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平成２１年度 第２回市政インターネットモニター調査結果 

「次世代育成支援」についてのアンケート 

 

■アンケート実施期間 平成 21 年 7 月 31 日（金曜日）～8 月 16 日（日曜日） 

■回答率 91％（31 人/34 人中） 

■調査の趣旨 

 市では、現在、平成22年3月までを目標に「北名古屋市次世代育成支援後期行動計画」の策

定作業を行っています。 

 この計画は、平成 22 年～26 年の 5 年間において、家庭・地域・学校と連携しながら、北名古

屋市全体で、子どもがいきいきとすてきに育つことを応援する様々な取り組みを計画的に進め

ることを目的に策定します。 

 今回は、次代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ、かつ、育成される環境を整備する

対策(次世代育成支援対策)についてお尋ねしました。 

■回答方法 

1 それぞれの質問（1）～（6）の項目について、特に関心の高い施策１つを選んでいただき、ご

意見やご提案をいただきました。  
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北名古屋市は次世代育成支援に関して、どのような施策に力を入れるべきだと

思いますか。 

(1) 子どもの自立支援 

選択項目 回答数

多様な学習・生活体験の推進 13

個に応じた指導の充実 9

子どもの出番・居場所づくり 3

子どもの人権の尊重 2

特になし 4

 

◎「多様な学習・生活体験の推進」へのご意見 

・地域社会の実情をできるだけ多く体験することにより、問題点や改善すべきことを考えさせ、それ

が地域社会に参画する意識を持つことになり、国政にも関心を持つことになると思う。【60 代男性】

・核家族化や情報機器（携帯・パソコン・ゲーム機等）により、人（社会）とのコミュニケーション

が不足していると感じます。地域でコミュニケーションがはかれる機会を積極的に提供していくべき

ではないでしょうか。【40 代男性】 

・参加を募集する案内を配布するだけでなく、学校から子供に勧めるようにしてみては。【30 代女性】

・子供が、得意なこと（運動、勉強、趣味）が、明確な子はそれぞれの分野で伸ばす場所があれば、

満足しますが、それ以外子供で、迷ったり、特になしの場合、いろいろと体験できる場所を提供し、

見つけ出してやる必要がある。 【50 代男性】 

・夏休みのような長期の休みを利用した体験イベント等を増やすといいと思う。【20 代女性】  

・学校では出来ない体験など【40 代女性】 

・地域の人たちが関わる体験が多くなるといい。特に定年後の方の多くの経験や豊富な技能を子供た

ちに教えられるといい。【40 代男性】  

・日本国内だけでなく、国際社会で通用する子供を育成してほしい。どうしても英語に偏りがちだが、

いろいろな言語に触れる機会を与えてほしい。【50 代女性】 

・テレビで、発達障害児のための職場体験プログラムを設けている地域があると知りました。発達障

害児をもつ親としては、ぜひ北名古屋でもと思います。市内の中学生が学校の教育の一環として職場

体験をするということは知っていますが、発達障害児はそれとひとくくりでというわけにはいかない

と思います。特別なプログラムが必要だと思われますし、中学よりも早いうちに社会との繋がりを学

ぶきっかけがあったほうがいいと思います。【30 代女性】 

・既婚者ですが、まだ子供がいないので、あまりよく分かりませんが、この項目以外は、具体的に何

があるのかが理解しにくかったので、この項目を選択しました。【30 代男性】   
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◎「個に応じた指導の充実」へのご意見 

