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居住地区 子どもの年齢 子どもとの関係 自由意見 備考

遠軽地域 2歳 母親

・２週間健診の助成をしてほしい(赤ちゃん)。
・日頃開放している赤ちゃんの遊び場がほしい。児童館は大きい子が多い。
・子どもが生まれたときにまちからお祝い金がもらえる制度がほしい。
・義務教育期間中の子どもは、全て医療費は無償にしてほしい。
・０歳児の預かりの人数を増やしてほしい(保育所)。

遠軽地域 5歳以上 母親 もっと子どもと遊べる場所がほしい。

遠軽地域 5歳以上 母親

保育所から幼稚園に移った。保育所の決まりや親の負担が多いと思ったため。
昔とは子育ての環境もやり方も全然違う。親だからこうであるべきというのでは
なく、おおらかに受け入れできないのか。その方がお互いにストレスフリーにな
ると思う。

遠軽地域 1歳 母親

ちゃちゃワールドの町民であれば入館料が無料になる制度にはとてもお世話に
なっている。冬に入るとどうしても外で遊ばせるにも限界があるので助かる。で
きれば続けてほしい。また、少し前のことになるが、CITY内にあったゲームセン
ターがなくなってしまった。企業側の運営面があるのでどうしようもないことだ
が、子どもにとっての娯楽施設がなくなってしまったのは少し寂しく感じた。隔離
的な土地柄というのもあるが、交通弱者にとっても気軽に子どもと楽しめる場所
があればいいなと思う。

遠軽地域 2歳 母親 児童館で昼食を食べられるようにしてほしい。

遠軽地域 5歳以上 母親

３歳から１割とはいえ医療費がかかるのは子どもに優しくない(１番病院にかか
る時期なのに)。公共施設、公園があまりにもなさすぎてどこで遊んだらいいか
分からない。他のまちに行く方が楽しいと感じる。無料で楽しめる室内の遊び場
が、料理(親子で楽しめる)できる施設などがあったらいい。

遠軽地域 4歳 母親

・医療費助成制度を充実させてほしい。
・僻地保育所にも給食を出してほしい(お弁当は負担)。
・僻地保育所の学童数が少ないので、まちの保育所に入れない子ども達など積
極的に入所を進めてほしい。
・今の児童数、地域の子どもの数を考えると、まちの保育所、幼稚園に将来通う
ことになると思っているが、送迎が負担になる。バス利用ができるようにしてほ
しい(中学生もバスに一緒に乗せてもらうなど、瀬戸瀬保育所)。
・子どもが乳児のとき預ける人がいない(親や夫)。買い物や美容院、自分の病
院のため、預かってくれる場が必要。
・小さい子ども連れの買い物は大変なので、スーパー、お店に託児があるととて
も助かる。
・公園の充実、室内で遊べる場所(ちゃちゃわーるどくらいの規模のものを遠軽
町内中心部につくってほしい。屋外の公園も紋別の流氷公園くらいの規模のも
のがほしい)。

遠軽地域 3歳 母親 医療費の助成を見直してほしい。隣町は中学生までかからないのに。

遠軽地域 5歳以上 母親

下の子(宛名の子)は発達障がいがあり、通園センターで療育を受けたり、教育
委員会で相談させて頂いたりととても満足しているが、小児の医療費が多くか
かるので、もう少し助成されるといいと思う。上の子は勉強が好きで、学校の勉
強よりももっと上の勉強をしたいと思っているが、北見にまで行かなくてはならな
いので、普段から受けさせてあげられず、何かもっと学習施設があればと思っ
ている。

遠軽地域 2歳 母親

今年度より引っ越してきた。前の所では保育園に空きがなく、働くことができな
かったので、まちの保育所にすぐ入ることができて感謝している。小さいまちな
のですべての距離が近くて子育てはしやすい。ただ、病院が少ないため、小児
科は待ち時間が長く、初診にお金がかかること、医療に関しては不満が多い。
あとは、気軽に行ける外食できる場所、ファミレスやファーストフードのある場所
をつくってほしい。
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居住地区 子どもの年齢 子どもとの関係 自由意見 備考

遠軽地域 2歳 母親

他の自治体では15歳や18歳までの医療費負担免除があるが、遠軽は短い。町
内に小児科が１つしかなく、緊急時の対応も近隣の北見と比べると非常に対応
が悪く感じる。小児科が少ない分、交通費をかけて町外に診てもらうこともあ
る。医療費の負担がかからない年齢の引き上げをしてもらいたい。また、仕事を
続けながら子育てができるよう、短時間利用できる場所はまちにベビーシッター
を登録して、面談などしつつ気軽に利用できるサービスができると、もっと町内
での子育てがしやすくなると思う。

遠軽地域 0歳 母親 遠軽町内に小児科がほしい。

遠軽地域 4歳 母親

・小児科の個人病院があれば嬉しい。
・子どもの医療にかかる負担金を高校生(18歳)まで伸ばしてほしい。
・せせらぎ公園にある小川のようなものをきれいにして子どもがサンダルや裸足
でも遊べる環境にしてほしい。せっかくあるのにもったいない。
・遠小の１日校舎は、今後どのような使い方をするのか教えてほしい。

遠軽地域 1歳 母親

・アンケートが２冊来たが、親の就労時間について内容が重複するので改善し
てほしい。
・転入してきたがこどもノートがもらえないとのこと。配布できないのか。
・子育て応援BOOKに医療機関の情報、一時保育の情報があるといい。
・未就園くらいの子がいつでも室内で遊べる広くてきれいなところがあるといい
(げんきひろばは週に１～２回、ちゃちゃワールドは少し距離があり。小さい子が
遊ぶものの種類が少ない、児童館は午後は行きづらい)。美幌のテキラスや紋
別の公園にある空間、遊び場のようなところがいい。
・幼稚園の未就園児の遊び場、ただ遊ぶだけなので、より教育的に何か成し遂
げたり、発達の場があるような乳幼児の習い事に近い施設がほしい。
・公園に背もたれがあるタイプのブランコがほしい。イスみたいにすっぽり座れ
るもの。

遠軽地域 4歳 母親

よく、住みやすいまちというと、18歳まで医療費無料、医療機関へのガソリン代
(5000円)などとても魅力に見える。しかし実際福島で子育てをしていて利用もし
ていたが、１番嬉しかったのは経済的な面より、気持ち(精神的な面)で相談しや
すい、子どもを気軽に預けやすいニコニコ子ども館という施設の存在。福島県
は気軽に公園で遊んでいてもどことなく、放射能％が気になって室内遊具場へ
連れて行っていた。ペップキッズ(１回１時間半、全員交換制)、ニコニコこども館
の施設利用の方法は正直どこのまちでも気軽に真似できることばかりだと思
う。外で遊べない冬の期間、北海道の子ども達も運動を通じて知育することはと
ても大切なことだと思う。ぜひ一度郡山市の事業を調べていただけると何かヒン
トがあるかと思う。まちの町税負担より、１つずつ町民が利用しやすい制度は新
しく作り出さなくても、今あるものでつくり直せると思う。

遠軽地域 2歳 母親
全ての子育て世帯で平等に公平に利用できる事業として、乳幼児医療費の助
成制度の拡充を強く望む。遠軽厚生病院の初診料1080円、どうにかならないの
か。対象年齢も近隣市町村と比べて低すぎる。

遠軽地域 5歳以上 母親 隣町のように医療費を見直してほしい。

遠軽地域 3歳 父親 子どもが遊べる場所(室内)をつくってほしい。

遠軽地域 5歳以上 母親
子どもの医療費の３歳から１割負担を３年生、できれば６年生まで無料にしてほ
しい。幼稚園、小学校の給食費を無料にしてほしい。

遠軽地域 5歳以上 母親

転勤を機に遠軽に住んで７箇月。夫は長期不在も多く、周りに頼れる親族もい
ない。５歳と２歳の子どもをほぼひとりで世話している。
・ファミリーサポート事業があるといい。夫不在時に私が発熱すると終わり。そ
のかわりにシルバー派遣人材サービスがあるのでしょうが、どんなことを引き受
けて、どんな方が来るか不明。紙切れ１枚では分からない。事前にお会いして
マッチングなどできたら安心だと思う。
・幼稚園、保育園の事業内容一覧がほしい。息抜きに利用したい一時保育、ど
この園でやっているのか分からない。各園に電話して聞いた。４時間2000円も
高すぎる。
・予防接種、インフルエンザワクチンなどどこで予約できるのか分かりづらい。
上記同様一覧にしてほしい。
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遠軽地域 2歳 母親

