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第５章 自由意見 

１ アンケート調査の自由意見 

（１）子どもの生活実態調査（就学前５歳児の保護者）の自由意見 

アンケート調査の自由意見内容を分類し、多い順に示した結果は下表のとおりです。 

■抽出語件数 

抽出語 子供 医療 子育て 支援 助成 お金 無料 児童 所得 保育園 

件数 50 36 24 17 17 15 13 12 12 12 

■保護者の自由意見 

抽出語 件数 自由意見（抜粋） 

子供 50 

私立幼稚園の保育料の補助とても助かります。それがないと私立の幼稚

園に入れなかったと思う。かといって、市立の幼稚園は給食もバス送迎

もないので、市立の幼稚園に入れようという気にはならなかった。小学

生が学校や学童以外に休日や放課後に自由に友達と遊べる児童館のよう

な場所が地域にほしい。特に冬や雨、風強い日、外で遊べないと、遊ぶ

場所がないので、誰か友達の家といっても働いていたり、休日に家に集

まられると困る。そうすると子供も遊ばなくて結局家にこもる。 

冬の間幼稚園児以上の子供が遊べる場所が少ないので仕方なく習い事に

通わせ体を動かせています。屋内で自由に遊べる施設を作ってほしいで

す。 

共働き世帯の為に、もっと色々なサービスや施設があると便利です。金

銭面や保育料なども援助があると子供といる時間が増えるのではないか

と思います。病後保育施設の充実も希望です。 

転勤で北上に来ましたが、どこに子供のことを相談したら良いかわから

ないし、役所に行っても窓口の方たちに話をかけにくい。幼稚園の先生

方に話をする以外相談の仕方が見つからないのが不安。子供より自分に

使うお金がないので医療費無償化にしてほしい。 

保育園の義務教育化を進めてほしい。子供食堂を使ってほしい。（小学

校の長期休みの時に利用できるように。） 

少しの時間でも気軽に子どもを預けられる施設があればいいなと思いま

す。（できれば無料で） 

夫が仕事を休める状態ではなく、急に私の体調が悪くなり、当時１歳６

ヶ月の子どもに食事も作れず、家の中で倒れていました。家族は県外。

こういう時、どうすればよいのか、今でもわかりません。駆けつけて、

子どもを保護してくれる人がいればと。ＴＥＬである保育施設さんが何

とか子どもを引き受けてくれました。タクシーで行き、私はそのまま病

院へ。あちこちＴＥＬするのも辛かったです。ＴＥＬ１本で子どもの保

護先とタクシーと全部引き受けてもらえる集約してくれるセンターみた

いなものがあると、と思います。 
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医療 36 

所得に関係なく医療費の助成をしてほしい。特にロタウイルスの予防接

種は高価なので助成して頂けると助かります。元々、一関に住んでいた

ので助成のなさをすごく感じました。インフルエンザの予防接種を子供、

高齢者が優先して接種できるようにして頂きたい。 

子供にかかる医療費負担を他の市町村のようにして欲しい、インフルエ

ンザ予防接種負担金等。 

医療費の無償を就学前までにしてほしい。 

子育てに所得制限を設けているが、子育てをする親は皆平等に支援が受

けられるようにしてほしい。大変な思いをして子育てと仕事、家庭を両

立している人と短時間労働等で両立させている人でも子育てにかかるお

金や大変さは一緒です。他市で行っている医療費の所得制限廃止を北上

市でも行ってほしい。もっと子育てしやすい市であるべきだと思う。市

長や担当課の職員はもっと子育てしている人の話をきくべきだと思いま

す。 

乳幼児に対する医療費助成が県内の他市町村に対して手薄だと思う。不

妊治療の助成制度が他市町村と比べて充実していない。 

子供の医療費控除を年間収入が下がり受けられる事になった時など、市

の方から通知が来る様にして頂きたい。前に、この様な助成がある事を

知らず、何も手続していなく、医療費で損をしていた事があったので、

気が付き市役所に電話したら、お金が戻る事もないと言われた。この様

な制度があるならば、市の方から対象者に通知を送って頂きたいです。 

医療費が無料になったり、インフルエンザなどの予防接種の割引や補助

があると大変助かります。 

子育て 24 

転勤族なので北上にいる期間は限られていますが、ここでの子育てを楽

しみたいと思っています。 

子育てや生活支援に対する情報をどこから得る事が出来るのかほとんど

分からないので、日常で分かりやすく、見かけやすい場所の設置や配信

等をしてほしい。 

子育ては妻に任せっきりなので、月１度は時間をあげたいと思っており

ます。 

北上には子供が屋内で活動する場が少ないように思う。支援センターは

狭く、大きな子供には遊具が少なくすぐあきてしまう。保育園の支援セ

ンターは小さい子に限られて遊べない。奥中山の子供の森や山形などに

ある子供が屋内で遊べる施設がもっと欲しい。子育てするお母さんは日

中はパルによくいるが、ほとんどは家の中で１人で育てている。もっと

他の人と交流をもてる場所がほしい。もしくは、子供をもっと手軽に預

けるようにしてほしい。１Ｈ７００円は高い←絶対無理。 

北上市は公園が少ない。医療費等などとりかかりが遅い。他県から来た

のでとても感じるし、友達ともその話題になります。子育てし辛い環境

だと思う。保育料も３人目は無料になるなど考えていただきたいです。

上の兄弟の年齢によって、３人産んでも助成が少ない。３人目なのにと

悲しいです。色々検討して下さい。 

北上市は基本的に子育て世代には厳しいイメージ。 

北上市は他市町村と比べて、子育て世帯にとって暮らしやすいとは言え

ない。医療費補助など、所得制限が厳しい。又、地域の行事や関わりが

多すぎ、暗黙の半強制体制。ただでさえ、仕事と育児で精いっぱいなの

に、たまの休日がつぶれて大変です。お願いですから、地区運動会だけ

でも半日でおさめるよう、各地区に指導して欲しい。 
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支援 17 

