
成田市インターネット市政モニター アンケート集計・分析結果（第３４回） 

 

第３４回のテーマは「未就学児の子育て家庭に対する支援施策「なりた子育て応援サ

イト」等に関するアンケート」でした。 

登録者数：５２８人 

実施期間：平成２８年１１月４日(金)～１１月１４日(月) 

回答者数（回答率）：３３８人（６４．０％） 

 

 

 

 

男性, (151人）, 

44.7% 
女性, (187人）, 

55.3% 

性別 

(n=338) 

10代, (3人）, 0.9% 

20代, (26人）, 7.7% 

30代, (97人）, 

28.7% 

40代, (93人）,  

27.5% 

50代, (55人）,  

16.3% 

60代, (43人）, 12.7% 

70代, (20人）, 5.9% 

80代, (1人）, 0.3% 

年代 

 

(n=338) 



 
 

○インターネットの利用にあたってはパソコンとスマートフォンの利用者はほぼ同

数であることがわかりました。スマートフォンで表示できるサイズやデザイン等には

制約がありますが、スマートフォンでも見やすく、利用しやすいサイトにすることが

必要であると考えます。 

 

その他回答（２人） 

ガラホ 

ゲーム機 

 

 

 

○本アンケートに回答頂いた方のうち、実際にお子様を育てている方を確認する設問

でした。 

(252人） 

(253人） 

(8人） 

(70人） 

(2人） 

(0人） (30人） (60人） (90人） (120人） (150人） (180人） (210人） (240人） (270人） 

パソコン 

スマートフォン 

携帯 

タブレット 

その他【   】 

[Q1]インターネットを利用する情報端末は何ですか。（複数選択可） 

(n=338) 

いる【1人】,  

(74人）, 21.9% 

いる【2人】,  

(66人）, 19.5% 

いる【3人以上】, 

 (23人）, 6.8% 

いない, 

 (175人）, 51.8% 

[Q2]あなたには18歳未満のお子さんはいますか。いる場合は人数をお答えください

（単一選択） 

(n=338) 



 

 

○前問で回答頂いた方のうち、未就学児を育てている保護者の方がどの程度いるのか

を確認する設問でした。 

 未就学児を育てている方に妊娠中の方を含めると、今回のアンケートについては、

全体の回答者 338名のうち、120名（35.5%）が、「なりた子育て応援サイト」及び「な

り☆すく」の対象者であることがわかりました。 

 

 

 

○市が設置している「未就学児及びその保護者」を対象とする施設である「子育て支

援センター」（https://narita-kosodate.jp/docs/2016012100018/）の認知度及び利

用状況を確認するための設問でした。 

利用した方を含めると、56.5%の方に認知されていることがわかりました。 

  

 

(4人） 

(43人） 

(73人） 

(66人） 

(31人） 

(26人） 

(0人） 

(0人） (20人） (40人） (60人） (80人） (100人） 

妊娠中 

未就学児（3歳未満） 

未就学児（3歳以上） 

小学生 

中学生 

高校生等 

その他 

[Q3]お子さんは以下のうち、どちらに該当しますか。（複数選択可） 

(n=163) 

利用したことがあ

る, (84人）, 24.9% 

知っているが利用

したことはない, 

(107人）, 31.7% 

知らない,  

(147人）, 43.5% 

[Q4]「子育て支援センター」をご存知ですか。（単一選択） 

(n=338) 

https://narita-kosodate.jp/docs/2016012100018/


 

 

○前問に関連し、「子育て支援センター」を利用した方にどれくらいの満足度を得ら

れているかを確認する設問でした。全体回答者 338名のうち 84名（24.9%）が利用し、

91.7%の方から満足という評価を頂きました。前問とあわせまして、利用者の多くの

方に満足頂いているようですので、今後も「子育て支援センター」の周知が必要であ

ると考えます。 

 

 

 

○「子育て支援センター」の 1施設である「成田市子ども館」の認知度を確認する設

問でした。「子育て支援センター」をご存知の方は 191名、一方「成田市子ども館」

をご存知の方は 214名で、「子育て支援センター」より「成田市子ども館」の名称の

ほうがなじみがあるのではないかということが推測されます。 

満足, (35人）, 

41.7% どちらかという

と満足, (42人）, 

50.0% 

どちらかというと 

不満, (7人）, 8.3% 

[Q5]「子育て支援センター」を利用した感想を教えてください。（単一選択） 

(n=84) 

利用したことがあ

る, (93人）, 27.5% 

知っているが利用

したことはない, 

(121人）, 35.8% 

知らない, 

(124人）, 36.7% 

[Q6]「成田市子ども館」をご存知ですか。（単一選択） 

(n=338) 



 

 

○前問に関連し、「成田市子ども館」を利用した方にどれくらいの満足度を得られて

いるかを確認する設問でした。全体回答者 338 名のうち 93名（27.5%）が利用し、86.0%

の方から満足という評価を頂きました。前問とあわせまして、利用者の多くの方に満

足頂いているようですので、今後も「成田市子ども館」及びその他の「子育て支援セ

ンター」の周知が必要であると考えます。 

 