・一時保育をしてくれるのが中央保育園と民間のぽっぽのみで、公共のサポー
トが一切ないというのが悲しい。遠軽町は子育て世代にあまり関心がないよう
に感じる。
・他地域では未就学児と一緒に行ける子ども広場のようなものが毎日行ける場
が児童館以外にあるが、遠軽には週に１、２回しかない。児童館は13時を過ぎ
ると小学生が来るので、それ以外での未就学児の行ける場所がほしい。
・他地域から来た母は特に孤独さを感じる。子育てサークル、産後ケア事業が
ほしい。母親だけでなく父親も参加しやすいものも欲しい。
・おむつを保育園から持ち帰らなければいけないのが不衛生で困る。特に胃腸
炎などの際も持ち帰らなければならないのが怖い。おむつのゴミの無償化、もし
くは有料でいいので園側で廃棄してほしい。
・３LDK以上の賃貸がとても少ない。転勤族の多いまちとして困る。
・育休明けの小学生になったときの子どもの放課後が心配。学童の整備をお願
いしたい。両親が近くにいないので、仕事を続けられなければ転居しないといけ
ない。

遠軽地域 2歳 母親
保育園、幼稚園入学前に遊ばせる赤ちゃん広場や元気広場があるが、保育士
が常駐していて、親と共に毎日遊びに行ける施設があるといい。室内遊びだけ
ではなく、１月に何度か室内遊びもできる環境があるといい。

遠軽地域 3歳 母親 たまに私用で日曜日に預けたいときがあるので、休日保育などあれば助かる。

遠軽地域 1歳 母親 休日保育などがあれば助かる。

遠軽地域 2歳 母親
乳幼児医療費無償対象年齢の引き上げ(中学卒業まで)。町指定の保育園で１
日保育。まちに小児科クリニックがほしい。小児科医を呼んでほしい。

遠軽地域 4歳 母親
乳幼児医療費無償対象年齢の引き上げ(中学卒業まで)。小児科医、クリニック
を遠軽町にほしい。

遠軽地域 2歳 母親

以前住んでいた市では、18歳まで医療費が無料でとても助かった。遠軽町に来
てからは３歳から１割負担とのことで少し戸惑っている。遠軽町には小児科(個
人病院)がなく、北見までかかりつけ医を見つけないといけないなと思っていて、
町内に小児科があるととても助かると痛感している。以前生活していたところが
子育てに力を入れていて恵まれた環境だったのだと思うが、遠軽町もそうなっ
てくれると嬉しい。

遠軽地域 4歳 母親 もっと子どもの気持ちが分かる保育所の先生が増えてくれると嬉しい。

遠軽地域 0歳 母親

親の援助などなく、夫婦２人での出産、子育てのため、父親学級や細やかな説
明がほしかった。窓口で何か質問はありますか？と聞いていただいたが、何を
聞けばいいのかもいまいち分からなかった。町内にどんな施設やサービス、保
育園などがあるのか、何が違うのか生まれる前に教えてほしかった。他の地域
でよく見る月齢別の離乳食の内容や量の見本がないのが残念。げんき21の目
のつくところに置いてほしい。

遠軽地域 2歳 母親 日曜日や夜間に保育環境がない。

遠軽地域 5歳以上 母親
父親が仕事で不在のことが多く、下の子が入院となったとき、上の子の預け先
がなく困った。こういうときのための預け先をまちでつくってもらえると子育ての
不安が減る。

遠軽地域 3歳 母親

リフレッシュ休暇がありますが（保育所）、平日限定でしか使えず、土日休みの
人が利用できないのはおかしいと思います。16時までと決められるのもちょっ
と、と思います。せめて土日休みの人でも、土日にリフレッシュ休暇を使えるよう
にしてほしいです。
北見の方では、土曜日に預けても、給食が出るそうです。ごはんも持ってこなく
ていいところが多いようです。遠軽もそうなると大変助かります。
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遠軽地域 3歳 母親

保育所に通っていますが、リフレッシュ休暇があるのはいいのですが、土日祝
日休みの仕事のため、取ることができない。リフレッシュ休暇は平日のみと決
まっている。昼に白米を持たせていますが、都会の方ではお金を出せば、保育
所で用意してくれる。それを遠軽町でもやってほしい。
土曜日仕事の時も弁当をつくっているが、給食を出してほしい。保育所でしか使
わない帽子などは、卒業した生徒から集めて下に回す等の家庭の負担を減ら
したらどうなのでしょうか。
転勤等で遠軽に引っ越ししてきた人たちは相談する相手もいなく、とてもかわい
そう。子どもを気にせず、夜ご飯を食べに行ったりという環境がつくりづらい。子
どもを置いてご飯を食べに行ける環境だけではなく、子どもが騒げるところが少
ない。

遠軽地域 5歳以上 母親

子どもを預けて父や母が自分の時間を過ごすことは、とても大切なことです。
「就労」や「リフレッシュ」などの理由を問わずに子どもを預けられる制度があっ
たら（有料でも）、もっと子育てがしやすくなります。
ここ数年でも子育てに関わることの変化が大きいですが、町内の子育て環境の
整備をこれからもよろしくお願いします。

遠軽地域 4歳 母親

病児・病後児保育とまでいかなくても、幼稚園や保育所に一人でも看護師という
か、保健室の先生のような存在の先生がいれば安心かなと感じます。
また、遠軽町内（市街地）に、子どもと室内で遊べる場所があればいいなと思い
ます。

遠軽地域 4歳 父親

子育てをすればするほど、今の遠軽町での暮らしづらさを感じています。
①子どもの医療費無料が３歳までで、医療機関も限られ選べない。
②休日（週末）子どもと親が遊んだり、時間を過ごせる居場所がとても少ない
（室内）。
③町立と民間の保育・幼児教育の職員の質が違う（差が大きい）。
この３点がとても課題ではないかと住んでいて感じるところです。
町長は子育て支援の充実を謳っていますが、具体的に突出した何か政策があ
るのか、どうもわかりません。子育て支援の明確なビジョンがあったり、改善の
意向があるようにはどうしても思えません。故にこのニーズ調査の意味はある
のか、反映されるのか疑問です。大幅な改善はないにしても、まず行政と町民
との距離・関係性が近くなることを望みます。

遠軽地域 2歳 母親

子どもと出かけられる場所が少ない。特に室内。げんきひろばのように気楽に
遊びに連れて行ける場所をもっとつくってほしい。げんきひろばも曜日、時間が
限られていて不便。土日祝日も利用したい。むしろ今の開催時間より土日祝日
の方が利用したいと思う（平日は保育所、仕事があり利用しない）。今の空き家
を有効的に活用できないものでしょうか。
小児科も厚生病院しかなく、ようやく診療時間が増えたが、また医者が減れば
診療時間も減るのだろうと不安。産科も同様。
町営の保育所。親が仕事休みの時に保育してもらえないのはあり得ない。毎日
仕事でも週数回の仕事の人も、同じ保育料なのもおかしな話。だから我が家は
こども園にしました。

遠軽地域 2歳 母親
インフルエンザ予防注射の無料化。
おむつ用ごみ袋の無料化。
室内遊具の増加。

遠軽地域 4歳 母親

インフルエンザ予防接種の無料化。
おむつ用ごみ袋の無料提供。
特産品などの無料配布。
室内遊具の増加。

遠軽地域 3歳 母親
乳幼児のおむつごみの無料化を希望します。
３ＬＤＫの賃貸物件が少なく、移住しにくい。
役場の方の言葉遣いが気になる。

遠軽地域 3歳 母親

子どもが遊べる施設がなく、休日にすることが限られるので、遊べる場を増やし
て（つくって）ほしい。
保育所の利用制度が納得いかない。子どもの成長のために保育所を利用して
いるのに、親の休日に子どもを預けられないのはどうかと思います。高い保育
料だけ払って親の息抜き時間すら確保できないのはおかしい。保育所に預ける
ために仕事をしているわけではなく、楽しい育児ができるように考えてほしい。
ストレスなく子育てできる環境づくりがもっと必要だと思います。

遠軽地域 5歳以上 父親 遊ぶ場所が少ない。
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遠軽地域 4歳 母親
保育料が高額。手取りが少ないうえ、保育料で持っていかれる。これから下の
子も入所なので、もう少しでも安価にしてほしいです。

遠軽地域 3歳 母親 ベビーシッターなど、女性がもっと働きやすい保育環境であってほしいです。

遠軽地域 3歳 母親

子どもとの向き合い方、アンガーマネジメントなど、役立つ講演が聞きたい（子
どもがいても利用しやすい時間帯、託児付きなどで）。
定期的なものではなく、単発で親子でできる習い事があると嬉しい（料理教室や
ダンスなど）。
預けることに抵抗があったり、子どもが嫌がったりすることもあるのと思うので、
アテンドのようなサービスがあると助かる。ゆっくり買い物がしたい、病院に行き
たいときなどに付き添いできて、子どもをみていてくれると、目も届き、安心して
利用できる。

