
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（要旨） 要望等への回答（要旨） 担当課 意見投稿日 現在の対応状況

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、愛媛県の子育て応援サイト「きらきらナビ」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。

子育て支援課
H28.7月～
H28.11.4の投
稿

－

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。

　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、段階的実施についても検討を重ねてまいります。

市民課
H28.7月～
H28.11.4の投
稿

－

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。 子育て支援課

H28.7月～
H28.11.4の投
稿

－

4 フジ八幡浜店 5歳 女 要望

　市内在住限定で、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。

子育て支援課
H28.7月～
H28.11.4の投
稿

－

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！また、同公園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！

子育て支援課
建設課

H28.7月～
H28.11.4の投
稿

－

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。

　現在、八幡浜市では、国の制度に基づき保育料を算定しております。
　年収約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）
　年収約360万円未満相当のひとり親世帯、在宅障害者（児）のいる世帯
の保育料については、第1子の年齢にかかわらず、第2子以降の保育料
は無料となります。
　年収約360万円未満相当の共働きの多子世帯の保育料については、
第1子の年齢にかかわらず、第2子は半額、第3子以降は無料となりま
す。
　なお、他自治体の状況を参考に検討したいと思います。

子育て支援課
H28.7月～
H28.11.4の投
稿

－

7 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。

　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、幅広く職員の募集を行い、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。

子育て支援課
H28.7月～
H28.11.4の投
稿

H29.4月から、
8時開所を実

施

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。 　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。 子育て支援課
H28.7月～
H28.11.4の投
稿

－

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。 　平成29年4月から口座振替できるように、現在準備しています。

子育て支援課
H28.7月～
H28.11.4の投
稿

H29.4月から、
口振対応

10 保育所 5歳 男 要望

　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。

　当市においても必要性はあると感じています。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、検討しま
す。

子育て支援課
H28.7月～
H28.11.4の投
稿

－

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！また、同公園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！

子育て支援課
建設課

H28.7月～
H28.11.4の投
稿

－

12 保育所 お悩み
　個別対応案件（内容割愛） 　個別対応案件（内容割愛）

子育て支援課
H28.7月～
H28.11.4の投
稿

－

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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13 ありがとう白浜 要望、お悩み、相談

　個別対応案件（内容割愛） 　個別対応案件（内容割愛）
子育て支援課

H28.7月～
H28.11.4の投
稿

－

14 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、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です。

　八幡浜市版のヘルプカードは、「救急車を呼んでほしい」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。
　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。

社会福祉課
H28.7月～
H28.11.4の投
稿

－

15 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。

　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、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。

子育て支援課
H28.7月～
H28.11.4の投
稿

－

16 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。

学校教育課
H28.7月～
H28.11.4の投
稿

－

17 児童クラブ 6歳 男 お悩み、相談

五反田の放課後等デイサービス「くれぱす」が、今年度いっぱいで
廃止することになったので、子どもの一時預かり所をかまえてほし
い。

　今年の4月を目途に市直営の放課後等デイサービス事業所を開所しま
す。 社会福祉課

H28.11.5～
29.1.18の投
稿

－

18 児童クラブ 7歳 男 お悩み、要望、相談

五反田の放課後等デイサービス「くれぱす」が、今年度いっぱいで
廃止することになったので、子どもの一時預かり所をかまえてほし
い。

　今年の4月を目途に市直営の放課後等デイサービス事業所を開所しま
す。 社会福祉課

H28.11.5～
29.1.18の投
稿

－

19 ドラックストアｍａｃ 要望

　児童センターを市内中心部に近い場所へ移動してください。利
便性向上のために。行く途中の道が危険で、子どもだけで行かせ
るのが不安です。

　栗野浦にある児童センターについては、立地上、利用者にご不便をお
かけしており、市としても大変苦慮しております。
　現在、八幡浜市では平成31年4月に保内地区（ゆめみかん横）に新た
な児童センターを建設するための準備を進めております。これが完成す
れば市内2箇所での運営となり、利用しやすい環境になると考えていま
す。
　また、道路等の安全面については関係各所へ安全確保の徹底を周知
したいと思います。

