
　【未就学】ニーズ調査 自由記述一覧

問１
小学校区

問２
（1）
子の年

問７　世帯の収入
問１３　幼稚園、保育所
（園）、認定こども園な
どの「定期的」利用

家庭類型【現在】
問３０
いつから住んでいる
か。

問３１　焼津市は
子育てしやすいま
ちだと思うか。

問３７　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がご
ざいましたら、ご自由に記入してください。

焼津南 1 700～800万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う
医療費無料でとても助かっている。ただ保育園の衛生面が気になる。インフル予防に
空気清浄機など低月齢のクラスにだけでも置いてほしい。

大井川西 2 400～500万円未満 利用していない A（ひとり親家庭）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

現在０歳の子供も育てているのですが、なるべく早く仕事を始めたいので、保育所に
預かっていただけるよう充実させてほしいです。

大井川東 4 700～800万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

そう思う
放課後のすごし方で、小さいうちは学童がありますが、学年が大きくなった時の学童
のうけいれが不安です。習い事への送りができないので（迎えは仕事帰りによる）、
小学校から直接送る手段があればうれしい。

大井川西 4 800～900万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う 公立幼稚園の延長保育をいち早く実施してもらいたいです。

豊田 4 400～500万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

第一子は重度のアレルギーがあり、園の行事で大変な思いをしております。園での行
事ではせめてものアレルギー成分表示位は義務化してはいいのでは？今時増えていま
すし、これからも増えていくと思います。これからの課外授業（園外保育）でも行く
場所も少数派の意見など聞いてはくるものの、参加者がへるから高くなるとの理由で
聞いてもらえるはずもなく休むしかない。休むにしても１日預かってくれるわけもな
く、家でみるしかないのが現状。認可外ではアレルギーが有るだけで拒否される始
末。本人が悪いわけでもなんでもない。もう少しアレルギーに対して理解を求めたい
です。

和田 3 500～600万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

これから小学生になる時に、小学校の情報がほとんどないため不安である。

黒石 1 500～600万円未満 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

－

保育園に入れなくて困ります。ずっと待機児童です。働きたくても働けないのは困
る。広い公園が少ないのでもっと公園を増やしてほしい。大住地区は全然遊び場がな
い。あと藤枝の「れんげじスマイルホール」の様な雨の日や暑い日、寒い日でも安心
して遊べる大きな施設がほしい。島田もこども館があるし、静岡はるくるや動物園に
無料で入れるのに（市内の人は）焼津市に住んでる人が有利に安心して楽しくすごせ
る場所がない。０才～小学生までが楽しめる大きな施設を作ってほしい。あとはキッ
ズダンスやヨガとかみんなで集まっていろんな人が集まってみんなで楽しめる無料の
イベント？（習い事）とかもやってほしい。

大井川南 5 400～500万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

パート→フルタイムと考えた時、長期休みの子供の居場所に困る。児童クラブの充実
をのぞみます。

大井川東 5 300～400万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思わない
子供の用品などにとてもお金がかかる。幼稚園は毎日体操着で良いが、小学生は私服
になり、まわりの子と比べてしまう。制服がある学校がうらやましいです。

大井川東 1 － 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思わ
ない

公園ｅｔｃ（藤枝の蓮華寺池公園やスマイルホールいたいな石津東公園）子どもたち
が安心して遊べる公園を増やして欲しい。空き家や空き地の状態をもう少し改善して
ほしい。農家の家の子供の保育園通園が難しいという話をよくききますが、夫婦２人
で働く事もあるので、子供をみていられるという環境を整えづらい事もあるという旨
ご認識頂きたい。＜大井川東小の近くの田んぼの不法投棄対策至急要！！＞

小川 1 900～1000万円未満 利用していない
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

そう思う

焼津市は比較的子育てしやすい市だと思います。いつもありがとうございます。仕事
は下の子が３才になるまで育休をとることができますが、そのタイミングで復帰する
と子どもが保育園に入れず、幼稚園にもまだ入れない年れいとなり、結果的に早めの
復帰となります。いつからでも保育園に入れるよう対応してもらえるとありがたく思
います。

豊田 4 400～500万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う

今年１０月から幼稚園の無償化がありとても助かります。しかし、３人兄弟の１番下
が今年４月から年長で、もっと早くにこんな時代がきていたら貯金もできたのに…と
悔しい気持ちもあります。どんどん良くなって嬉しいですが、今までかかった園代な
どいくらか上の子の分も戻ってきたら嬉しいです。
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　【未就学】ニーズ調査 自由記述一覧

問１
小学校区

問２
（1）
子の年

問７　世帯の収入
問１３　幼稚園、保育所
（園）、認定こども園な
どの「定期的」利用

家庭類型【現在】
問３０
いつから住んでいる
か。

問３１　焼津市は
子育てしやすいま
ちだと思うか。

問３７　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がご
ざいましたら、ご自由に記入してください。

大井川東 5 1000万円以上 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う

子育てにはお金がかかるというのが率直な感想です。私達は世間から見たら恵まれた
年収があるように見えますが、毎月にかかる保育料がかなり家計に辛いです。核家族
なので何かあったときに気軽に利用出来るサービス（利用料金も…）に期待します。
保育園にお世話になっていますが、とても良く見てくれ子供らしく遊ばせてくれ本当
に感謝しています。

－ 600～700万円未満 利用している －
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思わ
ない

もっと子供や母親に対して優しい町にして欲しい。

大井川東 3 300～400万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

－

大井川保育園へ入園希望でしたが、待機児童です。仕事をしていない母親の子も保育
園に通っているという話を聞くのですが、おかしい話ではないでしょうか（母子では
ないそうです）。自営業だから入りにくいというのもおかしくないですか。父親は自
営のため朝から夕まで家にはいません。母親も朝から仕事へでます。保育園の面接も
何のためにあるのでしょうかね。待機児童をへらしたいのであれば、市の幼稚園の下
校時間をのばしたらどうですか。お願いします。

港 5 600～700万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

来何度から小学校だが、各小学校の敷地内に放課後児童クラブを作って頂きたいで
す。又、夏休み（お盆含む）、冬休み、春休みも仕事なので、対象期間内のクラブの
開所を頂けますと助かります。前向きなご検討をお願い致します。

焼津南 1 200～300万円未満 利用している A（ひとり親家庭）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思わ
ない

シングルマザーなので、もっと制度があればうれしい。現実、きびしい。

焼津東 3 200～300万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

アンケート長すぎ。アンケートしすぎ。毎回毎回せっかく書いても特に変わってな
い。いつも送ってこないでほしい。市の保育園（公立）の役員（保護者会）の負担が
多すぎて、忙しいのに本当迷惑している。

焼津東 5 300～400万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

空屋や空施設などを使い、高齢者や子育て経験のある人が常駐する子どもを無料で預
かってくれるというか、子どもがフラッと遊びに行けるような場所がたくさんできる
と嬉しいです。

焼津西 3 500～600万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う
普段、放課後児童クラブを利用していませんが、春・夏・冬休み期間中だけの児童ク
ラブを開設してくれる事を切に願います。

大井川東 4 1000万円以上 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

人気のある保育園への入園が難しく、短時間勤務へ就労したかったが、なかなか希望
の就労先が見つからなかった。両立して女性も社会へ進出しやすい環境を整えて欲し
いです。

焼津西 2 900～1000万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う
地元から遠くはなれたこの場所で、自分の親や友達もいない中子育てをしていく中
で、マトレのふれあい広場は私たち親子にとって「第２の家」的存在です。いつも笑
顔でむかえてくれる先生方には本当に感謝しています。

豊田 2 300～400万円未満 利用していない A（ひとり親家庭）
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

学童にあずけるのに１回千円なのですが、１日でも１０分でも千円です。もう少し細
かくプランがあって欲しいと思います。

黒石 3 300～400万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

公立幼稚園の延長保育を実施してほしい。

大富 5 400～500万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

子どもがいても働きやすい仕事をまとめて教えてくれる場所、ママ向け求人の情報を
教えてほしい。
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　【未就学】ニーズ調査 自由記述一覧

問１
小学校区

問２
（1）
子の年

問７　世帯の収入
問１３　幼稚園、保育所
（園）、認定こども園な
どの「定期的」利用

家庭類型【現在】
問３０
いつから住んでいる
か。

問３１　焼津市は
子育てしやすいま
ちだと思うか。

問３７　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がご
ざいましたら、ご自由に記入してください。

黒石 5 400～500万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

住宅ばかりが出来ていて、商業施設が少ない。近くに公園がないので、ある程度の分
譲地には必ず小さくて良いから欲しい。

大富 3 収入はない 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う

ここ１０年で預けられる先が増え、補助金も増え嬉しいです（実際末子を欲しいと思
え、産めたのは金銭的、自分の時間ももてる、両立できると思ったということがあっ
た。とてもありがたい。）。ただ、実際幼稚園に入ったが、やはり自分でみてあげた
方がよい、働くためにがまんさせている、と感じたので、まだ本腰を入れて働けな
い。幼稚園の預かりの質がよければ、小学校に入ったあとも安全に健やかに子どもが
過ごせ、あずけやすい環境があれば、正社員で働きたいのにと思う。夫の仕事は、行
事、体調、幼稚園送迎、子どもの都合に合わせられず、それも働けない理由。

黒石 4 400～500万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

・近所に歩いて行ける公園がなく、車で公園へ行くことしかできない。子供は決して
少ない地域ではないと思うが不満。・自治会費が高すぎて、妊婦でも、小さい子がい
ても、風邪や冠婚葬祭でも出不足料を請求され、子育て理解が全くない地域と感じ
る。

黒石 5 300～400万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

我が家には高２～年長まで４人の子供がいます。外でいっぱい遊ばせたいのですが、
近所に広い公園がありません。家の前の道で遊んだりすると、近所のお宅に「うるさ
い！」と言われ、子供を遊ばせるのにわざわざ車で出掛けなければなりません。大住
地区の子供を持つ方はみんな同じようなことを思っているのでは…。

港 2 500～600万円未満 利用していない
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思わ
ない

半年前に焼津市へ引越して来ました。市の対応はよく、子育て世代への丁寧な説明と
サポートを感じました。医療費が０円もありがたい。公園や支援センターも充実して
いると感じますが、とまとぴあのスタッフの対応が嫌であまり行きたくないです。
ルールはうるさすぎて子供は自由に遊べないし、スタッフの人は多すぎだと思いま
す。

焼津東 5 － 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う 小学校にも一時預かり等があったら助かります。

焼津西 4 900～1000万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

・フルタイムで働いているので、小学校高学年でも放課後児童クラブに通ってほしい
と思っていますが、人数の関係で難しいと言われています。平日は下校してから留守
番をさせれば良いと思っていますが、夏休み等、長期休暇の時を考えると不安になり
ます。放課後児童クラブが充実すれば良いと思っています。・小学生が遊べる場所を
増やしてほしいと思います。

焼津東 5 300～400万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

ターントクル子ども館ぜひ成功させてください。気軽に利用できる場にしてほしい。

焼津西 3 600～700万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思わ
ない

幼稚園の教育内容は魅力的だったが、焼津市内にはこども園はなく、選択肢がなかっ
たです。現在市立の保育園に通わせていますが、送迎時間等、もう少し柔軟に対応し
てくれればいいのにと思うことが度々あります。

港 4 300～400万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

以前、小売業で土・日・祝は出勤しなくてはならない仕事をしていましたが、保育園
や預けるところが（日・祝は）なく、退職するしかありませんでした。子どもがいる
とサービス業や販売の仕事はできませんが、求人はこのような職種が多いと思いま
す。仕事との両立は困難です。土・日・祝休みの仕事に出産前から就いていれば良
かったと思います。

大富 4 400～500万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

子供の医療費が無料でとても助かっています。３人子育てしていますが、子育て支援
センターはとても便利で、毎日利用させてもらいました。とても子育てしやすいと思
いました。でも、じいじ、ばあばにあずける時は家でみるのがとても大変だったよう
です。
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　【未就学】ニーズ調査 自由記述一覧

問１
小学校区

問２
（1）
子の年

問７　世帯の収入
問１３　幼稚園、保育所
（園）、認定こども園な
どの「定期的」利用

家庭類型【現在】
問３０
いつから住んでいる
か。

問３１　焼津市は
子育てしやすいま
ちだと思うか。

問３７　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がご
ざいましたら、ご自由に記入してください。

豊田 1 700～800万円未満 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

豊田地区に支援センターや公園が少ないので、もっと増やして欲しいです。

焼津南 4 700～800万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

特になし

大井川西 4 300～400万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

そう思わない
大井川でも預かり保育をやってもらいたい。預かりがないので吉田・藤枝の幼稚園に
行く子もいます。小学校地区で幼稚園に通いたいと思いますが、預かりがないので断
念してる人も多い。仕事もできない。

豊田 0 700～800万円未満 利用していない
B（フルタイム×フルタイ
ム）

－ そう思う
小規模保育所の散歩コースが、車通りの激しいところなので、子供を預けるのに不安
を感じてしまう。

和田 4 400～500万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

子供が多くなると生活が苦しくなるのでは子供は増えないと思う。習い事や旅行、服
も大変。ちょっと外食という事もできない。児童手当はとても助かるが、それでも足
りない。家事も大変なので、できれば子育て、家事に専念したいがやっていけない。
子供たちが大きくなれば、普通にケータイも服もゲームなども必要になってくる。決
して贅沢してるわけではないが、でも児童手当はもう少し増やしてもらいたい。子供
の病院代がかからないのはとても助かるが、自分の病院はなかなか行けない。

小川 0 － 利用していない
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思わない
早生まれのため、保育園に入れる所がなく困っています。自分の両親も、義両親も共
働きのため、体力的に育児が大変です。仕事も好きだったのに、保育園に入れないと
安心して仕事をすることができません。どうか、よろしくお願いします。

大富 4 400～500万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う
私立幼稚園だし無理だと思いますが、幼稚園の中、または隣などすぐ近くに津波ひな
んタワーがあると安心。小さい子達が指定のひなん場所まで津波がくるまでにひなん
できるのか心配（三和幼稚園→福祉大学）。

大井川東 5 600～700万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

焼津は土地があって公園も大きい所も多くなり嬉しいですが、その分遊具をもう少し
充実させてほしいです。

黒石 0 400～500万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

そう思う なし

－ － － － － －
保育、幼稚園課の役所の人間の対応が悪過ぎる。保育園の事等で悩んでいるから行っ
ているのに、あんな態度、対応されたら、他にどこに相談すればいいのか。

和田 4 300～400万円未満 利用している －
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

補助金制度や無償化はありがたいのですが、私立幼稚園にそぐわない親が増えて迷
惑。

和田 3 700～800万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

最近は、道路や宅地が沢山できて、田畑がどんどん少なくなっています。人口は減っ
ていくのに、緑も減っていく。どんどん熱くなっていく。それよりも、田畑を減らさ
ずにどうすれば緑多く涼しくすごせるか考えたいですね。地球にやさしい焼津へ。人
は土から離れては生きていけません。金もうけばかりでは生きていけません。

小川 5 800～900万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思わ
ない

特に利用する必要がなかったという理由はありますが、Ｐ１０問１７の子育て支援事
業についてほとんど知りませんでした。必要がなくても知っているぐらいに認知度を
高めなければならないと思います。調べればわかるのでしょうけれども、なかには調
べる気力もない、そこまで頭が回らないお父さん、お母さんもいらっしゃると思うの
で…。
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　【未就学】ニーズ調査 自由記述一覧

問１
小学校区

問２
（1）
子の年

問７　世帯の収入
問１３　幼稚園、保育所
（園）、認定こども園な
どの「定期的」利用

家庭類型【現在】
問３０
いつから住んでいる
か。

問３１　焼津市は
子育てしやすいま
ちだと思うか。

問３７　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がご
ざいましたら、ご自由に記入してください。

和田 3 600～700万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

全ての放課後児童クラブで、夏休みなどの長期休みの間だけでも見てもらえるとすご
く助かる（普段入所していなくても、休みの間だけ通えるように）。いま２つくら
い？あるようだけれども（夏休みのみの所）、場所が遠いので行くのが負担。

焼津南 4 － 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

そう思う
児童虐待や子の貧困対策についての支援は切に願います。子ども食堂等の設置など、
助けられる子どもを助けてあげてほしいです。

港 2 200～300万円未満 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う 子供が住みやすい環境作り頑張って下さい。

黒石 1 600～700万円未満 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う
ママ友がいても、中々深い所まで本音で相談できないです。もう少し、自由に相談で
きる場所があるといいなと思っています（全然関係ない第三者に相談したい時があり
ます）。

焼津南 2 400～500万円未満 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う
問３６について、３才から入園できる幼稚園が大井川地区等地区が限定されており、
駅付近になると全くない現状をなんとかしてほしい。

焼津南 0 － 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

子育ての支援は充実しているが、親の質が落ちて子どもが育ってないとこの頃感じま
す。親の子育ての質を高めるための事業を充実させ、将来を支える力を子ども達につ
けていってほしいと願います。

大富 3 700～800万円未満 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

働きたいのに、小学生の放課後や長期休みを考えると、働けないのが現実です。年金
もあてに出来ない時代で、教育費（高校以上）も高く、親は働くしかありません。な
ので、子供を安心して預けられる児童クラブなり、公民館なりをもっと力を入れて欲
しいです。小学校内で見てくれるのが一番ありがたいです。

東益津 4 400～500万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う
少子高齢化の今、３人育てるのは容易なことではない。出産祝い金（第３子～）等あ
ると嬉しい。子供の遊び場がほしい（小学生になっても遊べる場所）。大体の所が小
学生までなので、兄弟一緒に連れていけないため。

大井川西 5 300～400万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

幼稚園の先生の人数が少なすぎ。娘を公立幼稚園へ通わせていますが、今年度４月に
前年度から先生を３人も減らされてしまい、先生方もとても苦労していました。それ
に対して保育園の先生はめいっぱいいる。その違いは何なのかとすごく思う。保育園
に対する手厚さと幼稚園に対する手厚さはかなり差がある気がする。保育料に関して
も無償化というものが出てきていますが、せっかく焼津市は３人目が保育料無料だっ
たのに、何も３人目の特権がなくなってしまいとっても残念です。何でもかんでも無
料にすればいいわけじゃないと思う。あと、小学校は制服にしてもらいたいです。み
んなそろっていた方が特別目立つ子もいなくなるし、毎朝の支度も手軽でいい。むし
ろこういう所に無償化というものを使ったらどうかと思う。

豊田 4 － 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

・突発的な用事や兄弟の行事などがある際に、いつも同じ場所で（支払い手続きが簡
単）子供を受け入れてもらえる施設がほしいです（ファミサポは事前打ち合わせｅｔ
ｃが必要なので）。・小学生がお友達と夏、冬遊べるおうちのかわりのような施設が
あればよいと思います（１年利用料（保険ｅｔｃ）支払って）。
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　【未就学】ニーズ調査 自由記述一覧

問１
小学校区

問２
（1）
子の年

問７　世帯の収入
問１３　幼稚園、保育所
（園）、認定こども園な
どの「定期的」利用

家庭類型【現在】
問３０
いつから住んでいる
か。

問３１　焼津市は
子育てしやすいま
ちだと思うか。

問３７　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がご
ざいましたら、ご自由に記入してください。

黒石 0 400～500万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

小規模園から３才で卒園した後の受け入れはしっかりしてほしいです。働いていて保
育の必要があると認められ入園し、子が３才になったら入れないかもしれない、保活
やり直しは精神的にも負担が大きいです。もちろん子が３才になったからといって子
が保育の必要があると認められたことが解消される訳ではないと思いますので…。や
めることになれば経済的負担も心配です。また“イクメン”ではなくしっかり父親と
して育児に参加できる環境をととのえて頂きたいです。こういったアンケートでだけ
①母親、②父親としているのは何故か（普段書類全て父からですよね。）、そういっ
た潜在的なものが他の支援に現れないよう、平等に仕事する権利、育児する権利のあ
る市になって頂けることを希望します。よろしくお願いします。

焼津南 2 500～600万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う
焼津市は他市と比べ医療費がかからないことや、広報にてこどもの健診情報など掲載
して頂いて、とても助かります。

大富 - 600～700万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

・大富学区に公園を増やしてほしい。・ちびっ子広場の遊具を新しく安全なものにし
てほしい。・公立幼稚園３年保育課してほしい。・小中学校のレベルを上げるため親
への教育をもっとしてほしい。要望ばかりですが、市や市長さんの日々の取り組みに
感謝しています。ありがとうございます。・ターントクルにお金をかけすぎないでほ
しい。

焼津西 0 － 利用していない
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

自分は小学校教員の為、仕事に復帰すると子育て、家事がおろそかになる。今更転職
もできず、毎日本当に、本当に苦しい。退職したくても、４人の子供を育てることを
考えるとそれもできない。豊かに生きられるようになりたい。教員の仕事量を減らし
てほしい。または残業手当を出してほしい。働く環境があまりにも劣悪すぎます。常
に体調不良になります。助けてください。

東益津 5 400～500万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思わ
ない

公立幼稚園を３年制にして欲しい。園の行事等に下の子を連れて行けない時の預け先
に困り、夫に仕事を休んでもらうことが度々あるので、もっと気軽に子供を預けられ
ると嬉しい（ファミサポは少し不安があり利用していない）。例えばウエルシップと
かで。

焼津西 4 400～500万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

３才～５才子供が土日遊ぶ場所がむずかしい。支援センターでは小さな子が多く、一
緒だとけがなどが心配。大きな所では小学生の場所となり、幼稚園児ぐらいの子は入
りづらく遊びに入れない。３才～５才ぐらいの子も遊びやすい所がほしい（特に土
日）。

豊田 2 100～200万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う 子供手当ての金額を上げてほしいです。

豊田 2 500～600万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

そう思う
土、日でも利用できる親子ふれあい広場をよく利用します。手づくりのおもちゃがあ
り、体を動かす遊びもできたり、飾りを作れたりと子供も楽しそうです。お昼休憩も
中で過ごせるので、時間の都合がつきやすく助かっています。

港 0 500～600万円未満 利用していない
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

育休を１年までではなく、希望者は伸ばせるようにしてほしい。もっと子供と一緒に
いたいです。

焼津東 1 500～600万円未満 利用している A（ひとり親家庭）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思わない
今は小規模保育園に入れていますが、本当は小規模に入る前から保育所を希望してい
たのに入れませんでした。３才で卒園後は最初の時より保育所に入りずらいと聞いて
いますので、今からそれだけが悩みで、日々のストレスです。
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　【未就学】ニーズ調査 自由記述一覧

問１
小学校区

問２
（1）
子の年

問７　世帯の収入
問１３　幼稚園、保育所
（園）、認定こども園な
どの「定期的」利用

家庭類型【現在】
問３０
いつから住んでいる
か。

問３１　焼津市は
子育てしやすいま
ちだと思うか。

問３７　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がご
ざいましたら、ご自由に記入してください。

小川 4 1000万円以上 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

そう思う

焼津市は、医療費、保育料等、子育てに関する支援を手厚くして下さっています。あ
りがとうございます。今後、高校無償化等、国の政策もあるようですが、共働きだと
恩恵を受けられないこともあります。世帯年収ではなく、世帯年収と子どもの数のバ
ランスでボーダーラインをひいてもらえることを願っています。

豊田 4 500～600万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思わない

障がいのある子どものため、特に焼津市での支援の少なさは感じています。市役所で
の相談も親身になって聞いてくれたりは無い様に思います。また、福祉と子育てのつ
ながりが無く、どちらにも相談に乗ってもらえない事がありました。本人、又兄妹へ
の支援の充実を願います。

焼津南 2 400～500万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う

図書館に２才ぐらいの時に子供を連れていった際、本の中にある絵などを声に出して
しまったりして少し居づらいなと感じたり、図書館の職員さんなど周ってきたりと、
子供が少し声を出したりしても良いように、２階でも子供専用のスペースがあるとあ
りがたいなぁと思いました。

－ 300～400万円未満 利用していない
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

－
私も２月から仕事を始めましたが、車がなく保育園に入れたくても入れられません。
早く免許をとって今年か来年すぐにでも入れるようにしてほしいです。待機児童をな
くしてほしいです。

大富 4 1000万円以上 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

－ そう思う 公園の設備がもう少し活発な遊びができる遊具がほしい。

豊田 2 500～600万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思わない
核家族の人に対してもっと協力してほしい（子育て）。仕事いっている以外にもいろ
いろ家事をする時間がほしい（子供を預かってほしい）。

黒石 2 300～400万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う
公園をもっとキレイに保ってほしい（犬のフンなどがあって、子供がさわってしまっ
たことがある）。

小川 4 500～600万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

そう思う

小川学区には小さな公園がたくさんあり、また新しくできるようですが、たくさん小
さい公園があっても子どもが分散してしまい、人のいないさみしい場所になってしま
います。車社会なので結局皆大きな公園に集まります。「機能の豊かな、大きな公
園」の方が、子ども同士が出会える場になると思います。

小川 1 500～600万円未満 利用していない
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

・幼稚教育を受けさせたいが、共働きのため現在の各園の保育運営では不十分なた
め、結局保育園を希望せざるをえない。保育園並みの朝・夕・長期休業の受け入れ体
制があれば、待機児童減にもつながると思う。・保育士・幼稚園教諭の労働環境や給
与改善を国へ要請し、同時に市独自の取り組みによる人材確保をお願いしたい。無償
や減額よりも重要であると考える。・公園に大型遊具が少ない。石津西、ディスカ
バ、吉田公園あたりに設置し、子連れ観光客や市内子育て世代をターゲットにした経
済効果や人口流入も視野に検討して頂きたい。静岡・浜松・掛川並みの遊具が欲しい
（市内にないので、週末はドライブがてら市外へ出掛けてしまう状況です）。・病児
保育の充実（どうしても仕事を休めない、預ける親族がいない、ファミサポでは預
かってもらえない）。・年１回各支援センターを会場に利用者と市担当者との座談会
を実施してはどうでしょう？生の声が聞けます。子連れで行けて、安心して話が出来
ます。より一層、子育てしやすい街づくりをよろしくお願いします！！期待していま
す。