遠軽地域 5歳以上 母親

未就園児が安心して楽しく遊べる施設が少ない。親子ひろばは週１、２回の利
用なので、冬場は室内で遊べるのが児童館ぐらい。しかし、冬休みに入ると小
学生の利用が増えるので、幼児は遊びづらい。冬も幼児や低学年の子どもが
そり遊び、チューブ滑りができるような場所があると良い（イベントの時だけでは
なく）。

遠軽地域 1歳 母親

歩いて行ける公園がない。
近くに同年代の子やママ友がいない。
予防接種や健診の時間が長く（待ち時間）、とても負担。子育てノートも、毎回健
診時に持参するようにとあるが、重いし、持って行っても毎回使用しないで終わ
るので、いらないと思う。

遠軽地域 3歳 母親

近くに歩いて行ける公園など（子どもを遊ばせるところ）が１つもない。そのた
め、室内の遊びばかりになってしまう。公園に行くには、10km車で行くしかなく、
負担なので中々行けない。近くに同年代の子やママ友もいなく、子育てについ
て話せるのは実母しかおらず、不安に思っている。予防接種、健診も、該当す
る子どもだけではなく、兄弟も連れて行かなくてはならず、長時間だし負担。時
間を細かく設定して、すぐ終わるようにしてほしい。

遠軽地域 1歳 母親
これから保育所に入所させる予定です。お姉ちゃんが年中さんなので同じ所へ
入れます。パートでも限られてくるので、保育料がもっと安ければ、安定して暮
らせると思います。下の子だけではなく、上の子と半額にしてほしいです。

遠軽地域 2歳 母親
娘の出産のタイミングが町内に産科医のいないタイミングでとても苦労しまし
た。今は産科も小児科もあるので、とても安心して過ごせます。
これからも子育てをしやすい環境の維持をよろしくお願いします。

遠軽地域 3歳 母親

はっきり言うと、全くあてにできない、期待していない、子育て支援の充実には
程遠い町だと思っています。我が家は実家が１時間程度で行ける場所にあるの
でまだましですが、これだけ町外出身者ばかりの町なのに、ファミリー・サポー
ト・センターや病児保育など、緊急時に頼れる場所を設けないのは、子育て支
援をする気がないとしか思えないです。こんな町で子どもを産んでいっぱい働
けと言われても無理です。自分の具合が悪くても、病院に行けない母親や病気
がちな子どもを抱えて、とても心苦しい思いをしながら何とか働いている母親が
たくさんいます。仕事が休みの日は保育園に預けないでください、なんていう役
場に何を言っても無駄かもしれませんが。計画を立てて終わりではなく、本当に
子育てしやすい町になることを願っています。
おむつごみの無償化やら、遊ぶ施設の新設、専業主婦の方からそんな意見が
出ているらしいですが、そんなことよりやるべきことを別の視点で見てほしいで
す。

遠軽地域 1歳 父親

安心して出産できること、医療や支援を受けられること等、子どもを育てやすい
地域をつくっていくことで、若い世帯が少しでも多く住んでもらえる町にしていくこ
とが大切だと思います。人口減少に少しでも歯止めをかけていくことも必要だと
思うので、親が働ける場所の充実にも力を入れてもらえると助かります。

遠軽地域 3歳 母親
隣の湧別町や近くの市町村と遠軽町では、乳幼児医療受給者証の負担をして
くれる年齢が違う。遠軽町も中学生くらいまで負担してくれるといいなと思う。
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居住地区 子どもの年齢 子どもとの関係 自由意見 備考

遠軽地域 1歳 母親

子育て支援に関しては遠軽町は不満だらけ。２年前、岩見沢市から引っ越して
きたが、医療費の助成は３歳から自己負担、町の子育て施設が少ない、と驚き
ました。人口流出の多い空知出身、そして子育て支援に力を入れている岩見沢
から来たので余計に驚きです。空知の市町村は子どもの医療費は中学生まで
無料の自治体が多いし、子どもの遊び場も町中につくっている（例　秩父別の
ちっくる、砂川市のこどものくに、岩見沢のであえーる）。ちゃちゃワールドがあっ
ても遠くて利用しづらい。医療費も高い。げんきひろばは週２。児童館もおもちゃ
が古い。正直遊ばせにくい。こんなに田舎で土地も余っているのにもったいな
い。対策しないと、次世代がいなくなりますよ。

遠軽地域 3歳 母親

子育て支援に関しては遠軽町は不満だらけ。２年前、岩見沢市から引っ越して
きたが、医療費の助成は３歳から自己負担、町の子育て施設が少ない、と驚き
ました。人口流出の多い空知出身、そして子育て支援に力を入れている岩見沢
から来たので余計に驚きです。空知の市町村は子どもの医療費は中学生まで
無料の自治体が多いし、子どもの遊び場も町中につくっている（例　秩父別の
ちっくる、砂川市のこどものくに、岩見沢のであえーる）。ちゃちゃワールドがあっ
ても遠くて利用しづらい。医療費も高い。げんきひろばは週２。児童館もおもちゃ
が古い。正直遊ばせにくい。こんなに田舎で土地も余っているのにもったいな
い。対策しないと、次世代がいなくなりますよ。

遠軽地域 2歳 母親

赤ちゃん広場やげんき広場が週５でもう少し長い時間、いつでも行けるような広
場であるとありがたいです。
子育てのアドバイス等の講演がもっとあってもよいかなと思います。または、遠
軽広報の１ページに掲載してもらえると参考になり、ありがたいです。
ファミリー・サポート等もあれば助かります。私たち夫婦とも両親、親族は遠方
等の理由のため、中々来られません。そのため出産の際、２人目だったので、１
人目の子の預け先や、送り迎え等大変でした。出産後も退院日翌日から痛み
止めを飲みながら子どもの送り迎えをせざるを得ない状況でしたので、少し体
に負担でした。夫の仕事も自営なので、調整してもらい、何とか過ごせた感じで
すが、次また子どもを気軽に産むというのは難しいのかなと感じました。

無回答 3歳 母親

以前は湧別町に住んでいて、医療費負担軽減や不妊治療等の充実したサポー
トを受けていました。せめて子どもが小学校に上がるまで医療費を無料にして
いただけたら生活も安定しますし、２人目、３人目に踏み込めるのにと思いま
す。小学校に上がるまでは風邪等をひくことも多く、毎月の病院代が馬鹿になり
ません。仕事も休むことが多く、稼ぎも少ないです。何のために子どもを預けて
働いているのだろうと思ってしまいます。

生田原地域 1歳 母親

湧別町のように、医療費助成を18歳までにしてほしい。隣町なのにこんなに違う
と湧別に引っ越そうかなとも思ってしまう。
子どもが遊べる大きな施設をつくってほしい。紋別の流氷公園のような。あの大
きさ、広さで無料なら、少し遠くても何度も行ってしまう。遠軽にもあのような施
設ができたらいいなと思う。

遠軽地域 2歳 母親

問32にも書いたように、遊べる施設が欲しいです（室内・外）。
小児科の個人病院または待合室の充実をお願いしたい。
災害時の応対（行政からの）が不明なので、ハザードマップやＨＰ等に掲載して
ほしいです（給水所、オムツ配布等）。この間の停電時、何も情報が入らなかっ
たので。

遠軽地域 5歳以上 母親 病院代などがかからないようにしてほしい。

遠軽地域 5歳以上 母親
幼稚園に行く子が増えて、保育所の人数が減っているので、３か所ある保育所
を１か所にしてもいいと思う。
遊ぶ所が少ないので、室内でも気軽に遊べるところが欲しいです。

遠軽地域 5歳以上 母親
保育環境をもっとよくしてほしい。
支援する側にもっと勉強してほしい。

遠軽地域 1歳 母親
未満児は認定こども園ばかりが人気で、本当に必要な人が入れていない気が
する。１つの園に偏らないか。
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居住地区 子どもの年齢 子どもとの関係 自由意見 備考

遠軽地域 1歳 母親

インフルエンザ予防接種の全額助成。
医療費助成の年齢を上げてほしい。
児童館の夏・冬休みの開館を7：30にしてほしい。
インフルエンザでも（熱が下がったら）みてくれる病児保育。子どもを一人で家に
置いているが、タミフルの副作用で飛び降りるなどの行動をしないか不安。
幼稚園の利用時間を7：30からにしてほしい。
保育料の件で、小３以下から第１子と数えるのを18歳以下にしてほしい。

遠軽地域 3歳 母親

インフルエンザ予防接種の全額助成。
医療費助成の年齢を上げてほしい。
児童館の夏・冬休みの開館を7：30にしてほしい。
インフルエンザでも（熱が下がったら）みてくれる病児保育。
幼稚園の利用時間を7：30からにしてほしい。
保育料の件で、小３以下から第１子と数えるのを18歳以下にしてほしい。