児童手当や医療費助成の制度で、所得制限をなくしてほしい。額面上の

金額だけで所得制限に該当し、制度の対象にならないのは本当に大変。

実際は額面からいろいろ引かれたり、出て行くお金も多くて、手元に残

る生活費はそれほど多くない状況です。せめて子どもには平等の支援を

望みます。 

障害のある子の教育で、小学校は支援学級があるからいいが、中学、高

校となると全く未来がみえない。不安しかない。 

片親世帯の支援をもう少し充実させてもよいと思います。特に女性の場

合、子育てと仕事を両立しながら標準の収入を得るのはとても大変だと

感じます。又、貧困までいかなくても、普通の家庭でできる事ができな

いというのは、子供の成長に影響を与えますし、子供を守る事が、国や

市町村の発展につながるからです。子供を育ててみて、そう感じます。 

支援センターを充実してほしい、（やはパークのように）新築してほし

い。 

小、中学校で、支援を受けるかどうかなどの手紙がくるが、どういう人

が対象で、自分の家庭は援助を受けられるのかなどの基準があいまい。

中学校の柔道着は必要なのか、疑問。小学校のスキー教室も必要なのか？

子供が大けがをして帰ってきた。 

多子世帯など、もうすこし生活支援があってもいいと思う。 

助成 17 

子供の医療費助成の対象年齢を上げて欲しい。（入院する事もあるので

負担が大きい） 

助成制度に子供の年令的な制限（条件）を設けないで欲しい。例）幼稚

園の還付金等。我が家の場合、高校生、中学生、５才と２才児の子供た

ちがおります。経済的な負担は多大であります。 

北上市の助成金はなさすぎ。他の市の方が子育てしやすい。出産祝いと

かオムツ代とか予防接種代とか色々補助足りない。１人育てるので家計

が大変！何とかしてほしい。保育所もすぐ入れないし、児童館も入れな

いし、核家族増えて祖父母も仕事しているのに子供預ける所が少ない！  

もっと子どもを育てやすい環境にしてほしいです。これから小学校、中

学校、高校と進学する上でお金が必要です。市から助成金があると助か

ります。 

子どものインフルエンザワクチンの助成があるといいなと思います。  

お金 15 

医療や、お金のことなど、子供のお金のことについて、広報などで現在

をわかりやすく特集にして欲しいです。 

これからもっと子育てにお金がかかると思うが、不安しかない。大学に

通いたいと言われても通わせられないと思う。 

３人子供はいるが第１子と第２子の年齢が離れているという事だけで全

く助成されず所得でも制限され、高い税金を取られているのに北上市に

住むメリットが感じられない。子供は大きくなる程お金がかかるのでそ

こを理解して頂き、不平等を解消して欲しい。 

他県から転勤して来ました。自分も育った土地なので、とても好きなの

ですが、ゴミ袋などにお金がかかりすぎますし、子育てに対する援助も

北上市は少ないような気がします。 

児童手当がすごくありがたい。つづけてほしい。お金貯蓄できるくらい

ほしい。けど仕事時間増やすと、子供との時間が減り、自分に余裕がな

くなる。２人以上子供いる人の手当て何かあればいいな。お母さんが、

息ぬきできるために気がるに子供あずけられるところがあるといいな。

（ランチしたい、ゆっくり買い物したいなどのとき、みてくれる所）  