・北名古屋市には名古屋という大都市にもかかわらず、豊かな田園風景が広がっています。それは豊

かな心の広がりを形成しているように思えます。私自身は名古屋市内の住宅地で育ったのですが、い

まこの環境で子育てを出来ることを大変恵まれていると感じています。選択項目はどれも意義のある

ことだと思います。子供の将来の不安を少しでも軽くしてやりたい。自信をもてるものを持って欲し

い。『個に応じた・・』と『多様な・・』でかなり迷いましたが…やはり基礎学力の定着、考える力を

身につけること、心の教育は年齢を問わず（大人でさえも）誰にでも必要だと思います。【30 代男性】

・まずは、基礎固めをし、その上で多彩な学習・体験の充実を図ると良いと思う。 

指導が充実できるよう、教員の待遇を改善し、質の向上につとめてもらいたい。また、基礎学力を向

上できるよう指導して欲しい。合併前は小学校でのキャンプが実施されていない学校があった。校長

判断に任されていたそうだが、細かい行事ならいざしらず、大きい行事については、市で一定の基準

の下、統一してはどうか。【40 代女性】 

・ゆとりある教育というものの、学力レベルが下がっているので、補習なり、もっと先生方が指導を

していくべきだと思う。検定関係についても、個々に指導し、学力アップに熱心さが欲しい。いじめ

の問題についても、おとなしい子に嫌がらせをし、怒らないから、やる方は、おもしろがってエスカ

レートする。それを見逃さず、サインを見つけるのは、先生だと思う。学校での出来事は、親にはわ

からない。子どもは親には、自分がいじめられていること告げません。安心して、学校に預けられる

よう願っています。個人の教育相談には、慎重に１人１人の話を聞き、相談できる場を設けて欲しい。

【40 代女性】 

・高いお金を払って塾に通わせる必要の無いような教育ができるといいと思います。 まだ子供が幼い

ので小学校、中学校でどのような事をやるのかわからないんですが学校の授業が充実している事を希

望します。【30 代女性】 

・ 保育園でも小学校に上がった時に困らない程度の「あいうえお、数字」を教えて欲しい。 

【30 代女性】 

・学力などその子に合った進度や教育をしていただきたい。【30 代女性】 

◎「子どもの出番・居場所づくり」へのご意見 

・両親の帰宅の遅い家庭などは子供の落ち着く場所がなく友達の家に行って嫌がられたりするケース

を最近見たので学校でみんなで自由に遊べたらいいなと思う。もえの丘など立派な施設で夕方指導し

てくださる人がいて何か出来ないかと思います【60 代女性】  

・名古屋市の小学校はトワイライトがあるのでとても便利だと思う。児童館だと時間や色んなことの

規制があるので不便だ。【30 代女性】 

◎「子どもの人権の尊重」へのご意見 

・子どもはある程度の歳になるまでは親のもとでしか生活できないので、家庭という閉鎖された空間

の中で、精神的・肉体的虐待をされたりする可能性が高いし、大人による性暴力の被害の問題もある

ので、大人にも子どもにも、子どもの人権の尊重を啓発することがとても大事だと思います。子ども

を大事にできる社会ができれば、子どもたちが大人になったときに、同じように子どもを大事にでき

ると思います。【30 代女性】 

◎「その他」のご意見 

・自立はわざわざ支援しなくても、勝手に自立していくと思う。【20 代女性】 
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 (2) 親と子の健康づくり 

選択項目 回答数 

健康的な生活習慣の確立 13 

妊娠・出産と子育てスタ

ート支援 
8 

母子の疾病予防、早期発

見・治療 
5 

思春期の健康づくり 4 

その他 1 

 

◎「健康的な生活習慣の確立」へのご意見 

・やはりどの項目も大切のものだと思われますが とりわけ長い人生を生きていくことを考えると、 ど

の子供にとっても大切なことは やはり基本的な健康生活習慣を確立することだと思います。それでこ

の項目を選びました。【30 代男性】 

・予防に力を入れることで、医療費の削減にも繋がる。食育は、子供に対しても、保護者に対しても

必要だと思う。具体的にどうすればよいか、保護者の理解が十分でないように思える。【40 代女性】

・「親子で考える健康生活習慣」等、参加型の討論会や健康プログラム【40 代男性】 

・生活習慣について、総合等の時間に全校生徒または学年ごとでもいいので、専門家による講演会を

お願いしたいです。また、ＰＴＡ活動の一環として、父兄参加希望も募りたいです。小児医療体制の

充実として、１８歳までの医療無料化・世帯主無職の医療無料化を即実行していただきたいです。母

子家庭の医療無料化より、世帯主無職の方が、生活出費は大きいため、生活面では、母子家庭以上に

苦しいです。【40 代女性】 

・満足に食事を取れていない子供も多く、子供の食事のことまで目が届かない家庭も多いと思う。食

事の質に関しては家庭での差が大きいので、差が小さくなるように、学校、地域でのフォローが必要

だと思う。【50 代女性】  

・ちょっとした体の不調を気軽に相談できる体制を確立してほしい。病院に行くと、会社を休まなけ

ればいけないので、休日や時間後など開業時間が自由になればいい。健康維持の仕組みづくりがある

といい。イベント企画。【40 代男性】  

・乳児期の間はとても力が入っていていいと思います。【30 代女性】 

・小児科専門が師勝の片山こどもクリニックと済衆館病院しかなく、休日や夜間は小牧市民まで行っ

ています。済衆館病院は総合病院なので、もう少し小児科に力を入れて欲しい。北名古屋は市民病院

もないので、責任があると思います。夜間・休日の小牧市民も救急車も来るので長時間またされます。

新型インフルエンザが流行っているので保育園（まずは重症化しやすい乳児組・延長保育室のみでも

可）に加湿器を置いて欲しい【30 代女性】 
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・今子育てをしている人だけでなく市民全体に浸透するように提案や普及活動をしていただきたい。

