
平成 20 年度 次世代育成支援懇談会 実施報告書 

 

 １ 実施目的 

   主に子育て中の父母と懇談し、子育ての現状や求められている施策などを捉える

ことにより、「静岡市子どもプラン」策定や今後の子育て支援策に反映させていく

ことを目的として開催した。 

 

 ２ 実施状況 

No 開催日時 場所（団体名） 参加者数 実施内容 

１ 
H21.1.31  

10:00～12:00 
蒲原支所 ２７人 

・懇談会形式による意

見聞き取り 

・事前アンケート調査 

２ 
H21.2.7 

10:00～12:00 
由比支所 ２０人 

・懇談会形式による意

見聞き取り 

・事前アンケート調査 

３ 
H21.2.13 

10:00～11:30 

西奈南地区子育てサロン 

（子育てトーク事業） 
３９人 ・当日アンケート調査 

４ 
H21.2.16 

10:30～11:10 

子育て支援センター 

北安東 
１５人 ・個別聞き取り調査 

５ 
H21.2.17 

10:00～11:00 

子育て支援センター 

丸子 
１３人 ・個別聞き取り調査 

６ 
H21.2.17 

10:30～11:10 

子育て支援センター 

服織第２ 
１２人 ・個別聞き取り調査 

７ 
H21.2.18 

10:30～11:10 

子育て支援センター 

ゆめの木 
１０人 ・個別聞き取り調査 

８ 
H21.2.20 

10:30～11:10 

子育て支援センター 

すぎの子 
１０人 ・個別聞き取り調査 

９ 
H21.2.20 

10:30～11:10 

子育て支援センター 

登呂 
７人 ・個別聞き取り調査 

10 
H21.2.23 

10:00～11:30 

長田北小子育てひろば 

（子育てトーク事業） 
１０人 ・個別聞き取り調査 

11 
H21.2.24 

11:00～11:30 

袖師「げんきっこ」 

（子育てトーク事業） 
２２人 ・個別聞き取り調査 

12 
H21.2.25 

11:30～12:00 
美和児童館 ２５人 ・個別聞き取り調査 



13 
H21.3.2 

11:30～12:00 

わかばクラブ 

（子育てサークル） 
５人 ・個別聞き取り調査 

14 
H21.3.4 

12:30～13:30 

子育てサークルネットしず

おか 
５人 ・個別聞き取り調査 

15 
H21.3.6 

11:00～11:30 
中島児童館 １６人 ・個別聞き取り調査 

 
合   計 

 
２３６人 

 

 

 ３ 実施方法 

   子育て支援課職員が各施設等へ出向き、その日に来場（又は参加）していた子育

て中の保護者に対して、「聞き取り調査」及び「アンケート調査」を行った。 

 （１）「聞き取り調査」 

   ①子育てに関する悩みや不安について 

   ②本市子育て支援策に対する意見や要望等について 

 （２）「アンケート調査」 

    主な調査内容としては、次のとおり。（蒲原・由比地区の事前アンケートは、

同地区の保育園及び幼稚園に通う児童の保護者 371 人から回収。） 

①子育て支援サービスの認知度・利用度 

②子育てに関する悩みや不安について 

③子育てに関する悩みや不安などを相談する相手 

 

 ４ 実施結果報告 

 （１）「聞き取り調査」 

    各回において聞き取りした意見や要望等については、別紙１「平成 20 年度次

世代育成支援懇談会における意見・要望等」に取りまとめた。 

 （２）「アンケート調査」（調査表は参考資料のとおり） 

   ① 上記２の No.1 及び No.2 に係るアンケート集計結果は、別紙２「子育て支

援アンケート（蒲原・由比地区）集計結果」のとおり。 

   ② 上記２の No.3 に係るアンケート集計結果は、別紙３「子育て支援アンケー

ト集計結果（西奈南地区子育てサロン）」のとおり。 

 

 ５ 調査結果分析 

   「聞き取り調査」により、現在の子育て中の保護者が市に望んでいる主な子育て 

支援策として捉えられるのは、次のとおり。 

 （１）子ども医療費助成制度の拡充（対象者の引き上げなど） 

 （２）医療体制の充実（小児科・産婦人科不足など） 

 （３）子どもの居場所・遊び場の確保（公園、児童館の整備など） 

 （４）一時保育・病児保育の充実 



別紙１ 

平成 20 年度次世代育成支援懇談会における意見・要望等 

 

【手当関連】 

○ 児童手当については、誕生月までの支給としなければ不公平だ。 

（子育てトーク：長田北小子育てひろば） 

 

○ 育児休業中で収入がなく、生活に困っている。休業中の経済的支援があればと思

う。また児童手当が低額なため、拡充をしていただきたい。   （中島児童館） 

 

○ 児童手当は安すぎる。また小学生までということで受給期間が短い。せめて中学

校卒業までとすべき。中学校・高校・大学は乳幼児期以上にお金がかかるのだが、

こう言った手当関係がない。もっと継続的な手当制度とすべきだ。尐子化と言い

ながら、理屈にあった支援をしてくれていない感じがする。  （美和児童館） 

（子育て支援センター 丸子） 

（子育てサークル：わかばクラブ） 

 

○ 児童手当は、子ども３人も産んだのに大してもらえない。３人目も１万円という

のはおかしい。２歳までが１万円という乳幼児加算があるのに、３人目という加

算だってあってもよい。尐子化対策として３人目を産んだご褒美的なものがあっ

てもよい。               （子育て支援センター すぎの子） 

  