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無料 13 

収入に関わらず、医療費（子ども）を無料にしてほしい。 

子供の医療費を３才までではなく、せめて小学校卒業まで無料にしてほ

しい。４才から１５００円かかる為、毎回同じ病院と決まっている訳で

はないので、（内科、眼科など）その都度かかるので、あまり意味がな

いです。 

第３子以降に対しての手当てを手厚くしてほしい。医療費無料を小学校

卒業までにしてほしい。進学に対しての援助を手厚くしてほしい。  

北上市には、大型の児童館や無料で遊べる室内遊技場、大型の公園（花

巻広域公園など）がないので、ぜひ作っていただきたいです。ショッピ

ングモール内は、赤ちゃん向けの所ばかりで、年長～小学生は遊べませ

ん。交通費をかけて市外に出るのは毎週となると、大変です。 

児童 12 

北上市に児童館があると助かると感じます。 

保育所の待機児童をまずなくしてほしい。教育の無償化よりも先に。  

児童手当の増額望む。 

もっと子育てに関する支援金が増えたら嬉しい。学童費が高すぎる。私

の地元は年／１３００円（児童館） 

所得 12 

子供の医療費が同じ所得で盛岡だと控除の対象になるのに北上市だと対

象外になるのが不満です。 

所得制限のため医療費助成を受けられず、持病のある子どもを育てるの

は大変でした。それぞれの市町村によって、背景は異なり助成していた

だけなかったのもわかりますが、今まで住んだことのある他市町村４ヶ

所では制限がもっと高かったためか、初めての経験でした。（小慢の申

請もしておりますが、そちらも特別なことがない限りそんなに上限にな

りませんでした）お世話になりましたが、他市町村へ転居予定です。  

多子世帯への色々な支援があるとありがたいです。北上市はあまり子育

てにやさしくないのではと感じます。所得でひっかかり色々な支援が受

けられませんが、４人子供がいるので正直、なぜ？と思ってしまいます。 

保育園 12 

保育園を７：００～１９：００にしてほしい。（他県ではあたりまえで

す）北上市は子育て世代にやさしくない。 

学童保育所の保険料を下げるか、第二子、三子の補助が欲しい。親が友

達と会って（美容院ｅｔｃ）リフレッシュするために保育園に預けられ

るようにして欲しい。（現在預けているが勤務、病院以外は迎えに来て

と言われる。） 

保育園にいろいろな経験をさせていただいたり、優しく見守っていただ

いたりと、本当にお世話になっております。ただ、「安全」というのは

わかるのですが、一部のクレーム（他県のことだったりも）や事故によ

っていろいろと行事が変更されたり、縮小されたりしていくのは時勢と

はいえ、つまらないなぁと思います。 

保育園で「父親や母親が仕事の休みの日は子供も保育園をお休みにご協

力して頂く」と言われているが、ほぼ強制。親の休みの日がわかるシフ

トを見せろと言われる事もあるらしい。仕事が休みの日はしっかり休み

たいので保育園に預けたい。そういう風習をやめてほしい。 
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（２）小５保護者の自由意見 