 

 

満足, 

 (27人）,  

29.0% 

どちらかというと 

満足,  

(53人）, 57.0% 

どちらかというと 

不満, 

 (10人）, 10.8% 

不満,  

(3人）, 3.2% 

[Q7]「成田市子ども館」を利用した感想を教えてください。（単一選択） 

(n=93) 

利用したことがあ

る, (36人）, 10.7% 

知っているが利用

したことはない, 

(151人）, 44.7% 

知らない,  

(151人）, 44.7% 

[Q8]保育園で実施している一時保育事業をご存知ですか。（単一選択） 

(n=338) 



 

 

○前問と合わせて、小学校就学前の成田市民の児童で、現在保育園を利用していない

方が利用できる「一時保育事業」の認知度及び利用についての満足度を確認する設問

でした。利用した方の 88.9%から満足との評価を頂きました。「不満」との回答を頂い

た内容については次のとおりです。 

 未就学児の子育て家庭に対する重要な支援施策ですので、今後とも周知を図りたい

と考えます。 

 

不満（２人） 

・3 歳になる頃には外遊びもないし、おもちゃも小さい子向けで楽しくないと言って嫌がる 

・お昼寝の時間にスタート時間が重なると子供が起きるから泣かないで下さいと。不安で泣く我

が子を泣き止ませて利用するのに予定より 30分以上遅くなり全ての予定もくるった 

 

満足, (18人）, 

 50.0% どちらかというと 

満足, (14人）,  

38.9% 

どちらかというと 

不満, (2人）,  

5.6% 

不満,  

(2人）, 5.6% 

[Q9]一時保育事業を利用した感想を教えてください。（単一選択） 

(n=36) 



 

 

 

 

○前問と合わせて、「なりたファミリー・サポート・センター事業」の認知度及び利

用についての満足度を確認する設問でした。利用者は少数ですが、すべての利用者の

方から満足との評価を頂きました。 

 未就学児の子育て家庭に限らず、子育て家庭に対する重要な支援施策ですので、今

後とも周知を図りたいと考えます。 

 

利用したことがあ

る, (8人）, 2.4% 

知っているが利用

したことはない, 

(121人）, 35.8% 
知らない,  

(209人）, 61.8% 

[Q10]なりたファミリー・サポート・センター事業をご存知ですか。（単一選択） 

 

(n=338) 

満足, (3人）,  

37.5% 
どちらかというと 

満足, (5人）, 

 62.5% 

[Q11]なりたファミリー・サポート・センター事業を利用した感想を教えてください。 

（単一選択） 

(n=8) 



 

 

○「なりた子育て応援サイト」の認知度及び利用状況を確認する設問でした。利用し

た方が 25人で 7.4%、知らない方が 68.0%となっており、大変厳しい結果になりまし

た。本アンケートの実施により、初めて存在を知って頂いた方も多くいらっしゃるか

と思いますが、以降の設問の回答を参考にしつつ、今後とも周知を図り、利用者の増

加につなげたいと考えます。 

 

 

 

○「なりた子育て応援サイト」のデザイン等に対して、直感的な印象をうかがう設問

でした。アクセシビリティ※に配慮した設計としておりますが、利用した方からは概

ね利用しやすいとの回答を頂きましたので、先の設問の結果同様に、サイトの周知を

図り、利用者の増加につなげたいと考えます。 

 

※アクセシビリティとは、年齢や身体障がいの有無に関係なく、誰でも必要とする情報に簡単に

たどり着け、利用できること。 

利用したことが 

ある, (25人）, 

 7.4% 

知っているが利用

したことはない,  

(83人）, 24.6% 
知らない,  

(230人）, 68.0% 

[Q12]「なりた子育て応援サイト」をご存知ですか。（単一選択） 

(n=338) 

利用しやすい,  

(18人）, 72.0% 

利用しにくい, 

 (3人）, 12.0% 

わからない,  

(4人）, 16.0% 

[Q13]「なりた子育て応援サイト」のメインページについてどのような印象を持ちまし

たか。（単一選択） 

 

(n=25) 



 

 

○「なりた子育て応援サイト」にて公開している、未就学児とその保護者を中心に参

加できるイベントに関しての情報について、どの程度の期間で情報公開をすべきか意

見を頂く設問でした。 

公開期間については、長短の設定が自在ですが、長期の場合、掲載するイベント情

報が多くなり、必要な情報が選択しづらくなります。一方、短期の場合では、イベン

ト情報は選択しやすくなりますが、近い期間のイベントしかお伝えできなくなるため、

公開期間と情報量のバランスが問題となります。 

現在実施している公開期間（１ヵ月～１ヵ月半前）を 62.1%の方が支持して頂いた

結果を得ましたが、今後ともイベント情報の公開時期及び情報量については、適宜検

討してまいりたいと考えます。その他意見として頂いたのは次の内容となります。 

 