子育て支援課
H28.11.5～
29.1.18の投
稿

－

20 八幡浜庁舎 要望

　保育料の無料化を。 　現在、八幡浜市では、国の制度に基づき保育料を算定しております。
　年収約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）
　年収約360万円未満相当のひとり親世帯、在宅障害者（児）のいる世帯
の保育料については、第1子の年齢にかかわらず、第2子以降の保育料
は無料となります。
　年収約360万円未満相当の共働きの多子世帯の保育料については、
第1子の年齢にかかわらず、第2子は半額、第3子以降は無料となりま
す。
　なお、他自治体の状況を参考に検討したいと思います。

子育て支援課
H28.11.5～
29.1.18の投
稿

－
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21 八幡浜庁舎 要望

　子どもが3人いたら、年齢に関係なく、隣の市と同じように無料に
してほしい。他お母さん方同意見多数。

　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。

子育て支援課
H28.11.5～
29.1.18の投
稿

－

22 保内庁舎 小2 男 要望
　児童クラブの利用料はいつになったら口座引落になりますか？ 　平成29年4月から口座振替できるように、現在準備しています。

子育て支援課
H28.11.5～
29.1.18の投
稿

H29.4月から、
口振対応

23 保内庁舎 中3、中1、小3 女、女、女 要望

　子育てを頑張っているお母さんに子どもが1歳になったお誕生日
にお母さんにも無料託児券をプレゼントして自由に使ってもらうと
いうのがあれば素敵だなと思います。（特に預け先のない方など、
お母さんのリフレッシュに使える。）

　日々子育てを頑張っているお母さんのリフレッシュは、とても大事なこと
です。
　頑張っているお母さんへのご褒美は、子育てしやすい環境の機運醸成
にも繋がると認識しており、当市の一時預かり事業の一環として、無料
サービスでできるか否か、今後検討します。

子育て支援課
H28.11.5～
29.1.18の投
稿

－

24 保内庁舎 中3、中1、小3 女、女、女 要望

　父親も子育てに参加できるよう”父子手帳”があって、イベントなど
参加すると特典があったらいいと思う。
　転勤族や近くに親族、頼れる方がいない仕事をしているお母さん
の為に子どもが病気になった時、他の兄弟が病気や入院をした時
のサポート施設があるといいなと思う。

　児童センターでは、年間を通して親子で参加できるイベントを企画して
おります。行事の中には、お父さんの参加しやすい企画もありますので、
まずは、イベントの広報を積極的に行いたいと思います。
　当市には、子どもが病気になった時などのサポート施設はありません
が、今後、病気中のお子さまを家庭で保育できない場合に、専用施設に
おいて一時預かりができる病児保育事業の実施に向けた検討を行いま
す。

子育て支援課
H28.11.5～
29.1.18の投
稿

－

25 保内庁舎 要望

　学童のお迎え時間が早く定時でもギリギリなので、もう少し時間を
延ばしてほしい・・・と希望しています！！

　現在、長期休業中の朝の開所時間を早めてほしい旨の要望が多数寄
せられております。今後、職員数を確保出来る見通しが立てば、まずは、
そちらを優先的に検討したいと考えております。そのうえで開所時間延
長についても多数の要望がある場合には、検討していきたいと考えてお
ります。

子育て支援課
H28.11.5～
29.1.18の投
稿

－

26
11/24
ワークショッ
プカフェ

2歳・0歳 男・男 要望

　一時預かりをもっと利用しやすく、アレルギーがある子どもも利用
できるように！！

　八幡浜市の一時預かり事業につきましては、対象者を、普通食が食べ
られて、1人で歩ける子ども（1歳以上）、かつ、保育所・幼稚園や他の施
設へ通所していない子どもとしています。
　利用対象者の拡大については、今後、協議していく必要があると認識
しています。

子育て支援課
H28.11.5～
29.1.18の投
稿

－

27
11/24
ワークショッ
プカフェ

3歳・2歳 男・女 お悩み、要望、相談

　まだ子供が小さいのでトイレが完備できていない所は、まず、連
れて行けないです。
　遊具にこれは「禁止」と書かれていても小さい子どもは分かりませ
ん。すぐに撤去していただきたいです。
　長男の時に切迫早産で、NICUがある宇和島の市立病院に運ば
れたのですが、近くにあると助かるし、お母さん自身も安心できると
思います。

