほしい。 

・長野市より子育てしやすいと聞いていたけどあんまりそうは思わない、子供が楽しい場所や思いっ

きり遊べるところが少ない（公園が少ししかない） 

・小さい子向けの公園がほしい。 

・気軽に遊べる場所がほしい 

・更級地区にも公園がほしい。 

・小学生対象の遊べる子育て支援センターのような施設が更科地区にほしい。 

・おむつ替えスペースが少ない上、きれいじゃない。授乳スペースもどこにあるか分からない。 



・市でスポーツ教室や教養講座など子供の可能性を拡げられる事業を開いてほしい。 

 

・通学路の防犯カメラ設置 

・子供が遅くなっても安全に帰宅出来るよう道路の整備や街灯の整備を。ベビーカーで散歩できる様

な道路にして欲しい（ガタガタです） 

・用水路がたくさんありむき出しの状態で流れも速いので子供が落ちてしまう危険がある。フタをし

てほしいが駄目でしょうか？ 

 

・駅前通りがさみしい。どんしゃん祭りを復活させてほしい。中学に陸上部、テニス部、バトミント

ン部を作ってほしい。魅力で活発な千曲市にしてほしい。 

 

 

・白鳥園ががっかり。松代の「コトリの湯」くらいの大きくて子連れでも１日楽しめる施設ができて

欲しかった。 

・「子連れで利用できる白鳥園」とありますが、おむつの子はダメとパンフレットに記載がありました。

どこが子連れにやさしいのでしょうか？ 

・白鳥園の芝生広場に子供達が遊べる複合遊具、アスレチックなどがあれば温泉客も相乗効果でふえ

るのでは？ 

・白鳥園の公園はいつ出来るのでしょうか？是非おねがいします 

・千曲市には温泉がたくさんありますが、子供向けの温泉は少ないと感じます。白鳥園もカフェは子

供向けですが温泉は子供向けではないです。 

 

・休日、祝日でも保育園から小学生まで受け入れてくれる施設があればいい（学童） 

・4年生以上の子供を預かってくれる場を作って欲しい（学童） 

・学童があるといい。 

・児童センターを 6年生まで預けられるようにしてほしい 

・児童館、児童クラブの対象を 6年生までにして欲しい 

・4年生以上が通えることができる学童センターがほしい 

 

・学校以外の遊びや学びの場所が少ない。上田や佐久の様な科学館、未来館のような施設が欲しい 

・小学校高学年用のプラザが長野市はあるので、千曲市でも取り入れてほしい。 

・小学校の児童センターが 8 時からなので仕事が間に合わない。3 年始以降の子供たちの居場所が欲

しいです 

 

 

男性への要望 

・男性社員に対して強制力をもつ施策がほしい。 

・男性の長時間労働や家事・育児参加に対する意識改革となる情報の発信を積極的に行って頂きたい。 

・消防団の見直しをしてほしい。負担が大きい 

・仕事、育児の両立はとてもつらい。世のお父さんたちは理解しているのだろうか？ 

・求職中の扱いが厳しすぎると思います 

・せめて小学校に上がるまでは仕事をしなくても良い環境、またその後復帰出来る場が必ず有るとい

う安心感があったらと思う。 

 



システム 

・市の HPを見てもどこにどのサービスがあるかとても分かりづらい！ 

・健診の少し前にお知らせがあるとありがたいです 

・長野市や他の市町村では 7 ヶ月健診や 10 ヶ月健診で医者による診察がある、もしくは券がでて病院

に受信しに行く制度になっています 

・他市、他県でのモデルをもっと参考にしてほしい。作ったからよしではよくない。 

・ライフステージに合わせた暮らしができる千曲市に。うれしくない市と感じています。 

・市民税が高い！保育料の為に働いているようだ、子供を育てやすい環境とは言えない 

・働いてない家庭も週１～２回でも保育園に預けられる制度がほしい。支援センターでなど。 

・内職等で収入が得られる情報が分かるシステムがあったら良い 

・高齢者の元気な方が多いので、子育ての場で活躍できる場を作ってもらいたい。 

 

その他 

・育休を 2 年と伸ばしてもお金が無いと生活できない為働かざるを得ない。そのため 1 年で復帰する

人がほとんどだと思う。 

・3人目が欲しいけどお金に余裕がなく、諦める人が周囲に多くいます、現状では子供をたくさん産む

ことのメリットが無いように思います 

・子供が小さい時なんて一瞬ですが、この一瞬に生きていくことの大事なことが詰まっていると思いま

す、子供が最優先の社会でなければ少子化対策は無理だと思う。 

・以前市長が市に産婦人科がないので、篠ノ井総合病院が優先的に受け入れられる様になるといってい

るのを聞いたが、10月より初診料が 5400円になるなど入りにくい状況なのを知っているのでしょう

か？優先的に受け入れてもらっていると思えない。千曲市に無いから篠ノ井へ行けとただ言っている

様にしか思えない。 

・千曲市の家庭教育支援条例、とても気になっています。子育てと教育は別です。様々な家庭の文化（躾、

作法）を持った子供があつまりその中で自分たちのルールを決めるのが学校です。躾に一律のマニュ

アルや答えはありません。市議会の議員さんの意見も気になります。 

・保護者会活動が都度見なおされています。                                        

・上田市から千曲市へ。中古物件を購入の際、補助金などの制度がなく残念。空き家を無くすことは、

防犯対策にもなりまし、住宅ローンも抑えることができるのでもっと子育て世代へ提案していくべき。 

 

まちづくり架け橋委員会としての見解 

・今回のアンケートを通じて千曲市としての施策、子育て世代の気持ちをより深く知ることが出来ま

した。市民の声として、子育て世代の医療、保育施策の改善、学童の確保が必要不可欠だと思いま

す。そして、私達青年経済人としては、企業と子育て世代の雇用を促進する為に協働できる施策が

必要であると考えます。人口減少に対する施策は、よりよい千曲市の未来に繋がります。情報の発

信、周知など市との協働により、地域愛に満ちた「住みたい町、千曲市」を作り上げていきましょ

う。 

                一般社団法人 科野青年会議所 

                 2018 年度 理事長 坂口 吉一 

             まちづくり架け橋委員会 委員長 藤本 裕之 

              