○ 島田市では、３人目以降の出産で 100 万円の一時金が支給されている。100 万円

もらえるのならば、もう一人産んでもいいと思う。静岡市でも、このような制度

を立ち上げて、尐子化対策に望んでほしい。        （中島児童館） 

                         （子育て支援センター 丸子） 

 

○ 子育て応援特別手当については、第２子以降が対象であり、その対象者での年齢

制限があるので、不平等だ。     （子育てトーク：長田北小子育てひろば） 

 

 

 

 

【医療関連】 

○ 乳幼児医療の通院 500 円を小学生までにしてほしい。（通院の場合、千葉市は１



回 300 円で回数無制限であった。） 

（子育て支援センター 丸子） 

（子育て支援センター 登呂） 

（子育てトーク：袖師「げんきっこ」） 

 

○ 医療費助成については、通院助成を義務教育終了後まで拡大してほしい。義務教

育期間中は手厚く助成していただきたい。小学校にあがってからの医療費負担が

大変。                  （子育てサークル：わかばクラブ） 

                    （子育てトーク：長田北小子育てひろば） 

（蒲原地区） 

 

○ 医療費助成について、吉田町では本年度から、通院費用を中学生まで無料とした。

神奈川県でも同様に行っている市町村が多い。静岡市でも同様の措置をとってほ

しい。                                                    （美和児童館） 

（子育て支援センター 丸子） 

（子育て支援センター すぎの子） 

（子育て支援センター ゆめの木） 

（子育てトーク：袖師「げんきっこ」） 

 

○ 医療費助成は、乳幼児までではなく、それ以降も援助してほしい。他市町村では

援助してくれているところもある。全額でなく一部助成でもよいので対象年齢を

広げてほしい。              （子育て支援センター 服織第２） 

 

○ 合併したら、小学生の医療費全額補助がなくなった。３人子どもがいて、自己負

担がきつい。なんとかならないか。               （由比地区） 

 

○ 妊産婦健診助成制度の受診回数が 5→14 回に変わる。これも確かに費用負担が減

るのでいいことだが、出産育児一時金と同じで、かかった費用分しか戻ってこな

い。国のためではないが、尐子化に貢献していることや苦労して出産しているこ

とを踏まえ、プラスアルファがあってもよいのではないか。 （中島児童館） 

 

○ インフルエンザ予防接種の無料化について、せめて接種希望者のみでもよいため

行ってほしい。（子どもは大人の倍（２回）行う） 

                    （子育てサークル：わかばクラブ） 

（子育てトーク：袖師「げんきっこ」）

（由比地区） 

 

○ インフルエンザの予防接種を集団で行う予定はないか。検討してほしい。 

                                 （由比地区） 



 

○ １歳６カ月健診で、浜松市は保健師がひとりずつついて発達相談に応じてくれる

専門的なアドバイスをしてもらえるようだが、静岡市は母親が問診票に回答する

ような形式で、素人の母親の判断で本当によいのか不安。子どもの耳元で、紙を

すり合わせて「聞こえ」の聴力テストを子どもに行うが、落ち着きのない子ども

やうるさい中での検査で信頼性があるのか。 

（子育て支援センター 丸子） 

 

○ 乳幼児訪問に来る保健師が何となく新人っぽい方が来た。障害の児童を持つ親か

らすると、いろいろな内容に精通した方に来てもらいたい。来てくれることは確

かにありがたいが、いろいろな相談もしたいため、もう尐し配慮してほしい。 

（子育てトーク：長田北小子育てひろば） 

 

○ 新生児訪問は、なかなか外に出られない時期の母親にとってはありがたい。訪問

してくれる保健師へ気軽に質問や相談ができる。（中には応対が冷たい助産師がい

るので、訪問が強制でないならやりたくないという声も聞いたことがある。） 

（子育てトーク：長田北小子育てひろば） 

  

○ 託児付の歯医者や医者があるといい。             （美和児童館） 

 

○ 清水市立病院に親本人がかかる際、院内に託児スペースがほしい。 

（子育て支援センター すぎの子） 

 

○ 小児科で何が専門なのか分かるような情報がほしい。 

（アトピー専門、喘息専門など）         （子育て支援センター 丸子） 

 

○ 最近特有の病気、例えばアトピー、肥満などの子どもに起こる病気については、

病気になる前に未然に防ぐ方策を行政で考えてほしい。特に幼い頃からその病気

が予防できるものであれば対策を立ててほしい。やむを得ず、このような病気に

なったときには公費負担（補助）を検討してほしい。       （蒲原地区） 

○ 病気の相談に係る２４時間の電話相談があるといい。特に、第１子が小さい間、

些細なことでも親は心配でしかたがない。電話でアドバイスをもらえれば、病院

に行かなくてすむケースも出てくるかもしれない 

（子育てサークル：わかばクラブ） 

 

○ 夜間や休日など緊急時の当番医が分からない。いつもＨＰ等で探している。以前

住んでいたところでは、１～３か月分くらいの当番医リストを各世帯に配布して

いた。救急医療センターでも応急処置しかせず、翌日またかかりつけ医に行かな

ければならないのも不便である。                （蒲原地区） 



 

○ 旧清水市から由比へ移ってきたが、以前の旧清水市では、毎月当番医リストが配

布されていた。（３年前くらい）由比地区にはないのか。      （由比地区） 

 

○ 病院の場所が分からない。特に清水区。地域ごとに地図（マップ化）にして配布

してほしい。ハンドブックにも一覧表が掲載されているが、これでは場所が分か

らない。                           （由比地区） 

 