　市内に38箇所ある児童遊園のうち、雨井多目的広場、楠町緑地広場、
要田児童遊園、二宮敬作公園、喜木津ぶくちん公園、磯崎夕焼け公園
には整備されていますので、ご利用ください。
　平成28年度に実施した遊具点検の結果、使用禁止措置を受けた遊具
については、1月中に全て撤去しました。
　切迫早産などの異常妊娠の時には、NICUがある市立宇和島病院や愛
媛県立中央病院に搬送されています。当院に産婦人科医師が派遣され
た場合には、異常妊娠の程度にもよりますが対応できると考えておりま
す。

子育て支援課
市立八幡浜総合

病院事務局

H28.11.5～
29.1.18の投
稿

－

28
11/24
ワークショッ
プカフェ

6歳 男 お悩み、要望

五反田の放課後等デイサービス「くれぱす」が、今年度いっぱいで
廃止することになったので、子どもの一時預かり所をかまえてほし
い。

　今年の4月を目途に市直営の放課後等デイサービス事業所を開所しま
す。

社会福祉課
H28.11.5～
29.1.18の投
稿

－



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（要旨） 要望等への回答（要旨） 担当課 意見投稿日 現在の対応状況

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

29
11/24
ワークショッ
プカフェ

3歳・1歳 男・女 要望

遊べる公園がほしい。 　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！また、同公園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！ 子育て支援課

建設課

H28.11.5～
29.1.18の投
稿

－

30
11/24
ワークショッ
プカフェ

3歳・1歳 男・女 要望

病院を増やしてほしい。（産婦人科も）公園増やしてほしい。 　産婦人科医師に限らず医師確保については、愛媛大学医学部への派
遣要請活動をはじめ民間医師人材紹介会社への求人など最重要課題と
して取り組んでおりますが、産婦人科医師の確保に至っていない現状で
す。
　今後とも、安心・安全なまちづくりのため、医師確保に努めて参りますの
で、ご理解のほどお願いします。
　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！また、同公園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！

子育て支援課
建設課

市立八幡浜総合
病院事務局

H28.11.5～
29.1.18の投
稿

－

31 みなと交流館 要望

　3人目も保育料を無料にしてください！！ 　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。

子育て支援課
H29.1.19～
29.3.10投稿

－

32 みなと交流館 要望
　3人目も保育料をタダにしてください。お願いします。 　番号31の回答と同じ。

子育て支援課
H29.1.19～
29.3.10投稿

－

33 みなと交流館 要望
　西予市と同様、3人目以降保育料の無料化を望みます。 　番号31の回答と同じ。

子育て支援課
H29.1.19～
29.3.10投稿

－

34 フジ八幡浜店 要望
　子ども3人目から保育園無料をお願いします。
　住み良い町にして下さい！

　番号31の回答と同じ。
子育て支援課

H29.1.19～
29.3.10投稿

－

35 フジ八幡浜店 要望

　個別対応案件（内容割愛） 　個別対応案件（内容割愛）
市民課

子育て支援課
H29.1.19～
29.3.10投稿

－

36 保健センター 要望

　母子手帳を受け取りに行った時、保健センターのカウンターで説
明されるが、個人情報など気になる。
　個別に話せるスペースなどあればうれしい。特に保健センターな
どは個人に関する情報がたくさんある中、通路などで話したりする
のはいかがなものかと。

　母子手帳の交付については、住民情報の確認や妊娠週数表の作成等
を行うため、端末のあるカウンターで対応しています。
　保健センターの構造上、専用の相談室を設置することは困難な状況で
すが、今後は、個人情報に関する相談の際には、空いている会議室を利
用する等、安心して相談していただける対応を心がけていきたいと考え
ています。
　なお、他の市役所庁内で窓口対応する課においては、必要に応じて空
いている会議室を利用したり、衝立で仕切るなどしてプライバシーの確保
に努めています。

保健センター
財政課（管財係）

H29.3.11～
H29.6.9の投
稿

－
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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