大井川西 0 200～300万円未満 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

仕事をしながら、又は仕事を探しながら保育園等を探したりする事が困難な事が多い
です。一早く保育所（園）の待機児童の解消に取り組んで頂きたい。未来が有る子ど
も達が苦労したりするのは良くないと思います。早急に対応よろしくお願いいたしま
す。
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　【未就学】ニーズ調査 自由記述一覧

問１
小学校区

問２
（1）
子の年

問７　世帯の収入
問１３　幼稚園、保育所
（園）、認定こども園な
どの「定期的」利用

家庭類型【現在】
問３０
いつから住んでいる
か。

問３１　焼津市は
子育てしやすいま
ちだと思うか。

問３７　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がご
ざいましたら、ご自由に記入してください。

豊田 3 400～500万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

幼稚園か保育園という二択ではなくて、こども園など両方の機能があればいいと思い
ます。医療費の助成はありがたいし、本当に助かっています。０～２才児を小規模一
時保育など預ける場合、もう少し安いといいなとは思います。

港 1 300～400万円未満 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

－

子どもが２歳になったら就労したいと考えていましたが、日中祖父母は仕事をしてお
り預け先がなく断念しました。保育園は空きがなく、また預け先がなければ雇ってく
れる先もありませんので…。子どもが３歳になったら満３歳で入園できる園に預け、
パートタイムで就労できれば良いなと考えています。高校生まで医療費無料は大変心
強く、これからも焼津市に住み続けたいと考えています。公民館や支援センター、保
健センターの方にはいつもお世話になりありがとうございます。

－ 300～400万円未満 利用している A（ひとり親家庭）
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思わ
ない

お金がない。生活費がたりない。生活保護をうけていてもきびしい。子供がならいご
とをしたくても、やりたい事をやらせてあげれない。自転車も買ってあげれない。

大井川東 4 200～300万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

保育園と幼稚園の利用費が違いすぎて不公平。公立なら市の財源が主だろうから、も
う少し均等にしてほしい。給料の半分くらい保育料にかかり、仕事をしている意味が
わからなくなる位。いろいろと無償化にしなくていいから税金を下げてほしい。ま
た、広報やいづを新聞、広告と配るのはおかしいのでは？回覧板等にしないと行きわ
たらない。

焼津西 3 500～600万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

私立の幼稚園の費用をもっと助成して下さい。

大井川南 3 200～300万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思わ
ない

放課後児童クラブのスタッフの人材育成。ケガ、ケンカなどのトラブルが多い。又、
放課後クラブと学校の連携が悪い。場があるだけでは不充分と思われる。

焼津西 0 500～600万円未満 利用していない
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う
公園、図書館もっとあったら嬉しいです。子供の登下校、見守ってくれる方が多いと
安心（最近色々おっかない事多いので）。

豊田 5 500～600万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

小さい子どもも利用しやすい図書館にしていただけると助かります。

豊田 4 700～800万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う

働きながら子育てをしている立場なので思うことはたくさんありますが、今通ってい
る保育園の先生方のおかげで仕事が出来ていると思っているので本当に感謝していま
す。もっと子供と一緒にいたいとも思いますが、働かないと生活も出来ませんので
…。子供達の将来の事を考えると前頁にも書いた通り、不安がたくさんありますが、
どうか子供達が安心して心豊かに幸せに生活出来る環境をつくっていただけたらなと
思います（もちろん親は親としての責任を果たします）。本当は、休日に外でたくさ
ん遊ばせたり、おつかいに活かせたりしたいのですが（本人もやりたがってる）、変
質者が多かったり、子供がいる細い道でも平気で車のスピードを出したりする人がい
るのでなかなか出来ません。子供だけでなく、大人のモラルのたたき直しも必要か
も！？子供の為にたくさん支援をしていただけるのはとてもありがたいのですが、そ
れを逆手に取りいかにも「子連れ様」みたいな態度をとる人がいるのがとてもイヤで
す。学校の先生にえらそうにする親も信じられません。もっと“自分の子供を一緒に
育ててくれている”という意識をもって接してほしいです。市の支援も“子供の為に
やってくれている”という気持を忘れずありがたく使用させていただきたいと思いま
す。焼津市がますます素晴らしい町になりますよう期待しています。いつもありがと
うございます。
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　【未就学】ニーズ調査 自由記述一覧

問１
小学校区

問２
（1）
子の年

問７　世帯の収入
問１３　幼稚園、保育所
（園）、認定こども園な
どの「定期的」利用

家庭類型【現在】
問３０
いつから住んでいる
か。

問３１　焼津市は
子育てしやすいま
ちだと思うか。

問３７　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がご
ざいましたら、ご自由に記入してください。

焼津西 0 700～800万円未満 利用していない
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

上の子が１年生ですが、放課後の学童の選択肢の無さに驚きます。外遊びが少ないな
ど、不安要素があってもそこしか選択できないのは、どうにかならないかと思いま
す。ぜいたくは言えないですが、幼稚園、保育園のように選ぶことができるようにな
ればと思ってしまいます。

焼津西 2 600～700万円未満 利用している －
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

市で行っていた年少の体操や、スイミングが少なくなってしまって残念でした。図書
館へは走ったりさわいだりしてしまうので、なかなか気軽に行けませんでした。清見
田公園は夜暗いので、治安のために明るくなってくれたらと思います。小さな子供の
預かりがこんなにできる事を知りませんでした。もっとわかりやすくなってほしいで
す。焼津に室内遊びの充実になる施設ができるのを心待ちにしています。出会いや情
報交換の場にもなるので早くできてほしいです。

小川 1 500～600万円未満 利用していない
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

育休中の身としては藤枝等他市のように子ども園化してほしいと思う。また、妊娠、
出産理由で保育園に入れない状況は他市と比べて遅れているのかなと感じる。おおむ
ね子育てしていく上で焼津市事業に満足しているのだが、欲を言えば上記２点の改善
を要望したい。

焼津南 4 500～600万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

産休、育休以外の母親でも仕事につきやすいように保育所の充実、母親の就活のサ
ポートがあればうれしいです。

東益津 5 300～400万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思わ
ない

幼稚園・保育所の充実の前に、保育者？に対しての支援を図らなければなる人がいな
いので、充実は測れないのではないでしょうか？

大富 5 600～700万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

幼稚園では、気軽に急な単発の預り保育が利用できたが、小学校に入るととたんに不
定期の預りが無くなる。１～２年生までは親が居なくても１～２時間居られる所がほ
しい（学校内で）。

大富 5 600～700万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う
・とまとぴあのような児童館が学区にあれば、親が留守にした時に夕方まで安心して
いる場所があるとうれしい。・焼津市は子育てするには幸せな市だと思う。上の子
（１９才）の時よりもものすごくいい方向にかわっている。

小川 2 400～500万円未満 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

・一時保育を利用したかったが、枠がなく利用できなかった（待機児童が一時保育を
利用しているため）。・産婦人科を増やしてほしい（混雑の緩和）。

豊田 2 500～600万円未満 利用していない A（ひとり親家庭）
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

そう思う
焼津、藤枝の間（西焼津）に支援センターが何もなく、車もないので子供を他の子と
触れ合う時間を作るのが難しく感じています。公民館のイベントにも参加しています
が、日頃から集れる場所が欲しいです。

焼津西 3 400～500万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う
焼津市は素晴らしい公園がたくさんあり、子どもたちを育てるとてもよい環境だと他
の市に住む人達に自慢できます。しかし、雨が降った時に利用できる施設が少なく、
特に小学生も幼児も一緒に体を動かして遊べる施設を増やしてほしいなと思います。

豊田 4 400～500万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思わ
ない

お世話になっております。せっかく仕事をしていても、子どもが幼稚園生活を充実し
たものにできておらず、悩んでいます。サポートしてくれる機関が増えるといいなと
思っております。

豊田 5 400～500万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う
子供が出席停止の病気になった際、仕事を休めなく頼る人もいない時に看てもらえる
事業所があるといい。
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　【未就学】ニーズ調査 自由記述一覧

問１
小学校区

問２
（1）
子の年

問７　世帯の収入
問１３　幼稚園、保育所
（園）、認定こども園な
どの「定期的」利用

家庭類型【現在】
問３０
いつから住んでいる
か。

問３１　焼津市は
子育てしやすいま
ちだと思うか。

問３７　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がご
ざいましたら、ご自由に記入してください。

大井川東 4 500～600万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

－
大井川地区にはとまとぴあの遊べる施設が充実していて助かるが、焼津には大きい室
内の施設がない。上の子と下の子を一緒に遊ばせられる環境があると助かる。藤枝市
のキッズパークのような場所だと嬉しい。

豊田 5 400～500万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

インフルエンザの予防接種の無償化をお願いしたいです。病気になれば無料で診ても
らえるから、あえて予防接種をやらないご家庭があるようです。学級閉鎖などになら
ないためにも、全員が接種できるようになればいいと思います。

東益津 5 400～500万円未満 －
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

そう思う

・病児保育を利用するために制限が多すぎる気がする。結局気軽に利用できず仕事を
休むことになってしまう。もう少し利用できる人数や条件を改善できたらいいと思
う。・小学校の長期休みの際の学童保育ができる場所をもっと増やしてほしい（静岡
市はその期間だけ学童がどこでも利用できる）。

大富 2 300～400万円未満 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

土、日に公園で１人で遊んでいる女の子をたまに見ます。親が働いているからだと思
いますが心配です。公民館でもいいから、お弁当持参とかで子供が集まれる場所を
作ったらいいと思います。

豊田 0 400～500万円未満 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

県外から来て、思うように友達ができないので、交流の場を（少人数での）設けて欲
しい。又、他市のようにまちゼミやプロジェクト（ＦＵＪＩＣＯ）のようなものもあ
ればいいなと思う。

港 4 1000万円以上 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

ＬＩＮＥの「焼津市（子育て）」とても気軽に調べることができ、とても使いやすい
です。これから内容の充実を期待しています！

焼津西 4 500～600万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

むずかしいとは思います。母の介護、通院で平日週５は働けません。通院は普段の様
子を話すので（母が長く話せない為）他人にはたのめません。その為もあり、正社員
やフルで働けません。祝日だけでも働きたいのに、子供をあずける所がなく働けず、
来年度からの１０連休とか、収入が減ってしまいおそろしいです…。祝日にどうにか
安くあずかってくれる場所がほしいです。自分１人ではどうにもできなくて、日々悩
んでいます。あと、公立以外もですが、公立の進級時の備品？小学校入学時の備品の
費用をもう少し負担をへらす方法はないのでしょうか…。

黒石 0 300～400万円未満 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

パートに出たいが保育園へ入れないという声をたくさん聞きます（０～１才児）。待
機児童の解消を望みます。

豊田 2 500～600万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う

小学校の子供会の旗振りですが、うちの学区では子供会に加入している世帯が、特に
うちの子供会は少なく、当番がすぐに回ってきてしまいます。自治会の方が立ってい
てくださる時もありますが、人が足りない状況です。子供の安全の為、毎日旗振りに
立ちたい所ですが、仕事をしている母親も多く負担になってしまう為、保護者の当番
を減らしていますが、自治会の方々と協力して安全に登校させてあげたい為、市にも
できることがあったら力を貸してほしいです。

港 5 800～900万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う
公立図書館の充実。市内２ヶ所では遠い。公民館の図書室も良いが、司書が常駐して
いる場所が増えると良いと思う。

東益津 3 500～600万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

発達に関して不安に思う事が多いのに、検診の際に出来ない事があるとすぐに「こと
ばの教室」等へ案内されるのはより不安をあおる。次の検診の時にはベテランの方に
対応して欲しいと感じた事がある。
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　【未就学】ニーズ調査 自由記述一覧

問１
小学校区

問２
（1）
子の年

問７　世帯の収入
問１３　幼稚園、保育所
（園）、認定こども園な
どの「定期的」利用

家庭類型【現在】
問３０
いつから住んでいる
か。

問３１　焼津市は
子育てしやすいま
ちだと思うか。

問３７　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がご
ざいましたら、ご自由に記入してください。

東益津 1 700～800万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う

保育園の土曜預かりがもっと保育園側が協力的だと助かります。例えば、母が仕事、
父は休みで子供をみる事ができても、父が１日子をみる事を毎週するのは、実は大変
という人は多いと思います。その様な理由などでも理解して助けてもらえると助かり
ます。

焼津西 5 500～600万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

雨の日でも体を動かして遊ぶことができる室内アスレチックの様な施設があるとうれ
しい。晴れていても花粉症が気になり、外で遊ばせるのがかわいそう。広い公園が充
実しているので、その場所を利用して、子供たちがスポーツやいろんな遊びにふれあ
えるようなイベントがあるとうれしい。

黒石 1 300～400万円未満 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

習い事の支援が有るとありがたいです。

港 - 300～400万円未満 利用している A（ひとり親家庭）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

児童虐待や子供犯罪のニュースが増えているので充実した対策をしてほしい。とくに
児童虐待に関しては、厳しく動いてほしい。母子家庭世帯へもっと充実した支援があ
ればいいと思う。世間が思っている以上に厳しいことが多い。

豊田 4 700～800万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思わ
ない

旧大井川町だけでなく、焼津市にも病後児ではなく病児保育できる保育所を作って下
さい。

焼津東 2 400～500万円未満 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

子ども、親もみんなで楽しめる行事・イベントを充実させてほしい（休日・祝日
に）。

豊田 0 800～900万円未満 利用していない
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う
３才以降あずけられる保育所を増やしてほしい。西焼津駅周辺に子どもが遊べる公
園、支援センターなど充実してほしい。豊田小学校の児童が多いので、他の学校と同
じくらいにしてほしい。

黒石 3 300～400万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う

日頃から子どもの保育充実の為に様々な配慮をありがとうございます。焼津は１８才
まで医療費がかからず、公園も多く、小さい子を持つ親からするととてもありがたい
と思います。今後とても不安なのは、大学資金や女の子という事もあり犯罪に合わな
いかという事です（大富中へ通う際、道路下を通らなければならない事や大富中の良
くない評判も心配です！）。小学校高学年以降も安心できる町だと嬉しいです。

焼津南 0 1000万円以上 利用していない
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

今回初めて妊娠、出産をして、改めて少子化問題に気付きました。不妊の時代に、若
い人もたくさん子供を産みたいと思えるような市の協力が必要なのかなと思います。
企業と手を組み、託児所付きの会社が増えれば、今の若い人達のニーズに合うと思い
ます。焼津市の人口が増えて、盛り上がればいいなと思ってますので頑張って下さ
い。

豊田 5 200～300万円未満 利用している A（ひとり親家庭）
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

－
母子家庭なので働かないとなので、日曜日預けられる施設などがあればぜひ利用した
い（小学生も含む）。

焼津南 1 200～300万円未満 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

３～５才の保育無償化、０～２才もそうしてほしかった。保育料が高い時にサポート
してほしかったです。
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　【未就学】ニーズ調査 自由記述一覧

問１
小学校区

問２
（1）
子の年

問７　世帯の収入
問１３　幼稚園、保育所
（園）、認定こども園な
どの「定期的」利用

家庭類型【現在】
問３０
いつから住んでいる
か。

問３１　焼津市は
子育てしやすいま
ちだと思うか。

問３７　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がご
ざいましたら、ご自由に記入してください。

港 0 1000万円以上 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

・静岡市中央子育て支援センターのように、２ヶ月～短時間預かりしてくれる施設が
ほしい。・支援センターや公民館ｅｔｃのスケジュールをネットで翌月分ぐらいまで
早目に掲載してほしい。

焼津西 5 － 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

－ 問が多く大変。アンケートの回数も多い。

焼津西 4 800～900万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

保育園の職員の意識が、本アンケート趣旨を理解し変わることにより、こどもや保護
者への対応改善に取り組んでもらえるようお願いします。

和田 2 300～400万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

保育園に入れない。下の子の一時保育だけで月２万以上かかる。生活きつい。

黒石 4 600～700万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

幼稚園は一時預かりがあるので助かっていますが、１年生になるとそういったものが
急になくなるのが不安です。預けたい理由は仕事だけではありません。学校にも一時
預かりの制度がほしいです。

小川 0 500～600万円未満 利用していない
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う

支援センターを利用させてもらいました。多くの友人ができ楽しいイベントもたくさ
ん参加し、とても充実した育児を過ごすことができました。ありがとうございまし
た。保育園に入れるかとても不安でした。結果的に入れましたが、入れない友人もあ
りました。小規模を増やすのではなく、ぜひ保育所を増やして下さい。よろしくお願
いします。

黒石 1 300～400万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

一時保育がなかなか空きがなく、又どうしたら一時預かり保育、病児、病後児保育を
お願いするしかたがわからない子育て中の親が沢山います。子育て支援センターにも
親の性格上足を運ぶ事も悩んでしまう方もいるので、そうした支援もしていってもら
えたらと思う。

豊田 4 300～400万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

４月から小１です。小学校に行ったら平日パートに行こうと思いましたが、子供の夏
休みに長期休まれるのは困るという理由で働けませんでした。児童クラブには入れ
ず、祖父母も頼れず、いつになったら働きに行けるのでしょうか…。せめて小学生を
短時間でも預けられるところがほしいです。ファミサポもありますが、パートの時給
とファミサポの料金バランスを考えると、下手するとマイナスになり働く意味がなく
なる。

焼津南 3 700～800万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

私の仕事は、主に子供達が幼稚園や学校から帰ってきた後から始まるので、祖父母の
協力が不可欠です。一般的な午前中～午後の早い時間までの保育だけではまかないき
れない部分（祖父母はまだ仕事（自営）で忙しいので、みてもらえない時がある）が
あるので、ベビーシッターなど個別に対応できるようなサービスを使いやすくしても
らいたいです。

豊田 5 700～800万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

子供のいる家庭では、子育ての環境の充実を願うのは勿論ですが、子供のいない家庭
や子供が大きくなった家庭からも賛同が得られる偏りのない支援をお願いしたいと考
えます。

豊田 4 1000万円以上 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思わ
ない

豊田地区に公園が少な過ぎ、遠方の公園には駐車場がある場所が限られてしまい、
ずっと困っています。子育てに車は必須の土地柄だと感じています。

焼津西 5 600～700万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

できるだけ情報を入手しようとは心がけていますが、「広報は新聞をとっていないと
もらえない」（今は自宅に郵送してもらっています）とか、「近所の人に相談して」
とか言われても、知人がいなくて仕事もあるので、もっとわかりやすく情報を入手で
きたらうれしいです。仕事が不定休だったり、土日祝も仕事の人などへの対応ができ
るようになってもらいたいです。イベントは土・日が多かったり、保育園の土曜休み
などは仕事の都合上とても大変です。
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　【未就学】ニーズ調査 自由記述一覧

問１
小学校区

問２
（1）
子の年

問７　世帯の収入
問１３　幼稚園、保育所
（園）、認定こども園な
どの「定期的」利用

家庭類型【現在】
問３０
いつから住んでいる
か。

問３１　焼津市は
子育てしやすいま
ちだと思うか。

問３７　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がご
ざいましたら、ご自由に記入してください。

東益津 0 500～600万円未満 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

・子育ての環境の情報や資料はどこに行ったらあるのかわからないので、わかりやす
くしてほしい。・赤ちゃん駅のマップとかあると助かる。・コンビニに数枚のオムツ
があるといい。

黒石 5 500～600万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

西焼津周辺には児童館などがなく、広い公園も少ないと思います。子供たちが、自分
たちで出掛けてすごせる場所があると良いと思います。

豊田 4 500～600万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

そう思わない

西焼津駅周辺は、焼津駅（特に海沿い）の環境に比べ、なぜそんなに差があるのかわ
からない。東側ばかりでなく、西側にも公園とかアトレみたいな施設ほしい。予算を
平等に配分してほしい。もう、藤枝市に入ったほうが充実するんじゃないかとすら思
う。

港 0 500～600万円未満 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う
幼稚園、保育園へ入れる為の方法（いつ頃から園をさがしたり決めるのか、手続きは
どこでやるのか）を知りたい！子育てが初めてなので、手順などもわからないことが
多い。アトレ庁舎の方の対応が嫌な感じがする。もっと明るく接してほしい。

小川 4 － 利用している A（ひとり親家庭）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

せっかく子供手当てが出ても、夫が持ち、子供の為に使いたいときに助けてもらえな
い、困ってしまう。そればかりを当てにするわけではないけど、収入がない私にとっ
てはとてもたよりに思ってるのに。

焼津南 2 700～800万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

土のある場所が少ない。自然豊かな大きな広い場所がほしい。中途半端な児童施設は
要らない。本当のニーズをくんで作ってほしい。時短が小学校入学までしか使えない
ので、その後の子どもとの生活がとても不安。１９：００帰宅して２１：００にねる
生活ができるのか…。みんなどのようにやっているのか、やりこなしているのか。

焼津西 5 － 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

そう思う

土曜日のみ（日曜も）小学生を預けられる所がほしい。→学童は子供が多すぎるた
め、自営で職場に帰ってくるようにしていますが、土曜日は学童に行ってもらえると
助かります。土・日が忙しいサービス業なので。自営、サービス業には必要。→夏休
み中もほしい。特に低学年は子供だけで公園などは不安。

豊田 1 500～600万円未満 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

広い公園があちこち出来ていますが、小さい子供と遊んでいると、遊具が大きいもの
が１つしかないと、大きい子たちと一緒になって危ない時がある。特に大覚寺公園、
遊具を増やしてほしい！

東益津 5 200～300万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

４月から小学校にあがる為私も仕事を始めたが、長期休み（春、夏、冬）のみ３姉妹
で利用できる一時預かり的な施設があると助かる。現在は幼稚園２園を使って仕事に
行っているので、長期休みは３女がまだ小さい為、預かり保育が休みになってしまう
ため仕事ができないので。

大井川西 5 700～800万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

－
過去には保育園の入園決定、今は学童の決定がおそい。決まるまでの不安が大きく、
万が一不可だった場合、対応を取る、考えるのに時間がなさすぎる。学童の充実もお
願いしたい。

大井川南 0 500～600万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

昔のように児童館があれば、大人もいる環境で子供の居場所が作れる気がします。費
用もかからず、友達とあそべるという所が魅力です。
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　【未就学】ニーズ調査 自由記述一覧

問１
小学校区

問２
（1）
子の年

問７　世帯の収入
問１３　幼稚園、保育所
（園）、認定こども園な
どの「定期的」利用

家庭類型【現在】
問３０
いつから住んでいる
か。

問３１　焼津市は
子育てしやすいま
ちだと思うか。

問３７　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がご
ざいましたら、ご自由に記入してください。

大井川東 5 500～600万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

幼稚園、小学校の家庭訪問は必要ですか？だいたい４、５月にあるのですが、ベテラ
ンの先生でなければたいていの先生は子供を１、２ヶ月でどのような子なのかわから
ないので苦痛な場となります。考えて下さい。

黒石 4 500～600万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う
子育て支援が充実していて、焼津で子育て出来て良かったです！ありがとうございま
す。支援センターをよく利用していましたが、幼稚園児は利用できないので（長期休
みの夏休みなど）、幼稚園児の遊べる所があるといいなーと思います。

豊田 0 600～700万円未満 利用していない
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

保育士の待遇向上を期待します（放課後児童クラブ指導員を含む）。

小川 2 500～600万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う
保育料ですが、母子家庭安すぎ、共稼ぎは高い。せめて母子家庭からもおやつ・給食
代くらいは払うようにしてほしい。１０月からは保育料無償化が始まりますが…。

和田 4 1000万円以上 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

２／１７に行われたターントクルプレイベントの様に、公民館におもちゃが出張して
きてくれる様なものをたくさんやって欲しい。どこの公園（施設、図書館等）へ行く
にも車なので、徒歩で子供と和田公民館へ行けたのが良かったです。

港 1 300～400万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

今、子供を妊娠中です。保育園に入っている子もいます。仕事はやめなくてはなら
ず、出産後に落ち着いたら仕事を見つけてやりたいのですが、産後２ヶ月で保育園に
預けれないし、保育園が決まらなければ仕事もできない。そのへんどうにかなりませ
んか？

焼津南 4 500～600万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思わ
ない

公立幼稚園の保育の開始時間をもう少し早めてほしい。終わりをもう少しのばしてほ
しい。

豊田 2 500～600万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

焼津市は子育てにかかる経済的負担は少なくとても良いですが、外国人も多く治安が
もう少し良くなるといいなと思います。子どもが安心して外で遊べるような環境があ
るといいと感じます。

小川 0 600～700万円未満 利用していない －
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

駐車場のある公園がもう少しほしい。すぐにいっぱいになってしまう。

黒石 2 400～500万円未満 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

子供が１歳半から３歳の幼稚園に入るまでがとても大変（精神的にも身体的にも）な
ので、その時に気軽に頼める機関があると助かります。

豊田 2 700～800万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思わない
立派な子ども館を作る前に、待機児童の解消や既存の子育て支援センターの内容充
実、放課後児童クラブの完備（豊田地区は特にひどい）など、やることはあるはずで
す。早急な改善を望みます。