○ 休日や夜間当番医の場所が分からない。ＨＰなどですぐに病院の位置が分かるよ

うにしてくれると嬉しい。         （子育てサークル：わかばクラブ） 

 

○ 産婦人科がなく、富士市、清水厚生病院又は清水市立病院まで行かなければなら

ない。総合病院が近くにないため、共立蒲原病院での産婦人科の再開をお願いし

たい。                            （蒲原地区） 

 

○ 子どもが熱を出したとき、服織地区には小児科がないので不便。もっと小児科を

増やしてほしい。             （子育て支援センター 服織第２） 

 

○ 歯のフッ素洗浄もなくなるらしいが、聞かなければ分からない。静岡地区にいた

ときは自分で申込をしていたが、由比保健福祉センターも静岡方式となっていく

のか。                            （由比地区） 

  

○ 清水にいるときは定期的な歯科検診があった。由比でも由比保健福祉センターで

定期的な検診を行ってもらいたい。               （由比地区） 

 

 

 

【子育て優待カード事業】 

○ 子育て優待カード事業は失敗。こんな使い勝手の悪いものはない。まず、子ども

と同伴でないと特典を受けられないということ。県は利用状況を把握しているの

か。使い勝手の悪さが象徴しているように、利用したことがあるママの話をほと

んど聞いたことがない。もう尐し利用者の立場に立って制度設計してほしい。 

（子育てサークルネットしずおか） 

 

○ 子育て優待カードを常に持ち歩いているが、近くに使える店が尐ない。また特典

の曜日指定が多く、利用しづらい。     （子育て支援センター 服織第２） 

（美和児童館） 

 



○ 子育て優待カード事業は、子どもが同伴でないと特典を受けられないため不便。

また使用できるお店はポスターをもっと分かりやすい場所に掲示してほしい。 

買い物は子どもがいない時にすることが多い。県市が思っている制度の趣旨（親

子の触れ合い、地域支援など）も分かるが、どれだけの利用者が趣旨を理解して

いるだろうか。制度の見直しをするべき。また使いたい店は協賛店舗ではなく、

もらっても嬉しくない特典が多い。親子が一緒にいる休日・祭日に本カードが利

用されると思うので、もっと親子が行きそうな場所（事業所）へ市から協賛店に

なるよう働きかけたらどうか。               （美和児童館） 

                （子育てサークル：わかばクラブ） 

（子育て支援センター すぎの子） 

（子育てトーク：袖師「げんきっこ」） 

 

○ 協賛店舗は、「子育て優待カードが利用できる」旨を声掛けしてもらいたい。  

（ポスターやステッカーを配布しているが、掲示していないためか。） 

（子育てサークル：わかばクラブ） 

 

○ 子育て優待カードの協賛店舗で、おむつを扱ってほしい。 

（子育て支援センター 丸子） 

 

○ 子育て優待カードをいつも行くお店（ベビー手話）で毎回利用している。他にど

このお店で利用できるのか分からない。            （中島児童館） 

 

○ 市街地にある駐車料金が高い。子育て優待カードを利用して割引がきくようにな

るといい。               （子育て支援センター 服織第２） 

○ 子育て優待カード事業について、先日、静清信用金庫で提示したら、そこの職員

は同金庫での優待内容を知らず、口論となってしまった。静清信用金庫にしっか

り言って欲しい。          （子育てトーク：長田北小子育てひろば） 

 

○ 今の子どもはとても忙しい。学校の指導要領もまた変わるということで、授業数

も多くなっている。子育て優待カード事業の目的が、「親子の交流」ということも

あるのであれば、今こそ、親子のコミュニケーションにこの事業が役立つよう、

工夫すべきだ。              （子育てサークル：わかばクラブ） 

 

 

【子育て支援センター】 

○ 子どもを初めて育てる人は支援センターの存在を意外と知らない人が多い。母子

手帳を交付するときなどに、支援センター等の子育て関連施設のパンフレット等

を配布してほしい。              （子育て支援センター 丸子） 



 

○ 初めて支援センターを利用するとき、どうしたらいいかが分からず、またなかな

か参加しにくいので、参加方法など分かりやすく書いてあるパンフレット等があ

るといいと思う。               （子育て支援センター 丸子） 

 

○ 子育て支援センターへなかなか参加しにくいので、初めての人が参加できるイベ

ントをやってほしい。             （子育て支援センター 丸子） 

（美和児童館） 

 

○ 子育て支援センターに来ても、一時的に話をするだけで、母親同士なかなか仲良

くなれない。母親同士が友達になれるような会を作ってほしい。 

（母親の年齢別、子どもの年齢別などの会があるといい。） 

（子育て支援センター 丸子） 

（美和児童館） 

 

○ 無料で利用できる子育て支援センターがあるのは有難い。また支援センターの先

生は頼れる。いろいろな情報を提供してくれる。 （子育て支援センター 丸子） 

 

○ 中央子育て支援センターの行事を知りたいので、各地域の子育て支援センターで

も行事案内チラシを置いてほしい。     （子育て支援センター 服織第２） 

 

○ 子育て支援センターは毎日、午前午後開園してほしい。 

（子育て支援センター すぎの子） 

（子育て支援センター ゆめの木） 

（子育て支援センター 丸子） 

 

○ 夕方も利用したい時があるので、気軽に利用できるよう利用時間を長くしてほし

い。                    （子育て支援センター 登呂） 

 

○ 子育て支援センターの中に、昼食がとれるスペースを作ってほしい。 

（子育て支援センター 登呂） 

 