アンケート調査の自由意見内容を分類し、多い順に示した結果は下表のとおりです。 

■抽出語件数 

抽出語 医療 子供 支援 子育て 児童 学校 手当 生活 助成 お金 

件数 34 29 26 23 20 16 16 16 15 15 

■保護者の自由意見 

抽出語 件数 自由意見（抜粋） 

医療 34 

所得制限の為、医療費助成がなかったので、下の子の入院が続いた時は

貯金をくずさなくてはならなくなり、とても困りました。 

子供が生まれてから４つ目の市が北上市であるが、子供の医療に関して

一番手厚くない。インフルエンザ予防接種の補助がないのは初めてであ

る。医療費補助も所得制限にかかったのは初めてである。 

医療費助成は助かりますが、外来１，５００円以上だとほとんど戻るお

金がありません。盛岡市、花巻市などは７５０円以上が戻ります。１ヵ

月に３回ぐらい通院しないと１，５００円までかからないので、もう少

し見直してほしいです。 

北上市は他の市町村に比べて医療費補助など子育てしにくいと思う。医

療機関は充実していて良いと思う。 

小学校卒業まで医療費無料にしてほしい。 

親の収入によって医療費の補助があるかないかはおかしいと思う。子に

かかる医療の補助はあるべきです。小１、小５といますが、一切補助無

しで不満です。 

子供 29 

学童保育所を利用しているが、地域によって差がある。放課後の子供の

安全確保にも支援頂きたい。 

子供の目線でいろいろな事を考えられる親でありたいと思う。ただそれ

だけです。 

共働きが増えているこの時代で、ＰＴＡの役員など親が出る場が多い。

年の近い子供２人だとあっちもこっちも役員になってしまう。出来るだ

け参加しようとなると仕事にも影響があり、フルタイムでの勤務を続け

る事もむずかしくなる。親である以上、仕方のない事だが、今の母達は

時間に余裕も無い所、頑張っていると思う。また、ほとんどの役員決め

がジャンケンやくじ引きで決められているが、向いていない仕事につく

と本当につらいと思う。 

子どもが成長し、社会人として生きていくうえで必要な「生きる力」そ

して「学力」は環境に左右されるものだと思う。ひとり親家庭を否定は

しないが、子どもに対する責任を考えると、「命を授かること」を教育

や家庭の中でしっかりと子どものうちから教えていかないとならない

のではないかと感じる。何もかも援助・支援・補助ではないと思う。  

公園でボールを使用できる場所がなくなっており、子供たちが家の前の

路上であそんだりしている。思いきりボールあそびができる場所が欲し

い。 
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支援 26 

金銭的な支援は結果として必要ですが、子供達が生きていくためにはど

んな力が必要で、どんな過程があるのか指導していく必要性を強く感じ

ます。働くことの大切さ、喜び、生きがいなどのいろいろな選択肢を子

供達に伝えていきたいと思います。 

国からの支援はすべての子供が平等に受けるべきだと思うので、所得制

限なしで児童手当・医療費控除は受けられる様にした方がよいと思いま

す。 

子育てや生活支援に関する情報を多様な形で発信してほしい。 

子育て 23 

子供３人のうち双子の兄弟を持つ母親です。県外で住んでいた頃、夫は

仕事で不在が多く、母と子の毎日で双子ということもあり、２～３歳の

頃はとにかく大変でした。育児放棄したくなりました。この時利用して

いた保育所の園長先生（カウンセラー）の母親に対する子育て講座で学

んだアドラー心理学の言葉や考え方にとても救われました。今も時々思

い出しながら子育てしています。 

北上市にはもっともっと教育や子育て支援にお金をかけてもらいたい。

花巻市と比較して、学校が古いままだったり、支援策等が明確ではない

と思う。未来の北上を支えるのは子どもたちだということを重視して、

子育てと教育に力を入れた取り組みを切望する。 

少子化を防ぎたいのなら、もっと早く子育てしやすい町に。本当はもっ

と子供がほしいが、経済的に無理です。給食費も３人分。インフルの予

防接種の助成もなし。北上市は何もかも遅い。 

気軽に子育ての事、悩みが相談できる手段がもっとあってほしい（ネッ

トなどで）。ママさん達の交流できる場があってもよいのではないかな。 

児童 20 

児童手当は月１万では足りない。経済的理由で大学進学が困難になるか

もしれません。 

同居の家族の収入で、自分の収入が少なく、養育費ももらえない状態な

のに、児童扶養手当がもらえない。同居で立場もなく、ストレスは増え、

お金もない。ひとり親全員に同じ額支給してほしいです。 

教育費は幼・小・中・高と、どんどん多くかかるようになります。児童

手当もそのように多くもらえたらいいと思います。 

私はなるべく公的な経済的な援助（生保、児童扶養手当）の受給を受け

ないよう、自分の資格取得に投資したり、より多くの収入が得られるよ

うに心掛けています。 

学校 16 

学校との距離が基準を満たしてないとの事で、バス代を自費で利用して

いる。不公平を感じるので、利用児童全員免除にしてほしい。 

学校の用品代にお金がかかりすぎて困る。ジャージとか中ズックとか、

けっこう買い替えがはげしいのに、高くてスグ買えないコトの方が多

い。もう少し市民のコト考えて下さい。 

スクールカウンセラーがどこの学校にいるのかわからない。もし相談し

たい場合はどうしたらいいのか？たとえば担任の事を相談したい場合

などはどこに相談すればいいのか？ 

北上市は小学校、中学校の校舎が老朽化していて危険なところや環境が

悪いところが多いと感じます。もっと学校教育にお金や人を使ってほし

いです。お願いします。（エアコンやＰＣなども他市に比べておくれて

いると思います） 
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手当 16 
子供がたくさんいる家庭にもう少し手当てをくれるとうれしい。もっと