その他（７人） 

・子供がいないので。 

・2 か月前から後 2週間の 2回 

・わからない 

・知らない人が多いのだから、公共施設の張り出す場所を限定（いつも同じ場所に 

・先ず次月の予定が決まる事を考慮し、 

・該当する年齢の子供がいなく、 

・3 か月前 

 

２週間前, (16人）, 

4.7% 

３週間前, (27人）, 

8.0% 

１ヵ月～１ヵ月半前, 

(210人）, 62.1% 

２ヵ月前, 

 (78人）, 23.1% 

その他, 

 (7人）, 2.1% 

[Q14]情報を公開する時期は、イベント開催のどのくらい前から公開した方がよいと

思いますか。（単一選択） 

(n=338) 



 

 

○「なり☆すく」の認知度及び利用状況を確認する設問でした。「なりた子育て応援

サイト」に関する設問 12と同様に、利用した方が 13人で 3.8%、知らない方が 83.7%

となっており、大変厳しい結果になりました。本アンケートの実施により、初めて存

在を知って頂いた方も多くいらっしゃるかと思いますが、以降の設問の回答を参考に

しつつ、今後とも周知を図り、利用者の増加につなげたいと考えます。 

 

 

 

 

○「なり☆すく」のデザイン等に対して、直感的な印象をうかがう質問でした。「な

りた子育て応援サイト」と同様に、サイトの周知を図り、利用者の増加につなげたい

と考えます。 

 

利用したことがあ

る , (13人）, 3.8% 
知っているが利用

したことはない , 

(42人）, 12.4% 

知らない, (283人）, 

83.7% 

[Q15]「なり☆すく」をご存知ですか。 

(n=338) 

利用しやすい,  

(8人）, 61.5% 

利用しにくい, 

 (2人）, 15.4% 

わからない,  

(3人）, 23.1% 

[Q16]「なり☆すく」のメインページについてどのような印象を持ちましたか。 

（単一選択） 

(n=13) 



 

 

○現在の「なり☆すく」の記事として、イベント情報、おすすめのおでかけ場所が求

められていることがわかりました。今後の記事作成にあたり、今回のアンケート結果

を参考にさせていただきます。その他の意見については次のとおりです。 

  

その他（１３人） 

・次世代につなげるための伝統的な地域文化の教材化の事例。例えば、七夕馬等 

・子供がいない  

・特にありません 

・時間を共有してくれる人。自分の女房を見ていたら話し相手の様な気がする。 

・存在をしらないので、まずはナリスクがどんなものか広めてみては？ 

・お手軽時短レシピ集 

・「なり☆すく」の活動を知りませんでした。 

・子育て世代からの市への要望。提言など 

 

 

(230人） 

(169人） 

(94人） 

(137人） 

(36人） 

(160人） 

(13人） 

(0人） (40人） (80人） (120人） (160人） (200人） (240人） 

イベント情報 

おすすめのおでかけ場所 

子育てママ・パパの体験記 

悩み相談 

てづくりおもちゃ 

子育てに関するおすすめ情報 

その他【   】 

[Q17]ボランティア編集員による「なり☆すく」の記事内容として、どのようなことを期待し

ますか。（複数選択可） 

(n=338) 

(33人） 

(13人） 

(190人） 

(62人） 

(24人） 

(108人） 

(63人） 

(41人） 

(0人） (30人） (60人） (90人） (120人） (150人） (180人） (210人） 

なりた子育て応援サイト 

なり☆すく 

広報なりた  

市のホームページ 

i広報誌 

新聞・フリーペーパーなど 

子育てに関する情報を入手する必要がない 

その他【   】 

[Q18]子育てに関する情報をどのような手段で入手していますか。（複数選択可） 

(n=338) 



○子育てに関する情報についても、広報なりたが有効な情報媒体であることがわかり

ました。また、紙面媒体である新聞・フリーペーパーなども次点であることがわかり

ました。広報なりたや新聞・フリーペーパーなどに「なりた子育て応援サイト」及び

「なり☆すく」の情報を掲載していく等、検討してまいりたいと考えます。 

その他の子育てに関する情報の入手方法について頂いたご意見は次のとおりです。 

 

その他（４１人） 

・友人が発達障碍児の支援活動を行っているので、関係メンバーから入ってくる。 

・すみません、独身です 

・子供がいない 

・sns 

・孫が産まれて公津の杜に住んでいるので娘からの情報が多い 

・いこーよ 

・子どもがいないので、情報収集していません 

・子供いない 

・特にありません 

・同じ環境の方に聞く 

・facebook内ネットで頻繁に見る 

・パソコン 

・インターネット検索、口コミなど 

・WEB 

・ママ友から聞いて 

・経験者 

・保育園 

・育児時期を過ぎているため注意をしたことがありません。 

・なりすくを知らない 

・親どうしの会話 

・近所の人。友人。親戚の人たちの助言 

・その都度インターネットで調べるか、幼稚園のママさん友達に聞く 

・学校より配布された情報紙 

・友達の口コミ 

・児童ホーム 

 