【30 代女性】 

◎「妊娠・出産と子育てスタート支援」へのご意見 

・父親の育児参加は、ある程度進んできている感じがしますが、職場が率先して推進できる雰囲気が

ないと感じる。自治体から進めなくてはと思います。【50 代男性】 

・パパママ教室を行っているが、参加するような父親は生まれてからも育児協力するであろう人が多

い気がする。参加を拒否する父親の方こそ教育しなければいけないと思う。【30 代女性】 

・このごろは、経済的な問題で子どもを作らない人が増えていると思います。市として、安心して出

産できる環境を作ることは、将来的な税収アップにもつながる、重要なことだと思います。妊娠・出

産する人に補助を出したりすれば、もっと子どもを産む人が増えると思います。【30 代女性】 

・まだ子供がいないので、最初に必要となる「妊娠・出産と子育てスタート支援」が必要だとおもい

ましたので、これを選択しました。【30 代男性】 

・初めてのことでわからないことが多く不安なので市の支援があると助かります。【30 代女性】 

◎「母子の疾病予防、早期発見・治療」へのご意見 

・虐待などの早期発見のためには市が注意していくのが一番では無いでしょうか。ニュースで聞くた

びに心を痛めます。【30 代女性】 

・母子に対して手厚く面倒を診てもらえるのは安心する。赤ちゃん訪問は、なかなか外出が難しい母

親にとってありがたい。【20 代女性】 

◎「思春期の健康づくり」へのご意見 

・親では教えにくいこと、特に異性の親は説明しにくいので教える所があると良い【40 代女性】  

・性教育については、家庭でどう教えたらいいかまったくわかりません。近年では、子どもへの性犯

罪も急増しているし、そういう危険もちゃんと教えなくてはならないとは認識していますが、具体的

に小さい子にはどう教えたらいいのか。親が学べる場が必要です。【30 代女性】 

・中学生などに男女のかかわり方など性教育の指導が大切と思う【60 代女性】  

・親同伴では子供が恥ずかしがり反発しそうなので、学校の方から行って欲しい。【30 代女性】 

◎「その他」のご意見 

・親と子の対話がスムースにできる環境作り、及び心の問題等気軽にできる場所が必要と考える。 

【60 代男性】 
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 (3) 家庭における子育て支援 

選択項目 回答数 

経済的負担の軽減 20 

相談・情報提供体制の整備 6 

障害児施策の充実 3 

その他 1 

特になし 1 

 

