
回答者：308人

問１　世帯構成について

選択肢 回答数 割合
前回調査の

割合
２世代世帯 192 62% 73%
３世代世帯 98 32% 20%
その他 18 6% 4%
無回答 0 0% 3%
合計 308 100% 100%

その他の内訳
４世代世帯　 　9
その他　　　　　1
未記入　　　　　8

問２　園の教育･保育は保護者の期待に応えているか

回答数 割合
前回調査の

割合
275 89.3% 86%
21 6.8% 9.7%
11 3.6% 4%
1 0.3% 0.3%

308 100% 100%

問３　園に対して意見や意向を伝えることができるか

選択肢 回答数 割合
前回調査の

割合
できる 218 71% 64%
できない 7 2% 5%
どちらともいえない 81 26% 23%
無回答 2 1% 8%
合計 308 100% 100%

問４　就学前教育・保育に対して期待すること（複数回答）

回答数 割合
前回調査の

割合
239 27% 27%
220 24% 25%
264 29% 29%
171 19% 18%

9 1% 1%
903 100% 100%

　その他の内訳
オープンスクール、保育参観の充実
英語遊び、野外での遊び、自然教育
英語教育（英語に親しむ）
子供同士のコミュニケーション
非認知能力を育てる 個々の能力・心身などの指導 礼儀や言葉遣い
何でも食べられるように ふるさと学 遊びを通じて体力をつける
心の発育 自立心を養う

基本的生活習慣を習得
遊びを通して学びの基礎を培う

合計

丹波市子ども・子育て支援事業に関するアンケート集計結果（認定こども園・保育園・幼稚園）

選択肢

どちらかといえば応えている

どちらともいえない
どちらかといえば応えていない

無回答

選択肢

合計
その他
小学校へのスムーズな接続

集団生活への対応力を培う
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問５　子どもさんが楽しく園に通っていますか

選択肢 回答数 割合
前回調査の

割合
はい 295 96% 96%
いいえ 3 1% 0%
どちらともいえない 10 3% 3.7%
未記入 0 0% 0.3%
合計 308 100% 100%

問６　園への全体的な満足度

選択肢 回答数 割合
前回調査の

割合
高い 132 43% -
やや高い 144 47% -
どちらでもない 28 9% -
やや低い 4 1% -
低い 0 0% -
無回答 0 0% -
合計 308 100% -

問７　たんば子育てポータルサイト「すくすくポケット」の利用について

選択肢 回答数 割合
前回調査の

割合
よく利用している 30 10% -
あまり利用していない 113 36.7% -
サイトをよく知らない 164 53% -
未記入 1 0.3% -
合計 308 100% -

問８　たんば子育てポータルサイト「すくすくポケット」の満足度について

選択肢 回答数 割合
前回調査の

割合
どちらかといえば満足 38 12% -
どちらかといえば不満 28 9% -
どちらでもない 218 71% -
未記入 24 8% -
合計 308 100% -
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問９　丹波市における子育ての環境や支援への満足度

選択肢 回答数 割合
前回調査の

割合
高い 23 7% 7%
やや高い 110 36% 20%
どちらでもない 114 37% 50%
やや低い 41 13% 15%
低い 18 6% 7%
無回答 2 1% 1%
合計 308 100% 100%

問１０　ご意見（自由記述）
先生方にはいつもよくしていただき、とても感謝しています。

季節に合った遊びや行事があったり、園外に出て自然とふれあったりとてもよい経験になり感謝しています。子供も毎日楽し
く通っています。

仕事をする上で保育園が柔軟に対応して下さる事が増えているようでありがたく思っています。

一番下のクラスに入っています。毎日連絡帳には細かく様子を書いて下さり迎えのときには顔を見ると出てきて下さり園での
様子を話して下さいます。時には言葉や生活で出来ることが増えると親と同じように喜んで下さいます。

いちじまこども園に出会えて本当によかったです。町を跨いで通園しています。町内に異なる複数の経営のこども園があると
町内で選択できてよいと思います。

いろいろな行事等で、園へ子どもの様子を見に行くことができるので、そのたびに子どもの成長を感じています。

いつも丁寧な対応をしていただいており、感謝しています。給食にも力を入れてくださっており、家では使わない食材も使っ
てあり、すごいなぁ～ありがたいなぁ～と献立表をみて思います。田舎ならではの自然をたっぷり味わう保育も続けてほしい
と思います。