Q19 「なりた子育て応援サイト」又は「なり☆すく」の運営についてご意見がございましたらご

記入ください。（n=83） 

 

○「なりた子育て応援サイト」及び「なり☆すく」に関する意見を次のとおりいただ

きました。 

多くの方からさらに周知したほうがよい、とのご意見を頂きました。他のご意見につ

きましても具体的な内容のものも頂きましたので、今後の運営の参考にいたします。 



 

・"もう少しアピールした方がいい。 

・保育園を通じてお便りを出すとか" 

・高齢者は全く知らない人が多いと思います。市の広報などでもっとアピールした方が良いので

は… 

・知らなかったのでもっと宣伝するべき 

・今現在、困っている方々への緊急避難的セ策をまず実行し、そのあとで、先祖から次世代につ

なげるための地域に根差した文化的な情報をも伝え、健康で文化的な生活を＜成田市民＞とし

て受容するようにすることが望ましい。 

・"なりた子育て応援サイトの「子育てＭＡＰ」の初期表示は千葉県全体が出てきますが、成田市

が網羅される範囲に絞る（拡大する）方が良いと思います。 

・なり☆すくも含めて、核家族や保育所に預けて両親が働く形が多い現代においては貴重なｗｅ

ｂページだとも思います。 

・一層の充実を図ることを期待します。" 

・小さな子供がいないので、子育て関係の情報から縁遠い状況です。特に意見はありません。 

・認知度が低いと思います、もっと市民に周知する方法を考えてみては。 

・詳細が、分からないので教えて欲しい。 

・特にありません 

・利用しやすい施設にして欲しい 

・その種の情報を求めている人がいる限りは市政の一環として運営することは大事なことだと思

います。個人的には、子育てには取り組んでいますが、情報サイトには関心がないです。 

・「なりた子育て応援サイト」と「なり☆すく」については初めて知りました。子供がいる方にと

っては活用しやすいサイトだと思います。 

・出来る限りのイベント情報を載せてほしい 

・新聞を購読していないので、サイトのほうが助かります。 

・スマホだと見づらいです。 

・"最近、記事を目にしたような気がする…という感じです。 

・また、もう少し早く知り得てたら！というイベントもあったような。 

・子供が小さい時は、回覧板もないアパートだったので。 

・早く知れてたらを" 

・娘の話ですが 乳児の健診で保健婦さんに質問をしても一般的な答えしかもらえず 時間の無駄

だったと帰って来ました。乳児も小さく産まれた子、大きく産まれた子は 4 ヶ月で差も大きい

はず。その子の発育状態によってアドバイスが違っていても良いのに…と言っていました。 

・孫について興味のある年代です。特にありません。 

・運営に参加することを希望している方が、参加のための希望をどこに連絡すれば、参加意思を

連絡できるかわからなかった。 

・記事の更新情報など、メールで配信したほうが、利用促進につながると思います。 

・"病院とのタイアップ 

・福祉館からの情報発信。合併で市が広くなっているので、発信力が必要" 

・"今どのくらい認知度があるのでしょうか？ 



・また、どのような広報・告知をしているのでしょうか？" 

・"少なくとも一般の人の目には留まらないな。 

・週に 3日～4日は日口から京成成田に向かうが、目にしたことは無い。 

・若い世代の方々の味方になる様にもっと知恵を働かせなさい。" 

・一つに出来ないのでしょうか？ 

・なりすく初めてしりました。 

・少子化で親も子育ての経験も少ないし、1人目の経験を二人目、三人目～の子育てに生かせな

いので、子育てスキルの成熟が無い。 

・一部の人の独りよがりな活動にならないために、どれだけすべての子育て家族に情報を発信す

るかが重要であるといます。ＰＣやスマホだけではなく、確実に子育ての親に届く情報発信を

お願いしたい。 

・親の話題にのぼらないと言うことは、親の多数が知らないのでは？(我が家は幼稚園児です) 

孫の世話をしています。子（孫）育ての参考となるのではと考え、今後 積極的にサイトを覗い

てみたいと思います。 

・プレママにいろいろ便利な情報をメールなどからリンクをつけサイトで紹介してみては？ 

・ホームページで常に新しい情報を配信した方が住民に伝わりやすい。 

・あまり、知らないサイトなので活動内容をもっと知りたいです 

・ネット版の成田市役所にリンクを張って下さい。分かりやすい分類としてまとめて欲しいです。 

・利用していないのでよくわからない。 

・どのような活動なのかこれから学びます。 

・初めて知りました。もっとみんなに知ってもらわないといけないと思います。 

・役立つ情報がたくさん掲載しているといいと思います。 

・親も子も充実した日々が送れるような紙面であってほしい。子育てをしていなくても気軽に手

にとれ、情報がわかるようなものを！ 

・利用した事がないのでわかりませんが、ポスターや地域新聞などでそういうサイトがあるとＰ

Ｒされているので対象の方の目につきやすいのではないかと思います。 

・"子育て応援サイト・なり☆すくの存在を知りませんでした。 

・この存在をもっと大々的にアピールしてもらえたらと思います。" 