東益津 5 400～500万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

子育てに関する悩みをどこに相談したらいいかわかりません。気軽に相談できる場所
を教えてほしいです。

大富 5 600～700万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

アンケートに該当する我が子は現在年長で、来年度小学校入学を控えています。入学
後、学童利用させてもらう予定ですが、基本的には低学年の３年生までと伺っていま
す。４年生以降も希望する場合は、学童を利用できる体制作りをお願いしたいです。
国は６年生までの学童利用を謳っていますが、焼津市の現状は低学年いっぱいとなっ
ています。正直保育園の方が安心感があり、小学校になってからの方が子育ての不安
が強いです。フルタイムで安心して働ける環境をお願いします。
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　【未就学】ニーズ調査 自由記述一覧

問１
小学校区

問２
（1）
子の年

問７　世帯の収入
問１３　幼稚園、保育所
（園）、認定こども園な
どの「定期的」利用

家庭類型【現在】
問３０
いつから住んでいる
か。

問３１　焼津市は
子育てしやすいま
ちだと思うか。

問３７　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がご
ざいましたら、ご自由に記入してください。

豊田 0 400～500万円未満 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

豊田地区に大きな公園を作ってほしい。海の近くばかり力を入れすぎ！

豊田 5 300～400万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

働きたいけど、子供が病気の時や、長期休みの事を考えるとなかなか仕事が見つかり
ません。病児保育や児童クラブの充実を望みます。子供だけでも安全に外を歩ける、
安心できる町づくりをしてもらいたいです。

港 5 900～1000万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

子供が安心して遊べる環境が少ないです。眼科や耳鼻科も焼津に少ないので、もっと
ふやしてほしいです。

焼津西 5 500～600万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思わ
ない

幼稚園の無償化は違うと思います。特に、保育園の方は入れる方はいいけど、入れな
かった方に対してヒドいので、まずは希望者全員が入れるようにしてから無償化、そ
のため“保育士の給料、待遇改善”してからと思っています。よろしくお願いしま
す。

豊田 5 900～1000万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う

県内中部地区でみたら、他の近隣の市に住むママさんたちの話と比較して焼津市は学
童の受入体制や医療費の面でありがたいなあと思います。うちの子供たちはもう全員
小学生になってしまいますが、保育料が高く働く意味があるのか正直悩んだこともあ
りました。無償化については今後の出生率ＵＰにもつながるかな？と思います。働く
ことを断念する方も減るかと。

黒石 5 － 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

近所に公園がなく、外でのびのび遊ぶことができません。公園を作って下さい！！

焼津東 0 100万円未満 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

そう思う
子育て支援センターが充実していて利用しやすく大変助かっています。ターントクル
が利用できるのを楽しみにしているので、小さい子も安心してすごせるように赤ちゃ
んコーナーがしっかりしていると嬉しいです。応援しています。

小川 2 500～600万円未満 利用していない
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

今は夜子供が寝てからバイトへ行っているが、仕事がバイトでも昼間預けられる所が
あったら、昼間に変えられるのに…と思う。ファミサポは人がコロコロ変わってしま
うし、一時預りはいっぱいでことわられる時もある。もう少しバイト、パートでも預
けやすい施設があれば…。

大井川西 1 400～500万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思わ
ない

小規模保育園、認可保育園が旧焼津市の方ばかりなので、通えないから、旧大井川町
方面にももう少し作ってほしい。希望が出せるところが限られてしまう。その為、今
認可に入れていません。大井川保育園への入園を旧大井川町に住んでいる人を優先的
にしてほしい。

小川 4 900～1000万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

子供により、ご飯を食べに行ってもおとなしい子。活発に動きまわる子がいます。我
が家は後者だと思います。そのため外食をたまにしたくても、周囲が気になりなかな
かできません。そのため、子供も楽しめ、大人もゆっくりできる場所がほしいです。
例：静岡のモンシュシュカフェ

大富 5 600～700万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

公立の保育園を７：００からはじめてほしい。放課後児童クラブのいじめや質問題、
第一希望に入れないと不安。なかよし学童と大富キッズのバランスが悪すぎる。賛成
の！！考え方がちがいすぎ。

黒石 5 400～500万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

焼津にも子ども館（島田）のような室内でも遊べる場所が欲しい。特に小学生の遊べ
る場所。学校の校庭開放があると良い。
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　【未就学】ニーズ調査 自由記述一覧

問１
小学校区

問２
（1）
子の年

問７　世帯の収入
問１３　幼稚園、保育所
（園）、認定こども園な
どの「定期的」利用

家庭類型【現在】
問３０
いつから住んでいる
か。

問３１　焼津市は
子育てしやすいま
ちだと思うか。

問３７　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がご
ざいましたら、ご自由に記入してください。

豊田 3 600～700万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

小学校の朝の「はたふり」が、仕事をしている母親には負担が大きいです。子供達が
安全に学校へ登校するために必要だとは思いますが、シルバー人材さんにお願いした
り、市の方で協力してくださると助かります。

東益津 0 300～400万円未満 利用していない A（ひとり親家庭）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思わない
２年保育の幼稚園をせめて３年保育にしてほしい。園長保育なども公立幼稚園でも
やってほしい。

焼津西 4 700～800万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思わ
ない

夏休みだけ学童を利用したい人があまりにも多いのに、単発利用できない。年間を通
じて利用している人のみしか夏休みも利用できないのがおかしい。施設を増やすべ
き。雇用促進にもなると思う。

港 4 600～700万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

そう思う

とても子育てし易い環境だと思いますし、市が積極的に取り組んでくれているのがわ
かって安心できます。将来を担う子供達に、良質の教育を与える為に、教育機関の充
実と、子供を理解し子供の為を思って行動してくれる教育者の育成と確保（協力でき
る親を含めて）が今後の焼津発展につながると思います。これからも宜しくお願いし
ます。

焼津西 3 400～500万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

公園だけでなく、子供がワクワクして１日中遊べる室内の施設をもっと増やし、多く
の子供たちが、遊ぶ、交流する、文化的体験ができる場所があって欲しい。

小川 1 500～600万円未満 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

支援センターをよく利用し、とてもたすかっています。ただ、幼稚園に通う子供のい
る時間には利用ができる施設が限られているので、藤枝のキッズパーク、島田のぼる
ねのような未就園児～小学生が同じ施設で遊べるところが無料で利用できるように
なったら嬉しいです。

和田 4 600～700万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う これからも子供や親に優しい環境作りをよろしくお願い致します。

焼津西 1 800～900万円未満 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う
個人的になってしまいますが、家から小学校が遠すぎて今から不安です。５０分くら
いかかります。すぐ横（２分程度）の子供たちは冬にバスに乗って行くので、八楠が
広くて、女の子なので、行きも帰りも心配でたまりません。

焼津南 4 500～600万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思わ
ない

焼津市はまわりの市に比べて教育に力を入れた方がいいと思います。学力がまわりの
市に比べて低いように感じます。

豊田 5 1000万円以上 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思わ
ない

県外出身核家族が孤立してしまう環境だと思います。地域のつながりも、共働きでは
平日日中に時間がとれず、関係を築けません。学校のお知らせや休みの伝達等難しい
人がいることを知っておいてほしいです。都市部や静岡市のように、共働き世帯の子
供も習い事等できるよう、学童の内容をもっと充実させてほしいです。小さい子に責
任を負わるリスクは避けたいです。今後を期待しています。

黒石 5 1000万円以上 利用している －
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

そう思う

焼津市は子どもの医療費がかからないので、とても助かっている。また１０月から幼
稚園の保育料も無償化されるとのことで、非常にありがたい。今回、このアンケート
で色々な子育てに関する事業があることを知った。数年前に転居してきたので、その
事業の存在を知る機会がなかったように思う。

大富 2 900～1000万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う
焼津市は医療費や子育て支援をいち早くとり組んでくれているので、大変ありがたい
です。予想外に３人目が出来てしまい経済的にどうしようと思っていましたが、本当
にたすかっています。
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　【未就学】ニーズ調査 自由記述一覧

問１
小学校区

問２
（1）
子の年

問７　世帯の収入
問１３　幼稚園、保育所
（園）、認定こども園な
どの「定期的」利用

家庭類型【現在】
問３０
いつから住んでいる
か。

問３１　焼津市は
子育てしやすいま
ちだと思うか。

問３７　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がご
ざいましたら、ご自由に記入してください。

黒石 4 600～700万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

公立の幼稚園はなぜ２年保育なのですが。今利用していますが、理由を知らないので
教えて下さい。（大井地区は３年保育ですね。）

小川 1 500～600万円未満 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

公園が多いのはとてもうれしい。もう少し室内のとまとぴあアトレのような大きい事
業がほしい。藤枝の方が大きいところが多くて藤枝に遊びにいく方が多い。

豊田 0 300～400万円未満 利用していない
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

そう思う
自然もあり子育てもしやすいです。防災タワーと公園や公民館をセットに考えてｍａ
ｐを作って下さると非常に助かります。

大井川東 5 400～500万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

沢山子供はほしいけど、経済的にきびしい。子供にかかるものは支給してほしい。今
いる子にも充分な教育がしてあげられるか心配。自分達の親世代にしてもったように
してあげたいが困難。少しでも楽になれるよう働いていいるが、それが子供の為に本
当になるのか日々考えてしまう。

港 4 300～400万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

焼津市立図書館、保健センターのトイレが狭く、古く（和式トイレ）子連れや妊婦の
利用が大変しにくいので、１日も早く新しく改装していただきたいです。

東益津 5 400～500万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

公立の幼稚園が２年保育なことがおかしい。言っているのに、まだ２年保育を続ける
つもりですか？近くにせっかく公立幼稚園があるのに、わざわざ遠くの私立幼稚園に
みんな行かせてる、おかしすぎ。来年度から保育料無料になるし、２年の幼稚園に入
れたい親はいなくなる。よって公立幼稚園はなくしてくれてよい。そこに使われる人
件費から施設費を他の子育て充実に使ってほしい。入園人数をみれば一目瞭然！！

大富 0 400～500万円未満 利用していない
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

特にありませんが、アンケート結果が知りたいです。皆さんと私との考え方の違いが
わかればうれしいです。このアンケートを役立ててほしいという思いもあります。よ
ろしくお願いします。

小川 4 200～300万円未満 利用している A（ひとり親家庭）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う

未就学児対象の習い事（市が運営）で、平日だと就労のため利用できない。スイミン
グがなくなってしまって残念です…。また、小学校に入ってからも市が運営する教室
（体操、スイミング、習字など）あると良いです。市が運営のものは経済的に助かる
ので…。

和田 3 600～700万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思わ
ない

生まれてから３年間、待機児童でした。毎年、落ちたという紙しか届きませんでし
た。保育園が入れないのであれば、そのような道が（無認可など）あるか教えてほし
かった。焼津市でうまれていない私には幼稚園等なにも分からないので、いろいろあ
わてて手続きした。入れないのはしょうがないが、そのあとのサポートをもっとやっ
てほしかった。入れないだけの紙１枚ではどうして良いか正直困った。

和田 4 500～600万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

私の子供は全員１月産まれで０才から保育を希望するが、０ケ月で復帰しようと思っ
ても定員がいっぱいで保育園に入れない。みんな平等に入れるようになってほし
い！！

豊田 2 500～600万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

小土在住ですが、徒歩圏内に充実した公園がありません。住宅街であり、子育て世代
がたくさん集まっており、子供達が自分達で行くことができる、元気よく外で遊べる
公園がほしいです。豊田小の学童の評判がよくありません。
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　【未就学】ニーズ調査 自由記述一覧

問１
小学校区

問２
（1）
子の年

問７　世帯の収入
問１３　幼稚園、保育所
（園）、認定こども園な
どの「定期的」利用

家庭類型【現在】
問３０
いつから住んでいる
か。

問３１　焼津市は
子育てしやすいま
ちだと思うか。

問３７　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がご
ざいましたら、ご自由に記入してください。

豊田 5 600～700万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

保育園では預り保育があり、理由を問わず、延長保育してくれるが、小学生になると
それがなくなるのが困る。学童に入るための条件も満せず、少しの間預かって欲しい
時、そういう場がない。ファミリーサポートは事前の面接があり、手続きが面倒だと
思う。

大井川南 4 700～800万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

上の子の保育園に下の子が１０ヶ月落ちている。別の保育園のため会社まで片道１時
間以上かけている。０才の枠を増やしてほしい。

小川 5 400～500万円未満 利用している －
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思わない 出産費用がまず高いです。児童手当などの支援をもう少し充実させてほしいです。

焼津西 4 400～500万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う

子育ての中でも障がい児にももっと目を向けてほしい。ただでさえ子ども３人（双
子）いる中、肢体不自由の脳性マヒの子がいるので、オムツ代、病院へのガソリン代
（毎週）などなど経済的にはかなり苦しい。（補助金はいただいていますが）情報が
あまりない。障がい児や発達障がいＡＤＨＤなどうたがわれるような子に対しての支
援や相談窓口などわからない。

焼津西 0 700～800万円未満 利用していない
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

初めて行く支援センター等は敷居が高く、サイトやホームページ等内部の様子（写
真）などがあると嬉しい。（結局１ヶ所しか行けていない）

黒石 4 200～300万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

転勤族でしたが、こどもの幼稚園のタイミングで焼津市に住むことに落ちつきまし
た。県内いろいろと住みましたが、焼津市は１番子育てに関する制度も整っている
し、公園や医療費など他市と比べてもとても住みやすい所だと思います。幼稚園の時
間だけで働ける所がなかなかないので、子どもが大きくなるまで働けない人が多いと
思います。

黒石 4 300～400万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う
西焼津地区は駅にしか公園がないので公園がほしいです。車でくる方が多いと思うの
で駐車場も公園にほしい。

焼津西 1 300～400万円未満 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

焼津の支援センターはこまごましたおもちゃが多く、硬いものも多いので気を使いま
す。島田駅の近くのセンターや蓮華寺ノセンターは遊具が大きくやわらかいので安心
して見ていられます。アトレの支援センターのフライパンは本物なので投げられると
こわいです。静岡市で公園にカフェを作っているのがとてもうらやましいです。子連
れは静かなカフェに入れません。

大井川南 4 300～400万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う
小さい子供が犠牲、被害者になる事件が多発しています。虐待や犯罪被害から子供を
事前に守り、また被害にあってしまった子供が生きるためのサポートを充実させ、皆
が健やかにいられる社会づくりをお願いします。

焼津西 4 1000万円以上 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う
フルタイムで働いている為小学校に入学した時の放課後、子供をどうしようかと悩み
ます。もっと時間を長く預かって欲しい。（１９時頃が希望です）保育園と同時刻が
良い。

焼津西 4 400～500万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

そう思う

現在、幼稚園に通ってますが、小学校や学童の情報がなかなか入って来ません。上の
子が居るお母さんたちから聞いたりはしますが、やはり確実な情報がほしいです。子
供が小学校に入ったら、働きたいと思っても、学童の空きや、長期休暇のみでも良い
のかがわかりません。焼津市は未就園児の情報は、支援センターなどから、入りすご
くすごしやすいですが、小学校以上の情報を取り入れにくいような気がします。子育
て支援については、すごく手厚いので子供を持つ親としては焼津は住みやすい所だと
思います！

大富 0 700～800万円未満 利用していない
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

市のホームページや広報やいづがわかりずらかったり情報が更新されていないことが
ある。保育園に入れるかどうかの不安が強い。入園が決まった方もギリギリまで入れ
るかわからず不安を感じたとのこと。はやめにわからないと今後がこまってします。
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　【未就学】ニーズ調査 自由記述一覧

問１
小学校区

問２
（1）
子の年

問７　世帯の収入
問１３　幼稚園、保育所
（園）、認定こども園な
どの「定期的」利用

家庭類型【現在】
問３０
いつから住んでいる
か。

問３１　焼津市は
子育てしやすいま
ちだと思うか。

問３７　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がご
ざいましたら、ご自由に記入してください。

大井川南 5 700～800万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

現在、保育園が利用できているのでとても助かっています。

焼津西 4 400～500万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

近年、たくさんの公園が整備されていますが、公園の遊具を新しくするのは安全上、
理解できますが、トイレの整備もやってほしいです。物騒な事件や、不審者が多く
なってきているので、子供だけでの公園利用に不安を感じます。

大井川東 3 700～800万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

新聞をとっていないので広報やいづが届かない。回覧板で回してもらうことはできま
せんか？

豊田 0 200～300万円未満 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う
保育園の待機児童が多いとききます。私も預け先に困っているので早急に充実させて
欲しいです。又、一時預りの一時間での値段が高い所があるので、もう少し安くなる
と預けやすいと思います。

東益津 2 300～400万円未満 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思わ
ない

他の市町は子供の遊ぶ場所などが充実しているが焼津にはない。子供が減っているが
子育てしやすい環境や金銭的な援助が少ないと思う。子育てにはお金がかかりすぎる
ので子供が減っていると思う。親子体操などもっと安くすればいいと思う。

豊田 - 300～400万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う
夏休みなど長期休みに子どもを預けられる所をふやして欲しい。無料にして欲しい。
子供２人預けると、そのために働いてるようなもので、働く意味がわからなくなる。

豊田 4 600～700万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う
病気、特に、突然の熱など重い症状ではない時に、急に仕事を休む事が（母親なが
ら）迷惑をかける事になり、悩むところです。祖父母にも用事があったりと頼みづら
く考える事が多いです。

焼津南 0 1000万円以上 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

変質者が出たり、人気のない場所があったりするのでボランンティアの方が立ってい
て見守ってくれる事がとてもありがたいです。子どもが暮らしやすい街になってほし
いと思います。よろしくお願いします。

小川 0 900～1000万円未満 利用していない
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う 同居でも保育園に入れる環境（義母の年令が６０才満たず、仕事をしていなくても）

大井川東 4 300～400万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

夏休み中なのに給食費を払うのは、どうかと思う。

豊田 1 800～900万円未満 利用していない
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う

これから仕事復帰ですが、高齢で出産したため、仕事においても責任ある立場になる
ことも多く、子育てと仕事をやり抜く気力と体力がもつか心配です。今後もいろいろ
な面で、子供、親のサポートをお願いできたらありがたいです。よろしくお願いしま
す。

豊田 1 400～500万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思わない

子どもがへっていくから保育園がふやせないと市に言われましたが、こんなに保育園
に入れないし、入っても大変なのに仕事をしてつらい思いをするなら子どもはあきら
めようと言う選択にしかならない。保育園無償化にするくらいならもうすこし保育園
ふやして入りやすくして保育料をはらうほうがいい。
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　【未就学】ニーズ調査 自由記述一覧

問１
小学校区

問２
（1）
子の年

問７　世帯の収入
問１３　幼稚園、保育所
（園）、認定こども園な
どの「定期的」利用

家庭類型【現在】
問３０
いつから住んでいる
か。

問３１　焼津市は
子育てしやすいま
ちだと思うか。

問３７　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がご
ざいましたら、ご自由に記入してください。

焼津西 3 600～700万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

保育園入園の相談に子育て支援課（？）へ行ったら”フルタイムじゃないとむずかし
いからあきらめた方が良い”とすすめられた。子どもが産まれたからフルタイムは自
分の精神的、肉体的にむずかしいと思って時間を減らしたのに、それで保育園をあき
らめざるをえなかった。希望すれば誰でも希望の保育園に入れるようにしてほしい。
焼津市は３子から保育園無料ですが、うちは３人いますが入園できないので意味無い
なと思います。あと、４月はならしのためか幼稚園が１３時でおわってしまうのでと
てもこまっています。

焼津西 0 － 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

子どもを産むための産婦人科、まず不足していると感じます。少ない為に待ち時間が
長いです。他県と比べて予約がとれないことにおどろきました。

焼津西 1 500～600万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思わない
親が就労している、していないに関わらず、保育を利用したい人が利用出来る環境を
市独自に展開してもらいたい。

港 0 700～800万円未満 利用していない A（ひとり親家庭）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う
保育園にはいりたくてもはいれない状況があります。子育てにはお金がかかります。
親は働きたくても働けないという状態ですので、どうか待機児童解消ができるよう整
備をお願いしたいです。

豊田 2 600～700万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

母親の仕事が不定休、仕事時間もシフト制のため（朝５：００～夜２１：００頃）会
社の理解がないと働き続ける事が難しいと感じます。母親は日ように休みを取る、時
短などしていますが、父親の会社でも同じような対応がとれたら母親のワンオペ育児
から解放され少し軽になります。女性だけではなく、男性も育児に参加できるよう市
でも働きかけていただきたいです。

港 0 300～400万円未満 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う

３才未満の子が気軽に利用出来る、子育て支援センターの施設がもっと沢山身近に
あってほしい。保育所、幼稚園内にそれぞれあってほしい。図書館や子供が遊べる公
園や遊具の充実している事を希望します。学習体験ができる施設などもほしいです。
ＮＨＫ教育番組で行われるイベント見たいのを市主催で行ってくれたらいいなあと思
う。シーガルドームを利用して３ケ月に１度ぐらいで。

豊田 5 600～700万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思わ
ない

公園や遊歩道、自転車やベビーカーにやさしいまち、子どもが体を思いきりうごかせ
る走りまわれる場所

焼津西 2 900～1000万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

－

現在、少規保育施設へ通っているが来年度退園のため、新たに保育園または幼稚園を
決めないといけないことになり負担が大きい。途中で保育園に入ることは困難であ
り、決定も１月末でおそいため、準備する時間がない。幼稚園はまだ共働きの家庭に
は壁があり、入園できるところは限られる。たくさん良い幼稚園があるのに通うこと
に困難を感じる。（朝の預り保育やお弁当持参の面）

和田 2 400～500万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思わ
ない

子供が病気で園に行けず、両親のどちらかが休まなければいけず、とても厳しい時が
ある。病後児保育も審査が厳しいとのことですが、そもそもそういった子供を預けら
れる施設が少なすぎ。少ない上に各施設３－４名しか受け入れもない。殆ど、その園
に通っている子で埋まる。生活のサポートも両親だけでは難しい。残業をしないとい
う企業もあるが、そういう企業は未だに少ないと思う。園の方針をかえるだけでは難
しい。企業、世の中がもっと今の共働き世帯を理解してくれないと、改善はない。子
供がかわいそう。フルタイムで共働きしないと生活していけない、というのも問題が
ある。もっと実態を知ってほしい。
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　【未就学】ニーズ調査 自由記述一覧

問１
小学校区

問２
（1）
子の年

問７　世帯の収入
問１３　幼稚園、保育所
（園）、認定こども園な
どの「定期的」利用

家庭類型【現在】
問３０
いつから住んでいる
か。

問３１　焼津市は
子育てしやすいま
ちだと思うか。

問３７　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がご
ざいましたら、ご自由に記入してください。

－ 600～700万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

子どもを育てる上で、幼保無償化はありがたいが、そこを無償にするのではなく、児
童手当を増やしてもらえる方が、良いと思う。今、焼津にあるすべての幼保、私立、
公立のそれぞれの良さがお金によって失われてしまっている。また、正直子どもは
もっと生みたいが、大学以降を考えるとお金がかかり、生めない。欲しいのに生めな
い。それも少子化の原因かと思う。

大富 3 600～700万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

焼津市でも色々な子育ての支援事業があるようですが、個人的にはあまり身近に感じ
ていません。子供（０～１２才位まで）を平日、休日に気軽に一時的に預ってもらえ
る施設があると大変助かります。

焼津西 3 500～600万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

毎年提出する書類をもっとかんたんにしてほしい。時間もないし、書き直しが毎年で
る。

東益津 5 600～700万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

そう思う
小学校の登下校の安全パートナーさんの増員、危険だなと思うところに立ってほし
い。安全パートナーさんが車で巡回などしてほしい。小学生の放課後の活動を増やし
てほしい。

焼津南 5 700～800万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

子供達が安心して遊べる公園を充実させてほしい。小さい公園はとくに手つかずで老
巧化している。古くなった遊具を取り外した後、新しく取りつけられることなく公園
自体がさびれていっているように思う。

豊田 3 300～400万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

子育ての事を市がフォローしてくれたりしている状況がよくわかりません。何をかつ
ようすればよいのか情報をどうとればいいかがわかりません。

和田 4 300～400万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う

幼稚園費用が多少なりとも戻ってくるのは大変助かっています。小学校にあがった
時、徒歩で学校まで行くのが心配です。不審者も増えているので、見守り等お願いし
たいです。車の運転手にも広報の放送などで注意を呼びかけてもらいたい。（スピー
ドなど）

焼津東 4 900～1000万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

特になし

焼津東 2 500～600万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思わ
ない

小さな園が増えてありがたいのですが、先生がたりなくなっちゃったらどうしようと
不安に思います。黒はんぺんづくり等、焼津っぽいイベントがいっぱいあるといいな
と思います。

大井川東 5 400～500万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

医療費無料など子育てしやすい環境である一方、母親の仕事のしづらさを感じます。

豊田 0 400～500万円未満 利用していない
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

医療費の負担がないことは近隣市町村に比べとてもいいと思います。ただ、幼保育園
の充実については正直もう少し頑張ってもらいたいところです。小規模保育園が増え
てきても、３歳からの預け先を探すことが大変になりそうだなと思いました。

豊田 1 500～600万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

朝早くからの仕事なので、幼稚園に行かせたいが、時間が合わず悩んでいる。朝早く
あずかってほしい。義務教育も無償化してほしい。

港 4 400～500万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

幼稚園、保育園が無償化になるにあたって学童も無償化にしてくれると親としてはあ
りがたいです。より、子育てしやすい市になると思います！！

小川 0 400～500万円未満 利用していない
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

保育士の待遇改善

大井川南 2 500～600万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

大井川保育園の開所時間を７：３０から７：００にしてほしい。７：３０～ですと、
勤務に間に合わない。
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　【未就学】ニーズ調査 自由記述一覧