教育・保育内容についてはとても満足していますが、本来幼稚園児になる子に対しての保育料がこども園になってから高いよ
うに思う。幼稚園に通っていた上の子よりも倍以上の保育料かかっているので見直して欲しい。

子供が3人います。多子制度を利用したいと思いますが、来年度次男が入園するころに長男は小学生です。年が離れていても
免除を受けられるようなや対応をして頂ければありがたいと思います。

保育料をもう少し値下げして欲しいです。1号認定と２・３号認定の料金差も大きいと思います。先生が足りないのであれば
給料面、待遇面も市で取り組んで欲しいです。こども園に預けることは子供にとってもとても良いと思っています。満足して
います。母親が働くには園に預けないといけなく、働いても保育料で消えてしまうのなら何のために働いているのか・・・と
思います。

いろいろ意見ばかり書いてすみません。しかし丹波市は図書館や公園、子育て支援センター、保健所によるすくすく相談など
施設や相談窓口が充実していて本当に助かっています。

子供が保育園に行き始めて4月で1年経ちますが、最初に比べ今はとても楽しそうに行ってくれています。子供が楽しく生活で
きる環境をこれからも続けていっていただけたらと思います。

現在、よい環境の中で保育をしていただいております。認定こども園になると園児の数も増え規模も大きくなります。色々な
点で不安もありますが円滑に認定こども園に移行できるよう願っております。

他市の友人から丹波市はとてもうらやましいとよく言われます。（病院費が要らないことやら子育て支援センターの充実な
ど）ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。

保育料の多子軽減の範囲を保育園部でも上の子が小学3年までにしてほしいです。
こども園等の利用者負担額は、小学校３年生までの兄、姉がいる場合という制限がなくなればいいと思います。
たくさん支援してもらいたい

保育料をもう少し安くして欲しいです。子供が小さいため欠席することも多く、園に通えていないのに1か月分の保育料を支
払わないといけないのは経済的に大変です。

丹波市の保育料は他の地域と比べて高い。国の基準よりは安いとあり、一定の費用は必要と、以前保育料については回答され
ていたが二人目が入るとなると高く感じ負担が大きいです。

所得に応じて保育料に違いが出るのが納得いかない。生活（生きる）する上での所得。所得が多いからといって高い保育料を
取られると何のために働いているのか分らない。高い保育料で逆に生活が苦しくなってしまう。未来の丹波の為に子供をもっ
と預けやすい環境（待機児童なし）を作って欲しい。

名古屋では、０～２歳児の保育料が１万円のところがあると聞いている。どうしてこのような不平等が起きるのか。もっと預
けやすい環境にしてほしい。

保育料が高く感じる

保育料がもう少しやすくなれば嬉しいです

希望保育施設への入園が難しく、将来（小学校）を見越した地域との関わりがやりずらい。
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県としての取り組みも充実しているほうだと思いますが、利用するための理由に関しては見直しをしていただきたい箇所もあ
ります。保育者が保護者に不満を抱かずに済むサポートをしていただきたいです。

現在第1希望でなかった園に通っている場合にも園の確保を必要とする場合、転園申込みをしなければならないのは、公平で
ないような気がするのですが・・

昨年から認定こども園の申し込みに世帯全員のマイナンバー記入欄が増えていますが何の目的であるのか説明がありません。
昨年は窓口まで行き尋ねましたが「書かなくても結構です」と言われました。今年も同じで理由を尋ねても返答がありません
でした。続けて同じこと・・マイナンバーは大事なものなのではないのでしょうか？不必要なのに行政だからといって簡単に
記入することはできません。3世帯分のマイナンバーが必要なのでしょうか？昨年も今年も改善されていないのはなぜでしょ
うか？”なんで？”という意見は保護者の間でよく聞きます。市民の声を聞けていないのではないでしょうか？

定員オーバーで希望の園に入れず数年後に転園という話も聞く。市内もしくは町内で制服やリュックなど揃えるなどしていた
だけると金銭的な負担が減るのではないか（希望の園に入れるのが何よりの願いですが、苦肉の策としての意見です）