・パパも参加しやすい運営時間にして欲しい 

・利用者にアンケートを実施してください。 

・特にないが、子供を育てやすい環境作りに頑張って欲しい。 

・今回のアンケートまで、その存在を全く知らなかった。私が子育て世代ではないからかもしれ

ないが、せっかくそういうサイトがあるのだから、出来るだけ多くの人の目に触れるよう、も

っともっとアピールしてほしいと思いました。 

・とても良いと思うので若い子育て中の親御さんにもっと知っていただければと思う。 

・わかりやすく表示してください。 

・もっと宣伝 

・今回初めてしりました。 以前からあるようなのですがなぜか周知されていないようです。 せ

っかくこのような運営団体があるのだからもっと皆さんに知ってもらえる工夫が必要ではない

かと思います。 



・いつか見ようと思いながらまた見たことがありません。 

・子供が成人しているので、あまり興味がない。 

・新聞もとっていないため、ポストインしてくれると目を通しやすいです。、 

・使ってみます。 

・"私の子供が小さかった頃は、情報は少なかった。 

・参考に先ほど少しサイトを覗いてみましたが、充実していますね、羨ましい。 

・保育園入園前に、昼間近くの公園に連れて行っても誰もいない事も多かった。 

・ひとりで育児の悩みを抱えていました。" 

・まだ子供がいないのでわかりませんが、子供ができたら利用してみたいと思います。私のイメ

ージ的に成田市はお年寄りばかりに援助をしていて、子育て世代にはなにもないと思っていま

した。家庭環境の悪さ、経済的不安が多いので子供を育てたいと思えないというのがあります 

・子供がまだいない人にとってもこういった運営があることをもっと知ってもらいたいです。 

・子育てに関する情報がまとまっていて大変よいと思います。今後も役に立つ面白い情報を楽し

みにしています。大変でしょうがボランティアの編集員の皆さんにも期待しています。 

・もう少し広報活動が必要だと思います。存在がポピュラーではないと思います 

・今まで知らなかったので、広報なりた等で紹介してください。 

・もりんぴあこうづをよく利用しているのでイベント情報を貼り出していただけるとありがたい

です。 

・ボランティアの方々には頭が下がる。 

 

Q20 本市の子育て支援策についてご意見がございましたらご記入ください。（n=104） 

 

○本市の子育て支援策について次のとおり多くの意見を頂きました。平成 27年 4月

から平成 32年 3月まで「成田市子ども・子育て支援事業計画」に基づき子育て支

援に取り組んでおりますが、貴重な意見として参考といたします。 

 

・保育園で一時保育があっても空き枠がなく預けられなくては不便だし金額も見直してほしいで

す。 

・チャイルドシート補助やオムツ補助など、子育てに関する補助金制度をもっと増やしてほしい。 

・成田市が先導して子育て支援をもっと進めてほしい。 

・"10年から 30年スパンでの施策立案が必要。 

・目先にとらわれ過ぎている。" 

・未就学児の安価な一時預かりを充実させてほしい 

・もっと手厚くても良いのではないかと思います。予算などの面でも。 

・"私の近所は子供のいる世帯が多いのですが、自宅前の公道（市道）が遊技場と化し、そこを通

行する車両のドライバーが困る事態となっています。また、子供達の歓声が騒音と化していま

す。 

・親が子を育てる上で、周辺（近所）への配慮や子供への指導（しつけ）も重要です。 

・子育て支援の範囲に、良いマナーの教育など、精神面の育成を含めて頂きたいです。" 

・任意の予防接種の補助やチャイルドシートなどの補助が充実す？ように。 



・"市民が気軽に相談する環境づくりに取り組んでほしいです。 

・子育てがメインかもしれませんが同時に両親のメンタルケアにも力を入れてほしいです。子供

を育てる親がきちんとしていることがまず大事だと思います。" 

・Q19に記載の状況なので、もう少し子育て支援に関心を持たなければならないと感じました。 

・高校生への補助金関係を手厚くしてほしい。 

・子育て世代の共働き向け情報も早めに出して欲しい。 

・特にありません 

・WAONカードの告知をもっと広めて欲しい 

・"①市内の産院数を増やす。②市内の小児科が受診しやすい（医院数増加・予約なしで受診可）

ようにする。③育児休業中の保育園入園の規則の改善と園数または保育人数を増やして待機児

を無くすなどで、成田での子育てをより容易にする。" 

