
子育て世帯アンケート　自由意見
（保育園）

調査対象：
帖佐保育所、重富保育所、興教寺保育園、希望ヶ丘保育園、小
山田保育所、加治木保育所、かずみ保育園、かじのき保育園、高
井田保育園、川野保育所、せんとり保育園、山田保育園、三船保
育園、大楠ちびっこ園
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計14園

子育て世帯アンケート 自由意見

（保育園）



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

子ども医療費についてですが、いったん医療機関に支払うのではなく、市が直接
やり取りして下さるとありがたいと思います。福岡に住んでいた時はそうだった
ので、安心して病院にかかれました。入院など、医療費が高額になり困っている
人が周りにいたので、検討して頂けると嬉しいです！姶良市、どこの市よりも良
い町で、大好きです！ありがとうございます！※導入済みでしたらすみません。

雨天時に遊ぶ場所がないので作ってもらえると有りがたい。天気が良くても（特
に夏場）遊具が熱くなっており公園等で遊べない。一時預かりできる場所を増や
してほしい。

待機児童をどうにか解消してほしい。働きたいけど預けられない。預けないと働
けないこのループどうにかならないか。0～3歳ってほんとに手がかかる。

療育機関は待機が多いのでもっと増やしてほしい。

現在の施設（かじきっず等）は使いづらい（使えない）。子ども対象の公民館講
座のようなものがほしい。（以前居住していた所や従姉妹達の居住地では盛んに
あったので）。その地域にない学び等の提供…そろばんや将棋など

子どもと参加できる離乳食のお料理教室があったらいいなと思います。

子供が一番なのは、わかっているが私の（母親）時間が全くない。1,2時間でもい
いからゆっくりしたいが、それが良いとされていない。用事があるときだけしか
子供を預かってもらえない感じ。

夏休みに、姶良にはプールがないので湧水町など遠方へ行っています。できれ
ば、安くて全ての年代が使える（湧水町のような）プールがあると助かります。
夏は暑くて公園では遊べないので、長い休みを乗り切るのは大変です。

中学生まで利用できる施設を希望します。

幼稚園・保育園は、少子化にあって最も大事な教育の場であると思います。市立
保育所の民営化が今後どのように進むのか不安です。市立に預けている親とし
て、市立は安心してあずけられる所なので、できれば民営化してほしくないで
す。同時に、市職員に保育士や幼稚園教諭の採用があれば若者の地元への就職意
欲にもつながるのではないかと思います。

中央公園は古びてきてあぶない遊具が出てきているので改善してほしいです。夏
でも外で遊べる環境の公園などできたら助かります。カンカン照りの中での遊具
は熱くてさわれません。中央公園のゲートボール場（屋根付き）を利用出来たら
いいのになぁと思います。

自由意見（子育て世帯）保育所保護者

子育て支援が「親が楽する支援」になっている気がします。親育てができる施
設・学びが必要だと思います。

子育て中に気軽に相談できる環境が欲しい。日祝預かってもらえる環境があれば
いいのにと思う。

日曜日に就労をする際に7：30～18：00ぐらいまで小学生を預かってくださる
施設が欲しい。有料でも学習面、体力作りなどもみていただけるとありがたい。

一時預かりをもっと増やして欲しい。当日の予約でも可能なところを。急に前日
に預かって欲しい時があったりするし、そういう方達も沢山いると思う。0～3歳
位の子どもたちがあそべる場所がもっとあるといい。大きな子供が多くて、小さ
な子供たちが危なかったり隅っこで遊んだりしてるところをよく見かけますし、
体験している。
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気軽に身近に相談できるとこがあればありがたいです。雨が降ると室内で遊べる
ところが姶良はとても少ない。リボン館や夢見が丘のような施設があると助かり
ます。

鹿児島市のように「りぼんかん」みたいな施設があると嬉しい！！3歳児健診の
際に、検尿があり、大人のトイレに慣れていなかったため、すごく大変でした。
子ども用のトイレが増えると助かります。

子ども館の設置場所の候補としてふれあい物産館の場所があがっていますが、小
学校の通学路であったり、スーパーが近かったり、人の往来も多く、駐車スペー
スもとれるのかなど、不安に思うことが多くあります。子ども館の完成、楽しみ
にしています。

少子化の時代にこれを整備したところで子ども達が増えるとは思いません。正直
ムダだと思います。皆が一生懸命コロナの時も頑張って働いた税金で使えないも
のを軽々しく作ってほしくないです。

