
番号 投稿場所 お子さんの年齢 お子さんの性別 項目 投稿内容 要望等への回答・対応 担当課

1 ドラックストアｍａｃ 0歳 男 要望

　授乳できるスペースがもっとほしい。フジグラン北浜みたい
なスペースがあれば外出する時に便利だと思う。もっと育児
に優しい場所がほしい。

　当市で公共施設を整備する際の参考意見として承ります。
なお、愛媛県が実施している子育て応援サイト「きらきらナ
ビ」や「えひめのびのび子育て応援隊」には、県内で子育て
中の親子にやさしい、思いやりのあるサービスを提供してい
る店舗・施設情報が掲載されていますので、家族でお出か
けする際に、ご利用ください。

社会福祉課

2 ドラックストアｍａｃ 7歳、5歳、1歳 女、女、女 要望

　他の市では、12歳まで医療費が0円なので、八幡浜でもそ
うなってほしいです。せめて、喘息など長期慢性の分だけで
も・・・（1ヶ月に2～3千円かかります。うちは3人ともなので、全
員小学生になると大変です。）

　将来を担う児童・生徒を養育する子育て世代の皆様にとっ
ては、医療費問題は生活を営む上で重要な問題であると認
識しております。先般、中学卒業（15歳到達後最初の3/31ま
で）までの児童について、歯科通院に係る医療費助成を開
始したところです。
　医療費助成の実施には、その規模に応じた財源確保が最
大の問題であり、無料化による医療費の影響も含め、動向を
見極めながら段階的実施についても検討を重ねてまいりま
す。
また、自治体の財政力の差により同じ子育て世代の間で不
平等が生じている状況について、国の施策として全国一律
の医療費助成制度の創設を今後も要望していきたいと思い
ます。

市民課

3 ＳＣ保内 5歳、2歳 男、女 要望

　公立幼稚園を3年保育にしてほしい。子どもの成長のため
には、3年間が必要だと思う。在園児数が減り空き教室もでき
ている今、3年保育ができると思う。ぜひ、早く始めてほしい。

　私立幼稚園とのバランス、幼稚園教諭の確保が難しい状
況のため、当面は現行の2年保育の継続を考えています。

学校教育課

4 フジ八幡浜店 5歳 女 要望

　市内に住んでいる限定とかでよいので、2～3時間、未就学
児を預かってくれる機関や団体（ＮＰＯ）があると、多少でも
働けてよい。

　当市では、保護者の就労形態・傷病等により、保育所に入
所していない就学前児童を一時的にお預りする事業を愛
宕、喜須来保育所で実施していますので、ご利用ください。

社会福祉課

5 児童センター 1歳 女 要望

　公園を増やしてほしい。子どもが遊べる場所を増やしてほ
しい。大洲は児童館も広く、公園もたくさんあっていいなと思
う。

　市内五反田の王子の森公園では、今年度から来年度にか
けて、遊具の全面的更新を行う予定です。
　新たに設置する遊具については、10月11日に5社からプレ
ゼンテーションを受け、審査委員会において選考し、採用案
を決定しました。今、採用された業者と打合せを詰めており、
完成にご期待ください。また、この成果を踏まえて北浜公園
も新たに改修、整備する予定です。
　市内保内町宮内の要田児童遊園は、今年度、改修工事を
行い、木製ベンチを設置したり、遊具を１基追加しました。

社会福祉課
建設課

6 フジ八幡浜店 1歳 男 要望

　保育園で、3人目はタダな人がいるのを見て、同じ3人目な
のに年が離れてしまったため全額なのをみると不平等に感じ
る。2人目からは全員半額にして3人目がタダとかはやめれば
いいと思う！！

　現在、当市では、国の制度に基づき保育料を算定してお
り、年収360万円以上相当の多子世帯の保育料について
は、同一世帯で2人以上の子どもが保育所または幼稚園に
入所・入園の場合は保育料が減額されます。（年齢の一番
高い児童は全額、2番目は半額、3番目以降は無料）
　なお、他自治体の状況を参考に検討したいと思います。