・保育園はじめ共働き世帯にとっての預け先の拡充と、出生率を直接的に向上させるための施策

が重要だと考えます。そういう観点で成田市が進んでいるのか遅れているのか、そういう評価

は私にはよくわかりませんが。 

・子供医療を高校生までに拡大していただけると嬉しいです 

・中台のこども館が古いので新しくしてほしいです。 

・とにかく待機児童を無くしてください。それから、一時保育の利用回数を増やして欲しい。 

・子供がいないので詳しくはわかりませんが他の市に比べて子育てしやすい支援策を考えていら

っしゃると思います。 

・保育園が空きがなく結局仕事する上で幼稚園の預かりだけでは不便。PTAの負担が多すぎて子

ども増やそうと思えない。 

・とても助かっていますので、これからも子育て支援をよろしくおねがいします。 

・イベントをもっと増やしてほしい。 

・"なかなか、色々と支援があっても利用する機会がなく…。 

・また、どうやって利用出来るのか、利用した人の意見感想など知れたら、もっといいのかなぁ？

と思います。 

・仕事をしていると、自分の子供と同世代の子の親と話す機会もなく。何が支援策なのか、知り

ずらいとも感じる" 

・娘達を育てた頃よりも医療費や児童手当も充実して恵まれていると感じます。ただ 親と成って

も常識の無い子供みたいな親も多いのが気になります。子育て支援とは少しずれてはしまいま

すが、親としての教育も必要な気がします。 

・上記に同じです。 

・"勝手なお願いなんですが、子供の予防接種カレンダーみたいなものを作っていただけたら嬉し

いです。 

・気づくと接種時期を逃してしまったり(私がズボラなだけですが) 

・有料のワクチンなどの情報もほしいです。" 

・自分が子育てしていた１０年前にくらべてとても充実していると思う 

・子供食堂等を運営してほしい。お手伝いしたいです。 



・成田ニュータウンのように施設が豊富な地域と、田園地域のほうは、自宅から施設までの距離

がある地域では、子育てに利用できる施設が差が発生していると思うので、その差ができるだ

け小さくなるような税金の使い方に努力していただきたい。 

・若いお母さんたちが生き生きして見えるので良い方向であろうと思う 

・１２歳（小学校６年）以下の医療費は無料にすれば、家計の負担も軽くなり、成田市の人口増

になり、税収も伸びることになるので、一石三鳥になると思います。 

・命を預かるということで 簡単にはいかないでしょうが  祖父母に 頼れないパパママが もう少

し気楽にファミサポを利用できるように 料金の補助や 預かり場所など 考えていただけると

ありがたいと思います。 

・"良く分からにから間違っていたらごめんなさい。 

１）子育てと介護は一対で行ってほしい。 

２）少なくとも介護にお金をかけ過ぎだと思うのだが？？ 

３）暇な退職浪人をもっと活用させましょう。 

４）知恵を絞ればいくらでもあるでしょう。少なくとも衣食住にカテゴリーを分けて絞り込ん

だら、若い子ど建て奥様からやんやの喝采を受けるでしょう。 

５）その為には市が中心なって、子育て支援の充実した成田市であり。海外旅行に最短で便利

なその上老後の面倒見の良い成田市を、市が全面的内打って出て環境整備を引き続きお願いし

ます。自分達の課だけの目先だけでの判断だけでなく、相乗効果を見込み住みやすい成田にし

ましょう。" 

・十分、手厚いと思っています。 

・"子供が参加出来る催しが増えたらうれしいです。 

・あと、病院情報を詳しく知る事が出来る、困った時はどこに行けば良いかを、市民から体験や

意見を取り入れた詳しい情報が欲しいです。" 

・経験豊かな高齢者を支援サポーターとして活用したらよいと思う 

・他の自治体より充実していると思うが、ボランティアで協力していて何か些細な事故でも起き

るとすぐ責任問題となるなど、社会が悪しき流れになって来ているので、支援される保護者へ

の事前説明と承諾書の提出などが必要ではないか？ 

・ＰＣやスマホを利用しない子育ての親に、本当に支援が届いているか疑問に感じてます。まだ

まだ一部の方の活動になっていませんか？もし情報発信が不十分であれば、知らない親が悪い

のではなく、知らしめられない組織に責任があるのではと感じます。弱者を意識して活動をし

てください。 

・何事も、もう少しわかりやすく伝わるようにしてほしい 

・基本的にとても充実していると思います。成田市に感謝しています。欲を言えば、雨天時に子

供が思い切り身体を動かすことができるような施設を作る、または解放できませんか？倉庫を

借りてマットを敷いて気軽に遊べるようにする…など。 

・"こども館に行く市のバスがほしい 

・三里塚でも子供だけで行けるといい" 

・イベント等の連絡は何日前から始めたらよいか？の質問への答えが途中になってしまいました。

言いたかったのは、一月前にスケジュールを組んでいる事が多いので、二ヶ月前に流してもら

えれば、より確実かと思います。（内容にもよりますが！！？） 



・"出産に関連する手続きが複雑で助けて～と日々感じます 

・手続きお手伝い窓口があると本当に助かります。 

・お腹が大きいのにあちこち聞いて廻るのは無理なので後は提出するだけってとこまで手伝って

ほしいです" 

・"雨の日にも体を動かして遊べる施設 

・兄弟で年が離れていても安全にそれぞれが遊べる施設をつくってほしい、上尾市のこどもの城

を参考にぜひ見に行ってほしい。" 