遠軽地域 5歳以上 母親 小学生になっても医療費の助成があればいいと思います。

遠軽地域 5歳以上 母親
医療費の助成が少ない。
公園が少ない。
長期休み中のラジオ体操をやっている場所がわからない。

遠軽地域 3歳 母親
３歳になった娘の医療費が１割、我が家は６人が３割の医療費です。もう少し子
育てしやすい町に住みたいです。

遠軽地域 5歳以上 母親

医療費が高く、１年生からは３割。大人と同じになるのは大きな負担です。歯医
者にもお金がかかりますし、どうして無料の町と３割の町があるのでしょうか。
みんな無料の町がいいと思います。同じ小学生でもかかるお金が違うのは少し
寂しいですね。

遠軽地域 1歳 母親
日常的に室内で遊べる施設。児童館は小学生がいて小さい子が安全に遊べな
い。遊具が充実している室内遊び場がない。
外の遊具も小学生向きばかりがある（公設グラウンド横）。

遠軽地域 3歳 母親

室内遊び場（おもちゃや滑り台などが充実している）がないので、冬場や悪天候
の時に不自由な町だと思う。
外の公園は小学生向きが多い。丸瀬布や生田原まで行かないと遊び場がな
い。遠軽にもつくるべき。
町の保育所も自分の子どもを自分の働いている保育所に入れられるようにして
ほしい。7：30からの仕事で7：30に違う保育所に送っていくのが難しい。

遠軽地域 5歳以上 母親

子どもを遊ばせることができる公園や施設が少ないので増やしてほしいです。
特に日曜、祝日の雨天時はどこにも行けないので、室内の遊べる場所があった
ら嬉しいです。（紋別の流氷公園や網走のてんとらんどのような施設。）駅前に
町民センターができるようですが、音楽ホールだけでなく、センターの中に子ど
もも楽しめる場所をつくってほしいです。よろしくおねがいします。
保育所、こども園、学童保育に関わる職員さんの待遇をもっと良くしてあげてほ
しいです。保育料等は有料でもいいので。
子育てしながら働き続けられるよう、時短制度の拡充や柔軟な働き方ができる
世の中になったら嬉しいです。

遠軽地域 2歳 母親

保育所に預けているが、保育士により安心できる時とそうでない時がある。
遠軽厚生病院の小児科の対応が悪く、受診しにくい。小児医療の充実を望む。
保育所に病気のとき、預けられない期間が長いと、経済的負担があり、職場に
も気をつかい、働きにくい。

遠軽地域 1歳 母親
紋別の室内公園（空港の近く）のようなものとか、ちゃちゃワールドのような、冬
でも広く、安全に遊べる場所が遠軽町内に欲しい。

遠軽地域 5歳以上 父親
身寄りのない人が、子ども病気になった時に一時的に預けることのできる施設
を充実してもらいたいです。

遠軽地域 2歳 父親
税金を上げるくらいなら、子どもへの支援、教育制度の充実、育児している母親
への何らかの制度をつくっていただきたい。

遠軽地域 2歳 母親
子ども医療費助成の対象を、所得で制限するのはやめていただきたい。子ども
はよく病気をするし、安心して医療機関に診てもらえる機会は年収や所得で差
があってはならないと思うからです。
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居住地区 子どもの年齢 子どもとの関係 自由意見 備考

遠軽地域 3歳 母親
保育料無料になる前に、保育料をもう少し安くしてほしい。アルバイト代の３分
の１が保育料でなくなってしまう。

遠軽地域 5歳以上 母親

家の近くにすぐ行ける公園が無くて不便。小学校までもそれなりの距離があり、
付き添いがないと行けない。一定の子どもが遊べる遊具がある公園が近くにあ
ると、親子にとってとても助かると思います。近くに遊ぶ場がないと、ゲームにど
うしてもいってしまうので、困っています。喧嘩にもつながる。

遠軽地域 4歳 母親 乳幼児医療が無料の地域から引っ越してきたので、無料になれば良いです。

丸瀬布地域 2歳 母親
町の保育所でも看護師を入れてもらい、病児保育できる体制をつくっていって
ほしいです。（インフルエンザやノロ等の強い感染病以外は病児保育利用した
いです。）

遠軽地域 4歳 母親

以前、愛知県と千葉県に住んでいた時は、ファミリー・サポート・センターという
登録会員（一般の方）が自宅などで子どもを預かり、時間によって報酬を受け取
るという事業をよく利用していました。幼稚園で預かってもらえない時間など、親
類が近くにいなかったので助かっていました。現在、祖父母と同居ですが、気軽
に預けられないので、仕事が休みでもスポット的に子どもを預けられる事業が
あるといいです。
子育て相談と似ていますが、カウンセリングサポートのようなものもやってほし
いです。

生田原地域 3歳 父親

生田原の２児の父です。保育園を利用していますが、妻の仕事の関係で、就労
していなければ保育してもらえない制度に疑問を感じ、遠軽の幼稚園に変更し
ようか迷っております。不定の休みにより私たち夫婦は心休まる暇のない日常
を送っております。できれば、働いていない時間帯でも問題なく保育できるよう
にしてほしいです。生田原の街に住んでいるので生田原の保育園を利用する
のが当たり前の風潮もあり、この状況を覆せるのは子育て支援課だけだと思っ
ております。

遠軽地域 2歳 母親

子どもと親が交流できる公共施設を利用したことがあるが、１番小さい子で１
歳、１番大きい子で３歳と差が大きい子たちが一緒の部屋で遊ぶのには少し抵
抗があった。まだうまく歩けないこと走り回る子が一緒だと、ぶつかってケガをす
ること（させること）もあると思うと、あまり安心して子どもを遊ばせることはできな
い。
室内で身体を動かせるアスレチック施設があると、冬の時はすごく助かる。ま
た、長期休みなどで混雑するなら、スキー場などでそりや雪遊びなどをできるエ
リアがあると嬉しい。

遠軽地域 5歳以上 母親

認定こども園を利用しているが、先生方にも良くしていただいているが、もう少し
利用時間の延長をお願いします。
冬にスキー場を利用しているが、昨年そり遊びをしていると柵と柵の間から崖
に落ちたことがある（擦り傷だけだった）。もう少し安全対策の強化と雪遊びエリ
アの充実を希望します。
保育料金の値下げ。または２人目以降の料金で、１人目の年齢基準の長期化
を希望（小学４年生まで等）。

遠軽地域 5歳以上 母親

今年度より遠軽町に引っ越してきました。１番に思うことは、小児科が厚生病院
にしかないこと。待ち時間も長く、風邪で診察に行くだけで１日仕事になります。
他の科でも午前中にしか診察できなかったり、土日など救急で大して診てもらえ
ず、結局平日にまた行かなくてはならず、大変です。何より納得いかないのは、
厚生病院しかないのに、紹介状がないという理由で、1,080円とられることです。
初診の度に1,080円も払わなければならないことにとても不満を感じます。

遠軽地域 2歳 父親

共働きの場合、平日は子育てのことを考える時間（余裕）はほとんどありませ
ん。土日・祝日に子育て相談や、各種事業があると参加しやすいと思います。
土日・祝日に病気やケガなど、保護者が不安になることが多いように思います。
漠然としていますが、相談窓口（土日・祝日開設）があると良いかもしれませ
ん。
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居住地区 子どもの年齢 子どもとの関係 自由意見 備考

遠軽地域 1歳 母親

おむつを捨てる時のごみ袋が有料なので、無料化してほしい。無料の地域もあ
るのに、ないところはおかしいと思う。
子どもが遊べるスペース（公園・施設）などが少ない。
もう少し子どものこと等、相談できる時間をつくってほしい。身体測定の時に個
別に話すが、親身になって聞いてくれる方とそうでない方がいる。
インフルエンザの注射等の助成をもう少ししてほしい（２回目以降無料など）。
乳幼児の医療費を２歳までではなく、中学校に上がるまでにしてほしい。２歳以
降が風邪や感染症にかかってしまうことが多くなるので……。
老人だけではなく、子どもにももう少し優しくしてもらいたいです。