問１
小学校区

問２
（1）
子の年

問７　世帯の収入
問１３　幼稚園、保育所
（園）、認定こども園な
どの「定期的」利用

家庭類型【現在】
問３０
いつから住んでいる
か。

問３１　焼津市は
子育てしやすいま
ちだと思うか。

問３７　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がご
ざいましたら、ご自由に記入してください。

港 2 400～500万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

子供を預けられる親等の家族が近くにいない為、熱を出した時に見ててくれる事業が
あればなあ…といつも考えています。熱のある時くらい子供を見ててあげたいです
が、仕事でどうしても休みずらい…という時にいつもなんとも言えない気持ちになり
ます。

黒石 5 900～1000万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思わ
ない

保育園は、子供の小学校学区と違う園に入れてもらい、小学校に行くと学区内には充
分な学童がなく、小学校から帰った後の子供の居場所をすごく悩みました。又、学童
も質がよくないため、安心して預けられなかった。それぞれの住所の学区内に保育園
や学童が（充分な数の子供が通える数）欲しいと思います。

焼津西 5 500～600万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

図書館の子ども図書の充実。図書館は静かにする所というマナーを伝えることも必要
だと思えるが、１～３才児ぐらいの子には難しい。せっかく絵本に触れさせたいのに
今の状況では読んだり楽しく会話しながらができにくい。子どもがいづらい。

黒石 4 300～400万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思わない

１歳半の健診で言葉の遅れで、保健センターの方に今後の様子をみたいと言われまし
た。その後、保育園への訪問時に本人を見てもらったりしていますが、いったい、い
つ終りになるのかわからない。親からみて、特に遅れがある様には思いません。終了
の報告はあるのか。それとも自然に終了になるのか、わからない。

焼津東 5 400～500万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

そう思う
新１年生に４月からなる子どもの学童落ちてしまいました。夏休みや冬休みなど祖父
母に協力してもらうことになりましたが、もう少し充実した対応をしてほしいです。
幼稚園の方が、安心して預けることができました。

東益津 2 700～800万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う
保育園を増やしてほしい。弟や妹出産のために、兄姉が保育園を退園しなければなら
ないのは、仕事復帰上、困るので。

港 5 700～800万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

そう思う 社会教育科の無料講座が大変勉強になるため今後も続けていただきたいです。

港 0 600～700万円未満 利用していない
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

保育園申込の際、焼津市は小規模保育がたくさんできていることを知りました。一
見、充実しているように思えましたが、保育してもらえるのが２歳まで、そこから先
もフルタイム（８時間）で働くために認可保育所の３歳児で入園させようにも、あま
りに空きが少ないことが分かりました。同じ会社で末長く働くためにも、認可保育の
新設もしくは幼稚園の延長保育に料金が発生しない制度を強く望みます。また、２歳
以下の保育無償化も実現しないと、子育て世帯が１人、２人の子供に留まってしまい
ます。

小川 5 300～400万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

働きやすい環境にしてほしいです。

豊田 0 500～600万円未満 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

市の機能が一ケ所ではないので、子供をつれて、それぞれの場所へ行くのが大変で
す。２０２０年に完成予定の新しい施設がどのようなかんじになるのか情報がわかる
と嬉しいです。

東益津 0 600～700万円未満 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

託児所付きの企業への支援を増やして欲しい。ワンオペ育児をしているママ、パパへ
の負担軽減。

和田 5 300～400万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

学童保育も含めて待機児童の解消に力を入れて下さい。保育園や学童を希望して入れ
なかった家が多すぎます。うちもそうです。
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　【未就学】ニーズ調査 自由記述一覧

問１
小学校区

問２
（1）
子の年

問７　世帯の収入
問１３　幼稚園、保育所
（園）、認定こども園な
どの「定期的」利用

家庭類型【現在】
問３０
いつから住んでいる
か。

問３１　焼津市は
子育てしやすいま
ちだと思うか。

問３７　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がご
ざいましたら、ご自由に記入してください。

焼津西 3 900～1000万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う
日曜、祝日にあずけられる所が欲しい。３６５日、仕事の休みが不定期なので、年末
年始など、希望保育もやっていない時期が困る。

大富 4 500～600万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

小学生になると支援が少なくなると感じます。低学年のうちは希望すれば学童や放課
後児童クラブなどに通えるようになると良いと思います。

焼津東 5 500～600万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

ＡＤＳやＡＤＨＤのグレーゾーンの子供が過ごしやすい環境や支援をもっと充実させ
てほしいと思います。

豊田 3 400～500万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

・通学路などにカメラをつけてほしい。（防犯面）　・保育園には専業主婦（仕事を
探している状態でも）は入所困難といわれたがどうにかしてほしい。

大富 5 1000万円以上 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

（春、夏、冬）長期休みの泊まり（キャンプ等）の体験や魚料理教室、１日バス旅行
などの子どものみの参加できることを企画してほしい。（旧大井川町のサバイバル
キャンプや徳島フェリーなど）焼津の特産を利用した町づくりを希望します。

豊田 0 400～500万円未満 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思わ
ない

子育てをしていると家にいる事が多くなるので、子育てに関する色んな情報を自分か
ら探しに行かなくても入手できるようになるといいなと思います。藤枝市の色んな子
育て支援センターに行くと、とても充実していて、イベントも多い気がします。他の
ママさんとも知り合えるような企画など増えるといいなと思います。

小川 1 300～400万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

保育士さんのなり手が増える政策をお願いします！！

豊田 2 400～500万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

保育園によって土曜保育の時間、小さいときは時短にしてほしいと言われます。どの
保育園も土曜保育の時間を平日みたいに長く預ってほしい。小さいときに時短勤務に
してもらいたいならば市で決めてほしい。職場の人の通っている園の方が時間など合
うが家からは遠いので、今の園で合えば嬉しい。園自体には満足するが時間等は要望
にはなかなか合わない。

東益津 4 800～900万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

東益津地区内公園は、遊具が老朽化して無くなってしまった公園が多く、遊具の充実
した公園を作って欲しい！！公園に行くのに歩いて行ける所に、そういった公園があ
ると嬉しいです。（石脇公園は広いのに遊具が少なく残念です。）

港 4 300～400万円未満 利用している A（ひとり親家庭）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う 実家で同居するひとり親にも支援してほしい。

豊田 0 500～600万円未満 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思わ
ない

日頃から思っていることをどこに話したらいいか分からなかったので、このアンケー
トが来てくれてよかったです。藤枝や島田市のいいところをもっととり入れてほし
い。焼津は清見田とか素敵な公園が多いのでもっと増えたらいいです。（駐車場があ
るかどうかもポイントだと思います）あと、県外（市外）出身ママの会を月１回程度
開催してくれたらいいなと思いました。

港 2 400～500万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

そう思わない
祝日が多くなっているため、保育園等せめて祝日は子供をみてほしい。そうしないと
働く日数が減ってしまい、収入も下がり大変。

大富 5 800～900万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

子どもが１歳になる前から働いていたが、祖父母と同居のため、保育園では受け入れ
てもらえず、働く時間は中途半端になり、また祖父母（特に祖母）への負担が大き
かったようで、関係が悪化した事もあったため、保育園に入れる条件を見直してほし
い。

大富 3 700～800万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う 未来を担う子供達がすこやかに育つように焼津市にはがんばって頂きたいです！
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　【未就学】ニーズ調査 自由記述一覧

問１
小学校区

問２
（1）
子の年

問７　世帯の収入
問１３　幼稚園、保育所
（園）、認定こども園な
どの「定期的」利用

家庭類型【現在】
問３０
いつから住んでいる
か。

問３１　焼津市は
子育てしやすいま
ちだと思うか。

問３７　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がご
ざいましたら、ご自由に記入してください。

豊田 2 600～700万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

そう思う
早い段階から（１歳６ケ月検診、２歳児相談）発達に関する相談、フォローアップの
支援が充実していて、ありがたく思います。これからもそういった子ども達の支援を
よろしくお願いします。

小川 1 400～500万円未満 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

特になし

大富 5 500～600万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

これから小学校に入るにあたり、夏休みなどの間、仕事を全て休むわけにいかず、ど
うしていいのか１番悩んでいます。長期休みに子供を預けられる場所があれば、もっ
と仕事ができると思います。

大富 5 300～400万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

そう思う
市で行う検診などはハガキなので知らせてくれると忘れる事がなく受けられると思
う。毎日忙しくて忘れそうになります。尿検査キッドも早く配りすぎ保管するのが大
変です。他の市はこんなに早くなかったです！！

黒石 5 600～700万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

そう思う
黒石学区（五ケ堀之内）に住んでいるのですが、近くに子どもが遊べる公園が全くな
いので…公園などを充実させてほしいです。

焼津東 5 600～700万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

ファミサポの簡単な登録、焼津港周辺であそべる施設作り（魚好きな子供たちが多い
と思うので水族館や海の博物館、小さい子もあそべる釣り場の拡大、魚と海野生物と
触れ合える場等）寄付金を募る時は募金します。

豊田 0 700～800万円未満 利用していない
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

知人も、焼津の子育て環境にひかれ、他市より引越してきました。手厚くサポートし
てくださり、ありがとうございます。

豊田 4 500～600万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

働きたいと思っていても、夏休みなどの長期の休みはどうしようと思うことがある。
両親は近くに住んでいるが、積極的に頼ることはできないため、子供を育てながら、
働ける場所の紹介などがあったら嬉しい。

小川 2 300～400万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

災害から子供を守るため、津波対策や耐震について知りたいです。また、公園や登下
校道に防犯カメラがほしいです。

豊田 1 100～200万円未満 利用している A（ひとり親家庭）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

保育園によって方針や対応が違ったり、保育園自体でも、園長先生の意図が保育士さ
んに伝わっていないことが多く、働いているから保育園に預けているのに、市の健診
などで一度園を出ると戻ってはダメといわれ、結局仕事を休み、給与を得られず、貧
困になっていくなと感じました。市の方で企画している健診などを保育園や幼稚園で
やるか、あるいは一度つれだしても、帰ってきていいと気持ちよくむかえいれてくれ
る保育士に教育してほしい。今の状態は、保育士が強く、預けている方が泣き寝入り
をする形です。

和田 3 400～500万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

藤枝のキッズパークや島田のぼるねのような施設が焼津にもあったら良いなあと思い
ます。大人も子どもも思いっきり動いて遊びたいです。

焼津西 5 400～500万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

幼稚園にいる間は良いのですが、小学校にあがってからの放課後や夏休みの過ごし方
に不安を感じます。幼稚園の時間外保育のように小学校でも預けられないと、昼間働
きに出られません。

港 2 600～700万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

いずれ子どもがもう少し大きくなったら働く時間を増やしたいと思っているので、放
課後児童クラブに６年まで入所でき安心して働ける環境にしてほしい。
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　【未就学】ニーズ調査 自由記述一覧

問１
小学校区

問２
（1）
子の年

問７　世帯の収入
問１３　幼稚園、保育所
（園）、認定こども園な
どの「定期的」利用

家庭類型【現在】
問３０
いつから住んでいる
か。

問３１　焼津市は
子育てしやすいま
ちだと思うか。

問３７　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がご
ざいましたら、ご自由に記入してください。

小川 5 300～400万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

小川地区は区画整理によって新築の家が増え、子供達も年齢の近い子が集まって遊ぶ
ようになった。また公園も所々に新設されてきてにぎやかな声が響くのはとても環境
が良いと思います。ありがとうございます。

大井川西 2 300～400万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思わ
ない

藤枝のスマイルホールや島田のボルネのような施設をつくってほしい。旧大井川は土
地があるのでぜひお願いします。

豊田 2 700～800万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

放課後児童クラブで習い事や英語の授業など別料金でもよいので充実するとよいと思
う。静岡市などはその様に実施しているクラブもあるが焼津にはない。

東益津 5 400～500万円未満 利用している －
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

子どもの幼稚園を選ぶ時「市立幼稚園が３年だったら行かせたかった」と思いまし
た。

東益津 0 400～500万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う

一部の地域（地区）ですが、上の子を学童に途中入居した際、仲間はずれだと言って
も特に対応が見られなかった。土曜日希望が、少ない定員が、みたしてないで見てく
れなく結局やめてしまったのでなんとかしてほしい。なのに他の地区と料金が一緒
…。なんとかしてほしいと言っていました。

東益津 5 300～400万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

－

東益津地区に公園が少なすぎて、子供と遊ぶ時は車で移動しなくてはならない状況で
す。大覚寺方面は公園がたくさんでうらやましいです…。東益津にも子供達がワクワ
クするような公園がほしいです。のびのびと遊ばせてあげたいです。本当によろしく
お願いします。

東益津 5 300～400万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思わ
ない

年少までは支援センターをよく利用させて頂きました。とても助かっていたのです
が、年長、兄が小学校になると雨の日に遊びに行けるところがなく、島田市のこども
館のような体を思いっきり動かして楽しめる所が焼津市にもあるとうれしいです。小
学生も安心して遊べるところが少ないと思います。

黒石 5 500～600万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

思いっきり体を動かせるような大きな公園があれば良いなぁと思います。サッカーや
ドッジボールなどのボール遊びをしても道路にボールが出ないように高い柵があった
り、ランニングコース（距離がわかるような）があるような公園があれば親子で楽し
めると思います。

大富 5 500～600万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思わ
ない

保育園や放課後児童クラブが不足している。また入所が決定する連絡が遅すぎる。育
休明け、入りたい月の１ヵ月前からの受付では遅いのではないか。仕事復帰するにあ
たって不安になる。４月入園だけでなく途中入園も入りやすく充実させてほしい。

大富 2 500～600万円未満 利用していない
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う

今は１才の子供とお腹に３人目もいるので、フルタイム勤務は考えていませんが、こ
の先子供達が小学生や中学生になった時、フルタイム勤務や長時間の労働を考えると
思います。今少し話が出ている“扶養範囲が狭まる”事が心配です。収入の面でもで
すが、父親の育休不参加や母親だけが育児、家事の環境がもっと進んでしまう。

大井川西 5 500～600万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う

小学校に制服を導入してほしい。洋服の経済的な負担がかかっているのと皆が統一の
方が色んな意味で目立たなくて良いと思う。幼稚園の教諭が少ないような気がする。
年々減ってきていて子供に目が行き届いているのか不安になります。先生にも余裕が
あった方が充実した教育ができると思う。幼稚園の設備にかけられる費用が少ない。
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　【未就学】ニーズ調査 自由記述一覧

問１
小学校区

問２
（1）
子の年

問７　世帯の収入
問１３　幼稚園、保育所
（園）、認定こども園な
どの「定期的」利用

家庭類型【現在】
問３０
いつから住んでいる
か。

問３１　焼津市は
子育てしやすいま
ちだと思うか。

問３７　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がご
ざいましたら、ご自由に記入してください。

港 5 400～500万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

町内会をはじめ、地域の活動が多い。高齢者には負担だからと若い子育て世帯に役員
等の役割がまわってくるが、もう時代は合わないと思う。運動会など子育て世帯、共
働き世帯に何の必要がある？片親が働かなくて余裕のある世帯は昔より減少している
のに未だそのような活動が必要でお金が投入されることに理解できない。是非やめて
もらいたい。

豊田 4 500～600万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う

小川公民館に１歳から通っていました。月２回「あそぼ」に行かせてもらい、保育園
の元先生方にとても救われました。いろんな支援センターに行きましたが、なじめる
所がなかったんです。ボランティアでやっている先生方に表彰していただきたいで
す。

黒石 1 200～300万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

サービス業の為（父・母共）休みの日がなかなか合わず、土曜日、日曜日は１人で子
供を見る事が多い為、土曜日、日曜日などの休日の日も気軽に子供と行ける遊び場や
支援センターなどがあると嬉しいです。土・日（祝日）も預けられる保育園があると
いいなと思います。

大富 - 500～600万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う
子供の医療費の負担が軽いので、とても助かってます。気になったらすぐお医者さん
に見てもらえるので、気持ちも安心できています。夏休みだけの預かりをしてもらえ
ると助かります。

豊田 1 900～1000万円未満 利用していない
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

小規模ではなく普通の幼稚園をもっと増やして下さい。（小規模だと子供が転園する
ことになり、親子とも負担になります）

東益津 5 400～500万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

そう思う
東益津公民館のキッズルーム（支援ルーム）をもう少し子供達が遊びやすい環境にし
てほしい。おもちゃが使えないものが多い。古すぎて見た目が不衛生。

和田 1 700～800万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

全ての土・日・祝をさけて仕事するのはなかなか難しいので保育してもらえると嬉し
いし、役所に土・日・祝日に対応してもらえるとありがたいです。（手続き等）

大井川西 - 700～800万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

保育園は職場の近くで時間内に迎えに行けるが、学童保育は自宅近くで職場から距離
があるので１８：３０までの利用時間の制限では迎えに行けない（現在、祖父母にた
のんでいる）。学童の利用時間をもう少し長くしてほしい。

大富 3 300～400万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

子育てが家計の負担にならない様な世の中になってほしい。習い事も高いので、公民
館や支援センターなどで格安で行ってくれると助かる。（英語、体育クラブ、ダンス
など…）

焼津西 0 600～700万円未満 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

始めての子育てで、検診の予約などわからない事が多いので、予防接種や検診の時期
など詳しく教えて欲しい。（赤ちゃん訪問の時など）

東益津 4 500～600万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

公立幼稚園を３年保育にして欲しい。

東益津 3 500～600万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

そう思わない
働きながら安心して子育てできるように事業所（会社）併設の託児所等を焼津市でも
多く作ってほしい。関東などでは共働き世代が多いので、工夫しているところもたく
さんあります。甲賀病院の子育て支援は充実しているので参考にしてほしい。

黒石 0 300～400万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

来年度４月入園の保育園を希望していましたが残念ながら落ちました。今後のことを
考えるととても不安です。ただでさえ子供を育てながら仕事をすることは大変なの
に、保育園問題が解決されない限り、安心して働けません。このような状況の人はた
くさんいると思います。本当になんとかしてほしいです。
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　【未就学】ニーズ調査 自由記述一覧

問１
小学校区

問２
（1）
子の年

問７　世帯の収入
問１３　幼稚園、保育所
（園）、認定こども園な
どの「定期的」利用

家庭類型【現在】
問３０
いつから住んでいる
か。

問３１　焼津市は
子育てしやすいま
ちだと思うか。

問３７　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がご
ざいましたら、ご自由に記入してください。

大富 3 700～800万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

市街や駅周辺、市役所周辺は子供を遊ばせる広場や児童館があるが、私の住まいは田
舎（焼津の外れ）のため、利用出来る施設が近くには無い。恩恵を感じる事は保育料
だけという状況です。

焼津西 0 1000万円以上 利用していない
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

小学生に入るまで時短労働が適応されるが、それ以降はフルタイム（職場は島田）な
ので小学校に入ってからどうしていこうか今からとても不安です。近くに頼る人もい
ない為、１８時～１９時まで子どもがいられる場所があればいいのですが…。なけれ
ばパートになるしかないです。同職場の人も同じ問題で困っています。

豊田 4 500～600万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思わ
ない

仕事と育児の両立が女性の課題となっている事がとても負担です。男性の職場におい
て子育て意識が低いと思います。そもそも私の（母親）場合は収入面でも私が主に家
計を支えています。全ての責任が自分の肩に乗っているようで毎日が辛いです。男性
が定時に帰宅し、子育てに参加できるよう企業へ働きかけて欲しいです。

豊田 4 800～900万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

アンケートが長い。

豊田 0 500～600万円未満 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

１０月から３才以上の保育料が無料となるらしいけど、０～２才の方が保育料が高い
ので、保育料の軽減など考えてほしいです。

焼津西 0 300～400万円未満 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う 幼稚園に掛かる費用負担を０円にして頂きたいです。

東益津 1 800～900万円未満 利用していない
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

東益津地区に公園がない。道路の街灯が少なく危ない。

大井川南 5 600～700万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

とまとぴあで兄弟で遊びに行った時、幼稚園・小学生・赤ちゃんが一緒の部屋で遊べ
なかったのが困りました。他の小さい子供に迷惑になるのは分かりますが、それから
行きたくないと言います。何か良い方法があればいいのですが…よろしくお願いしま
す。

東益津 0 100万円未満 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

東益津学区に遊具が充実している公園がありません。どうにかつくっていただけない
でしょうか。お願いします。０歳児の育児につきっきりで長女（小１）が寂しい思い
をしています。仕事はしていませんが長期休みの間だけでも空きがあれば学童に預
かっていただきたいです。はちみつ学童が色々な経験をさせてくれるので大変良かっ
たです。（妊娠中お世話になりました。ありがとうございました。）

豊田 2 200～300万円未満 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

３才から子供を保育園に預け、家計の為に働きたいと思っていましたが、人気の学区
ということもあり、求職中という立場でもあり非常に困難でした。子供の好きな習い
事、趣味等もさせてあげられるよう、共働きで頑張っていきたいと考えていますが、
こども園もなく難しい状況です。幼児教育無償化の実施で幼稚園でも預かり保育を利
用し働けるようになるのを期待しています。

港 3 300～400万円未満 利用している －
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

そう思う 港学区は小学校の近くに放課後児童クラブが無いので、近くにあれば…と思います。

大井川南 5 1000万円以上 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

一時預かり保育などを増やしてほしい。幼稚園などでも不定期でいいので英語にふれ
る機会をつくってほしい！！

大井川東 5 400～500万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

そう思う
公園など外で遊べる環境作り。焼津の方はたくさんありますが、大井川の方はとくに
少ないと思う。
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　【未就学】ニーズ調査 自由記述一覧

問１
小学校区

問２
（1）
子の年

問７　世帯の収入
問１３　幼稚園、保育所
（園）、認定こども園な
どの「定期的」利用

家庭類型【現在】
問３０
いつから住んでいる
か。

問３１　焼津市は
子育てしやすいま
ちだと思うか。

問３７　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がご
ざいましたら、ご自由に記入してください。

大井川南 4 400～500万円未満 利用している －
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思わ
ない

幼稚園、小学校共に１５時のおやつを食べてから帰宅するくらいの時間帯にしてほし
いです。学校や幼稚園の用事もあるかとは思いますが、昼前に帰宅時間となると家計
が厳しいです。

焼津西 3 800～900万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う 公園、室内遊び場を増やして欲しい。

大井川南 4 300～400万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思わ
ない

幼稚園での保育時間を延長してほしい。

大井川南 0 600～700万円未満 利用していない
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

仕事、子育て両立には保育園の待機児童解消と認定子ども園の預かり保育の時間をも
う少し長くしてほしいです。（１８：３０や１９：００までなど）今年４月から保育
園入園と復職なのでどんどん住みやすい焼津市になったら良いと思います。

大富 0 800～900万円未満 利用していない
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

保育所に年度の途中からでも入所できるよう定員に余裕を持ってほしい。働きながら
育児ができるように朝・夕の時間が長いと嬉しい。

焼津東 1 200～300万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

待機児童をとにかく減らしてほしい。車を持たない家庭でも各種機関やサービスを利
用しやすくできるように充実させてほしい。

大富 1 600～700万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う

現在静岡市の事業所内保育園に子どもを預けています。保育園の方針で４歳から幼稚
園に子どもを通わせなければなりません。できることなら焼津市のさらには校区内の
幼稚園に預けたいのですが、静岡市までバスの送迎をしてくれるとありがたいです。
家を出る時間の都合上、朝、幼稚園に預けられないので、子どもと一緒に職場へ行
き、保育士にバスの送迎を担当してもらえば焼津市の幼稚園に入れられるのに…。今
の所子どもが４歳になったら静岡市の幼稚園に入れるしかなさそうです。

和田 2 900～1000万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

公共の遊び場の充実、公園の遊具の種類の充実、砂場が圧倒的に少ない。プレーパー
ク、子ども達が想像力で工夫して遊びを作り出すことの出来る遊び場があると嬉しい
です。

焼津西 5 500～600万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

発達障害を持つ子供への周りの理解や知識がもっと広まるといいと思います。外から
わかりづらいため子育てが大変だと感じています。発達障害の子供が生きやすい末来
を作りたい。

焼津西 4 300～400万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

東益津幼稚園に通えて良かったです。たくさんの自然に囲まれドロ遊びや田植え、た
くさんの遠足。子ども達はのびのびと育っていると思います。今後どのような形に
なっても就学前の子ども達が遊びを通して保育できる園（今は勉強できる子にしたい
世の中ですかね。難しいですね。家庭教育も大変ですね。色々な考え方があります
ね。色々書いてすみません。）が残ることを願っています。

－ 3 500～600万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

現在、幼稚園に通っていますが、仕事をしているとやはり保育園の方が便利だと思う
時があります。下の子は保育園に入れましたが、もし小規模保育等になっていたら２
才以降の保育園へ入所できるかどうか不安だったのかなと思いました。幼稚園に入る
か保育園に入れるかという選択をしなければいけない時も保育園に入れるかどうかわ
からないし、その結果がわかるのも遅いので困ることがあると思います。

東益津 2 700～800万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

田舎なせいか、行動するのに必ず車か自転車がないと何も出来ない。（浜当目地区）
もう少し交通機関等子供にも優しい環境になってほしい。道も広い通りや狭い道とも
に安全に子供が歩けるような対策をしてほしい。

28/58



　【未就学】ニーズ調査 自由記述一覧

問１
小学校区

問２
（1）
子の年

問７　世帯の収入
問１３　幼稚園、保育所
（園）、認定こども園な
どの「定期的」利用

家庭類型【現在】
問３０
いつから住んでいる
か。

問３１　焼津市は
子育てしやすいま
ちだと思うか。

問３７　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がご
ざいましたら、ご自由に記入してください。

大富 5 800～900万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

放課後児童クラブに入れさせたかったが、第１子を入れることができなかった。「希
望児童数と受入れがあっていない。」とつよく思いました。高学年より低学年を優先
してほしい。ニーズとあっていない。子育て…と言うと「未就学児」を対象にしてい
る支援がメインですが、子育てはずっと続きます。兄弟がいると小学生と未就学児と
出かけることがあります。大きい子供も小さい子供も一緒に過ごせる（遊べるを含
む）場所があるとすごくいいと思う。藤枝のキッズパークや島田の子ども館みたいな
所がうちはよく行きます。