・たまごクラブ、ひよこクラブ、その先とどうなっているのでしょう？その辺が分かりやすくま

とめてあると安心ですよ。 

・地域での子育て支援が少ないと思う。 

・母子家庭の母親の働く場所の提供などをしてあげてほしい。 

・子育て支援は良くされているように思いますが、該当する児童がいないので、今以上の必要点

が判りません。 

・"近年は、医療費の低額、無償化もすすみよいと思います。 

・所得による格差がうまれないよう、また、障害の有無で親御さんに極端な格差が出ないようお

願いします。" 

・高校生も医療費を安くしてほしい 

・成田市はすべての面でよく考えてくれていると思う 

・なかよし広場など、子供を遊ばせる場所のスタッフさんがあまり親しみを持てないので、こち

らが遠慮してしまいます。市のきまりを優先して初めて利用する親子にも冷たい対応で敷居が

高い印象を持ちました。 

・"支援者の信頼がない 

・あまり期待できない" 

・子供を保育園に預けていた時に、病児保育が、大栄だけでなくニュータウンや駅前ぐらいにも

あったらいいなと思いました。 

・"発達の遅れが気になる子どもの相談、支援、交流の機会を作って欲しい。 

・発達障がいに当てはまらなくても、ちょっと気になる子ども、グレーゾーンの子どもを持つ親

同士で意見交換ができる場があるとよい。" 

・サイトや広報誌等で最新かつ役立つ情報が入手できるようになるといいと思います。自分で頑

張って調べないとなかなか知ることができないと育児で忙しい中だと知る機会が少なくなって

しまうと思います。 

・無料で気軽に参加できるイベントが定期的にあると良いと思います 

・"小学生以上を安心して遊ばせられる、児童館のような場所が 

・子どもの行動範囲内にほしい" 

・いろいろな年代の方々との「触れ合う」意見交換などができる場所、立ち寄れる場所などあれ

ばいいと思う。 

・私達の子育ての時は、支援策などありませんでした。今は、情報が溢れている環境なので、親

が正しい情報を受け取れるように支援することが必要だと思います。 

・子育て支援課の対応が悪く、職員の言い方等に不快な思いと不信感があります。相談に行く気

にもなれません。相談に行くという事は、何かあるから行くのです。決めつけと否定と意見の



押しつけ!! クレーマーのような扱い、落ち込んで帰らなければいけないような窓口は必要あり

ません。 

・"保育園の待機児童０人の早期実現、また、小学校低学年の学童保育の充実" 

・"遠方に住んでいる姉に小さい子供がおり、帰省した時に公津の杜の仲良し広場などで遊ばせら

れたらいいなと思います。難しいかもしれませんが成田市以外在住の親戚、友人等の子供の臨

時利用が年 1，2回などでもできたらありがたいです。" 

・"遡ります。もう決まっていることでどうしようもないとおっしゃられるしれませんが、大学や、

大学附属病院へ市税を使うなら、子育て支援にお金を回してほしい。 

公津の杜付近に学生は活動していません。学生さんはかなりの方々が駅へ一直線です。 

成田空港も今後の発展はわかりません。成田空港の税金に頼っている部分が大きいと思います。

私立の大学のために多額の市税を費やすのではなく、市民のため、子育てや、老後の活動、ま

た現役世代の市民のために市税を使ってほしい。 

市長の公約のための大学なら要らないのです。市税を大切に使ってほしい。成田が大好きなの

で、私たちまた、私たちの下の世代に負の遺産を残さないでほしい。" 

・親族が近くにいない子育て家族支援に力を入れて欲しい 

・子育て支援に重点を置いているのがわかり、私自身もとても助けられています。 

・"こども館好きですが住んでいる地域から遠いのが難点。 

・保育園での解放はありがたいですが、午前中だけではなくもう少し長く延長してほしい。午後

からでも利用できるように。" 

・公津の杜駅前を禁煙にしてください。イベント時も喫煙者だらけで子どもは参加さえていませ

ん。教育上喫煙する姿を見せたくないし、がんになりたくないので、このような喫煙天国の国

際都市をめざしているらしい？、さらに医療都市？成田市は子育てにとって最悪の町と思いま

す。ほんとに、国際医療大学駅前で喫煙者がうろうろしてて、いいとおもっているのえす

か？？？おかしいとおもいませんか？このままなら、都内に転居も考えます。改善願います。 

・若いお父さん、お母さんが孤立しないよう、自分たちだけで悩まないよう、社会全体で子育て

できる成田市になってほしい。 

・工夫されていると思う。これからも充実させてほしい。 

・"学童にいかなくても子供達が安心して過ごせる場所がもっと欲しいです。子供館も中央公民館

も暗い印象なので、開放感があり誰でも利用出来る雰囲気があると良いなと思います。もりん

ぴあの様な施設が赤坂の辺りに欲しいです。また、公園はたくさんあるのですが、木で囲まれ

ていて以外と人目につかない場所が多いので、外でも安心して遊べる場所があればと思いまし

た。 

・それから、以前なかよし広場を利用した事があるのですが、初めての利用した時にまわりに知

っている人もおらず不安だったのでもう少し積極的に声掛をしてもらえると良かったです。 

・子育てのことを詳しく教えてくれるプロの方や自然とまわり仲良くなれるような遊びがあると

利用頻度が上がると思いました。" 