家の近くに歩いて行ける公園がない。（イオン周辺）子どもも増えているので1
つぐらいは欲しい。

「あいあい」「かじきっず」たくさん利用させていただいています。３歳を超え
たら、雨の日曜日に行く場所がありません。子ども館の完成楽しみにしていま
す。日曜日や祝日も利用できるようにお願いしたいです。

子育て支援施設の建設を今回アンケートで知りました。全天候型であれば天気の
悪い時の休みの日も親子で利用できる場となり大変助かる思いです。公園などは
限りある駐車場の場所が多いので駐車場が広い場所であれば、と思います。

以前「あいあい」に行った事がありますが、当時小学校下学年だった上の子も一
緒に連れて行きましたが、上の子は入れなかった為、結局利用できず帰った事が
あります。3才以上は入れないという事を調べてから行くべきでしたが、上の子
を連れて行けないので結局その後もあまり利用できませんでした。兄妹がいる家
族はなかなか利用し辛いと思います。姶良市は子育て支援に力を入れて下さって
いるとは思うのですが、どこも未就学児に手厚くなっており、小学生が利用でき
る施設は大変少ないように思います。同じ空間で年代別にスペースが区切られて
いるような、小学生の子どもたちも一緒に利用できるような施設があればいいの
にと思います。雨天の時など、小学生以上が過ごせる施設は図書館等に限られて
います。他にも、大型遊具やアスレチック等がある屋内施設が出来ればもっと子
育てしやすい街になるのではないでしょうか。

蒲生に保育園や幼稚園、子ども園が増えたら地域も栄えるのではないか。蒲生小
学校はとても古くいい部分もあるが、古すぎて汚なかったり、危ない場所がたく
さんある。すこしずつ修繕をそろそろ始めてほしい。兄弟みんなで遊びに行ける
施設があったら嬉しいです。姶良にはいろんな人が集まっています。得意を生か
した子育て講座や子ども向け講座をしてほしい。人口は増えているが、子育て支
援は地域からすると遅れている。

小さな子どもがいるお母さんはもちろん、悩みがあると思うのですが、その兄姉
さんがいる親御さんも違った悩みがあると思うので、年齢問わず気軽に行ける場
所があればいいと思います。親がほっとひと息しながら広い広場が見わたせる所
がほしいです。

鹿児島は火山灰が降るので外遊びをためらう時があります。このように全天候型
施設が複数あると子どもたちも安心して遊ばせられると思います。山間地にも小
さくていいので学童を作って頂けたらありがたいです。



27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

病児保育の施設が増えるといいなと思います。

育児をしていると仕事や家事に追われる中、誰にも相談できず孤独だ。妊娠中や
出産後だけママと保健センターの方々のやり取りではなく、幅広いママとの交流
が欲しい。ママ友が欲しい。家事の代行サービスももっと気軽にお願いできる様
な環境が欲しい。特に子どもが熱を出し、保育園をずっと休まなければならない
時は、ママはワンオペ育児になり、ストレスがすごい。仕事復帰への不安もあ
る。もっとママが楽になる様な環境があれば良い。

雨天時は公園で遊ぶことができないため、全天候型子ども館はぜひ建設して欲し
いです。

買い物の際、子どもが泣いたり逃げ回ったり買い物に集中できず買いたいものが
買えず中断しなければならない時が多々あるので短時間預かってもらえる所があ
ればとても助かります。

同校区などでも保育園が足りずに学区ではない場所へ入所したりするので同じ年
頃の同校区児とのふれあいの場を作ってほしい。母親同士も顔見知りなどになれ
る機会になると思う。

コロナがまだ終息しておらず、3つの密を避けて遊べるスペースがあればいい
なぁと思います。（年代別や時間に分ける等で利用できる施設）

姶良市の待機児童は多すぎると思います。保育園へ預けたくても預けられない方
が多いので早急に対応していただきたいです。また、保育園の待機順番を園ごと
にした方が効率的ではないでしょうか？鹿児島市の方が保育園に入りやすいで
す。市役所の方の対応も良く、一緒に色々と考えてくださり、動いてくださりま
す。姶良市も住みやすい市になることを願っています。よろしくお願いいたしま
す。

都城にある支援センターのような、ボールプールやいろいろな遊び道具、そして
大型のアスレチックなどを雨の陽でも遊べるような場所が欲しいです。そして、
そこで、食事ができたり、また、カフェとかもあったらお母さん達ともゆっくり
会話ができたりしてうれしいです。