焼津西 0 800～900万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

保育園に確実に入れるようにするため、０才児から入園させたのですが、もし必ず保
育園に入れる確約があればもう少し育休をとりたかったという思いがありました。仕
事と子育てを安心して両立できる環境を充実させてほしいです。

黒石 4 300～400万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

アンケートの内容が少しわかりづらいです。そして中身が多すぎます。一度に色々聞
きたいのだと思いますが、多すぎて途中で子供の世話が入り、何日もかけて答えまし
た。仕事している方はなかなか返送する方もいないのではないでしょうか。もう少し
減らした方が答えやすいです。

豊田 0 600～700万円未満 利用していない
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

保育園への入園が１年通して決められると良いです。（藤枝市のように）

焼津南 1 400～500万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

小・中学校の学区を選べるようにしてほしい。住んでいる所の近くにあるのに遠くの
学校へ行かなければならない事があるので。学童や土曜（保育園）も給食を出してほ
しい。

和田 5 500～600万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

くるみ、みたいな１日遊べる所をつくってほしい。公園が少ない。アスレチックをつ
くってほしい。駅のまわりがさびれている。

小川 2 300～400万円未満 利用していない －
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

そう思う
焼津市は公園がいっぱいあってとても助かってます。駐車場がない公園があると行け
ないので残念です。

焼津西 2 1000万円以上 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

厚労省の食事バランスでは質的栄養不足になります。食費が上がっても高たんぱくな
給食などを子ども達に食べさせてあげてほしいです。子どもの将来は勿論、医療費増
の対策にもつながります。

港 0 600～700万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

非正規で働いているので、第二子を出産すると第一子が保育園を退園しなくてはなら
ない仕組みを変えてほしい。たとえ非正規で１度退職となっても１年以内に同じ職場
へ戻る予定のある人はそのまま第一子の通園を許可してほしい。子どもの預け先が決
まらないと仕事が決まらない、でも仕事が決まらないと預け先が決まらない…この環
境が非正規の人にはとても大変なので何とかしてほしい。

東益津 4 500～600万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う
公立の幼稚園を３年保育にするべき。公立の児童が減っている中、ずっと取り組まな
いため、公立の幼稚園をなくそうと考えているように感じています。

黒石 4 200～300万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

子育て支援センターの行事や予定を各センターごとにまとめて（月齢や年齢ごと）広
報やいづに毎月のせてほしい。ネットで確認してもわかりづらい。藤枝市の広報誌に
はわかりやすくのせてくれてあります。

豊田 5 300～400万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

子育て支援センターは０才～３才までの間、大変多く利用させてもらい、親子共にと
ても充実した時期が過ごせたので、とても感謝しています。ただ、小学生くらいの子
が遊べる児童館が少なすぎると思います。小学校の近くに児童館が欲しいなぁと切に
思います。出来れば豊田地区に！（小学生の人数が多いので）
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　【未就学】ニーズ調査 自由記述一覧

問１
小学校区

問２
（1）
子の年

問７　世帯の収入
問１３　幼稚園、保育所
（園）、認定こども園な
どの「定期的」利用

家庭類型【現在】
問３０
いつから住んでいる
か。

問３１　焼津市は
子育てしやすいま
ちだと思うか。

問３７　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がご
ざいましたら、ご自由に記入してください。

豊田 5 400～500万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

大学に行く負担を減らしてほしい。子供を育てていくのはお金がかかるので。

大井川西 5 900～1000万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う
通学路などに防犯対策の設置。（挨拶、道路の拡張）職場近くに放課後児童クラブ等
安心して預ける環境。児童手当の値上げ→習い事を身近に！！駄菓子屋など復活→遊
びと計算の楽しさ。

焼津西 4 200～300万円未満 利用している A（ひとり親家庭）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う

児童虐待のニュースが増えているので、家庭訪問みたいな事を市の方かボランティア
か先生たち（保育園、幼稚園）が何回かやれたらもっと家庭で起きている問題にも早
く気が付くことができるのではと思います。家の中をもっと見る方がいいと思いま
す。助けてほしい人はなかなか行動できないと思うので。

焼津西 4 400～500万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

雨の日に子供が遊べる場所がもっと欲しいです。

豊田 2 － 利用していない
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思わ
ない

小学校・中学校を選択できるようにして頂きたいです。

豊田 1 700～800万円未満 利用していない
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う

我が家はありがたいことに４月から保育園に入ることができましたが、お友達は下の
子が入れず保育園と小規模をかけもちすることになるそうです。最近、小規模保育所
が増えていますが、３才児になる時また「保活」をすることを考えると小学校まで在
籍できる保育園を増やしていただきたいと思います。

港 2 600～700万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う

市内公立保育園の開園時間が７：３０からであり不便です。市内民間保育園は７：０
０から開園しており、又他市の認可している公立・民間保育園も７：００から開園し
ています。息子が通っている保育園では７：３０前より門に並び７：３０に門が開け
られたと同時に子どもを預けています。公立保育園によっては７：３０より５分前に
受け入れてくれる所があると聞きました。対応が違うことはどうかと思います。朝
７：００からの開園を望みます。毎年園からアンケート（公立保育園）にも意見とし
て出しているが返事を聞かせていただきたい。

小川 2 収入はない 利用している F（無業×無業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思わない
健診を障がいのある子とない子で日をわけてほしい。同じようにできないのがわかっ
ているけど、自分も辛くなるし、まわりの人達の様子で自分の子供に対しての反応が
嫌な感じの時もある。

焼津南 2 300～400万円未満 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

そう思う
こどもの医療費がかからないのはすごく助かっています。このまま長くそうあってほ
しいです。幼稚園の無償化の内容、期待しています。雨の日や炎天下の日に屋内で遊
べるような広い施設（学校の体育館など）を開放してほしい。

大井川東 4 400～500万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

小児科の充実を希望。よい小児科は予約制で急なときに行けないし、すいてる小児科
は対応がいまいち！インフル等予防接種の負担も（金額）少なくしてほしい。何人も
子供がいて１人２回接種するのは大変…。

大井川南 4 600～700万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思わない 公立幼稚園の預かり保育をしてほしいです。

豊田 3 300～400万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

他市では１度の育休で２人連続して産んだ場合に第１子が年少の学年に到達した時に
親が育休中でも保育園に入れると聞いたので焼津市でもそのような制度があると有難
かったです。

大井川南 0 300～400万円未満 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

２２世紀公園のような大型遊具を作ってほしい。
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　【未就学】ニーズ調査 自由記述一覧

問１
小学校区

問２
（1）
子の年

問７　世帯の収入
問１３　幼稚園、保育所
（園）、認定こども園な
どの「定期的」利用

家庭類型【現在】
問３０
いつから住んでいる
か。

問３１　焼津市は
子育てしやすいま
ちだと思うか。

問３７　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がご
ざいましたら、ご自由に記入してください。

小川 4 700～800万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

制度の充実を計ることも大切ですが、「子供を育てること」とはどういうことなの
か、意識や知識、意志を持てるようになることを目指すのも大事だと思う。それぞれ
の環境があるとは思うが、働く親のためのことはいろいろ策を考えようとするが、子
育てを優先し、働いていない親への支援は後回しになりがちに感じてしまう。

豊田 1 400～500万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思わ
ない

１０月から無償化になるとしても今のように保育料金額を先に払ってから後でもどっ
てくる制度だと結局２人同時に保育園または幼稚園を通わせるのに負担が大きいよう
に感じます。

黒石 4 300～400万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う

子供がよく体調を崩すので医療費がかからないのは本当にありがたいです。家のまわ
りは同じ位の子供を持つ家族がなく、隣近所とのお付き合いも薄く、うちも核家族
（３人）なので…私達が小さい頃のようにたてのつながりで遊んだり、人とコミュニ
ケーションをとる時間が少ないのが心配です。また、この地域は公園が（広い）ない
のでお母さん達や他のお友達と出会える場を作って欲しいです。

東益津 5 700～800万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

小学生の学力低下がとても気になります。

豊田 0 600～700万円未満 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

①図書館の（本、特に児童書）があまりに少ない。また古い。②豊田地区にも支援セ
ンターがほしい。③西焼津駅南側の公園を整備してほしい。汚くていつも変な人がい
る。④アトレに子育て支援課があるのは不便。市に転入した際、本庁から子供をつれ
てアトレに向かって移動するのがかなり大変だった。

港 0 400～500万円未満 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

問３５の５，９などあれば見たいと思うので、この書類のように送付されて来たら便
利。（まだ子どもが小さくてあまり色々考えていないので、問に対する必要性の判断
ができませんでした。）

大富 0 400～500万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

そう思う
焼津市は他の市町村と比べてロタやインフルエンザの予防接種の助成金があったり第
三子が保育園無料だったりと、とても良いと思います。

豊田 5 100～200万円未満 利用している A（ひとり親家庭）
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

「とまとぴあ」のような施設をもっと増やして欲しい。（室内で遊べる）兄弟で年齢
差（しまだのこども館のような施設）があっても一緒に連れて行けるような施設を
造ってほしい。

豊田 4 700～800万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

パート等働きに出たいが、夏休み等の長期休暇がネックで出られない。長期休暇中、
子ども達が安心して遊べる場を用意してほしい。（室内で身体を動かせるような施設
が近くにほしい。）

小川 2 500～600万円未満 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思わ
ない

放課後や長期休暇（夏休み等）の時に本人が自由に自宅と行き来が出来る場所があっ
たらいいなと思います。放課後児童クラブの様に大人がいる施設で行きたい日だけ宿
題を持っていく（自分で学習する）みたいな…。

豊田 0 200～300万円未満 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う
公園の砂場の定期的な消毒があると安心。今年度に幼稚園料が無料になるという情報
を耳にして、すごく助かるしありがたいと思った。児童手当を毎月受け取れるように
して欲しい。

焼津西 2 500～600万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う
子供が成人するまで、子供手当等、充実してほしい。祝日の希望保育等が通常保育園
などで取り入れてほしい。

大井川東 4 600～700万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

高校・大学になった時の経済的な支援方法が何かあったら考えてほしい。子どもの人
数も多い為、就学したら支援がなくなってしまうのも困る。長い期間の支援を望む。
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　【未就学】ニーズ調査 自由記述一覧

問１
小学校区

問２
（1）
子の年

問７　世帯の収入
問１３　幼稚園、保育所
（園）、認定こども園な
どの「定期的」利用

家庭類型【現在】
問３０
いつから住んでいる
か。

問３１　焼津市は
子育てしやすいま
ちだと思うか。

問３７　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がご
ざいましたら、ご自由に記入してください。

豊田 0 － 利用していない A（ひとり親家庭）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う 家の近くに小さい子があそべるような公園がないので、できたらいいなと思います。

焼津西 4 700～800万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う

＜他市からうらやましがられるほど＞子育て支援の面では特に不自由なくして頂いて
おり、助かっています。ただ少し公園の遊具が大型遊具１つなどで、鉄棒がある所が
寺島公園のみ？でもう少し欲しいなと思っていました。（吉田公園みたいにただ芝
生！も良いです）あと…我が家（ダブルケア）は要介護３の母もおり、いつも少し
まってネ！と子供にまってもらう事やがまんさせる事もあります。もう少し介護と子
育て家庭、正直経済負担が大きいです。少し関係ないですが、こんな家庭もありま
す。

焼津東 3 700～800万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

静岡市では出産後のケア（助産師と協力した母乳ケア）等のサービスを助成する事業
があり、うらやましい。一部の人は産後の母乳ケアが定期的に必要で、経済的負担が
大きい。（１回４０００円×月に１度程）

大富 5 300～400万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

－

不登校の子も発達に偏りがある子も義務教育の中で経済的負担なく将来につながる
（計画性のある）居場所があるとうれしいです。その場合は１つではなく選択肢がほ
しいです。合う、合わないがあるので。支援で親が仕事しやすくなりますが、親と特
に母と過ごす時間が少なくなり、時代の流れですが、共働きの裏側、子供の心が心配
です。そのような中で、名ばかりでない個々の生きる力を育む支援体制をぜひ望みま
す。

和田 3 500～600万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う 駐車場がある公園がもう少し増えるとありがたいです。

大富 4 700～800万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う
子育て世代の負担軽減のために様々な取り組みをしていただきありがとうございま
す。焼津市は子どもの医療費が全額補助され、安心して子育てできると思います。支
援センターも土・日にやってくださるところがあり、とても助かっています。

港 3 1000万円以上 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う
１０月より保育料無料になることはとてもありがたいですが、それ以前に保育士や幼
稚園教諭に対する支援や環境の整備等に力を入れ、先生方の教育を向けて頂きたいで
す。先生方のおかげで保育園・幼稚園が成り立っているので。

豊田 2 400～500万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

市役所本館、アトレ庁舎にベビールームやベビーチェアがあるトイレを設置してほし
い。子ども関連の書類の提出時にトイレを利用しようとして、だっこの子どもがいる
際に困ってしまった。

大井川東 5 400～500万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

そう思う 小学生が学校から帰宅後、自分で遊びに行ける場所がほしいです。（各学区ごと）

小川 1 600～700万円未満 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

どのような事業があるのか分からない。利用要件が分からない。

小川 2 300～400万円未満 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思わない
せっかく希望する保育園に入れるために新居の場所を決めたのに待機になり、どうす
ればいいのか…。

焼津南 0 500～600万円未満 利用していない
B（フルタイム×フルタイ
ム）

－ そう思う

家庭の収入に関わらず、保育料の無償化の対象を広げてほしい。焼津市で一生過ごし
たい。子どもをもっと産みたいという思いになるような環境づくりをしてほしい。保
健センター、焼津市役所（アトレを含む）等の施設が暗く、利用する際に抵抗があ
る。
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　【未就学】ニーズ調査 自由記述一覧

問１
小学校区

問２
（1）
子の年

問７　世帯の収入
問１３　幼稚園、保育所
（園）、認定こども園な
どの「定期的」利用

家庭類型【現在】
問３０
いつから住んでいる
か。

問３１　焼津市は
子育てしやすいま
ちだと思うか。

問３７　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がご
ざいましたら、ご自由に記入してください。

焼津東 3 400～500万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

学区によって学校に児童クラブが併設されている所とない所で差が大きいと思う。統
一してほしい。（今の時代、安全、安心を思うと学校に併設されていて風とおしのよ
い環境が良いと思う）島田市（こども館、音楽広場）藤枝市（スマイルホール）と子
育てする上での遊びの環境が充実している。焼津市にも支援センターはあるが、どこ
もせまく、乳児向けなので、体を動かして遊べる室内遊び場がほしい。学区に１つは
大きな公園があると嬉しいです。公園があっても、汚いところや手入れしていない所
もあるので。

豊田 2 900～1000万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

豊田地区に公園が少なく、小学校低学年の子供たちは自転車で遠くへ行くことも難し
いため、家の中又は道路を使って遊んでいることもある。大変、危険に感じることも
あるため、安心して遊べる場所を作ってほしいです。難しいかと思いますが、よろし
くお願いします。

焼津西 3 700～800万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う

今は育休延長２年あるけど保育園入れなくて２年で会社に戻れなくて辞めたくない。
幼稚園は満３歳から…こども園が増えるか育休３年（育休加点をもう少し増やしてほ
しい。）にするか何とか元の会社に戻れる対策をしてほしいです。２人目不妊です。
１人目は今年の４月で年中です。また２人目で保育に入れるのか入れないのかのスト
レスを今から抱えています。兄弟入所加点がなくなる…。上の子が通えていた園に通
えないかもしれない事を子ができる前から悩むの嫌です。幼稚園ならこんなことで悩
まないでしょう？上の子が通った園なら又は上に小学校でも学童利用している子がい
れば加点してほしい。また仕事をやめなければならないかもしれないとおびえる子育
てなんてしたくないです。

豊田 2 500～600万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思わない

藤枝市のように妊婦の時から保育園を申し込めると年度後半生まれの子も平等になる
と思います。保育園に入れないと思うと失業がこわくて２人目はあきらめました。病
児保育が市のはずれの大井川にしかないのは利用出来ない人もいると思います。市の
中心に作って頂きたいです。土曜・日祝に預かってくれる一時保育がない。田子重さ
んもせっかく出来たのに社内のみとのことですし、親の病気、就労でお願い出来る
“予約が取れない等ないような”市が運営する施設が欲しいです。（静岡市の中央子
育て支援センターのように）ファミサポ、シッターさんは動ける人が居ないのであて
に出来ません。共働きをしないと経済的に厳しいからこそ、そういう家族が増えるこ
とを見越して早急に対応して頂かないと子育て世帯は市外へ転出していってしまうの
ではと思います。とはいえ増やせばいいということではなく増やして頂き、かつ保育
の質の低下、不適切な保育には目を光らせて厳しく指導して頂けたらと願っていま
す。今後とも宜しくお願い致します。

黒石 3 700～800万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思わ
ない

公園、図書館、これからできるこども館など子どもの遊びや学びの居場所になるよう
なところについて公園は整備されつつあり、いろいろな地域にあり利用しやすいで
す。図書館は蔵書が古く、少なすぎると思います。場所も利便性が悪いし、自主学習
コーナーも使い勝手が悪いので、子どもが自転車ですぐ行ける圏内に数を充実し、自
主学習コーナーもフラッと行って利用できるようにしてほしいです。公民館の図書
コーナーだけでは使いづらいです。ふるさと納税を活用してほしいと思います。他に
保育園や学童への補助金？を充実させ、今がんばってくれている職員さんにしわよせ
を負わせないで質を上げるように考えてほしいです。こんないい紙でのアンケートは
しなくていいと思います。

大富 3 1000万円以上 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

歩いて行ける範囲に公園がないが、利用したい公園に駐車場がなくて不便です。住宅
地の公園にも数台の駐車スペースが必要だと思います。

大富 5 600～700万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

住んでいる方が増えてきているので、近くに大きめの公園がほしいと思います。
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　【未就学】ニーズ調査 自由記述一覧

問１
小学校区

問２
（1）
子の年

問７　世帯の収入
問１３　幼稚園、保育所
（園）、認定こども園な
どの「定期的」利用

家庭類型【現在】
問３０
いつから住んでいる
か。

問３１　焼津市は
子育てしやすいま
ちだと思うか。

問３７　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がご
ざいましたら、ご自由に記入してください。

焼津西 3 500～600万円未満 利用している A（ひとり親家庭）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思わ
ない

教育、保育、医療を担って下さっている方々のサポートを手厚くしていただきたいで
す。そうすることで利用する私達に良い形となって返ってくると思いますので。よろ
しくお願い致します。

黒石 0 400～500万円未満 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う

少子化と言われる中でも待機児童がいたり、保育園に行けないという子もいるので、
誰もが安心して生活できる環境をつくってほしいと思います。また、日頃から虐待の
ニュースを見て心が悲しくなるので少しでも減るような取り組みを市から発信して
いったらどうかと思いました。

黒石 4 600～700万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

小学６年生まで預かってくれる施設の設置ｏｒ児童クラブの拡大。保育付きの運動施
設の設置または親子でできる運動施設の充実。補助金（割引き）あるといい。

小川 2 300～400万円未満 利用していない
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思わ
ない

よこみね式のような子供の才能を伸ばしてあげられるような幼稚園が焼津にあればい
いなと思います。

焼津西 5 400～500万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

－
普段はママ友の子供達と公園で元気に遊ぶ事が多いのですが、トマトピアのような施
設や、もう少し体を動かせる（ボルダリングなどの）ような体験型施設があったら良
いと思います。（焼津市に無いですよね）ぜひ作って下さい！

大井川西 3 500～600万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思わ
ない

幼稚園で長期休み（春・夏・冬休み）に入る前の数日間、短縮保育（午前のみ）に
なってしまうので、仕事との両立に苦労している。また、水曜のみ、他の曜日より３
０分早く降園になるのも他の曜日と同じにしてもらえると良い。預かり保育よりまず
はそちらをお願いしたい。市が関わっている家庭教育学級の講演会（子どもの才能発
見講座）で子育て相談と言いながら生命保険の勧誘につながっていて親の不安をあ
おってその場で個別相談の申し込みをさせるのはとても危険だと思いました。実際に
何度も訪問されて困ったという人もいました。

小川 4 200～300万円未満 利用している A（ひとり親家庭）
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思わ
ない

焼津に引っ越しをしてきて、いろいろ手続きで（子ども関係）でアトレ庁舎へお世話
になりましたが、役所の方が無愛想で冷たい感じで、それがいつ来てもそんな感じ
で、これでは気軽に相談もできない。子育て窓口がそんな感じでは明るい未来が描け
ません。今まで住んでいた市の子育て窓口はいつも優しい雰囲気で子育てしていく上
で安心感がありました。焼津市もそうあってほしいと願います。

黒石 1 400～500万円未満 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

そう思う

医療費の補助があったり、公園がきれいに整備されたりと子育てしていてありがたい
と感じることが多くあります。しかし、母子手帳の交付をしてもらいに冬に保健セン
ターに伺ったのですが、とても寒く体が冷えきるほどの場所で用紙の記入をしまし
た。もう少し配慮して頂けたらと感じました。

小川 3 700～800万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

保育所などの支援は増えていると思うが、小学生からの支援がおいついていないと思
う。また、学区のくぎりがはっきりしない地区を明確にしてほしい。（どちらを選ん
でいいのか？）

大井川西 5 500～600万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う
小学校も制服にしてもらいたい。もっと早くから無償化になればよかったと思う。
（今年で卒園になるので…）

黒石 2 800～900万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

小規模保育所が増えていますが、その後の受け入れ先がなくて困る人は多いと思う。
企業保育所等も職員の保育観が統一されていなかったり、保育の質はどうか、疑問で
す。今ある幼稚園を有効利用するにはこども園化が望ましいのではないでしょうか。
全ての幼稚園、保育園を民営化？するのでしょうか。だとしたら市は幼児教育、保育
を重要視していないと捉えてしまいます。
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　【未就学】ニーズ調査 自由記述一覧

問１
小学校区

問２
（1）
子の年

問７　世帯の収入
問１３　幼稚園、保育所
（園）、認定こども園な
どの「定期的」利用

家庭類型【現在】
問３０
いつから住んでいる
か。

問３１　焼津市は
子育てしやすいま
ちだと思うか。

問３７　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がご
ざいましたら、ご自由に記入してください。

豊田 5 800～900万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

放課後児童クラブから例えばスイミングスクールなど習い事へ行けるとうれしい。共
働きだと習い事をさせたくても送り迎えが負担に感じる。放課後児童クラブにいる間
にいろんな体験が出来るとありがたい。

焼津西 4 800～900万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

そう思う
静岡市に住んでいた時、緊急サポートセンターというＮＰＯ法人があり、使うことは
無かったですが、登録していました。こういうサービスを焼津市でも取り入れてほし
い。（安心感がありました）いざという時なんとかなる！と。

焼津西 4 200～300万円未満 利用している A（ひとり親家庭）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思わない

保育園の教育で子供同士が遊ぶ中でやってはいけない事（突転ばして頭をけりこぶが
できる、お友達の首をしめる、ける等）言ってはいけない事はしっかり保育園でも命
の大切さを伝えていく必要があると思います。加害者の親御さんにきちんと伝えてい
く事もして欲しいです。

焼津西 2 200～300万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う
近隣の市より、子育てしやすい環境がととのっていると思います。医療費はとても助
かっています。私はフルタイムで復職予定で、子どもがあるていど大きくなるまでの
居場所が心配です。

港 4 700～800万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

予防接種など病院で予約して接種をしないとなので、なかなか、予約ができず、受け
れないので市で実施してくれると助かります。

豊田 1 1000万円以上 利用していない
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思わない

保活をしている時、海の方の園なら入りやすいと言われました。地震が心配の中、わ
ざわざ子どもを海の近くの園に預けたいとは思いません。どこでも保育園に入れれば
よいのではなく、安心して預けられるようにしていただきたいと思いました。津波タ
ワーがあるから大丈夫と言う方もいますが、保証はないと思います。

－ 1 500～600万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

保育所、幼稚園、学校等の空調設備を良くしてほしい。

黒石 3 400～500万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

焼津市は公園が多いが、駐車場がないところが多いか駐車場が少ない。

焼津西 4 400～500万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う
未就園児が利用できる支援センターｅｔｃはたくさんあるけど、４歳以上の子供（小
学生含む）が利用できる施設が少ない。島田のこども館のような施設が焼津にもほし
い。大井川地区ではなく、焼津地区にほしいです。

大井川南 5 300～400万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

保育園、幼稚園の無料化の話が出ていると思いますが必要ないと思います。無料化で
はなく、保育士の人数を増やすｏｒ保育士の給料を上げるなどの対策が必要かと思い
ます。ただ、無料化にするだけでは、あずけたい子供が増えるだけで園側はキツイ状
態のまま。保育園、幼稚園の両方を無料化にしてしまうと幼稚園はあずけられる時間
がみじかいため、保育園にあずけたい家庭が圧倒的に増え幼稚園側は園児が少なくな
るばかり。

焼津東 5 500～600万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

室内で子供たちを遊ばせられて楽しめる場所がほしいです。焼津東、南地区の子供の
数の減少もとめてほしいです。
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　【未就学】ニーズ調査 自由記述一覧