育休中も短時間でもよいので預かってくださったら、子供も保育所に慣れて仕事にスムーズに復帰できるのにと思いました。
（定員がいっぱいで断られました）

アンケートには関係ないのかもしれませんが就労証明についていつも困ることがあります。会社役員なので民生委員の署名＆
押印が必要なのですが毎回連絡先や住所が解りません。住民の出入りが少ない田舎だから名前の掲載だけで皆さん理解される
のかわかりませんが他の地域から数年前に引っ越してきた身分としては名前だけで理解できませんしこれからもできないで
しょう。毎年毎年この時期、民生委員の電話番号と住所を調べて電話をし、在宅中の時間を教えてもらい、サインをもらう作
業に非効率さを感じています。そして民生委員は私の何を知っているのかという疑問がいつも頭をめぐります。農家なら民生
委員の署名＆押印も納得ですが地域住民に全く関係のない会社経営の場合何を根拠に民生委員は証明するのでしょうか？会社
の登記簿謄本とそこに載っている役員名で事足りませんか？民生委員の署名＆押印ではなく登記簿謄本ではいけませんか？法
務局は信用なりませんか？

都会でもないのに入りたい保育園に入れないのはどうかと思います。次年度の申し込み方法も転園のやり方はおかしいです。
キープ有り無し選びにくいです。これでは子ども増えないと思います。

希望する園に通えるように。せめて希望した園と同じ町内に通えるように配慮してほしい。氷上町在住で市島に通わないとい
けないとかやめてほしい。

毎年度ある園利用の更新手続きを省くorもっと簡単にしてほしい。Ｅｘ「平成31年まで」等と期間が示してあるのに毎年度更
新手続きがあるのなら1年ごとの期間でよいのではと思う。

子供のことを第1に考えて1度通いだしたら小学校入学まで同じ園に通えるように住んでいる地区を優先にしていただきたいで
す。

低年齢児の定員を増やして欲しい（保育教員の拡充）

校区の園に入れないのはどうしてですか？子供も親も困っています。他地区の方が入れて、校区内の人が入れないのはおかし
い。

バスの利用料が安くならないかなと思う。現在短時間部は2,000円（片道のため）ですが、長時間部は片道のみの利用でも
3,000円、また利用しない人も維持費として1,000円支払っています。短時間部と同じ条件なのに1,000円引きにならないんで
す。保育内容には全く不満はないんですが、バス利用料については納得がいきません。人数が増えてくると負担も増えます。
なんとかならないんでしょうか。

毎年入園の申し込みで家族構成などたくさんの書類を提出するのではなく、小学校のように、変更のある場合記入し直すシス
テムにできないのか？と思います。

保育所の入所にあたり、仕組みがわからない方も多いので、年に1回程度説明会があると良いと思います。

今年は園に申込書を提出とのことでしたが、定員がいっぱいだからと提出を受付けてもらえなかった方があると聞きます。定
員が何人でその定員はどういう根拠で決められているのか、保護者が納得できる説明が欲しいです。また、在宅での子育て支
援にもっと力を入れていただければと思います。

育休取得できる職場が増え、育休期間も相談に応じてくれる職場も少しずつ増えてきているので「家で子育てするのは楽し
い」「復帰の時には必ず入園できる」との認識が、保護者の間に広まることが重要と思います。（入園できないらしい、出来
ないかもとの思いから、早目の育休復帰を考えられる方もあるようです。悪循環ではないでしょうか。）

市内どの園でも病児保育できるようにしてほしい。
病児保育ができて欲しいです

病児保育をもっと行ってほしい。園によっては看護師常駐もあるので、病児保育ができる園を増やしてほしい。また、HP(ホ
スピタル)などにも、病児保育の園を立ち上げてもらえるともっともっと子育てしやすい。働きながら子育て出来ると思う。

夫婦ともに共働きです。子供が病気をした時、仕事を休まざるを得ません。病児保育を導入していただきたいです。これは切
実です。税収を増やすには、共働き世帯にもう少し優しくして下さい。保育料も高いですし・・

バスを利用していない年代、バスを利用せず自家用車送迎でもバス代金を払わなければならないのはおかしいと思う。費用が
不足しているなら、他の保育料として領収していただければと思う。

こども園の降園のバスが１６時のみなので１４時も運営して欲しい。

土曜保育を利用したくても就業時間と合わず結局利用出来ない。17時まででも仕事の終了が17時15分の為、休みを取らざるを
得ない。熱が出たらすぐに迎えに来るよう言われても都合がつけられない。その為に保育園を利用しているのに仕事が満足に
できない。しかも感染症の疑いがあるから他の児に感染してはいけないからと言われても、保育園でもらってきた感染症なの
に仕事を休まないといけないのは、納得がいかない。家族は誰一人として調子が悪いわけでもなく先生の手を介して感染して
いるのは新らか。病児保育を充実させてもらわないと困る。看護師が不在なので早く迎えに来るよう言われてもそれは園の都
合。私たち利用者には関係ない話。