図書館について、学区外にあるため（小学校）、子どもだけで自由に利用するの
が難しいです。

雨が降っている時の子どもの車の乗り降りの時に、傘をさしてベビーシートをあ
つかうのに手まどったり、ぬれたりするので、子ども館の駐車場も屋根があると
いいと思います。

子ども用のトイレ（公園のトイレは大人の物ばかり　子ども用のトイレでキレイ
だと入りやすいです。ティッシュがなかったり、便座、中の汚れ　入れないと思
います。遊具が少ないので増やしてほしいです。（加治木周辺）小がらす、せん
とり、実窓寺公園、人工芝などキレイな公園が嬉しいです。犬の散歩は、×（フ
ンの後始末が出来ない方もいるので…）

大型遊具を備えた公園を後1～2カ所増やして下さるとありがたいです。全天候型
の子ども館、楽しみにしています。

姶良市には夜間の救急病院がないため、何度か鹿児島市内や霧島市内まで車を走
らせたこともあります。子どもが増えている姶良市にはなぜ夜間の救急病院がな
いのかと思ったことが多々あります。子どもは夜に急変したりするものですし、
県の中央に位置する姶良市にもぜひ作ってもらいたいと考えます。

保育園のお休みの時などに利用できる支援施設が出来るとうれしい。雨の日の時
に公園以外に行ける場所が欲しい。年代別の遊び場だと親一人で年代の違う子３
人連れだと対応できないかもなので、親一人子３人でも連れて遊ばせられる場に
なればと思う。
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公園遊具の点検・修繕の徹底。（ずっと、ロープが張られていて、遊べない所が
ある）

夏に子どもと水遊びができる場所、屋内プールがあればうれしいです

加治木方面にも病児施設を作ってほしい。

長期休みの際に、無料で研究や宿題などのお手伝いをして下さる所が欲しいで
す。

かじき親子つどいの広場を日曜、祝日も利用したいです。

年の差兄弟だと小学生は子ども館に入れなくて、一緒につれて行けず、1人では
遊びにつれていけないです。姶良には市民プール？（鹿児島だと市営プールやサ
ンライフプール等）はあるんですか？

屋内でも体を思いっきり動かして遊べる施設を希望します。保・幼・小学校の子
どもたちが地元の自然（海、山、川）で遊ばないのが気になる。授業等のカリ
キュラムの中で体験できる機会を作ってほしい。

姶良市にあったらいいなぁ…と思う施設　広い芝生がある広場。遊具は無くても
いい、駐車場が広くて、大きな木がところどころあって、ただ芝生だけ。ベン
チ、あずまやも無くていい。ピクニックしたり、ボール遊びしたり、子どもたち
が走り回ったりできるところ。野球、サッカー、グラウンドゴルフなどはできな
い方が…。

1年通して利用できるプールができれば最高です！

コロナが落ち着いたら、雨の日や暑い日、寒い日などでも十分に遊べる施設があ
ればありがたい。室内遊び場の充実など。

子どもが病気になった時の病児保育の預け入れ枠を増やしてほしい。時間も長く
してもらえたら、父母社員で働いている家庭にはありがたい。

市内の子育て世帯をゆるくつなぐ「ほしい」「あげます」ネットワーク（SNS等
を利用した掲示板的な…）ものがあると良い。他にも人々をゆるくつなぐきっか
けがもっとあるといいなと思います。

保育士の方々の待遇を改善してほしいです。（ちょっと的外れですみません）

子どものそれぞれ持っている個性を一歩ふみこんで知る事を、子どもと関わる方
に知ってほしい。皆が同じ子育てで子どもに向き合うのではなく、タイプを知っ
て、良い面が更に伸びる様にしてあげたい。一人でもくもくと作業をした子ども
に「皆と一緒にしよう」と誘うのは、その子のやる気をなくし、楽しみの場が楽
しみの場でなくなります。子どもを知ることで、適所に応じた接し方ができ、一
人一人が伸びると感じます。

姶良にもその様な施設があれば…とずっと思っていました！！宜しくお願い致し
ます。休日や、特に雨の日など子供が退屈していて、あると大変助かります。

がんばってください。

待機児童で苦労した経験があるので、待機児童を作らずに済む環境整備（保育士
等の待遇向上、その他設備・施設の確保）に力を入れて頂けると、育児関わる多
くの人が助けるのではと考えます。