◎「経済的負担の軽減」へのご意見 

・少子化の最大の問題点は経済的負担であり、可能な限り支援ができる仕組みを考えるべきである。

私事であるが、先般スリランカに行って来ましたが、発展途上国であるスリランカが、学校教育は大

学卒業まで無料と聞きびっくりした。国の発展は人材教育と考えているからこそである。【60 代男性】

・子供の給食費を払わない親が多いと聞きます。全員が払うか、全員が払わないか（給食の無料化）

に関して 市のご意見をお聞かせください。【30 代男性】 

・学費負担軽減を実現する施策に力を入れるべきだと思います。義務教育を終えた高校生を対象とし

た施策が必要だと感じます。【40 代男性】 

・問２と関連がありますが、母子家庭だけではなく、世帯主無職による子育てをしていく上での経済

的負担支援・教育面では、優先的に公立高校への推薦制度を母子家庭以上に、取り入れるべきである。

あすからでも、改善していただきたいです。高校・大学を目指していく子どもに対して、市より援助

するべきです。何も援助もなく、一家心中をしろ！と言われているようです。【40 代女性】 

・子供を育てていく上で教育費が一番のネックでもし支援があればもう１人産めると思う人がたくさ

んいるのではないでしょうか。【30 代女性】 

・小学６年生まで医療費無料になるとすごく助かる。【30 代女性】 

・子どもを持つ人にとって、経済的な負担はとても大きな問題だと思います。経済的な負担を軽減す

れば、子どもを持ちたいと思う人も増えると思うし、複数の子どもを産みたいと思う人も増えると思

います。【30 代女性】 

・少子化の傾向の一つに経済的理由があるので、負担軽減はいいことだと思う。15 歳まで医療費免除

とか、市営住宅を充実させるとか。【20 代女性】  

・支援をする場合は、ひとり親、障害児と区別するのではなく、何歳までの子供は全員同じようにす

るのがいいのではないかと思う。【50 代女性】 

・学習については出来るだけ平等にしてほしい【40 代女性】   

・子供は将来のために社会全体で支えるべきであり、子育て世代の費用負担は会社全体で負担すべき。

子育て世代への補助金だけでなく、鉄道・バスの運賃や博物館等の施設への入場料を無料にすべき。

その他
3.2%

特になし
3.2%

経済的負担
の軽減
64.5%

相談・情報
提供体制の

整備
19.4%

障害児施策
の充実
9.7%
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【40 代男性】  

・医療費が小学生から無料でないのがとても不満【30 代女性】 

・昨今の不況で、家計も苦しい状況にあると思いますので、「経済的負担の軽減」にしました。 

【30 代男性】 

◎「相談・情報提供体制の整備」へのご意見 

・支援センターを増やして欲しいです。行きたくても車がないと行けないというのが不便なので。 

【30 代女性】 

・体制を整備し、各種委員の質を上げることで、支援が充実し、費用を削減できる。ハコ物や体制は

作られているが、上手く機能していないように思う。各委員は質の向上を図って欲しい。今の人はわ

からないが、一昔前の民生委員は肩書きがあるだけで、適任でない人が含まれていた。【40 代女性】

・子供の虐待の報道を耳にすると、相談所等に相談していたと言うことを聞くが、北名古屋市の実態

が分らないのですごく不安を感じる。体制の整備は、必要と感じるが、中身が問題であるので、ある

程度入り込める人を配備する必要がある。【50 代男性】 

・登校拒否の子供に対して親と先生との信頼関係をしっかりして登校することの楽しさを教えてほし

い【60 代女性】 

◎「障害児施策の充実」へのご意見 

・「食育」日本の自給率を上げるためにも、給食はご飯が主でパンは月に１．２回にしてはいかがです

か？保育園の給食が週に 1 回以上パンです。【30 代女性】 

・発達障害児への支援について力を入れていただきたいです。保育園、幼稚園、学校の先生方にもっ

とよく知ってほしい。幼児期の早いうちに診断がおりると、その子のために適した支援ができるので、

特に保育士・保健師・幼稚園教諭には正しい知識をもって、支援を必要と思われる子をフォローして

ほしい。手の掛かる子の親が虐待に走るケースも少なくないと思われるので、同時に母親へのケアも

しっかりと。【30 代女性】 

◎「その他」のご意見 

・その家庭の事情にあった施策を手厚く出来るようにしてもらいたい。【30 代女性】 
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(4) 子育てと社会参加の両立支援 

選択項目 回答数

働きやすい環境づくりの整備 14

多様で良質な保育サービスの

確保 
7

子育て世代の学習機会の充実 5

留守家庭児童対策の充実 5

 

◎「働きやすい環境づくりの整備」へのご意見 

・少子化の大きな要因であり、これを解決しなければ国の発展はないものと考える。【60 代男性】 

・先日福井県を訪問した際に、女性の社会進出率、子供の出生率、子供の育てやすさが評価されてい

ることを知りました。具体的にどうやっているかなど詳細を知ることが出来ませんでしたが 女性が働

きやすいことが子供を育てやすいことと 深くリンクしているように思われました。私は、北名古屋市

は子育てに関しては充実したシステムを持っていると感じています。（ただ、合併によってベビーベッ

トやベビーカーのリサイクルシステムが使いづらくなりました）【30 代男性】 

・働きたくても働けないという話をよく聞く。預ける保育所がない、子供が病気の時に困るなど、行

政、企業共の支援が必要。働きたいが、子供を預ける所がなく、働けないと言う話をよく聞くし、改

善されていると思えない。企業内保育に助成したり、保育時間を延長できるようにするなどしてはど

うか。【40 代女性】 

・働きたくても、働く所がない方にとって、今は、１人雇用することによって、国より補助金が頂け

ます。そのお金は、いったいどのように使われているのでしょうか？疑問です。職業能力の向上支援

として、採用するなり、選挙・イベント等単発的な仕事は、職員の時間外手当、休日出勤等の無駄な

お金を使うのではなく、今の世の中、派遣への委託がほとんどです。委託することにより、職員の仕

事（雇用している方の年末調整・給与計算・シフト調整等）が減り、税金の無駄遣いもなくなります。

毎日は、むずかしい方でも、単発業務であれば、多少社会参加も可能になるかもしれません。派遣は、

人選したうえで、仕事を依頼するため、職員より、スぺシャリストが来るかもしれませんよ。 

【40 代女性】 

・子供が小さいと会社が雇用を控えたりして不利な場合があるので、市のほうから育児中の母を雇用

した時に補助金を出すなど、企業が雇用しやすい取り組みをしてみては。【30 代女性】 

・職場復帰の為の実用的な資格取得支援があるといい。【20 代女性】  

・子どもを産んだ後で夫婦で育てやすい環境がなければ、子どもを産むことをためらう人も多いと思

います。子育てしやすい労働環境の整備や、子育て後の就職支援、女性だけでなく、夫婦で子どもを

育てるための男女共同参画意識の醸成は、次世代育成のためには欠かせないと思います。【30 代女性】

・託児所や一時的に預けられる施設を格安で利用できるようになるといいと思います。子供が急に熱

子育て世代
の学習機会

の充実
16.1%

多様で良質
な保育サー
ビスの確保

22.6%

働きやすい
環境づくりの

整備
45.2%

留守家庭児
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実
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を出しても対応してくれるとこがないと、なかなか働けない。【20 代女性】 