生田原地域 1歳 母親 他の市などは学校のバス通学をよく聞くので、あったらいいなと思います。

遠軽地域 5歳以上 母親

保育所の体制が、他の町に比べ、遅れていると感じます。数年前に引っ越して
きてから、教育、医療、子育てに関するやりにくさを感じています。保育士から
直接、子どもを迎えに来てから買い物に行くように言われたり、平日仕事が休
みの時は預けられないなど。また、保育所からの通信に「虫歯が多く、直してい
ないのは虐待と見なされ、通報されます」や、「迎えの時、アルコールの匂いが
したときは通報することが義務付けられています」などと書かれています。読ん
だ時は、いやな気持ちがしただけでなく、教育委員会には保護者と手をつない
で子ども達を育てようという意識はなく、監督、指導する立場を取っているのだ
と感じました。現場の公立保育所の先生方は一生懸命で、経験に基づいた技
術や関わり方は素晴らしく、役所とのギャップがあります。ゆえに、役場への新
しい風を期待します。30年前から変わっていない風習、考え方などを一新して
ほしいと思っています。

生田原地域 5歳以上 母親

アンケートが長すぎてよくわからない。
保育所内で子どもの悪口を言っているのを聞いたことがあるのでやめた方がい
いと思う。一部の対応の悪さから幼稚園に行く人もいる。
もう少し地域性に合ったことをやってほしいとも思う。

遠軽地域 5歳以上 母親
ＰＴＡの参加（講演会等）の要請が厳しくなってきたので、夜みてもらう人がいな
い時に大変になってしまう。どうして強制参加になってしまったのでしょうか。ほ
ぼ一人でみているので、結構大変です。

遠軽地域 3歳 母親

医療費がかからないと助かります。
幼保無償教育。
幼児の遊び場が増えると嬉しいです（ちゃちゃワールドのような施設、遊具の多
い公園）。
児童館での幼児向けイベント開催（平日の午前中）。
未就園児教室が重ならないように。

遠軽地域 5歳以上 母親

インフルエンザの後などの病後児保育のような事業をぜひ充実してください。
公共施設が全体的に古いように感じます。町の景観も悪くなるので、壊れた家
や古い施設を取り壊したり、新しく使いやすい施設にしてください。
小学生、中学生の医療費の負担を減らしてください。

遠軽地域 5歳以上 母親 屋内でも安全に遊べる施設をつくってほしい。公園が少ない。

遠軽地域 5歳以上 母親
最近の保育所の先生たちにやる気が見られない。送迎時に座ってしゃべってい
る。香水臭い。外遊びを全然しない。冬は外遊び用のつなぎを持っていくように
なっているが、外で遊ばない。生徒が少ないのでどんどん遊ばせてください。

遠軽地域 5歳以上 母親

病児保育をしてくれるのはとてもありがたいが、本来は子どもがつらいときはそ
ばにいてあげたい。親が仕事を休めるのがベストだと感じています。
医療負担が発生していることを、町として子どもを守り育てるつもりはないのだ
と言われているようです。高齢者には手厚い支援が多々ありますが、選挙時の
票取りにしか思えません。生産性を考えるならば、もう少しだけ、子育てをして
いる人たちのことを考えてもらいたいと思います。残念です。

遠軽地域 1歳 母親
医療費負担があるのが１番の不満です。町として、子どもを守り、育てていく気
はないのだと言われているようで残念です。

遠軽地域 2歳 母親 病院がもっとあると良いと思う。
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居住地区 子どもの年齢 子どもとの関係 自由意見 備考

遠軽地域 5歳以上 母親

インフルエンザ予防接種を全額助成。
医療費補助の年齢を上げてほしい。
児童館は夏・冬休みは7：30～にしてほしい。（親が7：30出勤、カギを閉め忘れ
ていないか、無事に児童館に着いたか、１日中心配。）
インフルエンザの時にみてもらえる病児保育。（子どもだけを残して仕事に行か
なくてはいけない。タミフルの副作用が心配。）熱が下がって、登園可能になる
までの間。
幼稚園の朝の利用時間が8：00～だと、少し遅い。7：30～にしてほしい。
保育料の件で、小３以下から第１子と数えるのを18歳以下からにしてほしい。

遠軽地域 0歳 母親

子どもの遊び場が少ない。特に雨の日、冬場、遊べる場所がなくて困る。公園
なども少ないと思う。
医療費の負担が大きい。就学時から３割は厳しい。
子育てに関して、他市町村の方が親切であると多々感じることがある。もう少し
子育て世代の親が暮らしやすくなるといいと思う。

遠軽地域 5歳以上 母親
子どもが遊べる施設（屋内外）が欲しい。
中学生ぐらいまで医療費を無料にしてほしい。

遠軽地域 3歳 母親 子どもの遊べる施設（屋内外）をつくってほしい。

遠軽地域 3歳 母親 子どもと遊べる施設や公園遊具の充実が少ないと感じます。

遠軽地域 2歳 母親 小さい子どもが遊べる場所（屋内）があったらよいなと思います。

遠軽地域 4歳 母親

室内で遊べる場所をつくってほしい。児童館ではなくて。（北見の木のプラザや
紋別の流氷公園のような、どこの地域の子でも楽しく遊べる室内公園が遠軽に
もできてほしい。）
公園にきれいで安全なトイレ、手洗い場を設置してほしい。
せせらぎ公園の人口の川の水を、子どもが入ってもいいようにきれいに保って
ほしい。

遠軽地域 2歳 母親

以前、平日の日中に高熱が出たので、小児科に電話をしたら、予防接種のため
みられないと冷たく断られました。なので北見まで行きみてもらいました。町内
に１か所しかない小児科。緊急時に快くみてほしい。
おむつのごみ袋台を無料にしてほしいです。

丸瀬布地域 5歳以上 母親
気軽に楽しく遊べる公園が欲しいです（室内はもちろん、室外も、網走や紋別の
ような）。
親や子ども達（小さい子も含め）の交流会を増やしてほしい。

遠軽地域 1歳 母親
子どもを出産してわかったが、遠軽町は思ったより妊娠中や子育てに力を入れ
ていないと思った。色々な事情も分かりますが、もっと頑張ってください。まず、
今の町議達が子育てに関心がないと変わりませんが。

生田原地域 3歳 母親

地域に子どもが少ないため、一人ひとりのことをよくみてくれて手厚い保育だと
思います（保育所）。実際に取得したことはありませんが、リフレッシュ休暇も取
れるような制度があり、いずれは使ってみたいです。
図書館では、遠軽地区全域の本が借りられるので、とても便利です。新刊もたく
さん入ったりしますが、利用しなかったり、知らない方も多いかと思います。
自分の住んでいる地域のことは（イベントや事業）、何となくわかっても離れてい
る遠軽町のことはよくわかりません。交流できたらいいなと思います。
ちゃちゃワールドの町民無料制度は素晴らしいと思います。母子手帳交付の際
や健診の際にでも、文書や口頭等で利用できることを教えてほしいです（はじめ
は知りませんでした）。他にも利用できる施設があれば知りたいです。
保育所で２人目無料という自治体がオホーツクにはあるので、遠軽町も子育て
に力を入れてほしいです。

遠軽地域 4歳 母親

今、保育士や幼稚園の先生が足りないという話を遠軽町でも耳にします。また、
０歳～２歳の子どもを預けられないという話も聞きました。遠軽町にはたくさん
の保育所や幼稚園があるのにどうしてだろうと思います。保育所を合併したりし
て保育士の確保をし、０歳～２歳の子どもを受け入れる体制をもっと整えてほし
いと思います。
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居住地区 子どもの年齢 子どもとの関係 自由意見 備考

遠軽地域 4歳 母親
他の地域に比べて、遠軽で子育てすると得、と周知されるまちになってほしいと
思います。
子どもが大きくなっても住み続けられるようなまちになってほしいと思います。

遠軽地域 4歳 母親

地元出身の方には良い町かもしれないが、他から来た者としてはとても子育て
しにくい町だと思う。子育て中の親が孤立しやすい環境だと思うし、実際専業主
婦の時はそう感じた。
町の保育所に特に不満はないが、昨年、年度が変わった途端に平日に親が休
みの時は基本的に預けられないようになり、そのことで他の私立の保育所に
行った知り合いもいた。そちらは休みの日でも預けられるとのことで、とても不
公平さを感じた。働いている親はどうやって休めばよいのか。今はリフレッシュ
と言って月に２日預けてもいいことになっているが、何となく後ろめたくなった。
保育施設の老朽化。今の遠軽の暑さでクーラーもないなんて、子どもも危ない
し、先生方もとてもかわいそうに思う。

遠軽地域 4歳 母親

保健師が相談に乗ります、いつでもどうぞとありますが、中にはそんなこともわ
からないのか、という態度で面倒くさそうに対応される方がいます。初めての子
育てはわからないこと、悩むことがたくさんあります。他人には「そんなこと」かも
しれませんが、本人は必死です。そのような態度はもちろん、窓口全体で声を
かけやすい雰囲気にしてほしいです。
コスモス園に滑り台などの遊具を充実させてほしいです。管理が大変かもしれ
ませんが、砂場もつくってほしいです。衛生上の問題なのか、砂場というものが
どこにもなく、子どもが砂遊びできません。
たっち学級というものがありますが、10月に引っ越してきた方が入るために電話
をしたら断わられたという話を聞きました。理由は締切日を過ぎているからだそ
うですが、転勤族の多い遠軽町において、５月の締め切りを過ぎたからと言っ
て、定員に満たないのに断るのはどうなのでしょうか。転勤してきた方こそ、そ
のような活動に参加し、地域に馴染みたいのではないでしょうか。