○ 美和地区にも、地域子育て支援センターがほしい。中央子育て支援センターはい

い施設だが、あそこまで行くのは大変。是非お願いしたい。（中央子育て支援セン

ターでは、一時保育が遠すぎる。）              （美和児童館） 

 

○ テルサを利用する場合、利用者の専用駐車場がない。近くの有料駐車場に止める

が、市役所（清水庁舎）の駐車場を開放するなど、利用者の負担を軽減する対策

をとってほしい。（有料でもよいので、せめて割引して対応してほしい。） 



（子育てトーク：袖師「げんきっこ」） 

 

○ 中央子育て支援センターと城北公園にはよく出かけるため、駐車場がほしい。 

（子育て支援センター 服織第２） 

 

 

【保育サービス関連】 

○ 一時預かりは予約をしなければ受けられない。出産時などの緊急時に預けられる

ところがない。親戚に預けるにも限度がある。予約なしでも即時に預けられると

ころがほしい。                        （由比地区） 

 

○ 保育園に保健室があるといい。急に病気になって親が迎えに行くまでの間、その

ようなスペースで一時的に預かるような対応をしてほしい。 

（子育てトーク：長田北小子育てひろば） 

 

○ 保育園や幼稚園に、図書室を設けてほしい。図書教育は幼児期から大切であり、

司書がいればもっといいと思う。   （子育てトーク：長田北小子育てひろば） 

○ 保育園に入るのは大変だと聞くがどうか。  （子育て支援センター ゆめの木） 

  

○ 保育園の０～２歳児保育の枠（定員）を増やしてほしい。働きたくて面接等を受

けていても、働くことができる保証がないと言われて預かってもらえないことが

毎年続いている。これでは就職活動もまともにできない。柔軟な対応をしてほし

い。                   （子育て支援センター すぎの子） 

  

○ ある保育園の先生はきつい、怖いという評判がある。子どもを預けるのが心配に

なってしまう。             （子育てトーク：袖師「げんきっこ」） 

 

○ 人気のない園はそれなりに理由があるのではないか。市役所へ保育園の苦情を言

いたくても、市と園長が通じているので誰が苦情を言っているか伝わってしまい、

子どもに影響するかもしれない。      （子育て支援センター ゆめの木） 

 

○ 保育園の一時保育だけでも、もっと充実させてほしい。 

（子育て支援センター 登呂） 

 

○ 近くに一時保育をしてくれる所がほしい。（１～２時間の用事のために札の辻（中

央子育て支援センター）まで行くのは大変。）   （子育て支援センター 登呂） 

 

○ 障害のある児童は一時保育が難しい。通常の児童と同じように預かってほしい。



（ダウン症児の母・・・いこいの家に通っている。） 

（子育てトーク：長田北小子育てひろば） 

 

○ 一時保育に係る料金が高く、利用しにくい。 （子育て支援センター すぎの子） 

 

○ 緊急時の一時保育施設がほしい。    （子育てトーク：袖師「げんきっこ」） 

（美和児童館） 

 

○ 保育園や一時保育の保育料が高すぎる。第２子以降を産むためには経済的支援を

してほしい。                       （美和児童館） 

 

○ 一時保育は有料であるため、使わない。行政サービスとして無料にすることはで

きないか。                （子育て支援センター ゆめの木） 

 

○ 実家が遠いため、自分が通院する時や子育てのストレス解消をするにも、身近に

気軽に一時保育できるところがほしい。 

  中央子育て支援センターは、広くて良い施設なのだが、駐車場がなく駐車料金が

かかる。                          （中島児童館） 

 

○ 転勤族で近くに親戚がいない。そのため、子どもを預ける先がない。一時保育を

利用したいが、いつもいっぱいで利用できず、認可外保育施設は金額が高くて利

用しにくいので、保育園の一時保育を充実させてほしい。 

（子育て支援センター 丸子） 

 

○ テルサの利用（一時保育）は利用料が高い。駐車料金も払うと、行こうと思って

もやめてしまう。（利用しにくい）    （子育てトーク：袖師「げんきっこ」） 

 

○ 保育園に駐車場がない。（富士見台保育園）保育園へはいろいろな用事で行くこと

が多いため、みんな困っている。               （中島児童館） 

 

○ ２４時間預かってくれる施設がほしい。（出産時に突然長時間子どもを預かること

ができる施設があるとよい。）                   （子育て支援センター 登呂） 

 

 

【幼稚園関連】 

○ 安倍口幼稚園は園児が尐ない。そのため、子どもの社会性が養われない。また以

前給食サービスを行っていたし、送迎も行っていたが現在はやっていない。保育

料は確かに安いが、これだったら私立幼稚園のほうが華やかだし、尐しくらい保



育料が高くても許せる。もう尐し使い勝手のよい公立幼稚園の運営を検討してほ

しい。                           （美和児童館） 

 

○ 公立幼稚園でも、一時預かり保育をやってほしい。私立幼稚園がほとんど行って

いるのに、公立幼稚園にもニーズがあるはず。ぜひ検討してほしい。（美和児童館） 

 

○ るり幼稚園に行っているが、幼稚園の耐震性が気になる。公共の建物については、

このような耐震性については公表すべき。 

（子育てトーク：長田北小子育てひろば） 

 

○ 由比幼稚園のスクールバスの復活を要望する。多尐の自己負担はしてもよい。例

えば月 2,000～3,000 円。                   （由比地区） 

【公共施設関連（公園を除く。）】 

○ 浜松には小さな子どもから大きな子ども（小学生くらい）みんなで遊べる市の施

設（有料）があるらしいが、静岡にもそういう施設があるといいと思う。 

 