・児童クラブなどに頼るのではなく、子育ては家庭でするものなので、短時間勤務や、 父親も積極的

に家事など協力するのが望ましいと思う。【50 代女性】  

・幼児がいて働く女性の職場での優遇措置を取ってほしい。【60 代女性】  

・保育園に待機などなく時間にも預けやすい環境を作ってもらいたい。【30 代女性】 

◎「多様で良質な保育サービスの確保」へのご意見 

・隔週でスポーツに参画しているのですが、その間子供を世話してもらえると嬉しく思うので、そう

いった地域活動に参画する親をサポートする保育サービスがあるとよいと思います。【30 代男性】  

・保育サービスも働く人だけが受けられるのではなく、みな平等にうけられると良いのではないでし

ょうか。仕事を続ける人だけが優遇され事情により仕事を続けられなかった人が冷遇されるのは悲し

いです。例えば３人目の子供は３歳まで無料で保育園に通う事ができるようですが働いていないとそ

れは利用できないですよね。利用しない場合は手当てとして受けられるような配慮が欲しいと思いま

す。【30 代女性】 

・子供をあずけた場合、責任は預けた側にあることを基本として、保育サービスをおこなうべきと考

える。子育ての基本は、両親が行うべきで、子供連れで社会参加できるような内容にすべきと考える。

【50 代男性】 

・今の病児後保育だとせっかくの制度なのに使う機会がないので、風邪や熱を出した時に使える病児

保育をしてほしい。【30 代女性】 

◎「留守家庭児童対策の充実」へのご意見 

・働きやすい環境をつくっていくべきで、子供を預ける施設の多様化、地域で子供たちを育てていく

仕組み作りが必要。【40 代男性】  

・現在のところ、小学四年生以上は児童クラブを利用できないことになっていますが、四年生でも預

かってほしいという家庭も少なくないと思います。子どもの成長もそれぞれで、四年でも留守番がで

きない子もいますし、親の帰宅遅い場合はやはり心配です。 児童クラブの無料化も必要かもしれませ

ん。親によっては、低学年の子なのに児童クラブを利用することなく一人で留守番をさせている方が

いらっしゃいますが、これでは子どもの安全は守れないと思います。親のモラルの問題か、あるいは

「有料」というのがネックなのかは分かりませんが、無料化することによって無責任な親が「利用し

てもいいかな」と思えるなら、子どもにとってはいいことなのだと思います。（本当は、家庭の事情を

ある程度わかっていると思われる学校の担任が、親にクラブの利用を奨めてくださるのがいいのです

が） 鍵の管理もできない小さな子が、親の留守に家の鍵をどこかに落としてしまい暗い中うろうろと

探し回っていたという話を聞きました。これでは、犯罪に巻き込まれてもしかたありません。地域で

スクールガード活動をしてくださっているボランティアさんに申し訳ない気持ちになります。 

【30 代女性】 

・児童クラブのあり方を見直すべき【30 代女性】 

・共働き家庭が多いため、安心して働くことができる環境が必要。【40 代男性】 

◎「子育て世代の学習機会の充実」へのご意見 

・セミナーや講座は気軽に参加できそうなので、これを選択しました。【30 代男性】 
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(5) 子育てを支え合う地域づくり 

選択項目 回答数 

地域の子育て支援体制の

整備 
12 

子育て交流・コミュニテ

ィづくり 
6 

児童虐待への対応 6 

子どもを地域で育てる意

識づくり 
5 

その他 1 

特になし 1 

 