生田原地域 2歳 母親

保育所の間食（15時のおやつ）の見直しをしてほしい。３歳未満児にもうチョコ
レートの入っているお菓子が出ているのが気になる。「間食」という本来の意味
がなされておらず、軽いスナック菓子が多いので、もっと腹持ちの良いおやつが
出ないのでしょうか。例えばですが、蒸しパンとかバウムクーヘンとか……。

遠軽地域 3歳 母親
遊ぶ所を増やしてほしい。
保育所が厳しい。ちょっとの熱で帰らされる。37.8℃くらいまではせめて待って
ほしい。

遠軽地域 0歳 母親
遊ぶ所を増やしてほしい。
保育所が厳しい。ちょっとの熱で帰らされる。37.8℃くらいまではせめて待って
ほしい。

遠軽地域 4歳 母親
遊ぶ所を増やしてほしい。
保育所が厳しい。ちょっとの熱で帰らされる。37.8℃くらいまではせめて待って
ほしい。

遠軽地域 5歳以上 母親

公園が少ない。遊具も少ない。紋別の流氷公園や網走の天都山、北見のパラ
ボ、美幌駅の横のような施設が欲しい。
子どもを病院に連れて行くとき、未就園の下の子を預けたかった。病院に小さ
い子を連れて行くだけでも大変で、上の子も診察時に抱っこしなければならない
し、感染リスクもある。通院で元気な下の子が大きな病気をもらってきたりする。
親も気軽に病院に行けない。虫歯も風邪も病院に未就園児２人を連れて行くこ
とはできず、悪化させたり、夫の休みを待つしかなくとても大変だった。
夕別では兄弟の通院で預かりを小さいうちからしていたり、保育所も３月から復
職する時は３月末からならし保育をしてくれると聞いた。遠軽は４月に復職して
からならしの午前保育が１週間ほどあるので困る。

遠軽地域 2歳 母親
アンケート記入が大変。子が複数で同じ内容で同じ回答になるはず。項目は別
紙で１部にするなど、重複は避けてほしい。

生田原地域 5歳以上 母親

保育所は保育士の人数が多いわりに、保育内容が薄い。幼稚園と保育所の内
容が違うのは仕方ないことなのでしょうか。４月はじめに懇談会（短時間）が一
度だけありますが、もっと回数を増して子どもについての話をする機会をつくれ
ないのでしょうか。悩んでいる親御さんはたくさんいると思います。また年に１回
とか参観日とかはつくれないのでしょうか。
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居住地区 子どもの年齢 子どもとの関係 自由意見 備考

遠軽地域 4歳 母親 保育料をもう少し安くしてほしい。

遠軽地域 1歳 母親

子どもが生まれた時に町から何かもらえたり（ごみ袋や町内で使える商品券な
ど）、そういった乳児養育支援事業が他の町ではあるのに、遠軽町にもあれば
すごく魅力的だし、この町で子どもを産みたいと思えると思います。ぜひそう
いった事業を行ってください。

遠軽地域 2歳 母親

紋別のように子どもが一緒に参加できるサークル活動があれば良い。
平日の午後や土日など、児童館が小学生で使われて、２歳児がいけない時、
遊べる施設が欲しい。特に土日は生田原のちゃちゃワールドに行くときもある
が、これから冬道になるので、遠軽内で開放している場が欲しい。
紋別市のように、オムツのごみの無料化してほしい。
遠軽厚生病院の小児科の看護師が冷たい。病院が１つしかないので通ってい
るが、あまりにひどい。予防接種の時、子どもがぐずったりして慌てて行って、受
付時間を２分過ぎただけで怒られ、帰らされた。
げんき広場は季節ごとに行事をしてくれて助かる。
図書館の絵本配達サービスもすごく楽しくて助かっている。

要確認

遠軽地域 1歳 母親

子どもの医療費の助成を見直し、他の市町村のように、無料で受診することが
できたらなと思いました。
自衛隊の町だからと言って家賃が高すぎです。大人が生活するだけで、自衛隊
じゃない家庭はつらいです。収入を増やす、家賃を下げる、誰のための町なん
でしょうか。他の市町村への引っ越しも考えています。

遠軽地域 2歳 母親

遠軽に子どもを遊ばせる施設がない。小さい子の習い事をさせるところが少な
い。３歳未満。結果、子どものスマホやインターネット使用時間が増え、外に出
る機会が減っていると考える。
小学生終了までの医療費軽減。

丸瀬布地域 3歳 母親

へき地の学校。子どもの頃からたくさんの人と関わることはとても大切。少人数
の地域は、バス送迎などを充実して遠軽の学校にまとめるなどしてもいいので
はないか。小人数過ぎる教育環境はその後の人生にはあまり良くないと思って
います。
今利用している保育所には満足しています。今度、人数が減るなどしても給食
がなくなったりしないことをお願いしたいです。先生方には毎日感謝しておりま
す。

遠軽地域 3歳 父親

問32と同じことになるが、乳幼児医療、小児医療の充実に力を入れてほしい。
また、公園等遊ばせる施設が他町村に比べて少ないので、充実させてほしい。
保育施設（保育園等）はいくつかあるが、　定員等もあり、途中変更などできな
いのが不便。変更を検討しなくてもよいくらいの質向上を期待する。当たり前の
ことですが、お天気のいい日はもっと外遊びや散歩をして身体を動かしてほし
い。身体を動かさなければ、お昼寝もしないし、風もよくひくようになる、と悪循
環です。働く親が安心して預けることができる保育所にしてください。保育所は
託児所ではありません。たくさん先生がいるのに、ＴＶを見せて先生たちはお
しゃべり。迎えに行っても排泄のことばかり話し、その日の子どもの様子がよく
わかりません。保育所で学んだことや学ばせることもあるはずです。親もギリギ
リのところで子育てを頑張っています。仕事をしている分、教えてあげられる時
間は短いですが、それでも色々教えてあげようと努力しています。日中は、保育
所でも同じように教えてくれている、がんばろう、がなければ子どもは成長しま
せん。親も頑張れません。

遠軽地域 4歳 母親

医療費が高い。湧別町みたく、出産、医療の助成の充実を希望する。
子どもが遊ぶ場所が少ない。子育てしにくいまちで良いところがない。もっと子
どものために税金を使ってほしい。
アンケートが分かりにくい。読みにくい。多い。こんなアンケートをとっても何か
に役立てられるのか。ただ形式的に行っているように感じる。

遠軽地域 5歳以上 母親

医療助成が低くて医療費が高い。湧別は子育てにやさしいまちでうらやましい
（出産の助成・医療費が充実している）。
子どもを育てにくいと感じる。もう少し子育てに税金を使ってほしい。
アンケートの方法を改善した方が良い。読みにくい、わかりにくい。ただ形式的
に行っているように感じるし、何に役立つのか。

遠軽地域 3歳 母親 医療費を高校生まで無料にしてほしい。
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遠軽地域 1歳 母親 医療費を高校生まで無料にしてほしい。

遠軽地域 5歳以上 母親

このようなニーズ調査をしているが、それが町の子育て環境や支援に生かされ
ている実感が全くない。平成27年度から本格実施とあるが、何か改善されたり、
充実したことがあるのか。町として子育て支援に力を入れている印象は全くない
し、町としてのビジョンも全く見えない。取り組みは非常に遅れていると思う。子
どもはどんどん大きくなるので、早く対応してほしい。
乳幼児医療費の助成制度の拡充をしてほしい。
小児や耳鼻科など、個人病院の誘致やそのための助成。
公園遊具の更新。幼児が安心して遊べる公園が少ない。
幼児教育に関わる人（先生等）への教育。
第１子だけでなく、第２子、第３子と安心して産み育てられる環境を整えてほし
い。

遠軽地域 4歳 母親

厚生病院の小児科のことです。毎週金曜日の午後は１か月健診、発達外来と
のことで受け入れを２回拒否されました。最寄りの小児科に行ってくださいと言
われました。北見のことです。38℃の熱と嘔吐の症状の中、１時間以上かけて
北見に行くのは大変です。みずしまクリニック、はやかわクリニックにも問い合
わせましたが、就学前の子どもは受け入れできませんとのことでした。受け入
れ拒否がないように改善してもらいたいです。