○ 雤の日に遊べる場所が尐ないので、雤に日でも子どもが走り回れるような場所が

あるといいと思う。有料でもぜひ利用したい。 （子育て支援センター 登呂） 

（子育て支援センター すぎの子） 

（子育てトーク：袖師「げんきっこ」） 

 

○ 公共施設を利用する場合、せめて子どもが無料となるような対応をお願いしたい。

（すべての公共施設が、動物園や「るくる」のようにしてほしい。） 

（子育てトーク：袖師「げんきっこ」） 

 

○ 静岡市は浜松市と比べて、子ども連れで買い物がしづらい。小さなお店には駐車

場がない。駐車場があっても立体式なので不便。また路上駐車が多く、子どもと

歩く時に危険。また、歩道を自転車がスピードを出して走っている。静岡市の人

は交通マナーが本当に悪いと思う。子ども連れで歩く時に大変危険である。 

（美和児童館） 

 

○ イオンモールのような、土日曜日に小さい子どもと行けるところがほしい。（児童

館は土日曜日に小学生が多く、地域子育て支援センターは休みなので、小さい子

どもが行くところがない。）                                   （美和児童館） 

 

○ 公共施設の男性トイレに、乳幼児のおむつ交換ができるシートを設置してほしい。                        

（子育てトーク：長田北小子育てひろば） 

 



○ 公共施設に授乳室を設置してほしい。様々なイベントや集会に参加する際に不便

である。                             （子育てトーク：長田北小子育てひろば） 

 

○ 公共施設のトイレに、子どもを座らせておけるようなもの（一緒に入って待たせ

ておけるようなスペース）を設置してほしい。    （子育て支援センター 登呂） 

 

○ 北部生涯学習センターを利用するが、和式トイレを洋式化してもらいたい。また、

子ども連れの親に配慮し、トイレにオムツ替えができる台（スペース）や子ども

が待てる椅子など、障害者用トイレ並みに整備していただきたい。このことは、

北部生涯学習センターに限らず、公共施設においてはすべてそうすべき。 

（子育てサークルネットしずおか） 

 

○ 支援センターも児童館も月曜日が休み。月曜日に行ける場所がない。公園等へ行

っても誰もいないので、月曜日にやっている施設がほしい。 

（子育て支援センター 丸子） 

 

○ 清水には児童館がない。支援センターは開館日が決まっている。毎日一日中出か

けていける施設がほしい。                  （子育て支援センター ゆめの木） 

 

○ 藁科生涯学習センターは全体的に暗いイメージ。ホールでは、サークルが使うだ

けではなく、体操をしたり、もう尐し多目的に使えるようにしてほしい。 

（子育て支援センター 服織第２） 

 

○ 美和地区は、市中心地に比べて文化的に遅れている気がしていた。「あそこには住

みたくない。」と言われるので、今度近くに図書館という文化施設ができて大変嬉

しい。                                                      （美和児童館） 

 

 

【公園関連】 

○ 公園の遊具が尐ない。また公園で小さい子どもが遊べるスペースが尐ない。 

（大きい子どもと小さい子どもと遊べるスペースが分かれているといい。） 

（子育て支援センター 丸子） 

 

○ 公園に遊具が尐ない。砂場の衛生面が気になる。もう尐し遊べる遊戯を増やして

くれたら、人が集まりコミュニケーションがとれると思う。 

（子育て支援センター 服織第２） 

（子育て支援センター 登呂） 

 



○ 砂場にビニールシートがかけられている公園があるが、使っていいのか分からな

い。看板のような物があるといいと思う。  （子育て支援センター すぎの子） 

 

○ 住民があまり利用しない公園には無駄に遊具が多くあり、利用されている公園に

は満足な遊具が設置されていない。矛盾している。また小さな子どもが遊べる遊

具がなく、駐車場もない。         （子育て支援センター すぎの子） 

○ 公園に遊具が尐ない。子ども用のトイレがない。 （子育て支援センター 登呂） 

 

○ 近くに公園が２か所あるが、同時に両方を工事している。同時の工事は遊ぶ所が

なくなるので困る。配慮してほしい。    （子育て支援センター ゆめの木） 

 

○ 近くに公園がない。雤の日に遊ぶ場所がない。また、休日に家族で遊べる施設を

増やしてほしい。            （子育て支援センター 服織第２） 

（子育てトーク：長田北小子育てひろば） 

（子育て支援センター 登呂） 

 

○ 焼津市大村中の公園は、小さい子が安心して遊べる。静岡市には小さな子が遊べ

る公園がないので、そういう公園がほしい。   （子育て支援センター 丸子） 

 

○ 公園が尐ない。また管理を徹底してほしい。夕方の公園は犬を連れて来る人がい

るが、子どもの衛生面が気になる。     （子育て支援センター すぎの子） 

 

○ 中田周辺には公園が１か所しかなく、しかも緑地帯のような所なので、車などが

心配。もっとしっかりした公園を多く作ってほしい。（子育て支援センター 登呂） 

 

○ 南八幡に住んでいるが、この地区には公園がない。近いのは、森下公園か高松公

園。小さな公園でもいいから近所にあると助かる。       （中島児童館） 

 

○ この地区（美和地区）は公園が尐ない。            （美和児童館） 

 

○ インターの近くに公園があるが、駐車場がないため行きづらい。大きな公園には

必ず駐車場を併設してほしい。       （子育て支援センター すぎの子） 

 