たくさん産みたいのに経済的に無理だから、産めば産むほど得できる手

当てがあったらうれしいです。 

生活 16 

就学支援を受けたかったが、世帯収入の制限にかかり、対象外となった。

確かに祖父が年金をもらっているので理解できるが、その年金は祖父自

身の介護の費用に消えており、実際の生活はとても苦しい。ガンをわず

らっているので、子世帯での単独生活も厳しい。市民の税金でまかなわ

れているので、一律での対応になるのもよくわかるが、もう少しだけゆ

とりある生活をしたいとも思ってしまいます。 

子育てや生活支援に関する情報を多様な形で発信してほしい。 

我が家は大人５人、子供（小学生）３人の生活で、私たち夫婦の収入は

少なく、クレジットカードを利用しながら生活している状況です。また、

上の２人はスポ少をしており、支出がかさんでいます。学童も入れざる

をえず、入っている状況で、収入より支出が上回っている状況です。就

学援助申請しようと思っても収入の面で受けられないと思い、申請して

いません。条件をもう少し軽くしてほしいです。 

助成 15 

インフルエンザの予防接種料金が高い為、助成があると助かります。  

子どもが将来希望を持って成長するにあたり、市から助成金を増やして

ほしい。進学するのにお金がかかりすぎます。 

医療費助成について、証書を提出するだけでいいとなると楽だと思う。

申請書を書くのが大変。申請書がなければ、現物支給でも現金支給でも

いいです。 

お金 15 

子供が中学、高校と成長する事によって、色々な面でお金がかかります。

子供が高校生になっても児童手当があるととても助かります。 

どんなに生活が苦しくても学校にお金を支払わなければいけなく大変

な時もある。 

子育てにはお金がかかる。 
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（３）中２保護者の自由意見 

アンケート調査の自由意見内容を分類し、多い順に示した結果は下表のとおりです。 

■抽出語件数 

抽出語 子供 手当 学校 児童 子育て 支援 高校 家庭 生活 医療 

件数 48 22 19 18 17 17 14 13 13 12 

■保護者の自由意見 

抽出語 件数 自由意見（抜粋） 

子供 48 

自分が病気になった時（例えば入院するとか）子供の面倒を見る人がい

ない事が何よりも心配。ひとり親なので、子供の事（金銭面はもちろん、

ＰＴＡや子供会など）が全て自分の腕にかかっているというプレッシャ

ーから解放されないのが辛い。 

働いても働いても子供達が食べたい物、ほしい物を買ってあげられな

い。 

年金や税金が高すぎる。子供達に負担がいきそうで、とても心配です。

もっと働きやすく子育てしやすい環境になれば良い。 

子供が望む教育をうけさせたいとは思うが、子供が複数いる場合は経済

的にとても厳しい。子供が複数人いる家庭への支援を子供が小さい時だ

けではなく、大きくなるまでしてほしい。部活動での経済的負担が大き

く支援してほしい。 

北上市住み良い街ランキング１位となってますが、公園など近隣の市に

比べると全く整備されていると思いません。子供の運動不足、肥満対策

といいますが、遊ぶ所もありません。 

保育園が充実していれば幼い子供を育てる中で辛い思いをすることは

なかったのではないかと今でも考えています。定員を増やす、保育料を

下げる、保育士を増やす等１４年たつ今日でも改善されているように見

えない。 

子供の医療費助成に所得制限をつけたり、子供が３人いて多子世帯なの

に、所得でひっかかり助成を受けれない等、北上市はとっても子育てし

ずらい市です。岩手県の中でも、考え方、やり方が古いです。 

手当 22 

児童手当を給食費ではじめに回収してしまえば支払わない人が出ない