問１
小学校区

問２
（1）
子の年

問７　世帯の収入
問１３　幼稚園、保育所
（園）、認定こども園な
どの「定期的」利用

家庭類型【現在】
問３０
いつから住んでいる
か。

問３１　焼津市は
子育てしやすいま
ちだと思うか。

問３７　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がご
ざいましたら、ご自由に記入してください。

港 4 700～800万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

子供に関する補助金が所得制限で受けられないのが納得いかないです。私達は金銭的
にも育児の面でも夫婦２人だけの力で２人の子供を育てています。親から土地や金銭
面で援助を受けている人達が幼稚園の補助金をもらえているのに、私達は第一子の時
は一円ももらえず、第二子（平成２５年度産まれ）は所得制限が緩和されたため年少
からいただけるようになったのですが、一番少ない金額です。育児の支援もないの
で、母も他のお母さん達のように長い時間働くことができません。「片方の親の収入
だけ」を見て判断されるのが納得いきません。補助金を出すのなら親（祖父母）の財
力など、細かな点まで調べあげて本当に必要な家庭のみ補助するか、子供に関する補
助金は平等にするかしてほしいです。そうでないなら、納得のいく説明をきちんとし
て下さい。高校や大学の授業料はこのようなことがないようにお願いします。

焼津西 3 200～300万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

そう思う
発達検査の時、かんけいないのに、「お母さんに似ていませんね」と言われ非常に傷
つき、一気に子育てへの不安がおそってきました。

小川 3 400～500万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

幼稚園の預かり保育のようなシステムが放課後児童クラブでも使えると助かります。
（毎日ではなく必要な時のみお願いしたい）駅前にある福祉大学のような施設が近く
にあると活用できそうです。

大井川南 4 200～300万円未満 利用している －
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思う 未回答のものは意味が分からなかったのでそのままにしました。

東益津 0 400～500万円未満 利用していない
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

こども園つくって欲しいです。島田のこども館のような有料でも良いので大型の遊べ
る施設が欲しい。（ふわふわやトランポリンなどがある）

焼津西 3 200～300万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

個人が努力すべき点と、行政が進めるべき点の整理がついていないのでは。個々人の
家庭内の事情を汲み取るのは不可能と考えて、良いと思う。その上で、各家庭が良い
と思う教育環境を整えられるように、選択肢が増えたら、保護者自身の成長にもなる
のでは。

大井川東 2 200～300万円未満 利用していない D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思わ
ない

藤枝、島田に比べ子ども館が充実していない。焼津は、とまとぴあやその他の施設の
おもちゃなどが汚いイメージがあり利用するのに抵抗がある。焼津市は赤ちゃんから
高校生までが利用できる施設の計画があるが、正直来る中高校生は少ないと思うし、
乳児などが遊んでる所で小学生がおにごっこをしたりして走り回っていて、乳児が遊
んでいる所に平気で逃げてくるので怖い思いをしたので、他の市みたく、小さい子だ
けが利用できるような施設をいくつかつくってほしい。友人もそういう怖い思いをし
たことがあり、焼津の施設よりも藤枝の子ども館が安心できて遊ばせれるから良いと
言っていました。

黒石 0 500～600万円未満 利用していない
B（フルタイム×フルタイ
ム）

－
どちらかとい
うとそう思う

焼津にこしてきたばかりですが、やはり津波対策として保育園なども建物を高くして
くれると本当に安心します。（なかよし保育園のように）

小川 4 500～600万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

小規模保育園は増えて、育休復帰しやすい環境になりましたが、小規模を卒園した後
のことは考えてくださってないように感じます。幼稚園をすすめられますが、預り保
育料が高く、現実的ではありません。認定こども園が増えればいいのに、と思いま
す。おとなりの藤枝や島田のように。

大井川南 5 300～400万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

核家族の為、子供を見てくれる所がなく、仕事への影響がとても大きいので今は専業
主婦です。子育て中のパパ、ママが働きやすい環境作りをしてもらいたいです。

大井川東 2 700～800万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

そう思う
小学校に入って、夏休みだけ（長期休み）の学童っぽい場所が近くにできると助か
る。台風などで学校がお休みになった時も。保育園はお休みがないのでとても助かっ
てます。
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　【未就学】ニーズ調査 自由記述一覧

問１
小学校区

問２
（1）
子の年

問７　世帯の収入
問１３　幼稚園、保育所
（園）、認定こども園な
どの「定期的」利用

家庭類型【現在】
問３０
いつから住んでいる
か。

問３１　焼津市は
子育てしやすいま
ちだと思うか。

問３７　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がご
ざいましたら、ご自由に記入してください。

焼津西 4 － 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

自宅から小学校が遠いため、低学年の時の通学（特に帰り）に不安があるが、両親と
も仕事からの帰宅が１８時以降であるため対応が難しい。それに仕事をしなければ経
済的に子育て、生活ができなくなってしまう。どうすれば良いのか、分からない。

大井川西 1 600～700万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

大井川地区には認可保育園が一カ所しかなく、また幼稚園も延長保育や長期休み（夏
休みなど）保育がありません。今通っている認可外保育園は三歳までです。三歳に
なった時どうなるかすごく不安です。それによっては仕事も考え直さないといけない
と思ってます。是非、市立幼稚園も延長保育や長期休み時の保育をしてもらえるよ
う、強く希望します。選択肢が増え働くお母さん達が増えると思います。どうか検討
を宜しくお願いします。

大富 5 500～600万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思わない
保育所への入所や、学童の入所など、手続きをしてから３ヵ月以上またされる現状が
あり、会社をつづけられるかがずっとなやんでしまいます。おそくとも入所の２ヵ月
まえまでには合否の連絡をいただきたい。もっとスムーズな対応をしてください。

大富 1 400～500万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

そう思わない
今は車でうごくことが多いので公園などの駐車場の充実や新しくできる子育て支援セ
ンター？の駐車場の確保！！

豊田 5 300～400万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

病児保育を充実させてほしいです。

焼津西 3 500～600万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

教育に関して、焼津市独自の学力や能力のほか、体験が多くできる機会があればいい
と思います。

大富 5 600～700万円未満 利用している
C（フルタイム×パートタイ
ム月120時間以上等）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

市立幼稚園（旧焼津市地区）が年少から入園ができれば良いと思いました。

－ - － 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

そう思わない
どこに行っても性格がきつい人が多く、大変すごしにくい街で、ホームページもみに
くい、市役所もくらい、全てにおいて藤枝よりもおとっている街。市全体がだめ。

豊田 4 800～900万円未満 利用している
B（フルタイム×フルタイ
ム）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

そう思う 小学生も遊べるような屋内施設を増やしてほしいです。

焼津東 5 500～600万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる前か
ら焼津市に住んでいる

どちらかとい
うとそう思う

子育てしやすい町だと感じていますが、藤枝のスマイルホールのような場所ができる
といいなと思います。また、公立の幼稚園に活かせていますが、あずかり時間がもう
少し長いと働けるなと思います。

焼津西 4 400～500万円未満 利用している D（いずれか家事専業）
第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

どちらかとい
うとそう思う

市でもらった「子育てすくすくガイド」に「公民館を利用しよう」とあったが、どん
な設備があり、どんなことができるのかＨＰ等で探してもよくわからなかった。子育
て支援センターのようにチラシとか利用案内をもっと出してほしい。４歳になると支
援センターでは対象外（おもちゃ等が小さい子向けすぎる）になるし、幼児を連れて
日常遊びに行ける場所が近くに欲しい。一年前に転入してきて、公民館がどういう場
所かよく知らない。
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　【未就学】ニーズ調査 自由記述一覧

問１
小学校区

問２
（1）
子の年

問７　世帯の収入
問１３　幼稚園、保育所
（園）、認定こども園な
どの「定期的」利用

家庭類型【現在】
問３０
いつから住んでいる
か。

問３１　焼津市は
子育てしやすいま
ちだと思うか。

問３７　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がご
ざいましたら、ご自由に記入してください。

大井川南 3 400～500万円未満 利用している
C'（フルタイム×パートタイ
ム月64時間未満等）

第一子が生まれる時又
は生まれた後に焼津市
に引っ越してきた

第一子が生ま
れる時又は生
まれた後に焼
津市に引っ越
してきた

共働き世帯が多い今、学歴の問題や資格を取る時間がない人でも、子供を保育園デ
ビューさせてから、仕事に専念したり、資格を取って正社員などになれるような環境
になって欲しいと思います。
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　　　【小学生】ニーズ調査　自由記述一覧

問１
小学校区

問２
学年

問７　世帯の収入
問１４　放課後事業
の利用

問１６　いつから住
んでいるか。

問１７　焼津市は子育
てしやすいまちだと思
うか。

問２３　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がござい
ましたら、ご自由に記入してください。

大井川西 5 1000万円以上
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

そう思わない

既に子供は小学校の高学年になったため色々悩むこともすくなくなりましたが、今回イン
フルエンザのため学級閉鎖があったときに１人にしておくわけにもいかず少々悩みまし
た。我が家は両祖母の協力が得られるので大丈夫ですが、近くに親族がいない人はどう対
応したのか気がかりです。

大井川東 6 400～500万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

大井川藤守地区に公園がないです。広場はあるけどボールあそびダメ、バドミントンダ
メ、いろいろダメなわりに遊具もたいしてありません。もっとたのしい公園が欲しいで
す。焼津の方（特にイオンの周りはたくさん公園あります）比べると差がありすぎです。
少し歩くと公園あるし。大井川はひっそりです。

大井川西 6 1000万円以上
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

そう思う 焼津市は他市と比べても充実していると思う。大変ありがたい。

大井川東 2 600～700万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

そう思う

藤枝市は藤枝おんぱく、蓮池寺、駅南ていしゃばストリート、島田市はしまママなど子育
てママが子供やママ、パパを含めた家族が楽しめるイベントを開催していますが、焼津は
イマイチ…のような気がします。石津公園もトマトピアも中途半端。幼児が遊べる所では
小学生は危なくて自由に遊べないし上手にスペースが分かれるとうれしいのですが…。

大井川西 1 600～700万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

そう思わない

私立高校授業料の減免拡大というニュースがありましたが、対象者は年収５９０万円未満
世帯となっていました。年収だけで判断するのはおかしいと思います。５９０万で１人の
子どもと６００万円で５人の子どもでは６００万円で５人の子どもを育てている方が大変
だと思う。高校はあくまで通過点であり、大学卒業までできるお金を貯めないとならない
のに、高校の授業料で全て取られてしまう。現在小中学生４人、高校生１人いるが、小中
学生４人と高校生１人の金額とほぼ授業料が一緒である。こづかいもお年玉もあげれな
い。安部総理がスマートワークと言ったせいで、会社はうのみにし、残業ができなくな
り、毎月５万円くらいダウンになった。その上消費税があげられたら何のために働いてい
るのかわからない。せめて子どもだけでもお金をかけてあげられる状況にして欲しい。現
状では貯金はまずできないので、老後のことが心配である。年金も出るのか出ないのか
…？所得税、住民税、自動車税、消費税、健康保険…どれだけ命をかけて稼いだお金を取
られれば良いのか？税金がわけのわからない人のために使われるよりも、自分の子どもに
しっかりお金をかけてあげられる社会にして欲しいです。

小川 4 500～600万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思わない

３人目出産後保育園待機児童、子供の人数多い人は優先的に入れてほしい。すぐに入所で
きないなら少子化と言う言葉を二度と口にださないでほしい。

大井川西 3 500～600万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

どちらかというとそ
う思う

ＰＴＡ活動が強制的でストレス

和田 3 1000万円以上
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

小学校から自宅まで３０分位かかります。公民館や小学校で宿題や本を読んだり遊んだり
して過ごし親が終業後に迎えに行ければ放課後児童クラブを利用しなくても有意義に過ご
せると思います。

小川 2 300～400万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

どちらかというとそ
う思う

図書館をもっと利用しやすいようにしてほしいです。古くて暗いので。藤枝の図書館を利
用します。あと清水のドノプラやペイドノームのように商業施設が１つにまとまっている
と本当に助かります。アクアス焼津の場所にそういうのがあると理想的です。フリース
ペースで子供が遊べてそのまま夕飯の買い物ができたりとても便利でした。
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　　　【小学生】ニーズ調査　自由記述一覧

問１
小学校区

問２
学年

問７　世帯の収入
問１４　放課後事業
の利用

問１６　いつから住
んでいるか。

問１７　焼津市は子育
てしやすいまちだと思
うか。

問２３　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がござい
ましたら、ご自由に記入してください。

大井川西 5 －
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

どちらかというとそ
う思う

焼津市の中で大井川地区には「とまとぴあ」「図書館」（ちなみに車で図書館へ行くなら
藤枝に行く人もいます。）があり、とても環境は良いのですが、実は西地区の小学生は子
どもだけでは行けません。（遠すぎて車の送迎がないとムリ）放課後や休日に友達と遊べ
る場所がないので、南・東地区の子がうらやましいです。小さくても良いので本があった
り、卓球台がある場所が歩いて行ける場所（→何十年も前）昔の西幼稚園があった横に、
児童館がありました。放課後子供たちが友達と待ち合わせておしゃべりしたり宿題した
り、自由に遊べるスペースがありました。→今こどもたちは家に帰ってから、ゲームの通
信機能を使ってクラスの子たちと遊んでいます。自分の家で友達と笑ったり、しゃべった
りしています。とてもつらいです。→帰りの早い水曜だけ児童館で遊べるとかいいですよ
ね！！）にほしいです。遠すぎて泣いてしまいます。

大井川東 2 400～500万円未満
いずれも利用してい
ない

－
どちらかというとそ
う思う

放課後子ども教室の数をふやしたり、気軽にこどもだけで参加できる活動を充実させたり
（英語、ＰＣ、科学など）袋井市のように算数、漢字検定をとりいれたら学習の励みにな
りそうなのでとりいれてほしいです。

大井川東 6 400～500万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで

どちらかというとそ
う思う

高校無料化希望　路線バスの充実、路線の増希望

大井川東 5 600～700万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

教育者の教育にも力を入れてほしい。こどもをあずけるのに不安を感じることがありまし
た。（ちゃんとみてくれているのか、この人で大丈夫かという意味で）

大井川南 5 1000万円以上
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

どちらかというとそ
う思う

保育園では先生方との関わりが多く、支えていただいた。小学校では担任によって大きく
環境が変わるため教師の質向上につながる取り組みをおねがいしたい。また乳幼児だけで
なく、児童、生徒世代の子育て支援（公民館、児童館など、子供の居場所づくり）の充実
をお願いしたい。

大井川西 3 100～200万円未満 放課後児童クラブ

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

どちらかというとそ
う思う

ひとり親家庭でも、子どもの将来の進学のための学費や貯金できる支援をして欲しい。
日々の生活をするのが精一杯で余裕が全くない。人並に生活できる様な支援か、２つ仕事
を持っても良い制度がほしい。働きすぎると手当が減らされるので、生活が楽になること
がない。働けば働くほど減らされ、しかし子どもの事で休んだりするので、給料もあがら
ずという悪循環。環境も車が無いと生活できないため、いろんなことにお金がかかり、そ
れを払うのに精一杯の日々です。手当が無理なら、たくさん働ける環境がほしい。

焼津西 5 1000万円以上 放課後児童クラブ
第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

放課後児童クラブについて。子供の成長や環境（習い事など）により、高学年になるとや
めざるを得ない状況になった際、４月～３月まで月謝を払い続けなければならないという
制度が変わるとありがたいです。

小川 2 300～400万円未満 放課後児童クラブ
第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思わない

・中途半端な規模の公園や施設が多いように感じます。・雨の日でも走りまわって遊べる
ような施設があると（児童館ｅｔｃ）大変ありがたいです。

小川 2 900～1000万円未満 放課後児童クラブ
第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思わない

児童クラブが小学校によって３年生までしか入所できない所もあるが長期の休みの時（特
に夏休み）は子どもだけで家に置いていくのが不安で仕方ありません。学童が無理ならば
せめて民間等運営している児童クラブをもっと増やしてほしい。そうでなければ会社をや
めるなりの対応をとらなければいけないので本当に困っています。

焼津西 1 800～900万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

どちらかというとそ
う思わない

焼津市はどうなのかはわかりませんが、次男（宛名の児）は生後６ヶ月位の市の検診の時
に（埼玉県）市から絵本を１冊いただいて、それを何度も何度も読んで大きくなりまし
た。おかげ様で本が大好きな子になりました。親子で読み聞かせを楽しめるきっかけに
なったのですが、予算的に難しいですかね。
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　　　【小学生】ニーズ調査　自由記述一覧

問１
小学校区

問２
学年

問７　世帯の収入
問１４　放課後事業
の利用

問１６　いつから住
んでいるか。

問１７　焼津市は子育
てしやすいまちだと思
うか。

問２３　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がござい
ましたら、ご自由に記入してください。

港 2 600～700万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

そう思う
各小学校の敷地内に放課後児童クラブを置いて欲しいです。夏休みのみの児童クラブが出
来て大変助かりました。が、お盆、年末年始、春休みも仕事なので、冬休み、春休みも開
所頂けます様、是非とも前向きにご検討頂きたいと存じます。宜しくお願い致します。

黒石 5 400～500万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

どちらかというとそ
う思う

こども向け職業体験、施設の充実。市民プールや公園、子どもの遊ぶ環境の充実。

小川 6 400～500万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

どちらかというとそ
う思う

小さな子を持つ家庭だけではなく、中高生を持つ家庭も習い事や学習塾等にかなりのお金
がかかります。そちらの方の支援策も考えて欲しいと思います。

大富 4 400～500万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

子どもがいる人のハローワークの充実。子育てしながらできる仕事の紹介。

大井川西 5 200～300万円未満 放課後児童クラブ

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

どちらかというとそ
う思う

子ども手当て、ひとり親手当ての充実、とてもたりない。生活がとても苦しい。今のまま
では高校に入れられない。

豊田 6 600～700万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

どちらかというとそ
う思う

小学校のグラウンドが毎日少年団系で使用しているので無理とは思うけれど放課後グラウ
ンドを開放して欲しい。週１でも良いので。組長、ＰＴＡ、子ども会、もう少し負担を軽
くして頂きたい。（下の子もいるので。）

－ - 400～500万円未満 放課後児童クラブ
第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

子どもが友達と待ち合わせをして遊びに行ける場所がほしい。公園は雨だと厳しい。児童
館があると助かる。

豊田 6 600～700万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

そう思う

「子どもを預けて働く」というより「子どもとどのように過ごせるか（お母さんが働かな
くても）」を考えて欲しい。今のママ達は、どうしたら子どもと離れて自分の時間を作れ
るのか常に考えていて、預けて働くという選択肢をとってしまう。それもわかるけど、ど
うしても母親力が失われていくので、子どもも愛情を知らないまま大きくなってしまって
いる。

港 6 400～500万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

そう思う
子育てに悩んでいる親へのサポート。話を聞いてあげて子育てへの不安を解消させてあげ
ること。

大井川南 2 700～800万円未満 放課後児童クラブ
第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

そう思う
教育費など子供一人の人と多数の人との差がほしい。そうすることによって子供の数も増
えると思う。（現在の保育料のように一人目満額二人目減額何％三人目左同など）

焼津南 4 700～800万円未満 －
第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

そう思う

どんどん子供への支援もよくなっていて妊婦さんからも金銭的負担が以前より減っていて
ありがたいです。ただ未来を創るのも大人を支えるのも子供達です。老人ばかりではなく
もっと子供への支援を増やして子供を産み育てることにお金を心配しなくていいようにし
てほしい。若い人たちはとくにお金のやりくりも大変だと思います。あと子供それぞれで
（家庭環境）で差がでてはいけないので、給食費無償化とか市立の高校無償化とか期待し
ます！！子供手当を高校生まで延長してくださるとかも助かります！あと歯医者の予約が
とれません。放課後行けません。子供なので学校はちゃんと行かせたいので夕方にと思っ
ても歯医者がいっぱいでけっきょく子供がいくのをいやになってしまいます。
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　　　【小学生】ニーズ調査　自由記述一覧

問１
小学校区

問２
学年

問７　世帯の収入
問１４　放課後事業
の利用

問１６　いつから住
んでいるか。

問１７　焼津市は子育
てしやすいまちだと思
うか。

問２３　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がござい
ましたら、ご自由に記入してください。

焼津西 4 400～500万円未満 放課後児童クラブ

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

どちらかというとそ
う思う

放課後児童クラブに６年生まで行きたいが、人数が多すぎて高学年になると受け入れても
らえなくなると言われている。子供だけで留守番は心配なので安心して働けるように子育
て支援を充実してほしい。

黒石 4 800～900万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

どちらかというとそ
う思う

昨年、夏休みだけかるがも児童クラブを利用しました。フルタイムで働いている私にとっ
てとてもたすかりました。（３年生まではなかよし小川クラブへ通っていました）４年生
といってもまだ１日中１人で子供を家に置いて働くのはとても不安、心配です。もっとそ
のあたりを充実させていただきたいと思います。夏休みだけではなく、春休み等も児童ク
ラブを受け入れてほしいです。

豊田 5 100万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

どちらかというとそ
う思う

小、中学生に対して各地区に無料の学習塾等が出来れば良いと思う。出来なければ塾等の
費用を出してもらえると家の子供ももう少し勉強が出来る様になるのかと思う。

豊田 4 800～900万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

どちらかというとそ
う思う

子どもが中学生と小学生の為、ずっと一緒にいなくても働きに出たり、少しずつ自分の時
間も持てるようになり、仕事と家事、育児の中で忙しいながらも充実した日々を過ごして
います。子ども達が小さな頃悩んでいたことがなつかしいです。小さなことでも夫婦で何
でも乗りこえてこられたのは、やっぱり子どもの存在だと思います。２人の子供たちに感
謝です。

豊田 1 900～1000万円未満 放課後児童クラブ
第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

小規模保育園を卒園した後に、保育園の受け入れが少なく、幼稚園をすすめられます。し
かし、家庭の都合上、保育園でないと困る方も多くいますので、子ども園や年小からの保
育園の入所人数を増やして欲しいです。

和田 6 400～500万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

子供が４人いますが、お金の面でやっぱりきびしい。服や習い事、旅行など、できない事
が多い。子供が多くなるほど生活がきびしくなるのでは、子供は増えないと思う。できれ
ば子育てに専念したいが、とてもできない。家事も人数が多ければ大変になる。とてもフ
ルタイムでは働けない。児童手当はとてもありがたいが正直なところ全く足りない。

焼津東 2 700～800万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思わない

学校や幼稚園における保護者の役員、委員会活動が働く親にとって負担に感じることが多
い。（役員、委員会活動の為に仕事を休まなければならないなど）

和田 6 500～600万円未満 放課後児童クラブ
第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

学童に入りにくい状況になってきている。市立の保育所では学童がなかったり学区で１つ
しか選べないのは子どもにとっても親にとっても良いとはいえない。

焼津西 2 400～500万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

普段は学童（放課後児童クラブ）を使わなくても大丈夫な時間に母親が帰ってこれるが、
夏休み等長期休みは子供の居場所に困る。学童は通年なので、夏休みのみなどの短期があ
ると働きやすく安心かもしれない。

東益津 5 1000万円以上
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

そう思う
土曜保育（午後まで）土曜放課後児童クラブ（午後まで）保育士、放課後児童支援員の処
遇改善、賃金アップ。生まれた直後が最も不安、家庭に家事ヘルパーや子育ての悩みを相
談できる。保健士などを派遣してもらえるとよい（有料でもよいので）

小川 3 300～400万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

私立高校無償化又は補助の拡大を希望。子育てに関する色々な署名してきましたが実現さ
れた事があまりない気がします。

小川 4 700～800万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

そう思う
学校の制服や、少年団や習い事でまだ使えるけど必要なくなったもののお店？みたいなの
があればいいなぁと思います。ひとつひとつ値段があるのではなく…。
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　　　【小学生】ニーズ調査　自由記述一覧

問１
小学校区

問２
学年

問７　世帯の収入
問１４　放課後事業
の利用

問１６　いつから住
んでいるか。

問１７　焼津市は子育
てしやすいまちだと思
うか。

問２３　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がござい
ましたら、ご自由に記入してください。

東益津 3 100万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

どちらかというとそ
う思う

急に子供を１日みてほしいと思った時、小学生でも簡単にあずけられる場所があったら、
とても助かります。児童クラブも説明会に行けない人は入れないと言われてしまった。仕
事で説明会に行けない人はどうしたらいいのですか？？

大富 4 500～600万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

いつも満足しております。ありがとうございます。小学校への通学が少し不安に思いま
す。不審者情報などがあるとドキッとします。交通事故もあるようです。安全に通学して
ほしいと思います。

黒石 4 1000万円以上
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

保育所は０才児から預かってもらえて助かりました。両親共働きの場合、子供会の行事、
ＰＴＡ活動等参加は大変だと思います。理由はこれだけではありませんが、市外の私立の
小学校に通学させています。

東益津 3 700～800万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

どちらかというとそ
う思わない

医療費の助成は大変助かります。継続してやっていただきたいです。

港 3 500～600万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

・１６才未満の子供でも住民税の控除対象にしてほしい。住宅を建てる場合の奨励金を
元々住んでいる人にも適応してほしい。場所を選ばず奨励金がほしい。・部活動等の強制
入部をやめてほしい。・ＰＴＡの半強制をやめてほしい。・学校でえの具、習字のふでを
洗ってきてほしい。・学用品を無料にしてほしい。・子供の人数が増えるほど、教育費、
生活費等が多くかかるため、その為の助成制度など市か県で作ってほしい。未来に納税し
てもらう子供の為に少しでいいから老人よりも優遇してほしい。・子供の貧困対策につい
て税金で賄える範囲でしてあげてほしい。貧困（相対的）について市民にもっと周知して
もらう為の広告を出してほしい。市で寄付金を集めるような事があったら今のお金に対す
る子供の不安はなくなる！と思います。道徳的な事ではなくて、現実的な金銭面で悩んで
る人が多いと思いますよ。