◎「地域の子育て支援体制の整備」へのご意見 

・シルバー世代のパワーを借りてはどうか。安心して遊ばせられる場所作りをして欲しい。 

【40 代女性】 

・母子家庭は、いろんな子育てについてのサークル等はありますが、（子どもも一緒に参加できる）世

帯主無職の子育て支援の場は何もありませんし、相談の場もありません。子育て支援体制は、必要で

す。託児ボランティアが児童クラブの送迎、遊びの場を作る等育成が欲しいです。ファミリーサポー

トを使用するように勧められますが、無職の世帯には、厳しいものがあるので、見直しをお願いしま

す。【40 代女性】 

・託児ボランティア、やってほしいです。ボランティアに、お年寄りや定年退職した人にやってもら

うといいと思う。【20 代女性】  

・岩倉市にある自然生態園(たんぼの国のトンボの郷）のように、安心して子どもが自然とふれあい学

習できる場所が欲しいです。近隣には田んぼなどがあっても、持ち主に迷惑をかけられない・危険で

あるなどの理由から子どもだけで遊ぶことは無理なのが現状です。岩倉の同施設で子どもさんたちが

キラキラと目を輝かせて元気にザリガニとりをしているのを見て、ぜひ北名古屋でもと思います。 

【30 代女性】 

・直接子育てに関わっていない、地域の人たちが子供たちを見守ったり、相談に乗れるよう、日頃か

ら助け合う仕組みが作れるといい。【40 代男性】  

・妹には子供がいるのですが、預かってもらえるところがないといっていましたので。【30 代男性】

・小さな子から小学生まで、楽しく安全に遊べる場所作りをしてほしいです。【30 代女性】 

◎「子育て交流・コミュニティづくり」へのご意見 

・一人親の場合、時間的に交流の参加が難しい場合があるので、ネット上に子育て相談の掲示板を開

設し、随時相談に回答するとか・・・携帯電話からのアクセス可能で。【30 代女性】 

・特定の人だけが参加できるような支援ではなく希望者みなが参加できるように配慮があればいいの

特になし
3.2%
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その他
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にと思います。【30 代女性】 

・参加できないサークルが多い。どの年代でも参加できるサークルがあるといいと思う。【30 代女性】

・子育てサークルは友達作りなど、とても役に立っています。もっと力を入れていただきたいです。

【30 代女性】 

◎「児童虐待への対応」へのご意見 

・昨今よく耳にする児童虐待ニュースですが、児童虐待を見逃さない町ぐるみでの対応が必要かと思

います。北名古屋市に住みたい、住んで良かったと思われる町作りが必要なのではないでしょうか。

【40 代男性】 

・より情熱のある相談員の育成に期待する。【50 代男性】 

・親のストレスのため子供が犠牲になるのはとても悲しい。その家庭にどの程度ふみこむかとても難

しいことだが近所同士で助け合えたらよいと思う【60 代女性】 

◎「子どもを地域で育てる意識づくり」へのご意見 

・母親が一人で悩みを抱えるような状況が、児童虐待につながるのではないかと思われます。地域全

体で取り組むためには、私たち市民が『地域で子供を育てている』という意識を持つことを学んでい

かなければならないと思います。とはいってもなかなかそのような場もないため、そのような学習の

場、環境をいただければ大変うれしいです。また、お祭りのときなどを利用して学校・地域など市全

体でボランティア活動ができたらそのような意識も少しずつ育つのではないでしょうか。【30 代男性】

・女性だけでなく男性も子育てに参画できる社会になれば、出産をためらっている女性の数も減ると

思います。【30 代女性】 

・最近は男性の子育てに違和感がなくなってきているが、男性の子育て、家事協力が当然になるよう

な社会に向かっていってほしい。【50 代女性】 

◎「その他」へのご意見 

・いずれも必要な物と考えられるが、子育て家族が何を必要としているのかを良く聞いて対応してい

く必要がある。【60 代男性】 
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(6) 子ども・子育てに配慮したまちづくり 

選択項目 回答数 

安全な遊び場の整備 14

子育てしやすい生活環境の整

備 
9

子ども等の安全の確保 8

 