○ 公園づくりを市に働きかける運動をしてきたが、実現は難しい。オーク長田に行

けば、児童館や図書館もあり子どもの施設もあるが、バスの便が悪く行きにくい。

巡回バスを走らせてほしい。          （子育てトーク：長田北小子育てひろば） 

 

○ 安倍川の土手沿いで安全に子どもが遊べる所がほしい。          （美和児童館） 

 



○ 足久保口組の美和野にある「のぞみ公園」は、柵が大まかで、小さい子どもが用

水路に落ちてしまうので大変危険である。柵の下をくぐり抜けて用水路で遊んで

いる子どももいる。元は「体力づくり公園」だったようで、腹筋を鍛える器具台

はコンクリートがむきだしになっている。小さい子どもが何人も転んで頭を切っ

ているので土で覆ってほしい。                               （美和児童館） 

 

○ ボールの使用を禁止している公園があると聞いた。ただでさえ子どもの遊び場が

尐ないのに、こんな制限までしないでほしい。 （子育てサークル：わかばクラブ） 

 

○ ゲートボール場と公園が一緒の所があるが、使いにくい。 

（子育て支援センター すぎの子） 

 

○ 小学生２人の母親だが、海へ遊びに行くのは危険だからダメだと学校側から言わ

れ、仕方なく家で遊んでいることが多い。親水公園では、土日にプレイリーダー

が中心となっていろいろな遊びを行っているが、最近それがおもしろくないよう

で参加していない。                                          （蒲原地区） 

 

○ 柳坪（やなぎつぼ）公園に時計を設置してほしい。 

（子育て支援センター 服織第２） 

 

○ 鶴舞公園には、不審者やホームレスがいるようである。また、犬を公園内に放し

て遊ばせていることが多く、子どもが遊べる状況でない。さらに街灯がなく、安

全面で心配なことが多いため、市で何とかしてほしい。 

（子育て支援センター ゆめの木） 

 

 

【イベント関連】 

○ 地域で行うイベントをもっと増やしてほしい。（公園などで行うお祭りなど） 

（子育て支援センター 丸子） 

  

○ 親子で参加できるイベントがほしい。いろいろな親子と出会う機会がほしい。  

（ハイキングなど）                         （子育て支援センター ゆめの木） 

 

○ 父と子のイベントがあれば是非参加したい。父が参加しやすいであろう日曜日に

開催するのはどうか。                     （子育て支援センター ゆめの木） 

 

○ 近所の高齢者とも交流できる事業を行ってほしい。（核家族なのでお年寄りに接す

る機会がほしい。）                      （子育てトーク：袖師「げんきっこ」） 



○ 小中高校のお兄さんお姉さんと触れ合う機会がほしい。 

（子育てトーク：袖師「げんきっこ」） 

 

○ 駿府匠宿で先日開催されたイベントはとっても良かった。親子で参加でき、あり

がたかった。                        （子育てトーク：長田北小子育てひろば） 

 

○ 小学校高学年のイベントを開催する場合、併せて尐しレベルを落とした小学校低

学年対象のイベントも開催してほしい。 （子育てトーク：長田北小子育てひろば） 

 

○ 離乳食の講座は１歳半で終わる。幼児食の講座は３歳からなので、１歳半から３

歳まで何もなくなってしまう。その間の講座がほしい。（パンツトレーニングと

か・・・）                                （子育て支援センター ゆめの木） 

 

○ 広報等に掲載されている講座等のイベントに母親が参加したい時、託児がついて

いないので参加できない。たとえば、体育館での教室に、上の子どもを参加させ

たいが、下の子どもの託児がないので参加できない。 

（子育てトーク：長田北小子育てひろば） 

 

○ 静岡科学館「るくる」を利用している。るくるで行っている珍しい事業を、もっ

と身近な公民館や児童館、図書館などで開催してほしい。          （蒲原地区） 

 

 

【情報提供関連】 

○  地域で行われるイベントの情報がほしい。（近所の人しか周知されず、そのまわ

りまで情報が来ないので、参加したくてもできない。）できれば、イベントの年間

スケジュール表を作ってほしい。（小さなイベントを含む。） 

（子育て支援センター 丸子） 

 

○ 子育て関連イベント以外にも、市で開催するイベントについては、スーパーの壁

にチラシを貼ってほしい。スーパーに貼れば、パソコンや広報紙等を見ない母親

でも、ほとんど毎日来るので目にすることができるのではないか。 

（子育てトーク：長田北小子育てひろば） 

 

○ 子どものイベント情報がほしい。毎月広報紙に掲載してほしい。インターネット

を見る人ばかりではないので、他の周知方法も考えてほしい。 

（子育て支援センター ゆめの木） 

 

○ いろいろな子育て支援サービスが清水区にまとまっている気がする。（蒲原地区で



どんなものがあるか分からない。）蒲原地区（地域ごと）としての情報提供を行っ

てもらいたい。                                                （蒲原地区） 

 

○ 休日に子どもと遊びに行くときにお金をかけずに行けるような情報提供をしても

らいたい。市内には素晴らしい自然が残っている場所がまだまだあり、そのよう

な情報をＨＰ等で公開することもよいのではないか。（静岡ならではの情報発信）                       

（蒲原地区） 

 

○ 子育てマップがほしい。病院や子どものための施設がマークしてあるもの。転入

者にとっては、バスの乗り方さえ分からない。    （子育て支援センター 丸子） 

 