黒石 6 700～800万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

現在息子が別室登校をしており、心の支援員の先生に大変お世話になっています。５時間
目の終了が１２：３５でその時間までいることが多いのですが、支援員の先生の勤務が１
２時までなのにもかかわらずいつもサービス残業していたただいている状況です。給与の
予算を増やしてあげてほしいです。（できれば本当は下校時間までいてほしいです。）

焼津東 1 700～800万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

そう思う 特になし

東益津 6 700～800万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

そう思う

・入所していた保育園の規模が大きくなり、受け入れ人数は多くなったが、保育内容が悪
化してしまい、とても残念であった。待機児童問題も考えると、認可保育園を増園した方
が良いと思う。保育士一人当たりの子供の人数も少なくしないと、保育士に余裕がなく結
果満足のゆく保育は出来ないのでないか。保育園も「経営」に一生懸命で本来の「保育」
を忘れてしまっている気がする。

大富 2 600～700万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思わない

家のまわりに子どもが遊べる公園がなくある所には沢山あるのにない所は全くなく、片よ
りがある。その結果家でゲーム、ケータイを使い外に出ない。

大井川東 6 700～800万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

どちらかというとそ
う思う

子育て支援で１８歳まで子育てカードを掲示したら飲食が割り引きになる様してもらいた
い（そういうのに税金使って下さい）

43/58



　　　【小学生】ニーズ調査　自由記述一覧

問１
小学校区

問２
学年

問７　世帯の収入
問１４　放課後事業
の利用

問１６　いつから住
んでいるか。

問１７　焼津市は子育
てしやすいまちだと思
うか。

問２３　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がござい
ましたら、ご自由に記入してください。

焼津西 1 700～800万円未満 放課後児童クラブ
第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

医療費全額助成は本当に助かっています。島田市こども館のようなプレイルームや藤枝の
キッズパークのような体を動かせる施設があるといいなと思います。親子で参加できる習
い事やキャンプなどもあると嬉しいです。

焼津西 6 1000万円以上
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

どちらかというとそ
う思う

市はいろいろやってくれていると思います。子育て子育てって保育園とか小学校までなの
かなーと子どもが大きくなるにつれて不安になります。小さい頃は頼る場所がたくさん
あったけど、青少年になると急に子どもも親も社会に放りだされてしまうイメージがあり
ます。学校生活にしても部活の送迎にしても親が土日にいる家がどうしても出番が多く
なったり、普通の家庭（両親）の維持も大変なのに、ひとり親とか所得制限とか。本当の
お金持ちならわかりますが、共働きのサラリーマン家庭ってなんだかとっても苦しいのに
苦しいといえないこの状況を少しでも理解してほしいです。すみません。うまく伝えられ
なくて…。なんだかワガママみたいでー

港 3 300～400万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

特定されないとのことなので書きますが…今年度一年間学校のクラス（特に担任先生）の
ことでとても悩みました。教頭先生などに相談しても大きく改善されることはなく、私が
介入したことで先生が子にいじわるな態度をとるなどされたため途中からは口出ししませ
んでしたが、学校に通わせることがつらい一年でした。本人は自分なりの乗り切り方を身
につけ、とても成長したように思いますが、親としては非常に不本意な気持ちでいっぱい
です。

豊田 6 100～200万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

そう思わない
市町の取組は予算の制限もあってこの程度しか出来ないことはまだ理解できるが、国（政
府）は、これだけ子供の数が減ってきているのに何の打開策も示さず外国人就労者を多く
入れるなどバカゲた政策進めている。「この国の宝は人であり子供である」

小川 4 600～700万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

教師というのは我身の保身が大事なのでしょうか？子供が一年不登校になっています。こ
の一年で感じたことです。

焼津東 6 300～400万円未満 放課後児童クラブ
第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

封筒の宛名の子が小学校６年生のため、アンケートの問と答えが少しかけはなれてると思
います。対象年齢をもう少し低くした方が答えやすいかと思います。小学校高学年なら、
中学生対象の問題にして欲しいです。

－ - －
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

小学生がゆっくりあそべる室内がトマトピアしかない。もっと、きがるに集まれる場所が
ほしい。

黒石 5 800～900万円未満 放課後子ども教室

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

どちらかというとそ
う思わない

・土日放課後のグラウンドの開放。グラウンドで広々遊ばせたい。・夏のプール前日開放
（青峯でなく、自分の学校なら送迎不要なので）・夏休み後青峯プールでカヌー体験と
か、市の設備の有効活用で子供同士の交流をもたせたい。

大富 5 300～400万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき

どちらかというとそ
う思わない

子ども手当ての受給を３カ月ごとではなく毎月でも補填してくれるほうが助かります。

港 5 1000万円以上
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

どちらかというとそ
う思う

小中学校にエアコンの設置を早期に対応してくれてありがたい。トイレの改修も早期に対
応してほしい。人的配置にも力を注ぎ、藤枝に負けないくらい教育に力を注いでいただき
たい。

豊田 6 700～800万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

そう思う
・トマトピアみたいなものをもっとつくってほしい。・なかなか利用しにくい。（家から
遠いため）
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　　　【小学生】ニーズ調査　自由記述一覧

問１
小学校区

問２
学年

問７　世帯の収入
問１４　放課後事業
の利用

問１６　いつから住
んでいるか。

問１７　焼津市は子育
てしやすいまちだと思
うか。

問２３　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がござい
ましたら、ご自由に記入してください。

焼津東 1 200～300万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

習い事の格差をなくしてほしい。習い事が出来ない子との差が大きすぎて将来が不安でな
らない。

東益津 6 400～500万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思わない

塾へ行かなくても学校以外で勉強をみてもらえる場が欲しい。幼稚園、保育園が無償化さ
れても、その後の教育にお金がかかりすぎる。

焼津東 6 500～600万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

・お願いとしては、外国人（永住権のある長く焼津に住んでいる方々）への対応をして欲
しいです。ＰＴＡ活動含め、学校行事には出ていないケースも多く、私達も「わからな
い」ですが、当人達はもっと「わからない」状況であると思います。私達日本人として交
流の場など、何かよい機会があればと思います。「広報やいづ」が新聞をとっていないの
で、届きません。ご検討下さい。

焼津西 2 700～800万円未満 放課後児童クラブ

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

どちらかというとそ
う思う

子どもたちだけで室内であそびに行ける場所が近くにない。放課後児童クラブの利用料金
が高すぎる。（他の市の倍以上の額と聞いてます）特に夏休みなど…

港 1 300～400万円未満 放課後児童クラブ
第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

そう思う

ひとり親家庭への支援をもっと充実させてほしい。世間が思っているよりも経済面等厳し
いことが多い。ニュースで明石市が養育費の立替払い制度を作ったことを知った。母子家
庭は貧困と言うだけで充実した支援があるとは思えない。もっと支援がおおきくなったら
うれしい。

小川 4 500～600万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

昔に比べて発達障害の子供が増えている（気づくようになって増えたように思えるのかも
知れませんが）支援学級での手厚い療育が求められると思うので、支援学級の職員の数を
増やしたり専門の教員を増やしてほしいです。

小川 4 700～800万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

昨年運動会の時に親御さんが来ず、昼食前に一人でずっと待っている児童さんがいまし
た。先生が付いていてくれたものの昼食も届かず周囲がおにぎりや卵焼きを差し上げまし
た。最近は気概のある教師が減ってしまったのか、家庭の事にまで目を向けて入っていか
れない気がします。教育と福祉の強い連携をお願いします。

小川 3 100～200万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思わない

放課後児童クラブの受入れ児童数を増やしてほしい。１年生の時に入所した児童はそのま
ま審査もされず３年生まで継続されるのはおかしいと思う。毎年入所児童の見直しをする
べきでは？２年、３年になってから入所したい児童だっています。

豊田 3 500～600万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

どちらかというとそ
う思う

ひとり親家庭への支援が低収入の場合でなければ受けることができないように感じる。そ
の他支援はあるのか？案内があると良いと思う

東益津 1 1000万円以上 放課後児童クラブ
第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

そう思う
共働きなので、長期の休みに青少年の家などの近くで受けられる事業があると、焼津を知
る事につながり、又近いと安心してお願い出来ます。

焼津東 5 800～900万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

そう思わない

・夏休みなど長期の子供のお休みに対応してほしい。その期間のみの児童クラブなど・グ
ランドゴルフをやっているお年寄りに公園を占領されて自由に遊べない。遊んでいると許
可をとったのか？などと意味のわからないことを言われる。少しグランドがぬれた日に遊
んでいるとやめろとか中学生が通過していると外を通れなど（特に女子生徒に言う）私物
化していてたちが悪い。なんとか対応してほしい。
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　　　【小学生】ニーズ調査　自由記述一覧

問１
小学校区

問２
学年

問７　世帯の収入
問１４　放課後事業
の利用

問１６　いつから住
んでいるか。

問１７　焼津市は子育
てしやすいまちだと思
うか。

問２３　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がござい
ましたら、ご自由に記入してください。

焼津西 1 500～600万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

そう思う

支援センターは就学前のイメージなので就学後のあそび場があるとうれしいです。体育館
等の広い所で雨天時でも思いっきり遊べる場所がほしい。公園に時計がほしい。医療負担
金がなく病院に行きやすくたすかっています。学校のエアコン導入ありがとうございまし
た。

大井川南 2 200～300万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

どちらかというとそ
う思わない

こちらから発信しなければ、何も手助けや情報が少ない事。しかし、学校は色々助けてく
れて非常に助かっています。

大井川西 1 700～800万円未満 放課後児童クラブ
第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

そう思う

居場所づくりに関しては子どもが小さいうちは親が連れていかなくてはいけないため、大
きな拠点１つよりは小さな拠点で多数がよいと今は思う。大井川地区在住なので焼津の街
中に新しい子ども館とは言われてもなかなか利用はむずかしい。（連れていく＝休日の
み）

大富 6 500～600万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

就学前に預けられる所があると嬉しかった。（一時預かり）病院の時など無許可の所に預
けていたが、１時間５００～６００円かかった。子どもが幼稚園に行きはじめてから、ゆ
りかご保育所の一時預かりを知ったが、当時知りたかった。

大井川東 4 300～400万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

そう思う
子供の学力はどのくらいなのかわからない。学校から成績をつけることをやらなくても先
生から何かしらの取り組みや発信、知らせが欲しいと思う。子供はだんだん話さなくなっ
ていくので…

大井川南 4 500～600万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

どちらかというとそ
う思わない

川崎市から転居してきて学童のシステムがあまり親には不足なことが多かった。もう少し
働いている方がどうして子供を頂けているのか考えていただけるとうれしいです。

豊田 2 400～500万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

そう思う
・小学校の朝、帰りの見守り隊のおじさんが立っていてくれて大変ありがたいです。いつ
もありがとうございます。・小学校終了時例えば１６：３０まで運動場を開放してもらい
自由に子供たちが遊べたらいいなと思います。

豊田 2 800～900万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思わない

豊田は子どもの数が多いのに大きな公園は清見田しかない。そのため子ども達が歩いて集
まる所がない。車が多く外であそぶことが少なくなってきているので、もっと子どもがあ
そべるようにしてほしい。

焼津西 2 700～800万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思わない

子供会という制度をなくしてほしい！歴史的に？郷土的に？村八分にされるので到底自分
から退会できない空気。静岡市は一部ですでに子供会が存在しないらしい。他県でもその
ような事をきかない。かなり精神的、体力的に苦痛（役員問題ふくめ）（子供会行事な
ど）

豊田 6 800～900万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

そう思う

現在小６の為、子育てについても大夫楽になりました。その子が産まれた頃、焼津の子育
て支援は十分とは言えず、近隣の市がうらやましかった事もあります。１才前～保育園に
預け職場に復帰した為、保育園は～１９：００まで、病後児保育の利用、ファイミサポの
利用、放課後児童クラブもフルで利用し、仕事を続けてくる事が出来ました。それでもフ
ルで働き仕事と子育てを両立させるのは大変です。この１２年間焼津市の子育て支援や環
境が充実してきているのをとても実感しています。しかし、手続き等が平日のみであった
り、学校行事集まりが頻繁に平日行われる事に関しては、仕事と両立フルタイムで働く親
としてはとても厳しいです。
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　　　【小学生】ニーズ調査　自由記述一覧

問１
小学校区

問２
学年

問７　世帯の収入
問１４　放課後事業
の利用

問１６　いつから住
んでいるか。

問１７　焼津市は子育
てしやすいまちだと思
うか。

問２３　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がござい
ましたら、ご自由に記入してください。

焼津西 4 200～300万円未満 放課後児童クラブ
第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

そう思わない
焼津は基本的に街づくりがヘタなのでとても住みずらい。小さな子供を育てる環境は良い
が、連れてどこかに行くなど行く所もないので住みずらい。

豊田 4 100～200万円未満 放課後児童クラブ
第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

そう思う
実家は藤枝です。焼津の方が子育てに関して充実していると思いました。離婚する時や養
育費の件で無料相談を市の方でやってもらいました。弁護士さんの態度が大きく、気分の
良いものではありませんでした。どんなに困ってももう無料相談は受けたくないです！

大富 4 600～700万円未満 放課後児童クラブ
第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

そう思う

全国的に児童虐待が問題となっているので、学校や幼稚園、保育園など通して、講演や勉
強会を行うなどして欲しいと思います。又、他の行政では高校生まで医療費無料の所もあ
るそうなので、今後の検討材料にしていただきたいと思います。個人的には現在の支援に
大変満足し、焼津市の職員の方々に感謝しております。

港 4 500～600万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思わない

焼津には、子供を遊ばせる公園が少なく苦労しました。出来た西公園を中途半端で赤ちゃ
んじゃなくなったうちの子にはもう不十分です。出来るのも時間がかかりすぎ、その間に
子供も成長しています。せっかく何か出来ると思っても、港近くには「ボートレース舟場
券売場」が完成。子供いる人にとっては全く意味もなく、近くに出来、がっかりです。お
年寄りむけの市だなと思います。

小川 1 700～800万円未満 放課後児童クラブ

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

そう思う

・放課後児童クラブを利用していますが、学校から遠くもともと別の建物を再利用してい
るため、子供達にとって快適とはいいかねる環境です。設備、立地などの面で市の助力が
あればクラブの運営ももっと充実したものになるのではないかと期待しています。・ＰＴ
Ａ活動についての不満を多く聞きます。役員の負担をもっと減らし、全ての父兄が年１回
程度参加するような形にはならないでしょうか。また市子連があることで、その役員を決
めるために毎年もめてしまう状況はなくしたほうがよいのではないでしょうか。

黒石 2 300～400万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

黒石地区に子供が集まれる公園があったらと思います

豊田 6 500～600万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

子供がボールなげなどを行えるような広場が近くにほしい。家でゲームやユーチューブを
見る事が多いので、外で遊ばせたいが、規制が多かったりすると思う。

東益津 1 300～400万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

そう思わない ２年保育の幼稚園を３年保育にしてほしい。延長保育等もやってほしい。

小川 1 500～600万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

フルタイムで仕事をしたいけど、小４になって学童が利用できないことを考えると踏み出
せない。小４以上でも夏休みなどの長い休みに家にいさせるのは心配。６年生まで学童が
利用できたら良いな…と思います。

大井川東 3 300～400万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

子供が子供らしくいれる時期にのびのびと遊び食べる環境の幼稚園を大切にしてほしいと
思います。

豊田 4 1000万円以上
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

小学校中学年（３～６年）になると自分がやりたいこと、やりたくないことの意思決定が
できるようになるので、親が預けて安心な放課後児童クラブを嫌がる子が多くなると思い
ます。（我が家の子どもは３人とも小３の夏休み前まででした）
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　　　【小学生】ニーズ調査　自由記述一覧

問１
小学校区

問２
学年

問７　世帯の収入
問１４　放課後事業
の利用

問１６　いつから住
んでいるか。

問１７　焼津市は子育
てしやすいまちだと思
うか。

問２３　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がござい
ましたら、ご自由に記入してください。

豊田 2 600～700万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

どちらかというとそ
う思う

夏休みなどの長期休みや一時的に利用できるほど学内の放課後児童クラブの数を増やして
ほしい。豊田小学校周辺に公園が全くないので、子どもが気軽に外で遊べる場所をつくっ
てほしい。

黒石 5 400～500万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

どちらかというとそ
う思う

公園をもっと充実させてほしいです。集中してある場所と無い場所の差がありすぎます。
子供達がもっと安心してあそべる環境作りをしてください！！

東益津 4 700～800万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

どちらかというとそ
う思わない

①子どもが遊ぶ場所がない。公園はボール禁止や制限がある。運動、スポーツが気軽にで
きるようにしてもらいたい。②中学の部活はやめ、学校の制限（区域）関係なく集えるも
のにしてもらいたい。③住民税の負担が大きい。子ども３人いるので軽くしてもらいた
い。

和田 1 400～500万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

児童虐待に関して、疑わしき事案があれば市、児相、学校等が連携し子どもの命を最優先
に考え業務を行って頂きたいです。

焼津西 6 200～300万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

小学校のトイレ。もう少し環境よくして頂きたい。学校によっては、洗い場に石けんが無
い？と感じる事も。色んな環境、大人の世界だけでなく、子供の環境でも衛生面を充実さ
せて頂きたい。

大富 2 400～500万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

公民館で子供が利用できる講座をもっとふやしていただけると助かります。（特に学習に
関するもの、学校の教材等で学習できる程度で）気軽に参加できそうなもの

焼津南 3 400～500万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思わない

子供達の医療費が無料なのは大変助かっています。小学校、中学校で負担する給食費など
の諸経費（毎月支払う）を無料にして欲しいです。もしくは児童手当を増やして欲しいで
す。

黒石 2 600～700万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

来年から「スポーツ教室」の子供水泳（現在利用しています。）がなくなりますが、なぜ
ですか？明確な理由が知らされていません。大人の水泳は残されるようですが、子育て支
援の「より一層の充実」に反していると思います。広報等でわかりやすくご回答下さい。

大井川東 4 600～700万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

どちらかというとそ
う思う

宛名（我が子）の子供は近くの保育園に入所できたのでよかったですが、最近の保育園の
事情を知人に聞くと、近くの保育園に入れなかった。と言っていたので、保育園が充実で
きればいいなと思いました。働く母親も安心できると思います。

焼津西 5 600～700万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

単身赴任の家庭対象の支援があるといい。世帯収入の額のみでの線引きは実状厳しい生活
にあっても補助の対象外とされ生活苦におちいりやすい。支援の充実を願いたい。

焼津西 1 500～600万円未満 放課後児童クラブ
第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

次年度の学童の利用決定を早めにおしえてほしい

焼津東 5 400～500万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思わない

小学校の制服について、私服の学校は体調や気候に合わせて自由に変えられるのに制服の
学校はそうはいかず不公平。体調により申請することは可能だが子供にとっては違うかっ
こうでいくのは嫌がる。特に男の子の半ズボンは冬は厳しいと思う。女の子はタイツなど
でなんとか調整できるが男の子はそうもいかず、真冬でもヒザが出る丈のズボンでいなく
てはならない。時代にそぐわないと思う。ズボンは自由にしてほしい。
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　　　【小学生】ニーズ調査　自由記述一覧

問１
小学校区

問２
学年

問７　世帯の収入
問１４　放課後事業
の利用

問１６　いつから住
んでいるか。

問１７　焼津市は子育
てしやすいまちだと思
うか。

問２３　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がござい
ましたら、ご自由に記入してください。

大井川東 4 400～500万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思わない

とまとぴあの利用が午後は小学生がメインの場にリニューアルして幼稚園の子供が遊ぶ時
間が減ってしまいすごく不便になった。赤ちゃんから小学生まで同じ時間に皆で過ごしや
すい遊び場が必要と思う。

大井川東 5 400～500万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

どちらかというとそ
う思わない

旧大井川地区に子供が遊べる施設が少ないと思います。

大富 2 500～600万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

子どもの人数が多いほど何に対してもお金がかかる。インフルエンザの予防接種も市から
１０００円のほじょがでていても１回１人約３０００円×人数これを２回子どもの場合は
必要なので３人いたら１人６０００円×３人で１万８千円…。子どもの為に自分は摂取せ
ずにいる状態です。何かいい方法はないでしょうか？

小川 5 100～200万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

どちらかというとそ
う思う

子供が親以外の大人に個人的に話をする等、リラックスして接する事の出来る時間が月に
１度３０分でもあれば人を信じ、悩みをもっと表に出せるのにと思う。

豊田 4 500～600万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

そう思う いい環境で子育てさせて頂いていてありがたいです。医療費などありがとうございます。

焼津西 1 600～700万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

どちらかというとそ
う思う

他の自治体では、親の就労有無に限らず、学童を利用できる利用時間の長さに応じて料金
が異なるところがあると聞き、いいなと思いました。学童がある子、ない子で子供の人間
関係が限定的になってしまうのは機会損失のようでもったいなく感じました。

小川 5 300～400万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

どちらかというとそ
う思う

塾に行くのが普通にならないよう、当然の教育、学習をまずはしっかり身につけさせてほ
しい。学校の意味がない。

小川 5 200～300万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思わない

地域に住んでいる定年退職した人達が、学校の長期休暇に合わせてこども塾を開いてくれ
ます。ご近所の人達なので子ども達も大人の顔を覚えているので、たとえ災害があっても
「どこの子」ということが分かってもらえて安心です。そういう活動ももっと活用できる
ような支援をしてほしいです。

大富 3 400～500万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

そう思う
医療費の補助はすごくありがたいです。アトピーを持っている為、お薬が必要ですが、き
ちんと通院することができます。歯医者さんにも定期的に行くことができ健康でいること
ができます。

大富 2 800～900万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思わない

子供同士が外で遊べる環境を増やしてほしい。昔は夕方小学校のグラウンド等で遊べた。
公民館も監視が厳しく遊んだとしても楽しめない。

焼津西 6 600～700万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

そう思う
もう少し小さな区域（２０世帯くらい）で子育てに関する面談を任意でなく義務化して実
施しないと親の育児の成長に？です（個々の勉強、努力への援助が必要）

東益津 5 600～700万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

小学校のクラブ活動の時間が年３時間しかないなんて少なすぎるもっとクラブや部活の時
間を増やして、子供の体験や体力をつけたいなと思います。東京の小学校のように放課後
学校で遊べたり、体験が（日舞など）できたりするといいなと思います。
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　　　【小学生】ニーズ調査　自由記述一覧

問１
小学校区

問２
学年

問７　世帯の収入
問１４　放課後事業
の利用

問１６　いつから住
んでいるか。

問１７　焼津市は子育
てしやすいまちだと思
うか。

問２３　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がござい
ましたら、ご自由に記入してください。

大富 3 300～400万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

どちらかというとそ
う思う

歩道がなく、歩く（通学）のが車と近く怖い。事故、不しん者など、まきこまれる可能性
が高い。大富小学校体育館を校長が貸し出してくれない。などに全ての子供たちへ、平等
に（クラブ）貸しだししてもらいたい。不透明すぎると思います。

東益津 6 300～400万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

どちらかというとそ
う思う

子どもが病院にかかることが多いので、医療費助成は大変助かっています。今後とも出費
の多い高校生までの助成を続けていただきたいです。

黒石 4 800～900万円未満 放課後児童クラブ
第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

共働きの多い中、夏休み等長い休みの子供だけの家での過ごし方が気になります。高学年
であってもどこか長期で自由に過ごすことのできる場所の提供が学区ごと子供会ごとある
と良いと思いました。

大井川南 - 800～900万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

不審者情報等聞くこともあるため、下校中の通学路にボランティアのシルバーさんの見守
り隊が増えてくれると嬉しいです。（大井川南学区）

豊田 6 500～600万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

どちらかというとそ
う思わない

周囲に不登校の子供を持つ親が多く、中学校になってそうなった時どこに行けばよいのか
誰に相談すればよいのかと悩んでいるので中学校の先生がそのような子供を訪問したり勉
強を教えてくれたりすればいいと思います。

港 1 400～500万円未満 放課後児童クラブ
第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

幼稚園、保育園無償化になるので、学童も無償化にしてほしい。子育てしやすい市になる
と思います。

港 5 500～600万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

そう思う

幼児期の支援がとても充実してきていると思う。幼稚園無償化適応以前の子供達には、小
中学校の給食支援や放課後無料で見てもらえる宿題、勉強ルームなど、カギっ子や勉強に
おくれがある子、その他、親の承諾がある子については、そういった勉強を見てもらえる
スペースがあると安心だし助かると思う。幼児期の子ばかりでなく、もう少し大きな子供
達支援を考えていただきたいです。

豊田 5 600～700万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

そう思わない

（３０年前）昔は家の外で遊んだりしていたが、今は自転車に乗るだけでも良い目で見ら
れない。そういう子育てをした親世代（７０代）がなぜもんくばかり言うのか理解に苦し
む。公園も子供が遊んでいるとゲートボール？をするから「出ていけ」と言われる。どこ
で遊べばよいのか？？？意味がわからない。

豊田 4 300～400万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思わない

・公園広場が近くにないので、思いっきり外で遊ぶということが減りました。小学校の校
庭を時間を決めて開放したり等、のびのびと遊べる場所作りを検討してほしいです。・不
登校の子供達へのフォロー（勉強含む、相談等、学校以外でのフリースペースカウンセリ
ング機関）

焼津東 1 500～600万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

ＡＳＤやＡＤＨＤのグレーゾーンの子供が過ごしやすい環境や支援をもっと充実させてほ
しいと思います。

焼津西 4 400～500万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

どちらかというとそ
う思う

子供が家の前で遊んでいると近所の人からおこられた事があり、家の周りで遊ばせること
ができないので、子供が遊べる場所がもっとあったらいいなと思います。

焼津西 6 1000万円以上
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思わない

子育てが苦手な親への手助けをお願いします。
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　　　【小学生】ニーズ調査　自由記述一覧