共働きの家庭にとって急な発熱や台風などによる休みは仕事を休まざるを得ない。多少の病児保育が出来る環境や支援があれ
ば嬉しい。

病児保育ができる園を増やしてほしい。

病児保育、病後保育があると助かります。



こちらもいろいろ考えて持たせるのですが「これダメ」「これもダメ」と言われるので、そこまで制限されるのであれば預か
りで用意してもらいたい。（月末に代金集金でもよいので）

小学校に向けての登校練習がほとんどないので遠い道のりを毎日歩いて行けるか不安。

市内のこども園はほぼきれいなので、あまり違いを感じない。幼児教育が市としてどこを目指しているのか子育て世代に
フィードバックする機会がない。

健康課が乳児に健診などで関わることは多いけど教育部が幼児教育でどこに力を入れているかは解らないというか希薄な感じ
がします。

祝日や土曜日など仕事がありますが、土曜日は１７時までと時間が限られ、祝日は受け皿がなく仕事がしにくい。母子家庭な
のでもう少し考えてほしい。園とも伝達などうまく行っていないこともありますが、子供が楽しく園に行っているので良しと
しています。

自営業なので週末が忙しい為、週末にお弁当なしでの保育があると助かります。平日の保育より土日の方が見てもらいたい。

要支援児童（疑い）へのフォローの充実（専門機関への取り次ぎなど）

先生一人ではきちんと見れていないと感じます。

こども園は幼稚園などの教育の役割も担っていると聞いたことがあります。リトミックや遊ぶことを通した英語との出会いに
ついて取り組んでほしいです。

支援が必要なクラスメイトについて子供が家で「○○しなくて悪い子やねん」と言っています。子供としては純粋な感想を
言っているようですが・・・。園で先生方がどのようにフォローしておられるのか分りませんが、”○○は出来ないけれど、
こんなすごいところがある””手伝ってもらうのは悪いことじゃない”という雰囲気で居てもらえてたら道徳の授業より自然
な良い学びになるのではと思います。

０，１，２歳児の保育士確保に力を入れてほしい。園児が多いので一人一人みていただいているのか分らない。

参観日は設定されているものの、親が参加する授業等はないため、子供がどの程度理解満足しているのかわからない。一人一
人の理解に添えられているかわからない。お便りのみの保護者理解は難しい。

1億総括社会と言いながら、実際共働きしている家族など子供との行事が多いので休まないといけない。また、熱の度に早く
迎えにいかないといけないので、仕事にならない。病児保育もお願いしたい。

柏原保育園をこども園にしてほしい。

保育所で決まった時間にテレビ（DVD)を観る時間がある様子。出来ればテレビより触れ合いを大切にしてほしい。さつまいも
掘りや枝豆もぎなど近所の人のお世話になりながらも体験させてもらえるのがありがたい。

こども園より幼稚園の学習は大切だと思っております。いきなりランドセルで通学することになったり、お兄さんお姉さんの
社会に飛び込むのは大変だと思うからです。丹波市すべての幼稚園をなくすメリットは何だったのでしょうか？！

認定こども園へ向けての説明は、一方的（理事の方がさっくり話する程度）沼貫だけでつくるにあたり、もう少し地域の子育
て世帯の意見や要望を聞いて欲しかった。土地だけで建物についても地域の意見をくみ取ったものにしてほしかった。

園ごとに行事や教育・保育内容に差がありすぎるように感じる。茶道や英語、体操など家庭ではなかなか取り組めないことを
定期的にもう少し行ってもらえると嬉しいです。

ビデオを観る時間が多いと耳にします。他の園の様子はわかりませんが折角保育園に行っているのでその時間くらいは子供同
士、先生たちと関わり合ってほしい。家に帰るとテレビをつける子も多いので、保育園にいる時くらいはやめていただきたい
です。

保育園での様子などもう少し公開できるように動画などSNSなどにアップして見られるようにできないでしょうか。

日曜や夜間の保育をもっと充実させてほしい。ファミサポは短時間なら利用しやすいが、長時間だと金額的に高く現実的でな
い。

夫婦でしか普段子育てできない家庭への配慮。先生方への配慮（給与、休み面）
認定こども園になっても保育時間（開園時間）を現行のまま（7時30分～18時30分）で変更しないでほしい。