○ 合併してどう変わったか、何が良くなったのかはっきり分からない。由比町では、

子育て拠点は児童館、合併前の静岡市では児童館には行ったことがなかった。（保

健福祉センターへは時々行った。）静岡市では、自分で調べて自分から情報を得な

いとならなかった。ただ、広報紙には由比の情報がなく、別のチラシ（町内会の

チラシ？！）がくる。情報提供方法が統一されていない感じがする。 

また、各保健福祉センターでは同様の事業を行っているにもかかわらず、取り扱

い（対応）が違う。なぜ同じ市内で違うのか。                     （由比地区） 

 

 

【児童館関連】 

○ 児童館によく行くが、イベント（特にリトミック）は月２～３回しかなく、希望

する人が多くいつも抽選なので、もっと回数を増やしてほしい。 

（子育て支援センター 丸子） 

 

○ 児童館でのこのようなイベント（ひなまつり）は大変ありがたい。（美和児童館） 

 

○ 児童館で、１～２歳児対象のイベントが尐ない。               （美和児童館） 

 

○ 市内の児童館によっては、館内での食事を認めたり認めなかったりする。児童館

ごとの事情があるのだろうか。市内の同一施設であるため、扱いが違うのはおか

しい。                                                      （美和児童館） 

○ 児童館職員は、地域で活動しているサークルの手助け役となってほしい。 

（美和児童館） 

 

○ 美和小学校の児童にとっては、この児童館は遠い。              （美和児童館） 

 

○ 清水区にも児童館をつくってほしい。    （子育て支援センター すぎの子） 



（子育てトーク：袖師「げんきっこ」） 

 

○ 中高生の遊び場を提供していただきたい。居場所が欲しい。 

高校生には児童館は物足りないかもしれない。でも、各地区に児童館をまんべん

なく整備し、子どもの居場所として活用させるべき。（児童館の存在を知らない

人が多い。）                             （子育てサークル：わかばクラブ） 

 

 

【放課後児童クラブ関連（放課後対策を含む。】 

○ 放課後児童クラブは３年生までを原則としているが、親の用事等で家を空けるこ

とがあるため、小学校４～６年生でも預かってほしい時がある。制度的にダメで

あれば、短時間でも預かることができる一時保育的な施設があるといい。母親は

預けるためにパートに出ているわけではない。 

（子育てサークル：わかばクラブ） 

（子育てトーク：長田北小子育てひろば） 

 

○ 放課後児童クラブは 18 時までの預かりで困る。保育園の延長保育は 19 時までで、

仕事をしている人にとっては、小学校に上がって放課後児童クラブに入っても、1

時間短くなってしまう。この 1 時間が大きいため、放課後児童クラブの預かり時

間をせめて保育園の延長保育時間に合わせてほしい。            （中島児童館） 

 

○ 放課後児童クラブの定員が尐ないのではないか。１～２年生が主で、３年生は入

れない場合がある。                                          （由比地区） 

（子育て支援センター すぎの子） 

 

○ 仕事に就きたいと思っているが、例えば、パートタイマーで週２回くらい働いた

としても、放課後児童クラブの月額料金で消えてしまう。（月 9,000 円程度）パー

ト収入では働いても割に合わない。要するに、放課後児童クラブの利用料が高い

ので、もっと安価に設定してほしい。    （子育て支援センター 服織第２） 

 

○ 放課後の学校開放は決まった日しか開放していない。開放日にもボール遊びを禁

止している学校があると聞いている。子どもたちが集団で遊ぶことが尐なくなっ

ている今日、こんな制限をしないでほしい。（家でゲームばかりしている子どもが

多いことへの反感か。）                     （子育てサークル：わかばクラブ） 

 

 

【子育てトーク関連】 



○ 月曜日で児童館が休みで今日は雤なので子育てトークに参加した。選択肢がある

のは嬉しい。            （子育てトーク：長田北小子育てひろば） 

 

○ 子育てトークに参加することが楽しみになっている。ぜひ今後も続けてほし 

   い。               （子育てトーク：長田北小子育てひろば） 

 

○ 子育てトークは年間 500 円の会費だが、とても充実しているので、もっと回数を

増やしてほしい。           （子育てトーク：袖師「げんきっこ」） 

 

○ 他市からお嫁に来たので友達がいない。子育てトークに参加してもなかなか友達

ができない。同年代で集まる母の会があるといい。 

（子育てトーク：長田北小子育てひろば） 

 

 

【その他】 

○ 岐阜県の田舎からお嫁で来たので、静岡は子育て支援が充実していると感じた。   

（子育てトーク：長田北小子育てひろば） 

 

○ 小学校のスクールガードがいるおかげで、安心して下校できており、助かってい

る。                （子育てトーク：長田北小子育てひろば） 

 

○ 奈良から静岡へ異動してきたが、奈良に比べれば子育て支援施設が充実していて

ありがたい。                        （中島児童館） 

 

○ 実家が遠く、頼める人が近くにいないので、子どもが病気になったり父親が出張

でいない時など、買い物などの日常のことに困ることが多い。そういう時に買い

物等をしてくれるサービスがあるといいと思う。（気軽に利用できる仕組みで。）              

（子育て支援センター 登呂） 

 

○ 地域ごとに、主任児童委員等が中心となって、子どもの把握をしてほしい。例え

ば災害時等で地域が中心となって安否確認を行う場合、事前に捉えておく必要が

あると思う。特に、障害のある児童についてはやる必要があり、地域で支えるべ

きだと考える。市が率先して行動を起こしてほしい。 

（子育てトーク：長田北小子育てひろば） 

 

○ ファミリー・サポート・センターを利用することに抵抗がある。誰が来てくれる

のか、利用者側は選択することができず、姿が見えないことに不安を感じる。HP

等で「まかせて会員」全員の紹介（写真付）をするなどしたほうが利用しやすい



のでぜひとも掲載してほしい。       （子育て支援センター 服織第２） 

 