問１
小学校区

問２
学年

問７　世帯の収入
問１４　放課後事業
の利用

問１６　いつから住
んでいるか。

問１７　焼津市は子育
てしやすいまちだと思
うか。

問２３　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がござい
ましたら、ご自由に記入してください。

黒石 4 600～700万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

そう思う
塾代が高いので、通わせるのに大変です。ボランティアか格安で地域の方が教えてくれる
場があると、助かります。（大学生やシルバーさん）

大井川南 1 500～600万円未満 放課後児童クラブ
第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

そう思う

旧大井川にも公園をもう少し作ってほしい。旧焼津ばかり大きな公園ができても、大井川
の人は行くのに時間がかかる。小さな公園にも遊具を置いてほしい。前に町内会でお願い
した時に断られてしまった。大井川の臨海公園に遊具は置かないのか？子供が詰まらな
い。医療や保育料等の支援は、子育てしている家庭にとって、本当にありがたい。

大富 3 800～900万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

そう思う
とまとぴあをよく利用するのですが、幼稚園児と小学生は遊べる場所が違い、兄弟が別々
になってしまうため、一緒に遊べる場所があるといいです。

東益津 5 300～400万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

家での学習で、宿題しかしなくて、勉強に意欲があまりありません。どこかの県では、子
供たちに、漢字検定や算数の検定の予算を立てて実施して、子供たちも進んで取り組んで
いると聞きました。そのような事を取り組めたらいいなと思いました。

港 2 400～500万円未満 放課後児童クラブ

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

どちらかというとそ
う思う

港学区には放課後児童クラブがあそび塾しかない為、その場所へ行くにも時間がかかりま
す。子どもが友達の家に勝手に行ってしまい、クラブに来ていないと連絡があったことも
あり、仕事をしている為すぐ対応できない時もあるので学校内に児童クラブがあればとて
も助かります。

黒石 4 900～1000万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

そう思う
放課後、子どもたちが安心して遊べる場所が少ないです。公民館や公会堂、校庭などの開
放を願います。

港 5 600～700万円未満 放課後児童クラブ
第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

そう思わない

５年間（小１～５年まで）学童に行っていたが６年になる今、継続入所できなくなりとて
も困っています。６年まで預けられると安心していたのに、急に高学年は入所できませ
ん、と言われても…下の子もいるので、その子が大きくなってからの事も考えると不安で
たまりません。高学年は留守番も考えて下さいといいますが、何かあったら、犯罪にでも
巻き込まれたりしたらどうなりますか？学童の先生も急にそっけなく子供も厳しくなりま
した。あんなにいつもあたたかく、相談にのって下さったのに。継続できないショックと
先生方の態度にも悲しい気持ちでいっぱいになりました。

東益津 3 800～900万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

そう思う
・放課後や休日に小学生が遊べる施設を作ってほしい。・休日当番医（小児科）を２件以
上にしてほしい。インフルエンザが流行した時、当番医に集中しすぎて何時間も待ったの
で。

焼津東 4 200～300万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

そう思う
小学校の成績表をつくる時期は３～４日連続で４時間授業になり、１３時頃下校します。
親が働いている家も多いので、焼津市の小学生がお昼頃から野放しになってしまうのが気
になります。特に低学年の子が心配です。先生達が大変なのもわかります。

港 4 400～500万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

小学生の病児、病後、普段保育園等に預けてない子で当日の朝預かり可能先とかがあると
子育てをしていく中で不安でなく安心して生活ができ自分の中に心強い支えを感じられ
る。

焼津西 1 500～600万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思わない

小学校の登下校の見守り隊の皆さんに感謝しています。寒い日も、雨の日も、猛暑の中で
も、毎日子ども達を見守り、朝は「がんばって来たね！」と温かく声をかけてくれたり、
落ちているゴミまで拾ってくれたりと、本当に頭が下がります。
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　　　【小学生】ニーズ調査　自由記述一覧

問１
小学校区

問２
学年

問７　世帯の収入
問１４　放課後事業
の利用

問１６　いつから住
んでいるか。

問１７　焼津市は子育
てしやすいまちだと思
うか。

問２３　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がござい
ましたら、ご自由に記入してください。

黒石 2 500～600万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思わない

子供がまだ赤ちゃんだった頃、歩いて３０分以上かけて公民館に行きました。歩くと暑く
なり、水筒を持っていなかったので自販機で飲み物を買おうと思ったが５千円札しかな
く、窓口で両替をしてもらえず、冷水機のような飲み場もなく、２人の子を連れたまま困
りました。再び歩いて帰りましたがもう少し融通を利かせてくれてもいいのかな、と思い
ました。

黒石 2 600～700万円未満 放課後児童クラブ
第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

近くに友達がいない為週末はどこに行こうかいつもなやんでいます。お金のかからないイ
ベント等知りたいです。また、少し話す事がきちんとできない為心配しています。そんな
なやみをきいてくれる所も知りたいです。

焼津西 1 400～500万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

長い夏休みの間に水遊びできる（無料）公園がもう少しほしい（日陰も）。大覚寺公園は
広くて駐車場も多いのに夏になると子供が遊べないくらいあついです。

豊田 3 500～600万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

０才～２才の保育料の軽減

焼津東 2 600～700万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

学校から帰ってきてから子供たちが遊べる公園が駅周辺に欲しいと思います。郊外には清
見田公園やイオンの近くにも大きな公園がありますが、駅周辺には見当たりません。焼津
高校の近くに設置していただけるといいなと思います。

小川 6 400～500万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

そう思う

小学校高学年となると算数など難しくなり、塾に通っている子は良いですが、なかなか塾
にも行けずに勉強が分からない子供の為に学校に自習室の様な教室を開放してそこで先生
に分からない事を質問したり出来る場所があるといいと思いました。勉強は一度つまづく
と嫌いになってしまう事もあると思う。英語はこれからもっと大変だと思うので…。

豊田 3 800～900万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

そう思う
学童がいやでやめてしまう子が多い。せめて校庭で遊ばせるなど、学校と連携してほし
い。寿司詰め状態ではかわいそう。心から改善を願います。

焼津西 3 1000万円以上
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

母親の負担が大きい。父親は働いているだけでよくて、母親は仕事も子育てもすべて責任
がある。自分の時間もない。成長するにつれて、進路に対して、父親が祖母が口を出すこ
とが腹立たしい事がある。

焼津西 2 300～400万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

・鉄棒のある公園が少ないので増やして欲しい。・不審者が多いので、子供の登下校時間
帯のパトロール強化して欲しい。

黒石 1 200～300万円未満 放課後児童クラブ

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

どちらかというとそ
う思わない

子育て支援、現金で渡すより義務教育（小学校なら給食費無料、制服、ランドセルなど家
庭でそろえなければならないものをなくし、学校ごとにそろえてほしい。

大富 3 700～800万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

自らの子育てに不安を感じたり、悩む親は沢山いますし、解決できず１人で抱えている人
も多くいます。けれど、話をすると「うちの子だけでなかった」と安心すること、先の姿
を聞くと、今これを大切にしようと思うことが多々あります。もっと、親同士が気軽にコ
ミュニケーションをとり、皆で子育てしていく、自らの子と友人の子と同じようにという
市ができたら災害時の協力、優しさの育みにつながり心強いと思います。
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　　　【小学生】ニーズ調査　自由記述一覧

問１
小学校区

問２
学年

問７　世帯の収入
問１４　放課後事業
の利用

問１６　いつから住
んでいるか。

問１７　焼津市は子育
てしやすいまちだと思
うか。

問２３　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がござい
ましたら、ご自由に記入してください。

東益津 3 900～1000万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

そう思う 子供の医療費無償は大変に助かっています。

東益津 3 500～600万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

公園もそうですが、公園の駐車場も欲しいです。

大井川東 4 500～600万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思わない

毎日の登下校で危ない場所（犯罪などおこりやすい大人の目の届かない場所）がわりとあ
るので市で見守りを増やしてほしいです。犯罪はおきてからでは遅いと思うので。

港 2 500～600万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

発達障害がある子でも気軽に通える教室（ダンス、水泳、塾など）があったら嬉しいで
す。

和田 6 500～600万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

１０年位前（長男が３才位の時）階段から転落して焼津市立病院に緊急で連れていった
が、これくらいで連れてこなくて良いとレントゲン師に言われて市立病院には不信感を
持っている。

小川 6 100～200万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

そう思う
子供の事で困ったりわからない事があれば支援センターや保健センターで相談にのってく
れて良かったです。

焼津西 4 700～800万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

いつも市のために尽力をつくして下さって有難うございます。子育ての環境や支援に関し
ての意見という事ですが、せっかくいただいたこの機会に、少し外れた事ではありますが
日頃思っていた事を書にしたためさせていただきたいと思います。それは、なぜ卒業式で
「仰げば尊し」をうたわなくなってしまったのかという事です。昔は（私が小中学生だっ
た頃は）必ずと言って良い程「仰げば尊し」なり「蛍の光」を卒業式で歌っていたと思う
のですが、一体いつからうたわなくなってしまったのでしょう。去年、上の子が小学校を
卒業したのですが、卒業式で聴けるものだとばかり思っていた私が聴いた歌は全くちがう
もので、大変がっかりした事を覚えています。卒業式の感動すら薄れてしまうほどでし
た。あの歌を卒業式に歌わないで（又は聴けないで）一体いつ歌う（又は聴ける）という
のでしょう。今の子供達は「仰げば尊し」も「蛍の光」も知りません。何、それ？と言い
ます。とても悲しい事です。もし、歌詞が今の時代にそぐわないと言うのなら、言葉は悪
いですがそんな教育はやめてしまえ！とまで私は思います。学校では学校教育、家庭では
家庭教育とそれぞれの役割があると思いますが、時代と共に変わっていく事はあるでしょ
うが、教育の基本というものは昔も今も変わっていないはずです。卒業式というものはそ
の生徒のためでもありますが、それだけでは決して無く、親のためでもあると思います。
そして三年間なり、六年間なり、子供達のために全力を注いでくれた先生方に感謝の意を
示す事が出来る唯一の場であるはずです。それなのに生徒主体で歌を決めてしまうのはど
うかと思います。そんな歌ぐらいで…とお思いになるかもしれません。でも例え感謝の気
持ちが心の中にあったとしてもそれを歌で、言葉として表現するのとしないのとでは本人
の中に残るものが全く違ってくると思うのです。世の中には変えて良いものと良くないも
のがあると思います。いつの時代にも必要な伝統というものがあるのではないでしょう
か？卒業式に「仰げば尊し」や「蛍の光」は必要です！せめて義務教育である小学校、中
学校では歌うべきだと思います。家の子が小学校を卒業する時には間に合わないとしても
（あと二年後）中学校を卒業する時には「仰げば尊し」の歌声が聴ける事を切に望んで止
みません。

焼津西 2 600～700万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

小学生の子どもだけで利用できる児童館のような場所があると助かります。
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　　　【小学生】ニーズ調査　自由記述一覧

問１
小学校区

問２
学年

問７　世帯の収入
問１４　放課後事業
の利用

問１６　いつから住
んでいるか。

問１７　焼津市は子育
てしやすいまちだと思
うか。

問２３　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がござい
ましたら、ご自由に記入してください。

黒石 6 500～600万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思わない

性別による偏見や差別がとても多く、この意識の差を変えていかなければ、どんなに法制
度を変えたり設備を整えても子育てしやすい街にはならないと思います。「男の子は泣い
たらだめだよ」「女の子は愛想よくしていればいいんだよ」なども偏見だと思いますが、
子育てするとこれらは躊躇なく聞かれる言葉で違和感があります。

焼津西 5 600～700万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

どちらかというとそ
う思う

子ども医療費助成制度があるので、とても助かっています。今後とも、高校生までの助成
を続けて下さい。

大富 6 500～600万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

焼津市の子育て環境が際立って悪いと感じたことはありませんが、もっともっと良くする
ことはできると思います。今の子供達が大人になり、子育てをするときに、この土地で子
育てをしたいと思わせるような、大きな改革をするべきです。がんばって下さい！！！

焼津西 3 400～500万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

どちらかというとそ
う思う

公園の駐車場が少ないので増やしてほしい。大覚寺公園の遊具のまわりにベンチがほし
い。学校の台風などで休校になる時など、メール配信が遅すぎるので、急に仕事を休まな
くてはならないのでいつも困る。

大井川南 4 600～700万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

大井川地区は、土地があるのに公園が少ない、ほとんど無い。外国の子が多くて、先生が
対応しきれてない。何か対策してほしい。（人員増やしたり、外国人支援クラス増やすな
ど）

黒石 5 200～300万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

どちらかというとそ
う思う

就学援助を役所でまとめて申請できるようにしてほしい。役所と学校、２度仕事を休まな
くてはならなくなる。高学年でも遊べる児童館。

港 5 500～600万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

そう思う
幼稚園や保育所世代への支援も大事だけど、中学生になってからの方がお金が学校以外で
もたくさんかかってくるので中高生世代への支援ももっとあったらいいと思います。

焼津西 5 300～400万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

静岡の長田児童館みたいな場所が焼津にあるといいなと思います。高学年の子でも小さい
子でも同じ場所で遊べるから。とまとぴあも良いけれど、年齢で遊ぶ所がわかれてしまう
…

港 3 300～400万円未満 放課後児童クラブ
第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

学童に今年度から１年生が利用する子が多く５・６年は入れないとなったが、家で一人で
いさせることをどう考えるか。最近は犯罪、ぶっそうなことが多くやはり心配。学童の拡
大。正職員で子育てする人の思いを考えて欲しい。港小に支援学級は必要だと思う。

東益津 5 500～600万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

近くに公園がありません。他の場所には大きな公園が出来ているのに私の住んでいる地区
には公園がなく、子供達の遊び場が少ないです。一つでもいいです、作ってください。

大井川東 4 400～500万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

どちらかというとそ
う思う

ＰＴＡをなくしてほしい！負担が大きい（精神的にも身体的にも…）時には仕事も休まな
くてはいけなくて困ってしまう。みんなが上に立ち、人をまとめていけるわけではないの
で苦痛である。

小川 6 500～600万円未満 －
第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき

どちらかというとそ
う思う

高校が終わるまでの医療費無料はすごく助かってます。
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　　　【小学生】ニーズ調査　自由記述一覧

問１
小学校区

問２
学年

問７　世帯の収入
問１４　放課後事業
の利用

問１６　いつから住
んでいるか。

問１７　焼津市は子育
てしやすいまちだと思
うか。

問２３　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がござい
ましたら、ご自由に記入してください。

焼津南 3 700～800万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

そう思わない
・子供がひとりでもりようできる習い事タクシー（藤枝市のように）の運行。・スポット
で利用できる子供預かり施設がほしい。・児童がいつでも逃げこめるように安全な施設を
つくり、虐待ゼロの市にしてほしい。

豊田 3 700～800万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

そう思う

うちは血のつながらない親子でありますが、養子縁組もしてません。父親の感情起伏が激
しいので、言葉のＤＶが気になるのですが、そういった父親になれない親むけにたくさん
のコミュニティイベントを作ってほしい。逆の立場を体験できるような…。子供や人の気
持ちを分かってもらえるような…

黒石 2 400～500万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

どちらかというとそ
う思う

特別支援学校に通っているので、地域行事になかなか参加できないと感じます。（子供会
に入っていないので…）間に入ってくれる機関や情報をもらえればいいなと思います。

焼津東 6 500～600万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

とまとピア横の公園のフリーフォールというスライダーの安全が心配です。勢いが制御で
きず、ケガの話をきき、気になっています。（実際に遊んだことはないのですが…）

黒石 3 400～500万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

祖父母が近くにいて預けられるが、そういった人でも預けたいなと思う時が時々ありま
す。そういう人たちにも間口の広い預ける場所があるとうれしいです。

焼津西 5 400～500万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

そう思わない

子供が幼い時にはファミリーサポートセンターも利用していました。もう少し低額だとあ
りがたいです。また、子民館、児童館も利用してきましたが、焼津市は少ないのでもう少
しあるといいなと感じていました。とまとぴあ、エコリオ、売れるシップなど利用してき
ました。

豊田 3 900～1000万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

子育て支援は、全ての子どもに平等にあってほしいと願います。共働き家庭も、母子家庭
も、子ども一人一人にとって受けられるサービスが同じであるように、お願いしたいで
す。

大富 2 300～400万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

そう思う 高校生まで医療費をみて下さりとても助かります。

焼津西 1 200～300万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

そう思う
働きたいが、小さい子がいるとやとってもらえるところが少ない。保育園に入れたいが、
フルタイムでないと入れない。

焼津東 4 400～500万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

そう思わない
先程も記載したが、各小学校の人数差について学区の見直しや統合について進めて欲し
い。自分の子供の就学時には間に合わないだろうけど、しっかり取り組んで頂きたい。

焼津西 4 100～200万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

そう思わない 特に期待していません

大井川西 6 700～800万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

どちらかというとそ
う思う

・幼児期だけでなく成長期の病気発見推進、サポート・病気による不登校児の支援・フ
リースクール学費の援助
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　　　【小学生】ニーズ調査　自由記述一覧

問１
小学校区

問２
学年

問７　世帯の収入
問１４　放課後事業
の利用

問１６　いつから住
んでいるか。

問１７　焼津市は子育
てしやすいまちだと思
うか。

問２３　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がござい
ましたら、ご自由に記入してください。

豊田 1 600～700万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

室内で遊べる大型施設があれば助かります。

大井川西 2 400～500万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

どちらかというとそ
う思う

共働き世帯が増えてくると思うので子供を安心して預けられる環境や場所づくりを充実し
てほしいです。

焼津西 1 400～500万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思わない

小学生と幼児が安全に遊べる公園や児童館が地区ごとにあったら良いです。その児童館で
放課後児童クラブが行われたり併設されたら良いと思います。

港 4 －
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

どちらかというとそ
う思わない

地域によってうけられる支援サービスに差があると思う

東益津 4 900～1000万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

そう思う
予防接種（インフルエンザ、みずぼうそう、おたふくなど）補助または負担をしてほし
い。インフルエンザの集団予防接種はなぜなくなってしまったのですか？

港 2 700～800万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

子供に関する補助金を所得で制限するのなら、本当に必要な人のみに支援するなど、細か
く各家庭の経済状態を調べてほしいです。幼稚園の補助金をもらっているのに、習い事を
たくさんさせたり旅行にたくさん行っている人達が何人もいます。「片方の親の収入」だ
けで判断されているため、私達は３年間で１円もいただくことはできませんでした。親
（祖父母）からの土地の贈与、経済的な支援を受けていて豊かな人はたくさんいます。高
校、大学の補助金はこの様な不公平なことがないようにして下さい。

小川 5 600～700万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

★子供達のために力を尽くしてくださりありがとうございます。できれば、子供が帰って
来た時には家で「お帰りなさい」と言ってあげたいですが、経済的な事を考えるとそうも
言ってられないのが現状です。最低賃金が上がっても、扶養内で働こうとするとあまり効
果を感じられません。★学校の窓に網戸を設置していただけたら幸いです。夏に何匹もの
ハチが入ってきて大変だったと聞きました。

大富 5 500～600万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

核家族の世帯が多いため長期の休みになると子供を預ける場所がないため働くことが出来
ないという声がまわりに多い。夏休みが長いため分散するとか学童（夏休みのみ）の充実
をして頂けると働く主婦が増えてくると思う。あと、まわりに不妊の方が結構います。子
供が欲しくても出来ないと困っている方が多いです。もっともっと不妊治療を手厚く補助
して頂けるとうれしいです。

東益津 3 500～600万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

そう思う 子供のインフルエンザ無料化、見守りＧＰＳ（登下校時）

焼津西 6 600～700万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

そう思う
子育ては子供が何歳になってもその年なりに大変さはあります。でも特に乳幼児期は肉体
的にも精神的にもつらかったです。働いていなくても一時的に子どもを預けられるといい
なと思っていました。（上の子の用事、自分の用事がある時など）

焼津西 4 1000万円以上 放課後児童クラブ

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

どちらかというとそ
う思う

比較的充実しており、特に問題はありませんが、子どもが犯罪にまきこまれない体制や見
守り、見回り等の充実を期待します。
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　　　【小学生】ニーズ調査　自由記述一覧

問１
小学校区

問２
学年

問７　世帯の収入
問１４　放課後事業
の利用

問１６　いつから住
んでいるか。

問１７　焼津市は子育
てしやすいまちだと思
うか。

問２３　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がござい
ましたら、ご自由に記入してください。

焼津西 4 500～600万円未満 放課後児童クラブ
第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

国の決めたことなので仕方ありませんが、保育は無償化しなくてもよいです。それよりも
保育所や放課後児童クラブに要件を満たしていれば必ず入れるという環境が欲しいです。
また、放課後児童クラブは保育所と同じ１９時まで受け入れて欲しいと思います。さらに
夏休みのみの児童クラブも、夏休み直前までわからないのではあてにできず、結局近所の
（小学校区の）児童クラブに通年申込せざるを得ません。夏休みのみの利用ができるとい
うことが、前年度中にわかっていれば、高学年になったら通年で小学校区の児童クラブは
やめることができ、ゆとりのある児童クラブ運営になると思います。

豊田 3 600～700万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

どちらかというとそ
う思う

市独自の子育てに係る助成制度の創設を。

東益津 6 600～700万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

お役所仕事とならないよう、すべてにおいて心のある思いや姿勢で取り組んでいただけた
らと思います。よろしくお願い致します。どんな時も主体は大人ではなく子供でなくては
なりません。

大富 3 300～400万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

カーブミラーの設置をしない所が多くあるはずです。しかし点数がきびしい。もしもが
あったらとはらはらするので、そちらから「設置しますか？」と動いてくれても損はない
と思いますよ！自宅近くでの事故はトラウマになってしまいますので…

豊田 5 800～900万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思わない

・私（母親）には、５才（年中児）の子どもがおり、幼稚園に通っています。幼稚園にも
早朝預かりがあればうれしいです。（市内一斉でその様な事業を支援する等してほしいで
す。）・ディスカバリーパークは市内の子どもは無料で利用できてもよいのではないで
しょうか？

豊田 4 700～800万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

教育カウンセラーの活用。発達に疑問のある子をそのままにしない。適切なケアを行い、
保護者にも理解を求めていく動きがほしい。教師が「グレー」と思うなら、そのままにす
るのはよくない。判定ができる医師や病院も少ない。差別するつもりはないが、個々の適
性を知り、その個々に合った環境を与えて欲しいと思います。学校が親の言いなりになり
すぎないよう、学校や教師への配慮をお願いしたいです。公立の信頼がゆらいでいるよう
に思います。個人の支援と共にそれを守る人・ものへの支援もしてほしいです。

大井川南 4 400～500万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思わない

宛名の子どもの下に２才の妹がいますが、とにかく保育園に入れません！仕事の時間が増
やせません。そうなるとよけいに保育園に入れてもらえません。何とかして下さい。

黒石 4 300～400万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

保育園の待機児童対策を考えてほしいです。小規模保育園は多く開所していますが、３才
になった時は結局申請し直さなければならず保育園に入所できるかもわからないのが不安
です。妊娠中から働き続けられるかわからないので不安でたまらないです。就学前まで預
かってもらえる保育園を増やしてほしいです。学童についても同じで、定員をもう少し増
やしてほしいです。

港 5 700～800万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

そう思わない
小学校、中学校への補助員の増員。廊下で見守るだけではなく、困っている生徒への手助
けを積極的に支援。（授業中）

豊田 3 700～800万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

インフルエンザワクチン等、学校や幼稚園にてすべての子供に接種できると良いです。
（かかりつけ病院でもワクチン確保が難しい）
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　　　【小学生】ニーズ調査　自由記述一覧

問１
小学校区

問２
学年

問７　世帯の収入
問１４　放課後事業
の利用

問１６　いつから住
んでいるか。

問１７　焼津市は子育
てしやすいまちだと思
うか。

問２３　最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がござい
ましたら、ご自由に記入してください。

大富 5 300～400万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる時
又は生まれた後に焼
津市に引っ越してき
た

そう思わない

大富周辺は子供達が集まって遊べる大きな公園や児童館がありません。暑い日、寒い日は
イオンに集まるという遊び方がこの辺りの子供は多いです。公民館で子ども中心の料理教
室、あそびの活動をもっともっと増やして欲しいです。焼津に住むということは友達には
絶対におススメできません。

大富 6 100～200万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思う

中学生以下の子どもを持つ親は、子供の体調や行事によって仕事を休まなくてはいけない
ことが多く、実際にそれを快く認めてくれる仕事先は少ないように思う。海外のようにベ
ビーシッター等が社会的に使いやすくなるといいのではと思う。

大井川西 5 100～200万円未満
いずれも利用してい
ない

第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

わからない

同居していると母子手当などが低くなるが、働きたくても子供が体調が悪ければ仕事を休
むしかなく、経済的にすごく大変で子供を心配させてしまっている。病気の家族もいるの
で、いろいろな面から見た貧困対策がほしい。病児保育の人数を増やしてほしい。そうし
たら、働けるので少しは生活が楽になるかもしれない。

港 5
第一子が生まれる前
から焼津市に住んで
いる

どちらかというとそ
う思わない

自営業なので、子供より仕事を取らなくてはいけない時、留守番をさせている家の周辺や
近所で問題がある人がいると不安です。治安が悪いというより、子供がすぐに頼れるのは
親族である祖父母と信頼のおける友人しか現状いないし、すぐにかけつけてもらえる環境
でもないのでいつも不安です。
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