社会福祉課

7 白浜児童クラブ 7歳 男 要望

　休日（特に長期休暇中）の児童クラブの開所時間を早めて
ほしいです。今は8:30からですが、それよりも早く児童クラブ
の玄関で待っている子どもがいます。フルタイム勤務の場
合、8:00～8:30の間には業務開始となる方がほとんどだと思
います。もちろん、通勤時間も発生しますので、8:30開所は
遅いです。早急に検討をお願いします。

　県内では、休日（長期休暇中）の開所時間が8時からの児
童クラブが多いですが、当市では、児童クラブの職員が不足
しており、現状の人員では勤務体系の調整による開所時間
の拡充が困難な状況です。
　今後、職員数を確保出来る見通しが立てば、開所時間の
拡充も可能になると考えており、幅広く職員の募集を行い、
引き続き職員確保に努め、早期に要望に応えていけるように
していきたいと考えています。

社会福祉課

子育て応援ポスト及び専用サイトへの意見の投稿状況と具体の要望への対応について
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8 ＳＣ保内 12歳、7歳 女、男 要望

　病児保育を八幡浜でも取り入れてほしい。（難しいなら、大
洲の施設を利用できるようにしてほしい。）何日も仕事を休め
ないし、90歳を超えた曾祖母のいる曾祖母宅には預けられ
ないので困ります。

　今年度、病児保育を実施している施設（伊予市）を視察し、
子ども・子育て会議においても議論を重ね、実施に向けた検
討を行います。 社会福祉課

9 ＳＣ保内 7歳 男 要望

　児童クラブの支払いを銀行引き落としにしてほしい。毎月、
時間休を取って支払いに行っています。本当なら自分や子
どもの通院などに使いたいです。昨年も「まだシステムが整
わなくて・・・近いうちにはできると思います。と言われました。
給食費等と同じようにするのは難しいでしょうか？ぜひお願
いしたいです！！

　利用者の利便性と事務の効率化を図るため、児童クラブの
負担金の支払いが来年4月から口座振替できるように前向き
に検討しています。

社会福祉課

10 日土保育所 5歳 男 要望

　別紙のようなサービス（ファミリー・サポート・センター事業）
を八幡浜市でも開始してほしいです。我が家は祖父母は近
くに住んでいますが、高齢で仕事を持っているため、なかな
か子育ての応援ができません。これから先のことを考えると
不安です。もし西予市のようなサービスがあれば、とてもあり
がたいです。保育所の一時預かりは私も利用させてもらって
いましたが、とても助かりました。安心して仕事ができるよう、
子育てができるようお願いします。

　地域で助け合い、安心して子育てしやすい環境づくりを今
後より一層推進していくため、当市においても必要性はある
と感じています。当事業は、児童の預かりの援助を受けること
を希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援
助活動に関する連絡、調整を行うものであり、実施にあたっ
ては、援助者の確保等、事前にクリアしなければならない問
題があるため、まずは、近隣で実施している他市（西予市、
大洲市）の状況を視察し、実施に向けて検討します。

社会福祉課

11 フジグラン北浜 12歳、10歳 男、男 要望、お悩み

　子どもたちの遊べる公園がない。 　市内五反田の王子の森公園では、今年度から来年度にか
けて、遊具の全面的更新を行う予定です。
　新たに設置する遊具については、10月11日に5社からプレ
ゼンテーションを受け、審査委員会において選考し、採用案
を決定しました。今、採用された業者と打合せを詰めており、
完成にご期待ください。また、この成果を踏まえて北浜公園
も新たに改修、整備する予定です。
　市内保内町宮内の要田児童遊園は、今年度、改修工事を
行い、木製ベンチを設置したり、遊具を１基追加しました。

社会福祉課
建設課

12 フジグラン北浜 4歳、3歳 女、男 要望

　ヘルプカードについてなのですが、子どもに持たせて使用
したいと考えているのですが、松山市や大洲市のような書式
のタイプも提供していただけるとありがたいです。現在の八
幡浜市の書式のタイプは少し使いづらいように感じました。