鹿児島市のりぼん館のような施設はとても良いと思うので、参考にしたら良いと
思います。
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普段は保育所を利用していて、とても良くしてもらい仕事をする上でとても助
かっていますが、日祝日や、夜間（21:00頃まで）にどうしても仕事がある場合
が年に数回あり、親が県外にいるため、たのめる人がおらず、霧島のキッズパー
クまで預けに行っています。霧島のキッズパークのような施設があればとてもう
れしいです。

姶良市に転入してきたばかりで、子ども達がのびのびと交流しながら遊べる場所
を探していたので、子育て支援施設が出来たらうれしい！楽しみにしています。

少子化の時代に、子ども館などの子育てサポートの取り組みはとても良いことだ
と思います。意見を取り入れながら、世界からも注目される環境支援を作って
いって頂きたいです。

鹿児島市内に住んでいた頃はリボン館を利用しておりました。姶良市には、子ど
もの遊ぶ場所があまりないので残念に思っていました。ありがとうございます。

雨の日の遊び場所に悩みます。いつもイオンに行くか、DVD鑑賞をするなどに
なってしまうので、屋内で遊べる施設があると助かります。

姶良市内にある保育園や幼稚園・学童等の施設や利用方法等について知る事がで
きたらいいと思う。

色んな体験をして、色んな感情、好奇心を持てるような環境をより多く作ってあ
げたいのでそんな施設があると助かります。

トイレや水道（洗面所）等施設、学校においては老朽化が目立ちます。和式→洋
式トイレへの変更を含めて、施設のリニューアルを希望します。病児保育ができ
る場所が少ないので増やしてほしい。

少子化とはいっても、保育園や幼稚園などの預け先が未だに不足している現状を
少しずつでも改善してほしい。保育士不足もあるが、保育士さん達が行っている
業務と給料の羅理が合わないと思う。働く側の環境整備も大事だと思います。

全天候型施設は複数欲しいです。姶良総合運動公園の遊び場は保護者が座る場所
や影が少ないため、利便性が低いです。相談しやすい場所がないので遊び場の一
角にスペースを設ける等、気軽に相談できる場所が欲しいです。子育てに理解あ
る職場の増設、マッチングを希望します。

全天候型子ども館の計画を知ったのが遅く、加治木物産館？場所が「見送り？」
になった時に知りました。姶良の人口が増えているからこそ子育てしやすい
「市」をつくっていってほしい。もっとアピールが必要だと思いました。

子どもが小さい時は、「子ども館」がなかったので、雨の日など図書館しか行く
ことができず悩んでいました。なので「子ども館」ができると子どもも親も助か
ると思います。

自身の子どももでしたが、待機児童への対策を改善してほしいです。仕事に復帰
したくても、途中入所は全く空きがなく、4月入所まで待たなくてはいけなかっ
た。保育園、幼稚園の施設環境、保育士さん達の職場環境（待遇改善）を早急に
取り組んでほしいです。

広く、ゆったりとした空間でないと、建てる意味はなし。大人がゆっくりできる
カフェもあると…。（ただコーヒーを（ただし本格的なもの）を飲むだけで
も）。都城の図書館みたいなのがあれば最高だと思う。中途半端はする意味な
し。ちゃんとデザイナー入れておしゃれな空間にすべき。

姶良市内には子育て支援施設がほとんどないので、少しでも早く土・日・祝、も
開いている施設を作って欲しい。鹿児島市はその様な施設が色々な場所にあるの
でうらやましいです。
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祖父母や親戚が遠方の為　自分の病院など行きたい時も連れて行くしかない。
（土曜日しか行けず、土曜日は配偶者は仕事の為）そういう時に、2,3時間でも預
かってもらえるところがあると助かる。

保育園の緊急枠は確かに必要なものかもしれないが、就業しているのに入れない
人が多いから“わく”を縮小すべきだと思う。実際に“わく”はすごく多くて入
れなくて困っていり人の方が多い。保育士が足りないので入れませんという理由
は理由になっていないと思う。市が努力すべきだ。

姶良市は子育て世代が多いのに、施設や環境が充実していないと思います。待機
児童解消も、施設の整備も力を入れてほしいです。市独自の子育てパスポート等
も充実させてほしいです。姶良に住んでても土日は市外という人も多いです…
住みやすいまちづくり、環境づくりをぜひおねがいします。

子どもの預かり場所（保育園等）見つからず仕事が出来ない経験あり。働きなが
ら子育てができる環境つくり、施設数の充実を望みます。子どもが欲しくても経
済的に断念せざるをえない場合があると思うので手当等の充実を望みます。