と思う。ずっと支払わないのはおかしいし、しっかりしてほしい。  

子供が１８才になると下の子供が第１子扱いになり、手当が少なくなっ

てしまいます。子供３人で第３子なのに、第１子ってどうかと思います。 

北上市は子供に関する手当てや補助、教育機関への助成が少なく、子育

てしにくい。 

児童手当、支給額上げてほしいです。 

医療費の補助の所得制限をなしにしてほしい。特別児童扶養手当の所得

の計算の見直しをしてほしい。共働きで収入が多くでも片方の収入だけ

でみるともらっている方もいる。１人しか働いていなくても収入が超え

るともらえない。昔の計算の仕方のままのようなので時代に合った計算

の方法にしてほしい。 
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学校 19 

高校まで無償化を希望。学校トイレの洋式、冷暖房完備の完全化。※北

上の学校校舎が古すぎる。もっと子育て、勉強環境に力をいれてほしい。

有意義なアンケートになりますように。 

学校のスキー教室でお金がないのに、スキーを買ったが、母子家庭の人

は補助金が出るから高いスキーを買っていて、それはおかしいと思う。

両親共働きでも生活が苦しいのに母子家庭や生活保護を受けている人

の方が、いいくらしをしてる。中学校の集金の１万円は高すぎる。  

現在、子供は高校までの進学で、大学、専門学校等は考えていないよう

ですが、本人が進学の意志を見せた場合には応援したいと思っていま

す。しかし、最近の奨学金の話題にある通り、子供が３人いるので金銭

的な不安はあります。 

子ども会、中学校の部活に親が関与しないといけない事が多く、土日が

仕事であれば送り迎えなどやりくりに苦しむ事がある。土、日休日の方

は多いのだろうが、そんな人ばかりではない。子供の為を思えば平日出

勤の仕事を選ぶべきでしょうが、自分の仕事はそうではなく何を優先す

るべきか悩みます。 

児童 18 

もう少し児童手当などの金額を上げてほしい。 

子供の医療費の支援はもっと向上すべき。子供の（兄弟）年齢が離れて

いると、児童手当や保育園入園において優遇の対象から外れるのは納得

いかない。 

児童手当を高校卒業まで支給してほしい。部活の遠征費や親の時間がと

てもかかる。もう少し費用の負担や親の時間をへらせないか。 

児童手当などありがたいと思うが、中、高になると少額、又はなくなる。

子供が小さい時にかかる額は少ないが中、高、大になるとかかる費用が

高額になり、一番必要な所に（学校教育に）行き届いていないと思う。 

子育ては周りのつながりが大切だと思う。近くに自分の親がいない方、

遠方から来た方は不安になると思う。私自身も経験があったから。  

子育て 17 

女性が子供を産んだあと、子育てをサポートする体制が家庭や社会にな

いと第２子まで考えられませんでした。出産後の現実はまだまだ女性に

厳しいです。 

全く子育て生活支援に対して北上市民の特権が感じられない。所得によ

ってだと思うが、単身赴任は二重生活であり、保育料が高いのが大変。

手当分も収入扱いにされると・・。 

北上市は子供に関する手当てや補助、教育機関への助成が少なく、子育

てしにくい。 

ここに歩道は１００％必要なのか？と思わせる様な工事やこんなとこ

ろに税金？と思うことが多々あります。人口減少を辿る北上市。バラま

きではない子育て支援に税金が使われることを願います。年寄りよりも

子供を産みたい！と思わせる様な市であってほしいです。 

支援 17 

子供が多ければ多いほど大変だと痛感しております。日々がんばらない

と行けない状態です。安心して産めて育てられる支援があると子供はも

っと産みやすくなります。もっと助けてほしいのが現状です。 