◎「安全な遊び場の整備」へのご意見 

・元師勝町地域の公園は規模、施設等が小さくて全く十分だとは言えません。元西春町地域は大規模の

立派な公園も多くバランスが取れていません。師勝西小南西の公園は未だに完成されてなく中途半端な

公園となっており、早急に整備して遊具も設置して欲しいのですが？一体工事計画はどうなっているの

ですか？とにかく元師勝町地域の公園、遊具の充実を宜しくお願いします。【60 代男性】 

・子供が安心して遊べる場所がない。また、したい遊びができない（ボール遊び）。 

安全に、安心して暮らせるまちづくりをお願いしたい。北名古屋市は、歩道が狭かったり、凸凹だった

りしてベビーカーでの移動がしにくいところが多い。シルバーカーや自転車も通りにくいはず。子供限

定でなく、皆にやさしい道作りをして欲しい。また、街灯も少なく、暗い道が多い。防犯の面でも改善

をして欲しい。【40 代女性】 

・北名古屋市は小さい公園が点在していますが大きい公園が無く不便に思います。 特に井瀬木児童遊園

はひとけも無く薄暗い雰囲気で一番近くにあっても連れて行こうと思わないしごみを捨てに行く場所と

いう感覚になっているので残念です。【30 代女性】 

・公園の砂場の環境がよくありません。安全に遊べるようにしてほしい。【30 代女性】 

・小さい公園はあるが大きく広い公園（木があり芝生があるような）が少ない。公園の遊具が少ない。 小

さい子供（乳幼児）が安全に遊べる場所も欲しい。ボール遊び等周りに危険が及ぶ遊びは同じエリアで

も別の場所を設けるといいと思う。【20 代女性】  

・キャツチボール出来る場所を多く作ってほしい【40 代女性】  

・規制の少ない遊び場の提供が必要。特に市内の公園ではボール遊びが禁止されており、野球・サッカ

ー等の遊び場がない。自然と自由をもっと残した環境が必要【40 代男性】  

・シルバーの方とか市の教育関係の方の見回りをしてほしい【60 代女性】  

・まだ子供が小さいので公園は利用したことないですが、うちの近くに公園がないのでもっと緑の多い

公園を増やしていただきたいです。【30 代女性】 

◎「子育てしやすい生活環境の整備」へのご意見 

・当市の歩道整備の悪さは深刻であるが、道路が狭く簡単に解決できるとは考えられない。そこで、道

路を一方通行にして、その分歩道を設置したらいいと思う。車優先社会から人優先社会にすべきと考え

子ども等の
安全の確保

25.8%

子育てしや
すい生活環
境の整備

29.0%

安全な遊び
場の整備

45.2%
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る。【60 代男性】 

・北名古屋市を車で走ると、歩道のない道が多く、歩行者には危険が一杯です。安全面から歩道の整備

は、第一優先で行うべきではないでしょうか。【40 代男性】 

・きたバスをもっと利用しやすくしてほしい。今のままではかなり不便。駅からの出発時間が幾つかの

路線がかぶり過ぎ。もったいない。間隔を空ければ、少しバス停が遠くなってしまっても、いつもと違

う路線のバスに乗れる人もいると思う。足があれば子供を連れて行きやすい。【20 代女性】 

・段差ありの歩道を是非作っていただきたいです。道の狭いところで子供が安全に歩いたり、自転車を

運転できるようにするためです。【40 代男性】  

・北名古屋市はまだまだ歩道の整備が不十分で、交通量が多い車道を走っている子供をよく見かける。

早く歩道の整備を進めてほしい。【50 代女性】   

・子どもが自転車で安全に走れる町づくりをお願いしたいです。歩道・自転車専用路などの整備をすす

めてください。特に、徳重駅から徳重南交差点までの道を早く整備してください。とても危険です。子

どものいる家庭へのパークアンドライド支援。子どもを連れての外出は荷物が多くなりがちで、遠くへ

出かける場合には車を利用することが多いです。電車を利用したほうがエコだと分かっていても、子連

れだとエコを第一に考えるのは難しい。そこで、大きなパークアンドライド駐車場が駅のそばにあれば

いいなと思います。そこを子どものいる家庭が安く利用できれば、すごくありがたい。駅まで車でいけ

るなら、電車の利用率は上がるでしょう。車で子どもを保育園に送りそのまま出勤というスタイルが作

りやすく、働く母親の支援にもなります。【30 代女性】 

◎「子ども等の安全の確保」へのご意見 

・子供が将来通うことになる鴨田小学校や白木中学校は、周りが田なので、登下校の防犯が心配です。

【30 代男性】 

・子供だけでなく社会全体の安全、防犯意識を高めるように提案をしてもらいたい。【30 代女性】 

・登下校時のボランティア活動は、少しずつ意識づけができていると思います。それ以外の場で、見回

り、子どもの防衛能力の支援を望みます。たんぼ道には、街灯がなく、設置をお願いしたいです。 

【40 代女性】 

・登下校時に付いて行くまではしなくても、周囲に絶えず大人の目があれば、親としては安心出来ます。

【30 代女性】 

・登下校の際、ボランティアを募集し、増やしてより安全な登下校としたい。【50 代男性】 

・最近は子どもが犯罪被害者になることがしばしばニュースで報道されているので、子どもの安全を確

保に力を入れて欲しいと思います。【30 代女性】 

・北名古屋市には歩道沿いに水路がいくつかあります。 少しずつでも危険な水路からふたをつけて危険