鹿児島市にあるリボン館のような場所がいくつかあると嬉しい。

かごしま市内にある「りぼんかん」のような施設があったらいいと思います。

子どもが小さいうち程（3歳位まで）気軽に自分の用事を済ませたり、リフレッ
シュするような事をしたりする事が難しかったので、気軽に預けられる一時預か
りがあれば良いなと思っていました。ある程度大きくなってからは、休日に体を
動かしたり体験できたりすることのできる場所に積極的にでかけています。子育
ての充実の為には親や他の保護者が元気でいきいきできることが大切だろ思いま
すので、子ども館ではなくあらゆる年齢の方が楽しめるような施設を切望しま
す。（常に子どもと一緒ではなく子どもがイベントに参加している間、保護者は
本を読んだり、お茶をしたりできるような形が希望です）

ぜひ姶良にも全天候型子ども館が早くできてほしいと思う。以前は国分や宮崎、
鹿児島市内まで室内の子どもあそび場に連れて行っていたが、遠いのでなかなか
行けない。小さな子から活発な動きをする小学生低学年くらいまでの子が遊べる
ようなところができたら嬉しいです。

夏場、プールに行くのに、市内に行かないとないので、姶良にもできてくれると
行きやすくて助かります。今後、子ども館の建設が早目に進んでくれれば嬉しい
です。宜しくお願い致します。

室内遊び場などで年代別にしてある所がありますが、小学生入場禁止とかかれて
いる所へは、大人1人で、子ども3人では行けない。小学生の子どもを（7歳、5
歳、3歳で）1人で、ほっからかしはできず、せっかくの施設で遊ばせることがで
きなかった。

「あいあい」を兄弟で利用したいが、3歳以上は利用できないので利用できず残
念です。（かじきっずに行くまでは遠いので…）。子ども館の計画初めて知りま
した。日・祝など保育園が休みの日などに開いているととてもありがたいです。

市営プールがあると良いと思う。

時間を気にせず、子どものペースに合わせていつでも利用でき、お弁当を持って
きて一緒に食べられたり、授乳したりできるスペースがあるともっと気軽るに子
どもと外出できると思う。時間を区切られるとせっかく準備をして出かけよう
思っている時に子どもがぐずり、あと何分しか利用できなくて、またお昼に帰っ
て来ないといけないのか思うと、もう出かけることをやめてしまったりすること
が何度かあったため。
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小学生もあそべる場所を作ってほしい。

子ども館はもっと早く欲しかった。学童保育の充実を希望します。子どものため
の習い事等、情報が得られるようになりたい。

全天候型子ども館が姶良にできたらすごく嬉しいです。昨年は、市内のリボン館
まで行き、プールや遊びをしてました。姶良にプールもないので近くにできたら
嬉しいです。

鹿児島市の友人親子と遊んだ時に、サンエール鹿児島やりぼんかんを利用したこ
とがあります。りぼんかんは室内プールや年齢（代）別の遊具がとても良くて雨
の日も子ども達が思いきり遊べて楽しんでいました。サンエール鹿児島は、当日
受付で託児をお願い出来て2時間だけでも親はリフレッシュできて助かるなと思
いました。事前予約ではなく、当日少し預かってもらいたい親は多いと思うの
で、ぜひお願いします。親子で楽しめる施設ができるのを期待しています。

保育園に入る前は、あいあいやかじきっずなどの子育て支援を利用させていただ
き、たくさんの催し物にも参加し、親子のふれあいや保護者同士の交流ができた
が、保育園に入って土日の催し物がなく、参加できないのが残念。また、2歳ま
でではなく、年齢層（就学前」を広げた親子活動があればいいなぁと思う。

子どもが遊べる場所がもっと増えてほしいと思っていたので、子ども館とても楽
しみにしています。早期完成を願っています。

姶良市は子育て家庭が多いのに、こういう施設が他の市や県からしても少ない
（ほぼない）と思っていたので、できるのを楽しみにしています。屋根付きの駐
車場や室内で遊べる遊具などあると助かります。

兄弟がいる時に、兄弟皆で出かけて行ける場所。年齢制限は少し考えて作ってほ
しい。7,5,3の場合、７さいの子を1人留守にさせられない。5、3中心ではな
く、7歳も5歳も3歳も皆で楽しく遊べる場所。体験できる場所。あと、大人1人
子ども3人の時にトイレに行きたくなった時に、少し見守ってくださる職員もい
てほしい。