北上市は近隣の市町村に比べ、子供への支援、補助が少ない。（インフ

ルエンザ予防接種の補助等含め）今後要検討し、実行していただきたい

です。 

将来子どものゆめ（警察官）を、かなえてあげたいと思うのですが、経

済的にとても心配です。公的支援の情報がくわしく分かるように聞く所

があれば教えてほしいし、もっと情報がほしいです。 
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高校 14 

高校卒業後、進学してほしいと思っているが、学費が高額なため支払が

心配。 

子供を沢山産み育てたい気持ちがあっても、その子供を大学まで進学さ

せる経済的な不安がある。小中までは大丈夫だが、高校、大学と一番お

金がかかる時期に支援が少ないと思う（子供が小さい間に計画的にお金

をためておけばと今後悔。スポーツにお金ってけっこうかかるんですよ

ね。上を目指すと目指すだけ。 

高校に進学になると、小中学校のように、親密に相談出来る場所がなく、

どこに相談したらいいのか分かりません。行かせたい学校（盛岡方面）

に通わせていいか悩んでます。 

今の世の中ほぼほぼ高校へ進学している。高校に入るとさらに出費が増

える。高校生のいる母子家庭の援助がほしい。 

家庭 13 

その人によるでしょうが、ひとり親家庭への聞き取り調査や相談会など

気軽に相談できる場があったらいいなと思います。他の方の話や自分だ

けじゃないんだって思えれば頑張れると思います。 

年収が多くても家庭の理由で貯金もなく、毎月赤字です。収入制限等、

なくしてほしい。特に高校。 

子どもを大学に入れてあげたいが、費用がかかりすぎて支払いが困難な

為、もっと奨学金制度など普通の家庭の子でも受けられたら助かると思

います。 

ひとり親家庭への収入額に応じた支給のはばを広げて欲しい。子供が高

卒後の進学するうえで、学費等大きい金額が掛かるため、その時に対応

した支給があると助かります。 

生活 13 

公共交通機関の不備により、将来の進学や通学にかかる送迎等のため、

家族等への負担やそれに伴う転職が余儀なくされかねないため、それに

よって今後生活面に不安を感じる。 

今の時代何でもお金！子供にお金をかけたいと思っても、生活するのが

やっとです。普通に生活するために、光熱費、水道代、電話代、灯油代、

食費、学校費、払うところを払えばわずかな残りです。子供が成人する

までと思い、何とかやっています。これ以上の国や県などの公的な給付

金など、あるとは思ってないので、あきらめています。病気をせず、元

気に仕事ができることだけです。 

テレビなどでもよく見ますが、母子手当や生活保護など不正にもらって

いる人がいます。きちんとした調査を学校・地区などと協力しながら、

本当に必要としている世帯にあててほしいと思います。不正にもらって

いる人はなんとも思わずもらっているようです。 

医療 12 

子どもの医療費助成に所得制限があるのはおかしい。それなりに住民税

も納付していると思いますが、全く恩恵がない。全ての子供は平等でな

いのですか？市の財政が厳しいのであれば中高生に拡大する必要はな

かったと思います。税収を増やしたいのなら全ての子供に助成し高所得

者の移住を期待するのも一つかと。広報での回答お待ちしています。（父

より） 

子供の医療費助成を中学生まで所得制限なしにしてほしい。 

医療費助成について、昨年子供が３回入院し、医療費の支払いがとても

大変でした。償還払いのため、３ヶ月後には戻りますが、一担は支払わ

なければならず、本当に悩みました（支払えるか借りなければならないの

か？）乳幼児の様に現物支給ですと、支払い負担が減るので助かります。 
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