遠軽地域 2歳 母親
他の地域の人が遠軽に住みたいと思うような町にしてもらいたいです。
紋別のような無料で遊べる大きな施設をつくってほしいです。

遠軽地域 5歳以上 母親
子どもが病気になっても預ける場所がない。
保育所等の先生が、母子家庭の母親に冷たい態度を取っているのを見たこと
があり、とても不愉快だった。

遠軽地域 2歳 母親

預ける場所もなければ、働く場所もない。アンケートに答えても、何も変わらな
い。公園や室内で遊ばせるところもほぼない。住みたいと思えるまちではない。
少なくとも子育てする土地ではない。
子育てしたいまち（ちばとか）と言われているまちをもっとよく見てほしい。子ども
達がかわいそう。

遠軽地域 4歳 母親 無償化になったらいいな。

遠軽地域 2歳 母親

小児科の診療時間をもう少し長くしてほしい（本当に困ります）。または小児科を
増やすなど。
湧別町は高校生まで医療費が無料なので、遠軽町ももう少し見直してくれると
……。

遠軽地域 1歳 母親
ひとり親への住宅の支援や補助など、金銭面なども支援してほしいです。何か
免除してもらえればすごく助かります。母子家庭や父子家庭はやることが２倍に
なるので、少しでも負担が少なくなってほしいです。

丸瀬布地域 5歳以上 母親

土日・祝日、年末年始に関係ない、不規則な仕事の人のために、保育の充実を
望みます。夫も仕事の時があり、保育所の休みが長すぎて困る。仕事をしてい
るために保育所を利用しているので、なぜ、保育所が使えないからと、仕事を
調整しなければいけないのでしょうか。子育てしづらく、仕事もしづらい。
子どもの医療費について、他地域では小学校に上がるまで、または小学生の
間まで医療費が無料と聞きます。遠軽町は３歳から１割。子どもにかかるお金
のため、次にもう１人と思っても考えてしまう。少子化で学校等も複式になって
いる状態です。子育てしやすいまちづくりにもっともっと力を入れてほしいです。

遠軽地域 4歳 母親
一時預かりをする幼稚園を増やしてください。やっているところはあっても料金
が高いです。

遠軽地域 5歳以上 母親

一時預かりをしている幼稚園を増やしてほしいです。料金が高いので、もう少し
下げてほしいです。
３歳を過ぎても、病院に行く回数は減らないので、助成制度を拡充してほしいで
す。
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遠軽地域 3歳 母親

以前は他府県に住んでいて、ファミリー・サポート・センターを良く利用していま
した。子どもも安心して楽しんで過ごせていたので助かっていました。遠軽に来
て、親族、祖父母、知人等誰も頼れる人がいない環境の中で、ファミリー・サ
ポート・センターがないということを知って、最初どうしようかと思いましたが、満
３歳で幼稚園でみてもらえるのはありがたいです。以前住んでいた地域は満３
歳クラス（幼稚園）はありませんでした。

遠軽地域 5歳以上 母親
以前は遠軽町外、他府県に住んでいました。その時にファミリー・サポート・セン
ターをよく利用していたので、遠軽町に来て、このサービスがなかったのですご
く不便に感じました。

遠軽地域 2歳 母親

以前は他府県に住んでいました。ファミリー・サポート・センターで姉と一緒に預
かってもらっていたことはあります。まだ集団生活の経験がないので、一人だけ
では親も不安ですが、兄弟姉妹などがいれば、ファミリー・サポート・センターを
利用したいと考えていました。遠軽にはなかったので不便でした。
姉だけ、妹だけ、と兄弟の中でもこの子を含まない子どもを病院に連れて行き
たいと思ったとき、小児科等では風邪の季節など連れて行きたくないけど、みて
くれる人もいないし、預けるところもないので連れて行かなければならないのが
すごく気持ちとしてしんどいです。緊急で、今日のこの時間だけ、と短時間でも
いいのでみてほしいなと思うことはたくさんあります。この子を含まない子どもを
病院に連れて行くとき、父親が何度も時間休をとったりしていて、そのことも後
から考えると大丈夫か不安になります。親（祖父母）や親族が遠くにいるので、
緊急の時はすごく大変です。

遠軽地域 2歳 母親
屋外、屋内で遊べる場所をもっと増やしてほしいです（車がないので、どこにも
遊びに行けないため）。

遠軽地域 5歳以上 母親
働きたくても条件が合わずに諦めている主婦がたくさんいると思うので、短時間
や土日祝日休み等、主婦向けの仕事が行政や公的な施設にあれば良いと思
います。

遠軽地域 0歳 母親

もっと０～３歳の子を単発で預かってくれるところがあればと思う。母親の体調
不良、病院、上の子の行事等、預け先がなく、非常に困ることが多い。
医療の面でも、土日は小児科がやっていなくて、１か所しか病院がないので何
かあったときのことを考えると不安が多い。
医療費も他の市町村の話を聞くと高いと思う。
児童館など、小さい子が遊べるところやイベントも少なく、他の子どもと出会う場
が少ないように思う。
医療の質を上げてほしい。

遠軽地域 2歳 母親 保育料をもう少し安くしてほしい。

生田原地域 4歳 父親

湧別町等が実施している、中学校まで医療費全額補助制度があるとさらに安心
します。
紋別の流氷公園や網走の道立公園のような、子ども達が外でいっぱい無料で
遊べる施設をつくってほしかった。スポーツ公園は平日、遊休地となっていませ
んか？

遠軽地域 5歳以上 母親

現在、両親ともに、日曜に仕事（7：00～17：00）が入ることが年に２回はある。そ
の場合、遠方から親族に来てもらい、みてもらわなければならない（病気したと
きも）。預けるところがないため、預けられる施設があるととても助かります。
子どもにとって、屋内で遊ぶ施設が町内にあると嬉しいです。今は北見や紋別
にわざわざいかなければなりません。せめて、どこか開放して自由に身体を動
かして遊べるようなところがあると良いのですが……。

遠軽地域 4歳 母親 障害のある子どもの支援と、保育所等のリハビリ等の環境。

遠軽地域 5歳以上 母親

リフレッシュ休暇は月３回までと決まりがありますが、午前中のみ保育とかにし
た方が良い。回数を決めるのではなく、預けても良いが、特に用事がない場合
は早めに迎えに行く。私は平日休みなので今は関係していませんが、もし関係
してきたらと思います。保育料も月額で払っているので、休ませないといけない
という決まりは変だと思います。

丸瀬布地域 5歳以上 父親
児童虐待等が問題となっている昨今ですが、我々は信じて預けておりますの
で、親または皆が安心して見守られる保育所であってほしいと思います。そうい
うことがないよう、起きないように心してほしいと思います。
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遠軽地域 1歳 母親

周囲に子育てに協力してくれる人が夫しかいない（祖父母遠方のため）。保育
所を利用しながら、夫婦共働きをしているが、子どもが急な病気や感染性の病
気になったときに頼れる施設がないため、仕事を休んで子の育児をしなければ
ならない。休みを連日で取らなければならないことが多く、職場に申し訳なさを
感じる。病気の急性期を終えた後（下痢や微熱、感染性の病気の安定期）にみ
てもらえる制度（シッター、病児施設など）が欲しいです。

遠軽地域 4歳 母親 何かとお金がかかります。教育の無償化をお願いします。

遠軽地域 5歳以上 母親

体調を崩した子どもを預かってくれる病児保育を行ってくれる場所が欲しい。兄
弟だとどうしても風邪や腸炎などが移りやすく、職場に休みをもらう期間が長引
いてしまうことが多々あり、その度に同僚から非難されているのではないかと不
安になる。

遠軽地域 3歳 母親

冬、雨天時に遊ばせるところがあると良いと思う。ふぁーらいとにつくる計画を耳
にしたが、ぜひ集客にもなる素敵なものにしてほしい。遠出してでも行きたくなる
場所（興部の木夢、当麻のくるみな）。遠軽町の顔にもなると思います。よろしく
お願いします。

遠軽地域 3歳 母親 小学校に児童館を併設してほしいです。

遠軽地域 1歳 母親

屋内で子どもを遊ばせられる施設を充実させてほしい。小さな公園もよく管理さ
れていて、外遊びをさせられる場所ではあるが、天気の悪い時や寒い季節に遊
ばせられる場所がない。知らないだけだとしたら、そういった施設の情報を発信
してほしい。

遠軽地域 5歳以上 父親

子ども達が遊べる公共施設や公園が色々な場所にあっても、遊具の数が少な
い場合や老朽化していたりするので、整備されてほしいです。
家族が増えると何かとお金がかかってくるため、子育てに関わる支援が少しで
もあるととても助かります。

遠軽地域 2歳 父親
普段はげんきひろば等がありますが、子どもを実家に預けているため、普段は
利用することができません。休日でも屋内で遊べる場所、身体を動かせる場所
が少しでもあると利用したいと思います。