教育・保育内容の充実には、保育教諭の待遇の改善が不可欠。子育て世代への経済的支援の拡充を強く期待します。

給食やおやつの内容を見直してほしい。駄菓子や飴、チョコレートが多すぎるのではないでしょうか。

花の子園のカラー帽子や名札毎年購入させられる。（全員強制的に）持ち上がりの色にして欲しい。又は、兄弟やもらえる人
はもらって使用したい。

親子遠足のバスの運転手へのお礼金や職員の結婚祝いなど保護者会費から支払いされている。心付けはしたい人がすればいい
し、結婚祝いも職員間ですればいいのではないでしょうか。

気象警報発令時の保育について市内で差がある。通っている園は登園自粛でも隣の園では通常保育をしていたりする。同じ保
育料を払っているので不公平。線引きやレベル合わせを町単位でなく市で統一して欲しい。
＊10月23日（月）利用中の園は登園自粛でしたが、氷上町の園は「警報発令中ですが、天気の回復が見込まれる」として通常
保育でした。又、子供を送り届けていきなり「今日は自粛」と言われても調整できない。メールの活用、利用者向けホーム
ページなどすでに実施されている所もありますが、その点においても各園、福祉会でレベル合わせできないでしょうか？

小学校になる前の教育についてもう少し考えていただきたい。幼稚園部の指導をもう少し厳しく子供たちにも小学生になる意
識を高めさせてほしい。

保育士人数の増加を希望します。先生方の人数が少ないので子供の受け入れ人数（定員）が少なく、希望の施設に入れな
い・・ということが起こっているため。

保育者の人数が気になります
こども園の先生の手が足りてないと思うことがあります。先生の数をもう少し増やしてもらえたらと思います。
様々な環境で生活しているのでマニュアルに沿った対応のみではなく臨機応変に対応できるようにしてほしい

幼稚園の年齢にひらがなや数（算数）を勉強になる前に楽しく身につけて欲しい。就労していると季節の行事等は家で出来な
いことがあるので園で体験したり先生に教えていただいたり出来るのはよいと思います

今のこども園で、時に厳しく温かい先生方にお世話になり様々な体験もさせてもらいとても感謝しています。欲を言えば小学
校までの通学距離が長いので登校練習があると思います。もちろん家庭でも練習しています。



英語やダンスが授業に取り入れられるので、小さい頃から週に１回ぐらい取り入れられたら嬉しい。その他にも色々と何でも
体験させてもらいたい

教育に力を入れてくれているのはありがたいのですが、もう少し子どもがのびのびと過ごせるこども園での環境を作ってほし
い。子どもを産んでからの支援がもっとあれば助かります。

最近は、牛乳の害についても取りざたされることがあります。幼いころから毎日園で飲むことについて、保護者からの希望に
より個別に対応してもよいのではと思います。

認定こども園で幼稚園教育をしっかり受けられるのか不安があります。
保育園のお弁当日が月1回あるのは、子供も楽しみにしているのでいいかと思いますが、土曜日やお盆などのお弁当はとても
大変なので希望保育の日も何か対策をしていただきたい。

保育園は父母ともに働いているので、日中は子供を保育してもらう所だと認識しているのですが入園式等の大きな行事が平日
にあり、その日は保育もないのはとても困りました。

祖父母との交流がもっと出来たらいいと思う。　例）祖父母参観、老人会の方と昔遊びなど
集団の行動も大事だと思うけど、個々の対応もしてもらえたら嬉しいです。　例）お昼寝の時間やトイレの回数など

いちじまこども園には全体的な発表会とかができるスペースがなくクラスごとにしか観られないのでそこが残念。
丹波の自然にふれる機会を増やす

祖父母参観は、祖父母が遠方等で参加できない場合親が参加してもOKとしてほしい。（現状親の参加不可？）

幼稚園ではとても充実した内容で子供はもちろん、親もとても満足しています。そんなすばらしい幼稚園がなくなると思うと
本当に残念です。大きいこども園になる予定ですが、丹波市だから田舎だから経験できる保育、教育をしてもらえる事を切に
願います。