　八幡浜市版のヘルプカードは、利用者が体調を崩したり、
迷子になるなど、実際に支援が必要な場合に不可欠な情報
が書き込めるだけでなく、「救急車を呼んでほしい」「電話を
かけてほしい」など、具体的な支援内容を、指さし方式で簡
単に周囲に伝えることができます。また、障害児（者）に限定
するものではなく、広報を通して全戸配布するなど一般市民
に普及させることが目的で導入し、今も啓発を続けているとこ
ろです。
　松山市の書式タイプは、利用者の氏名等が簡単に表示で
きるものになっていますが、当市のカードをケース等に入れ
て用いる際に、本人の名前を明記する等してご対応いただ
けたらと考えています。
　今後も、市民が当たり前にヘルプカードを用いて互いの支
援ができるように、啓発活動を続けていきたいと思います。

社会福祉課

13 フジ八幡浜店 9歳、6歳、1歳 女、男、男 要望

　西予市は、子どもが3人以上いると3人目が保育料タダなの
に、どうして八幡浜は3人子どもがいても、無料にならないの
か！！3人とも保育園にというのは無理。年齢に関係なく、無
料化にしてほしい。不公平だ！！西予市へ引っ越ししたい
ぐらいです。

　保育料の負担軽減は子育て支援につながるものと考えま
すが、所得制限なしの第3子以降の無料化は財政的には大
きな負担となります。
　県内の保育料の負担軽減を実施している自治体では、第3
子となる年令を小学校の3年以下としたり定額を減額したりな
ど取り組み方は様々です。
　八幡浜市としても、保育料の負担軽減について、どのような
取り組みが適当か今後検討していきたいと考えます。

社会福祉課



番号 投稿場所 お子さんの年齢 お子さんの性別 項目 投稿内容 要望等への回答・対応 担当課

子育て応援ポスト及び専用サイトへの意見の投稿状況と具体の要望への対応について

14 江戸岡児童クラブ 7歳 男 要望

　小学校が合併していく話しを中止してほしいです。親子共
に慣れたところから環境が変わるということは、人間関係等大
変な事ばかりだと思います。

　平成24年に策定した「八幡浜市学校再編整備実施計画」
に基づいた学校統合を進めておりますが、今後も児童生徒
数が減少する見込みです。このため、教育委員会では、「八
幡浜市学校再編整備検討委員会」を設置し、八幡浜市内の
学校の在り方について検討しているところです。
　今後、検討委員会からの答申や皆様からのご意見を基に、
子どもたちのよりよい教育環境について真摯に考えてまいり
ます。

学校教育課

1 専用サイト 3歳 男 要望、お悩み

　子どもを外で遊ばせる公園があるにはあるけれど、規模が
小さ過ぎたり（滑り台やブランコだけだったり）危険遊具のた
め、使用禁止が多く遊ばせれない等、子どもが楽しく思いっ
きり遊べる遊具のある公園がないので作ってほしい。3歳と活
発になり公園で遊びたがる息子。近所の公園には滑り台とブ
ランコのみで満足出来ず、大きい公園へ行かせたい。という
ので公園へ行くためだけに大洲へ行くこともしばしば。子ども
を遊ばすために30分かけて車を走らせていくたびに、八幡
浜にもっと子どもを遊ばせれる公園があれば、と思う。

　市内五反田の王子の森公園では、今年度から来年度にか
けて、遊具の全面的更新を行う予定です。
　新たに設置する遊具については、10月11日に5社からプレ
ゼンテーションを受け、審査委員会において選考し、採用案
を決定しました。今、採用された業者と打合せを詰めており、
完成にご期待ください。また、この成果を踏まえて北浜公園
も新たに改修、整備する予定です。
　市内保内町宮内の要田児童遊園は、今年度、改修工事を
行い、木製ベンチを設置したり、遊具を１基追加しました。

社会福祉課
建設課

2 専用サイト 8歳 女 要望、相談、その他

　児童クラブは大変お世話になっています。共稼ぎをしてい
る以上はどうしても子どもは犠牲になりがちですが、児童クラ
ブは有り難いです。続けて貰いたいです。

　放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）は、来年度
以降も引き続き市内8クラブ（松蔭、神山、千丈、白浜、江戸
岡、宮内、川之石、喜須来）で実施します。また、上記事業を
実施していない地域（日土、双岩、川上、真穴の4つの小学
校区）でも、八幡浜市地域型放課後児童見守り事業補助金
制度により、地域住民による運営が行えるよう支援していま
す。

社会福祉課