を回避すると同時に 安全な歩道を確保していただければと思います。（とりわけ小さめの水路に危険を

感じます）【30 代男性】 
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《その他のご意見》 

◎ 地方でやれることは限られてくると思うが、この問題を解決しなければ、地方・国の発展

は考えられない。北名古屋市としてはこの問題に鋭意取り組み、特色ある施策を打ち出し、

優良な市民増加を目指すべきである。【60 代男性】 

◎ 子どもの医療費無料優遇などの制度は実年齢ではなく、年度ごとに区切りがあります。 

私たちの家族では、私自身を含めて、妻、娘、妹と 3 月生まれが 4 人います。娘に関して

は 3月 31 日生まれです。たまたま、あと二日後に生まれていたら、今よりも約一年分、医

療費無料などのサービスを受けられたのにと思うことが多々あります。学年で線引きをす

ることは、どうしてもどこかで区切りを持たなければいけないのでやむをえないと思いま

す。しかし、医療費に関しても同様でしょうか？これは国の制度なのか市の制度なのか、

税金を払っている住民には正直あまり大きな区別はありません。しかし、各種制度の区切

りが（年度ではなく）実年齢の誕生日を区切りとしていたら、このような不公平感は無い

のではと強く思います。手持ちの時間をあまり持っていないこともあり、乱筆で、不平の

ようなものばかりのコメントとなってしまい申し訳ありません。なにか、もう少しでもお

役に立てられればよいのですが。【30 代男性】 

◎ 元気で、時間的にも、体力的にもゆとりのあるシルバー世代の方々に協力してもらえると

よいと思う。【40 代女性】 

◎ 子育て支援の第一歩は、行政が何かをするのではなく、隣近所、隣人同士のつながりを大

切にすることから始まるのではないでしょうか？今の北名古屋市民にはそれが足りていま

せん。まずはそこからはじめてはどうでしょうか？そうすることで、子育てだけでなく、

福祉や防犯にもつながると思います。それができなければ、何をやっても必ず無駄に終わ

るでしょう。【30 代男性】 

◎ 次世代育成支援は重要な課題であると感じています。これをやればいいというものはない

と思います。いろいろとチャレンジして、そのときどきにあった行動計画を進めていけば

いいと思います。【50 代男性】 

◎ 出産前後の保育園入所が可能なはずなのに、入所できず、下の子で一番大変なときに、上

の子を見つつ育てるので、市の対応に不満を持ちます。【30 代女性】 

◎ 自分の体験や、友人から聞いた話などから申し上げます。乳児を育児中の母親はとても孤

独です。実家が近くでない、転勤族で知り合いがいない、夫は育児にあまり参加してくれ

ない、など、育児に疑問・不安をもっても相談する相手も見つけられず、追いつめられた

気分になっていきます。仕事をやめ、社会から取り残されたようにも感じます。私の子は、

発達障害をもっていたことが後で分かったのですが、保育園で保育士に指摘され、児童精

神科を受診する前までは、「自分の育児が間違っているのか？」と、絶えず自分を攻めて

苦しんでいました。子どものためにと思って行った児童館の親子教室では、当然ながら他

の親子からウキまくりで、友人を作るどころか辛いだけでした。乳児を一人でかかえて悩

んでいる母親が気軽に立ち寄れて、情報を集められるような場所が必要だと思います。保

健所では敷居が高い気がするし、健康な子どもであふれている児童館では、思い悩む母親

の受け皿になるのは難しいです。【30 代女性】 

◎ 未来ある子どもたちを守っていきたいと思います。昔のように知らない人がよその子を注

意することがとても難しく、見てみぬ振りをすることが多く残念です。最近は子ども 110

番のおうちが増えて、子どもたちが気軽に話し掛けてくれたらいいなと思います。 

【60 代女性】 
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◎ 乳児期には、とてもいい市だと思います。小学校に入ると、名古屋市との差がとても感じ

ます。【30 代女性】 

◎ わが家には、小１の子どもがいます。７月より医療費の軽減がされ、とても助かっており

ます。しかしながら、他の市と比べると名古屋市も 2008 年８月より小学生の医療費が無料

化されるなど、子育て面では北名古屋市は遅れをとっているように思います。ほかのお母

様方からも、この件に関しては切に要望が出ているので、今後、どのような政策をとられ

るのか具体的に回答をお願いします。子どもにやさしい北名古屋市を応援します。 

【40 代女性】 

◎ 既婚者ですが、まだ子どもがいないので、なかなか難しいアンケートでしたが、市の積極

的な取り組みを理解することができました。市内の中学校が荒れているという噂を聞き、

子どもの将来が心配ですが、最近の学校の教師と生徒の関係が心配です。社会経験のない

教師、1 人っ子で甘やかされて育った子ども、モンスターペアレントなど、いろいろと問

題はあると思いますが、やはり学校は教育の場であることから、教師側がしっかりと、子

どもを指導していただければと思います。【30 代男性】 

◎ 北名古屋は他の市に比べて子育て支援センターが４つもあり、保育士もいて充実していま

す。【30 代女性】 

 

 