台風などの保育が何とか預かってもらえないか。

今の丹波市には小児専門の言語療法士さんがいません。小児専門の弱視を診察して頂ける所も、丹波市からの説明はいまい
ち。教育・保育内容も大切ですが小児専門の方がいなくて困っている家庭がある事も知って欲しいです。3歳児健診で項目に
挙がっている所の次のステップはしっかりサポートを用意して頂ければ安心ですが今の丹波市には欠如していると思います。

先日子育て支援課にお電話させて頂きましたが担当さんは「○○が担当しました」と言われました。丹波で○○は複数いらっ
しゃいます。フルネームで言われたほうが誠意があると思います。又、続いて用件のある時スムーズでいいと思います。

丹波市の政策について。母子家庭に厳しい。手厚さもない。地域のニーズが全く理解できていないのではと思う。形式的な制
度では本当に苦しい生活や子育ての環境を支援できない。他人事ではなくしっかりと地域のニーズに目を向けてほしい。

子育てに対しての事業や催し事イベントについてフェイスブックやネットを通じてまとめて発信できるようなサイトを作って
ほしい。（子育て用の）

すくすくポケットも子育て支援事業も平日開催ばかりで仕事を休んで参加はしにくい。社協主催のファミリーサポートも登録
時にあれこれ担当者に聞かれ（家の事情だけでなく値段とか）田舎は色々うっとおしいと思ってしまった。

氷上子育て学習センターも駐車場が上はほぼ空きがなかったり老人の方が友達が停めるからここはだめと言われたりして、赤
ちゃんを抱っこしながら下の駐車場から来るのはしんどいです。場所を考えるなりイベントが重ならないようにするなり何か
考えてほしいです。また休日に室内で遊べるところがどこにもないので作ってほしいです。家の近くに公園もなく子供を遊ば
せるところが車で行かないとありません。もっと増やしてほしい。

４，５歳からはもう少し親との連携を取りながら個人個人の得意、不得意を伸ばしていける様にして欲しいです。

オープン参観日はなかなか仕事が休みにくかったりするなかで、親子と一緒にーというのは、兄弟がいると一人の時間も限ら
れる上に、行けなかった時が子供が可哀想に思います。

体操や音楽など専門の先生に教育してほしい。

今の保育園にはよくしてもらっているので満足していますが、子供がこれから大きくなるにつれ仲のいい友達ができたとして
も、小学校にスムーズに接続のところではないので、友達と離れることになるので、子供にとってよい環境なのかわからない
です。是非お答えしていただきたいです。

大きくなくてもいいのでどの地域でも徒歩で気軽に行けて幼児が遊べる公園を増やしてほしい。

ＰＴＡの親御さんの負担が大きいと思います。それは先生方が少ないからですか？　この地域の伝統？ですか？神戸から引っ
越してきて、丹波のこの制度にかなり驚いています。

出産後、民生委員さんより支援センターの情報はいただきましたが、実際　支援センターに行かないとそれ以上の詳しい情報
が得られなかった。すくすくポケット、支援センターのイベント等

ツープラスワンを5年と言っていたのに成果が出ないからと言って4年で終わらすのはおかしい。考えが甘い。子供を何だと
思っているのか。こども園3人目無料やバス無料などもっと充実した内容を考えて欲しい。

保育園の先生方はとても対応が丁寧で本当に感謝しています。こども園になった時に今の対応をしていただけるのか心配で

児童館が市内1か所だけになり利用しにくい。土曜はイベント等があると利用を断られたり、日曜は休館。西脇市のような児
童館があれば休日も利用しやすいと思う。公園等は天気、気温に左右される為。

「すくすくポケット」の情報が見にくい。もっと定期的に整理してほしい。

子育て中、健康診断を受けにくい。子供が小さいと健診の間、困るので会場にキッズスペースや保育してくれる方がいたら良
いのに・・と思います。

予防接種のカード化は良かった。管理しやすいしメールも良い。妊婦健診も同様にカード化したら良いのに・・と思う。券だ
と組み合わせに悩むし扱いもカードの方が楽。

自然の中で遊ぶ場は色々あって嬉しいのですが、安心して水遊びさせられる所が他市より少ないと感じています。親が慣れて
いないので川遊びはさせてあげられません。

この少子化の中の子供たちに対し、3人以上出産している者にもっと支援してほしいです。そしたらもっと増えるんじゃない
かと思います。

インフルエンザの予防注射の補助をもっと増やしてほしい
子育て支援の施設の休館日が全て月曜日なのでずらして月曜も行ける場所が欲しい。