遠軽地域 5歳以上 母親
大きな公園や遊べる施設が少ないように思います。
子育ての環境とは少しずれるかもしれませんが、小児科が増えたらいいのにな
といつも思っています。

遠軽地域 1歳 母親
親の職業を分類する項目があれば、どんな人がどんな特別なニーズを持って
いるかわかり、より役立つアンケートになると思いました。例えば、自営業（夜間
あり）や教職員の女性には、特別なニーズがこの町にあると感じています。

遠軽地域 5歳以上 母親 とにかく、子育て（出産も）にお金がかからないようにしてほしい。

遠軽地域 4歳 母親 とにかくお金がかからないで子育てできるようにしてもらいたい。

遠軽地域 2歳 母親

子育てをしていく上で、病院を受診する機会は必ずあります。受診費もそうです
し、ワクチン代の負担を少なくしてほしいです。また、町内には小児科が１軒し
かなく、休日や時間外の受診対応が良くないため、私もそうですし、周りの家庭
でも北見へ連れて行くことが多いです。そういった負担は大きいので、早めに何
とかしてほしいです。

遠軽地域 4歳 母親

中学生までの医療費無償化を特にお願いしたいです。
子どもが小さい、障害や病気などがあり、働きたくても外に働きに行くのが難し
いと感じている人に対して、自宅での就労（在宅ワークなど）や企業などをサ
ポートしてくれるしくみがあると、とてもありがたいです。

遠軽地域 2歳 母親

中学生までの医療費無償化を特にお願いしたいです。
子どもが小さい、障害や病気などがあり、働きたくても外に働きに行くのが難し
いと感じている人に対して、自宅での就労（在宅ワークなど）や企業などをサ
ポートしてくれるしくみがあると、とてもありがたいです。
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遠軽地域 1歳 母親 医療費を小学校からも助成してほしい。３歳からも無料だと嬉しい。

生田原地域 4歳 母親

保育所を認定こども園にすると、同じ年でもバスで遠軽の幼稚園へ行っている
子どもも来れて、同じ学年の子どもが増えたらいいと思う。
体幹能力を上げるストレッチ等の運動を毎日したりして、大きくなった時にス
ポーツクラブや部活などでよりよい成果を上げるための基礎をつくることや、英
語を取り入れたり、サッカー、ラグビー、水泳など専門の人を読んだりして色々
なスポーツを体験させてあげるなどしたら、私立の保育所に通わせないでも、
普通の保育所でしてもらえるなら生田原の保育所に通わせたい。生田原に住
みたいと……。子育て世代が増えると思います。

遠軽地域 5歳以上 母親
子どもの医療費やインフルエンザの予防接種の補助を高齢者のように、もう少
し良くしてもらいたい。子どもが多い家庭は金額が大きくなるので大変です。

遠軽地域 0歳 母親 室内遊具のあるところをつくってほしい。

遠軽地域 5歳以上 母親
室内で遊べるところをつくってほしい。紋別のような。
保健師の知識をもっと充実させてほしい。相談しても他人事のような人もいる。
親身な人もいるのに、一人でもそういう人がいると、全体が悪く見える。

遠軽地域 3歳 母親
医療費の助成が３歳までというのは、一番病院に行く回数が増えるときに（就園
後）困ります。厚生病院も高いので、皆北見や丸瀬布に行っています。

遠軽地域 0歳 母親
このような調査を定期的に行っているが、何も変わることなく、不便な町です
ね。もっと幼稚園や保育園等の保育者の声を聞いたり、書面ではなく、実際に
言葉・声を聞いてほしい。難しく面倒な文書がたくさんの物は嫌いです。

遠軽地域 5歳以上 母親

他の町から転入してきたが、正直、子育て支援は充実していないと感じている。
保育所は老朽化しているし、子育て支援センターのようなところは週２回しか空
いていないし、前の町との差が激しくてびっくりした。ただ、私立のこども園や幼
稚園が頑張っているので、遠軽地域の公立保育所は全部廃止にしてもいいの
ではないか。公務員の保育士を学童やその他地域の保育所に振ることができ
るのでは（人員が確保できず、学童の開館時間がニーズに合っていない地域も
あると聞く）。
また、一時保育もリフレッシュ目的で利用する人はいないと、やんわりと断られ
た人もいると聞くし、利用料も高い。
医療費の助成についても、義務教育中は助成するなど検討してほしい。

遠軽地域 2歳 母親 保育所の老朽化やセキュリティの面が不安です。

遠軽地域 2歳 母親
子育てしにくい。医療費がかかる。他市町村は中学生まで無料なのに、小学校
に入学すると２週間分の薬、医療費含めてもらうのに5,000円はかかる。

遠軽地域 1歳 母親 室内で遊べるところをもっと増やしてほしいです。

遠軽地域 1歳 母親

病児保育がないと母親が休むことになる。夫に休むよう協力要請しても、男の
職場だから取りづらいとのこと。育休も勧めたが、それなら仕事を辞めると言っ
ていた。男性も育休や子どもが病気での休みを取りやすくなるよう国や自治体
が職場に働きかけてほしい。
また、院内に病児保育はあるが、定員も少なく、症状が違うと先に入った人が優
先となり、なかなか預けられない。利用料を払ってもいいので利用したい。実
際、個人の託児所に利用料を払って子どもをみてもらうこともある（熱が38.0℃
とか、下痢とか）。

遠軽地域 4歳 母親

遠軽町の医療費は高すぎると思います。隣町では高校生まで無料なのに、遠
軽町は子育てしにくい町です。３歳まで無料と言っているが、厚生病院は初診
料が毎回1,000円かかります。
保育料も高すぎます。幼稚園の預かり代も高すぎです。冬は１日100円も値上
げされるため、生活が大変になります。

遠軽地域 1歳 母親
子どもの医療費が遠軽ではかかりすぎる。
乳幼児の遊ぶ場所（特に室内）が少ない、というか室内はほぼないに等しい。
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遠軽地域 2歳 父親

２歳になる子どもの子育てを通じ、「子育て自体は子どものためであるが、自分
自身を再発見する」という言葉がつくづく胸に迫るものである。意見になるかわ
からないが以下示したい。
①子ども・子育て支援事業計画の策定にあたっては、本ニーズ調査も反映され
るが、平成28年の児童福祉法の改正（子どもが権利の主体、市町村の役割）も
踏まえ策定されることを望みたい。あわせてインクルーシブで持続可能な共生
社会の実現また包括的支援という観点といった流れも同様である。
②子育てにおける「二極化」（熱心もしくは無頓着）が、現状にあると感ずるが、
その中で、「子育て世代包括支援センター」について、遠軽町としてどこまで検
討しているのだろうか。議会議事録においても子育て会議にて審議となってい
ることから、ぜひとも早期の設置に向け検討していただきたい。なお、町内にお
いては子ども子育て（子ども家庭福祉も含め）他町より資源が整っている。様々
な立場の人材、組織、期間の連携も図れる面的な部分も、さらに強化できる取
り組みも検討したらどうだろうか。
③子ども・子育て会議委員における公募の保護者において、「父親」は参加して
いるのだろうか？30年４月号の公募を示していた広報において「平日の午後１
～５時の時間帯に開催予定の会議に出席できる方」となっているが、逆にこの
要件で参画へのハードルとなっているのであれば、改善してもいかがか。子育
てに興味関心を持っている父親も多くいると思う。また、所属している職場の協
力、支援を求めることも可能だと思うが……。
④町で子ども子育てに関しての研修や講演も検討してはいかがか。大日向雅
美氏、柏女霊峰氏、汐見稔幸氏、大豆生田啓友氏など、全国的な第一線で子
ども子育てに携わっている方の話を聞きたい。

生田原地域 1歳 母親
子育て世帯にもう少し優しい環境づくりをしてほしい。ごみ１つにしても、ごみ袋
の無償化など考えてもらいたい（北見や旭川は実施）。
母子手帳をかわいくしてほしい。選べるなど。

遠軽地域 0歳 母親 北海道立オホーツク流氷公園のような施設が遠軽町中心部に欲しい。

遠軽地域 2歳 父親
紋別市の流氷公園のような施設が、遠軽町中心部に欲しい。
動物とふれあえる施設があると嬉しい（小動物園、猫カフェなど）。

遠軽地域 5歳以上 母親

小児医療・乳幼児医療費等もっと充実させてほしいです。近隣町村は医療費が
かからなく、魅力的。病院・歯科等削れない出費ですが、それが少しでも軽くな
ると今より暮らしやすくなると思います。
保育に関して（教育）、認定こども園に通っていますが満足しています。小学校
からはまだわからないですが、何にせよ、子ども達にとってよい方向で進んでく
れればいいと思います。
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