夜間何かあった時の夜間病院（24時間）があったら助かります。（霧島市や鹿児
島市まで行くまでの距離で子どもの病状が悪化してしまったらとても心配で
す。）公園の充実（老朽化、整備、遊具の入れ替え（同じだと飽きてしまう。）
通学路の整備（狭い所、危険な所、草がおいしげって歩きにくい。）

鹿児島市内にある「りぼんかん」みたいなのができたら良いと思います。

とにかくプール施設が作ってほしいです。

歩く事が出きない時期に遊ぶものがない（場所）等、0歳児も行けるようにして
欲しい。



子育て世帯アンケート　自由意見
（保育園）

調査対象：
　あいら親子つどいの広場（あいあい）
　かじき親子つどいの広場（かじきっず）
　あいぽーと

子育て世帯アンケート 自由意見

（家庭保育者）
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自由意見（子育て世帯）　家庭保育者

イオンの中の保育園など一時預かりをしてくれる場所や相談しやすい環境が
整っているとは思うが、保育園が少なすぎる。

土・日・祝日に遊べる場所があるとうれしいです。（主人が土日祝も仕事な
ので）

現在あいあい子育て支援センターを利用させてもらってます。子どもと一日
中一緒にいることは理想だと思いますが、実際は大変でこういう施設利用に
よって私はもちろんのこと、子どもにとっても良い息抜きになると思いま
す。
是非、今回の案がかなってくれたらと望みます

姶良市に子ども館が設置されるのがまち遠しいです。飲食スペースに自動販
売機を設置、牛乳やジュースを入れてほしい。絵本を置いて読めるスペース
があると有難い。室内遊び場で一預かりができる制度をつくって頂き、子ど
もがあそびながら自然と時間を過ごせるような体制があれば有難い、屋外
コーナーに砂場を設置、手足を洗える水道も設置をお願いしたい。駐車場の
１台の停車スペースを広くとってほしい。

一時預かりの施設が増えるといいなーと日頃感じていたので助かります。

月１回位、屋外で体験できるイベント等があったらいいと思う。

いつでも、誰とでも無料で利用できる施設が建設されたらぜひ利用したいで
す。

休けい時間はない形でやってほしい。AM何時～何時　PM何時～何時と区
切ると時間が少ししか利用できなかったり、行くのをあきらめたりすること
があるので、やるなら終日開けててほしい。

芝生の公園がほしい（市街地にも）
同じ月例の保護者の交流の場をもうけてほしい。（検診があれば話すけど、
検診がなくなると交流する場がないから。）
同じ公民館内での交流の場もほしい。

子ども館の建設は本当にありがたいです。よろしくお願い致します。

姶良市に子育て支援センター施設が新たにできたら嬉しいです。

待機児童は減っているのでしょうか。認可保育園を増やしてほしい。

今はまだ月齢が低いので支援センターや保育園など利用することが多くて助
かるが、４歳以降の遊べる公共の場があると助かる。
大型遊具があれば身体機能も養われるので嬉しい。
他にも多目的ルームで季節ごとのイベントなどあると嬉しい。
・私は子ども１人なので利用することはないと思うが、双子や兄弟で連れて
きた時、片方が疲れて寝た時などお昼寝を見てくれる場所もあると便利だと
思う。

便利な制度や施設があると思うが、利用の仕方がわからないこともあるの
で、いろんな情報を知って活用していきたい。

はいはいする子の遊び場があまりなく、支援センターがとてもありがたいで
す。姉妹が一緒に遊べるためにも室内での遊び場はとても嬉しく安全に楽し
めます。

できるだけ早い建設をお願いします。

ぜひ作ってほしいです！
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待機児童問題を解消してほしいです。

駐車場は広いほうがよい。今の予定で確保できるのか。加治木支所の建て替
えも予定しているのなら、新庁舎は縮小されると思われるので、同じ敷地内
に子ども館を建設できるだけのスペースは十分確保できるのではないか。駐
車場も共有できる。

もうすぐ2才になり、友達に興味を持ちつつありますが、近所にいなく、公
園も近くになく、遊具が少ない。

今の支援センターの規模でいいと思うが、加治木の支援センターは建物が古
い。待機児童も多すぎるので何とかならないかと思う。

専業主婦からの仕事復帰が難しいと感じています。保育園の待機児童問題が
少しずつ解消に向かえばいいなと思います。順番がどんどん下がっているの
で正規に戻るしか方法はないのか悩みます。子育てと仕事がうまく両立でき
る環境を見つけていきたいです。