・他市から来るひともおおいです。幼稚園、小学校、中学校と入学前に、もっと情報を得られる

場所がほしいです。 

・"手厚く対応してくださっていると思います。 



・いつも、子ども館のなかよし広場を休館・土日以外ほぼ毎日利用していました。今は動きも多

くなり、お外遊びが中心で遊びに行く機会は減りましたが、本当にありがたい場所でした。 

・先生たちの存在もとても大きく、素晴らしい先生方です！！まずは先生たちの待遇から充実差

し上げてください！その位本当に本当に素晴らしい先生方です！！！" 

・他の自治体に比べて、成田市はすごく頑張って下さっているのを、感じます。ただ、程々の収

入があっても、子供が 5人とか多いと、生活がすごく大変なのが考慮されていないのが、すご

く残念です。幼稚園でも、還付金が無くて大変でした。でも、そういうのが考慮されていない

から、～円以上の収入は…と、一切出ないのはおかしいと思います。苦しい中、少子化対策に

貢献してるのに 

・児童ホーム、学童保育と連携とれるようにお願いします。 

・小学 6年生まで医療費安くする 

・昔はなかったから 羨ましい 

・保育園や幼稚園の近くにお母さんたちが集まれるような施設があったらよいと思います。 こ

ども館は住宅地から離れているため車でないと不便です。赤坂の葬儀場の土地など駐車場も多

く最適だったのに残念です。 

・一時保育を利用していましたが、早くから予約しないと取れない状況でした。もう少し取りや

すくなるといいなと思います。 

・"成田市は子育てをサポートしていると思う。 

・下総町の時は、学童が 3年までだったので、子供を 1人で留守番させるのが心配で転職したが、

成田市になってからは 6年までなので、安心だと思う。" 

・保育所の実情がわからないので回答できない 

・他の市町村との比較がないので、どのような点に力を入れているのか、特徴が伝わって来ない。 

いじめの件数が増えている現状に心が痛みます。子供たちは常に大人の姿を見ながら成長して

いるわけですから、大人は、責任のある言動や行動や姿勢を示さなければならないと思います。 

・"一時保育をもっと簡単に利用できるように、どこの保育園でも実施してもらいたいとおもう。 

両親に頼れない生活なので、自分の受診や他の兄弟の受診時、普段の買い物でも預けられると

凄く気持ちに余裕が持てそうだと感じています。" 

・"かつて、「市長への手紙」?で、「市の検診の時に保育を」と書いたことがあります。 

・その年、幼児 2人のいる知人が癌で亡くなったのですが、「子育てで子供を病院に連れて行って

も自分の健康は二の次だった。早くわかっていれば命を落とすこともなかったかもしれない」

とご主人が仰っていたのが気になっていました。 

・私自身も子供が小さい時は健康診断は諦めていました。 

・当時は旧保健センターで実施されていて、「畳の部屋があるので」と思って提案したのですが、

「そこは検診中に気分の悪くなった方が休んだりするので使用できないので無理」というお返 

事でした。今は、保健福祉館になったので、そのようなサービスもあるのでしょうか？ 

もし、ないようでしたら、ぜひ実施してください。 

別の場所での一時保育でもいいのでしょうが、健康診断の場所で預けられれば、気軽に健康診

断も受けられるようになると思います。" 

・"成田市独自で、子供 1人出産あたり、いくらか助成金が出るとありがたいと思います。夫婦 2

人でさえ、生活がギリギリでさらに子供が増え、妻がしばらく勤務できずにいると生活できな



くなるかもしれません。また、産後 1年以内の家庭には訪問して子育てアドバイスがあると夫

婦二人だけやシングルマザーの家庭でも安心できるのではないでしょうか。" 

・シニア世代などの力をさらに積極的に、子育てに活用できるよう、ファミリーサポートセンタ

ーの PRやその他「子育て」が「孤育て」にならないための取り組みの働きかけなどを期待しま

す。 

・なかなかホームページに情報をチェックする機会がないので公共の場所(図書館)などに情報を

貼り出していただけるとありがたいです。 

・"ボランティアの方があっての、成田市の子育て支援である。この方々の貴重な活動には敬意を

表する。またボランティアの家族の理解があって成り立つ。行政はこのことを肝に命じなくて

はいけない。" 

・成田市は子育てがとてもしやすい市だと思います。ただ、今回のテーマとは関係ありませんが、

見えにくくちょっと怖いと思う公園が多々あります。そこを改善して頂けたら嬉しいです。 

・不満を感じることが多いですが、もうだいぶ大きくなったのでどうでもよくなりました。 