○ 父親がなかなか子育てに関わってくれない。仕事は朝早くて夜遅く、子どもと接

するのは日曜日のみ。父親自身も協力しようとあまり思っていないようである。                

（子育て支援センター 服織第２） 

 

○ 父親が子育てに協力的ではあるが、仕事の帰りが遅く、子どもと接する時間が尐

ない。出産時に３日間休みになる会社があるらしいが、そういう会社が増えると

いい。                    （子育て支援センター 丸子） 

 

○ 最近の親は、親として何をすべきかが分からない感じがする。地域との関係不足

やコミュニケーション不足が指摘されるが、心配に思う。核家族化になり、「親は

どうあるべきか。」を教えてくれる人が身近にいないのも問題である。 

（子育てサークル：わかばクラブ） 

 

○ 西久保地区は街灯が尐なく、不審者等が心配なので、街灯を増やしてほしい。 

（子育てトーク：袖師「げんきっこ」） 

 

○ 由比の奥に住んでいるが、小学校の通学路（特に下校時）の防犯対策をお願いし

たい。人通りが尐なく、危険な感じがする。           （由比地区） 

 

○ 下校時の１４時ころに地域放送が入る。入山地区は人通りが尐なく、放送が入る

タイミングで不審者に対して合図を送っているようなもの。ただ、子どもたちの

多くは１６時ころまで学校で遊んでいるので、１４時に下校するわけではない

が･･･                            （由比地区） 

 

○ 子どもの登校時、通勤の車がものすごいスピードで走り去る車があり、大変危険。

警察への連絡済であるが、なかなか対策をとってもらえない。（静清バイパスに出

るための抜け道（新伝馬のマックスバリュ付近）学校への連絡済で地域でアクシ

ョンを起こすしかないか。ボランティアが立って注意しても効果はなく、事故が

起こってからでは遅いため、何とか交通規制又は警察の取り締まりまで持って行

けるような方策を検討していく。      （子育てサークル：わかばクラブ） 

 

○ 静鉄バスの運転手によっては、子どもが座る前に発進する場合があるので、市か

ら注意してほしい。         （子育てトーク：長田北小子育てひろば） 

 

○ 大里保健福祉センターの保健師が冷たい対応をした。（「何でも相談してくださ

い。」というチラシをもらい電話したのに・・・） （子育て支援センター 登呂） 

 



○ 例えば「理科支援員」が広報紙で募集されていたが、「子どもを好きな人なら誰で

も」という感じであった。子どもに関する職業に就く方は、専門性のある、資格

を持った方にしてくれないと、安心して任せられない。 

（子育てトーク：長田北小子育てひろば） 

 

○ 子育て住宅に申込しているが、なかなか抽選が当たらず、既に２年も待っている

状態。夫の尐ない収入のみで生活しているため、早く低家賃の住宅に移りたい。

とてもいい制度なのだが、もっと戸数を増やしてほしい。    （中島児童館） 

 

○ 子育て中の親の求めているもの（施策）と実際に施策がズレていることが多い。

市職員にも実際に子育てにかかわっている人がいるのだから、その職員から意見

を聞いたりできるはず。ニーズに合った施策を展開してほしい。 

（子育てサークル：わかばクラブ） 

 

○ 子育てハンドブックＰ２３の「子育てサークル」について、市民から問い合わせ

が来た場合、中央子育て支援センター又は地域子育て支援センターが子育てサー

クルについて熟知しているのを前提に問い合わせ先としているが、実際はほとん

ど子育てサークル情報を持っていない。そのため、回り回って結局Ｃｏ－ｎｅｔ

事務局に連絡が来る。市民に迷惑をかけるのは嫌なので、平成 21 年度子育てハン

ドブックからは、直接、「子育てサークルネットしずおかＣｏ－ｎｅｔ」事務局の

連絡先を掲載してほしい。         （子育てサークルネットしずおか） 

 

○ 子育てサークルネットしずおかＣｏ－ｎｅｔのＨＰを平成21年4月からリニュー

アルする。今まで以上に子育てサークル情報を掲載し、各子育てサークルがどん

な活動をしているかなどもわかるようにする。 

                   （子育てサークルネットしずおか） 

 

○ 浜松、富士及び富士宮などは、民間と協働で子育て支援事業を行っているが、静

岡市はそのような取組がない。地域で子育てを支えている子育てサークルのよう

な小さな団体でも、行政にないものを持っている。そういった団体と協働で事業

を行うことを考えないのか。例えば、Ｃｏ－ｎｅｔが行った服織中学校の全生徒

と乳幼児との触れ合い事業は大変効果があったと思う。 

（子育てサークルネットしずおか） 

 

○ Ｃｏ－ｎｅｔで毎年発行している「子育てサークル情報ガイド」について、児童

館、地域子育て支援センター等へ配布しているが、配布先の職員との情報交換の

場がほしい。施設利用者がこの冊子を見てどう思い、どんな声があがっているか

を聞き、子育てサークルとして何ができるかを検討したい。 

（子育てサークルネットしずおか） 



 

○ 県や市の施策は、利用者目線で行われていない。新規事業を行うにしても、リサ

ーチをどの程度行っているのだろうか。リサーチなく施策を立ち上げても、税金

の無駄遣いで利用度が低くなってしまう。子育てサークルは、子育てするお母さ

ん目線でいろいろなことを考えているので、是非活かしてほしい。 

（子育てサークルネットしずおか） 

 