子ども館ができたらすごくうれしいです。できるだけ早く作ってほしい。室
内遊び場が広い場所にしてほしいです。2才になってからすごく体を動かす
のは好きになったので、発散できる室内空間はホントにありがたいです。一
緒に遊んでくれる保育士さんが何人がいてくれると色々あそべるのでありが
たいです。親がいる時でも。

子ども館の建設よりも待機児童を減らすことに力を入れてほしい。待機児童
を減らしたあとに子ども館の整備をお願いしたい。

室内もですが、プール等もあればと思います。今は健康の森まで行っている
ので、近くに出来ればありがたいです。

旧3町の総合支所から同程度の位置に設置されると利用者も多いと思う。

新しい施設を建てるより、今ある環境の中で地域の人材を活用するなどの工
夫で本当に必要な子育て支援をお金をかけない方法でできないでしょうか。

個別の箱物は必要ないのでは。現在キッズルーム等の活用を充実化で十分と
考える。

テレビは家で見られるので極力デジタルのない、子どもが遊べる環境がある
といいなと思う。プロじゃなくてもおじいちゃんおばあちゃんと交流できる
場があってもいいかなと思います。

保育園の受入人数を増やして欲しい。



子育て世帯アンケート　自由意見
（保育園）

調査対象：
蒲生田１・２自治会、端山自治会、新町自治会、垂ノ口自治会、柳
田自治会一部、天神自治会、西諏訪自治会（順不同）

子育て世帯アンケート 自由意見

（周辺地域）
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自由意見（地域）

よくわからない

買い物をすませて迎えに行く人が増えてくる。

保育園等のサークルやあいあい、かじきっズ等ありますが、さらに必要性が
あるのでしょうか。

利用者の度合によると思う

子ども館と云っても何才位迄を対象としているのか。

人が集まる

商店街の中では子ども達の環境状況が良いのか疑問である。椋鳩館の駐車場
では？小学校、幼稚園、図書館等も近いし交通利便もよいのでは。

若い人が少い

大人も子どもも集まって来るので活性化に繋がると思います。

子ども達や父兄の方々が集い、にぎやかで、周辺も活気が出てくると思う。
「交流の場」ができることは子どもの社会的成長に非常によい。

人が増えて子どもの元気な様子が見れる

賑わいを失いつつある我が加治木に建設いただく事に感謝いたいします。

蒲生田通りのにぎわいが帰ってきてからではと思います。

旧くから文教の地（加治木）に施設が整備され地域の活性化に繋がる。（公
共施設の本庁地区施設を防ぐ）

以前、大分市内に住んでいました。その時には、あちこちに子どもルームと
いう施設があり、無料で利用でき、天気も気にすることなく子供が遊べて便
利でした。早く、姶良市にも出来るといいです！！

人が動くことでにぎやかさが出るのではないかと思う。

加治木の中心地であり、商店街の活性化にもなり、また、姶良市の住みやす
い環境発展になります。

常に人（子ども）が安心して居れる場所があれば、大人も自然と集まって来
る。

人それぞれだから

分かりません

わからない！

車で来て車で帰るだけ

子どもにとって魅力のある施設であるならばです。大人目線ではまたムダで
す。

子ども、親、人が集うことが活性になる。

加治木町役場の跡皆んな集まり子育て世代へ投資や偏らない市政のために
も。
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こういう施設を待ち望んでいる人が多いと思います。特に保護者の方にとっ
ては嬉しいことです。

子ども達に無関心では未来がない

加治木町人口問題

人が集まれば消費もついてくると考えるため

人が集まる

子育て世代が住居をきめるときの一つの要素になると思います。→家を建て
る→人口増

子どもだけでなく、高齢者も一緒に使える施設がいいと思う。地域文化の伝
承、コミュニケーション、子育てサポート

使用する人が偏ってしまうのでは？

子ども館に来てくれた親子が加治木の町を知ることになり、帰りにお店に
寄ってくれれば活性化につながる

今はコロナのことでいっぱい。コロナにさよならできてからネ。

子育て世代が地域外ではなく地域で買い物や集まるきっかけになると思う。

小さな子ども達が増える事はいことです

帰りに近くのお店で買いものしたり、ランチする人が多くなると思う。

人通りが増える

昔からのカモダ通りが少しでも活性化する

人の動きがあり。

車社会であり買物等はいつもの場所ですると思われる

新しい事をする事には良い事だと思いますが、その事がずっと持続する事に
対してお金を使用して下さい。

利用者が最初だけの様な気がします。

物産館施設の再利用は、できないのですか。もったいない。

人の流れが生まれる。ついでの買物客も期待できる。

人が加治木地区に来るようになる。

雇用も生まれるし、保護者同士の交流の場にもなるから

人の流れができ交流人口が増える

雨を心配しなくて良い

子どもが集まる所には、保護者の方も集まり、にぎやかになる

思っていた以上に、対象となる子どもが少ない。つまり利用者が少ない。
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82 活性化につながるように全力で協力すればよい。

良くわからない

子ども相手の商店街ではない

設問が地域活性化の事ばかり　子どもの事が具体的なものが何も感じられな
い　保育園？児童館？誰が送り迎えするのか　特に親は仕事で忙しいはず
箱物作りは止めて望しいです。

人が集まるので

多くの人と交流が出来る

利用される方が周辺の店で買物するとは言えない

若い世代のあまやかしすぎのような気がします

人口が増える

内容次第

雨の日のイオンに人が集まるように、行き場を求めた家族連れが来るかも？

子どもを育てやすい環境造りの1つになるから

地区内の子どもたちの広い交流が促進されるため

意味がよくわからない

いろんな方との交流が増えたそうだが

子どもとその親が集うことで横のつながりが出来るので自治会を超えて関係
性が出る

地域コミュニケーションが上がる

子育て環境が整うことにより若い世代が定住する。

コロナの影響

子どもの遊べる場所がないのでいいと思う

誰も知らなかった…という場合が多いと思うので

出生率の上昇・環境に活性化

まだまだイメージが湧かない

新しい施設があれば、市外から利用者も増えると予想されるため

コロナ渦の影響

地区における子ども人口、整備した際の利用見込み数が不明なため。

子どもがいない為分からない

子ども、親のあつまる場となる。

内容がよくわからない

若い人達や子どもが多く集まってくるから、このことが活性化のためには必
要
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子どもの安心、車通りが少ない場所

用事だけでなく、小学生中学生なども活用できるものにして欲しい。このア
ンケートの目的が不明。何をあぶり出したいのか？

子どもだけでも遊びに行けるよう各地域に１つずつほしい。

少子化の歯止めの期待

子どもが楽しくのびのびと過ごせる姿とそれを見た親が安心したり、喜んだ
りしている姿、リラックスできている姿

近接部にも駐車場が有る事。

自然災害時の安全性

福祉センターとの連携で高齢者との交わり

子ども達にとって周囲に危険がないこと。

子どもの発育に寄与すること。子育てに役立ち助けになること。

子育てが楽しくなる。

単なる遊び場だけでなく、心理士や教育アドバイザーなど配置して先進的な
ものに。

今は（３年～５年？）人が集まる場所はいらないでしょう。集まってはいけ
ないでしょう。

期待しない

地域も発展していくと思います。

子ども達の知能教育の向上

子ども達を育成する施設の建設は長期的にはばらばらではなくゾーン形式を
考えるべきと思料する。

子どもを通しての親の交流も生まれてくる

加治木にそのような設置が出来れば、子供を遠いところまでつれださなくて
良いのでは？

子育て支援のイメージ

外から子ども達が多くなり良いと思う。

人の出入りが多くなり、活気がでてくる

人が集まる

名前の通り子どもの多い場所に設置すべきである（帖佐地区など）地域活性
であるなら他の施設ではないか（商業施設など）

他の施設との連動性が構築できないとむずかしいと思います。

色々と情報（声）が可能

人が集まる大人でも、子どもでも楽しめる物をつくればいいと思います。

子どもだけでなく親も来るのでそ地域がにぎやかになると思います。

活性化という事では経済の活性化にはつながらないと思う。
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よくわからない

子ども館は、子どもやその養育者のために、まずは、あるべきだと思いまし
た。もう一度原点に返って、設置の目的を見つめ直してアンケートをとられ
てはいかがでしょうか？商店街のために設置するのですか？

人目が多く安全であること

参考まで…新しく建設予定の支所内に設置するのが一番良いと考えます。

是非加治木町に設置してもらいたい

街中であること

子育てしている方が…

是非加治木町かもだ通り物産館跡地に建設して欲しい

常に人（子ども）が安心して居れる場所があれば、大人も自然と集まって来
る。

今までも子育て世代にサロンなど支援があったように思いますが、違いがあ
るのでしょうか。よくわかりません。