37 フジ八幡浜店 11歳、8歳、5歳 女・男・男 要望

　遊べる広場がないです。 　市内五反田の王子の森公園では、児童エリア（6歳～12歳対象）の遊
具のリニューアルが完成し平成29年3月31日から利用が可能となりまし
た。
　残りの幼児エリア（3歳～6歳対象）の遊具については、国体終了後に
整備予定です。
　また、この成果を踏まえて北浜公園も子どものための公園として新たに
改修、整備する予定です。

子育て支援課
建設課

H29.3.11～
H29.6.9の投
稿

－

38 キムラチェーン 要望

　子どもの夜泣きに向きあう母親の最大の敵は孤独です。いつ終
わるともしれない夜泣きに独りで対処していると、眠れないのもあわ
せてとても疲れます。
　そこで、同じ悩みをもつ母親同士、夜泣きする子どもも同伴でき
て、時間を問わず集まれる場所を設定してはどうかと思います。そ
のような場所で母親同士の悩みを共有することには大きな意味が
あるものと思います。
　場所としては、たとえば八幡浜港のビル内の使われていないス
ペースや、みなっとの駐車場などが適しているのではないでしょう
か。
　どうか検討お願いいたします。

　八幡浜市には夜間に時間を問わず子育て親子が集まれる場所はあり
ません。また、現実的にそのような場所を提供することは難しいと考えて
います。
　現在、八幡浜市では、ＳＮＳの機能を搭載した子育て応援サイト「はまっ
こ」を開設しています。ネット上に限りますが、時間を問わず悩みの共有
が可能ですので、ぜひご利用ください。
　お昼の時間帯は、八幡浜児童センターでは、0歳、1歳、2歳の年齢別
サークルが毎日あります。また、数カ月に1回、「ママカフェ」を実施し、子
育ての悩みや情報交換を行っています。
　保内町のエンゼル広場では、毎週火曜日は、0歳・1歳の赤ちゃんの日
があり、お母さん同士で子育ての悩みを共有しています。
　どちらも親子連れで行ける場所で保育士が常駐していますので、ご利
用ください。

子育て支援課
H29.3.11～
H29.6.9の投
稿

－

39 保内庁舎 6歳、3歳 男、女 要望

　保内町内にも公園をつくって！！
　八幡浜市内に立派な公園ができるけど、気軽に行けない！！
　神越公園を今どきの公園にして！！
　お願いします。

　神越コミュニティ公園は、複数自治体で管理しており、事務組合の中で
協議し、検討してみたいと思います。
　なお、保内町宮内（駄場）にある要田児童遊園は、平成28年度に改修
工事を行い、木製ベンチを設置したり、遊具（クライミングタワー）を１基追
加しました。既存遊具として、滑り台1基、動物の乗り物遊具が3基ありま
す。
　比較的広い公園でトイレも整備していますので、ぜひご利用ください。

子育て支援課
H29.3.11～
H29.6.9の投
稿

－

40 フジグラン北浜 要望

　オムツ代の補助を今すぐお願いします。 　平成29年8月から、県市町連携事業として、愛顔の子育て応援事業を
開始します。平成29年4月1日以降に生まれた第2子以降の出生世帯に、
県内企業3社の乳児用紙おむつ製品を、市内の登録店舗で購入する際
に利用できる「愛顔っ子応援券」50,000円分を交付する事業です。
　なお、同事業に加え、市単独で平成28年度生まれの第2子以降の出生
世帯にも紙おむつ製品を50,000円分購入できる応援券を交付する事業
を8月から開始します。現在、応援券の作成等、準備をしていますので、8
月までお待ちください。

子育て支援課
H29.3.11～
H29.6.9の投
稿

－

41 SC保内 その他

　放課後デイサービスの名前をつけて下さい。巣立ちではまぎらわ
しい。

　今まで馴染んできた「巣立ち」とその後の就学ということで、スタッフの中
で検討したところ、「巣立ちクラブ」という名称（愛称）になりました。
　今回のご意見を受け、保護者も含めて再検討します。 社会福祉課

H29.3.11～
H29.6.9の投
稿

－
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42 フジグラン北浜 要望

　先日、3期目の当選をはたされた市長さんが、大島について開拓
することをTVで話されていました。大島は自転車が命。できれば”
ママチャリ”置いてもらえたらと思います。
　子育て世代もちょっと船に乗り、自転車乗って一周して観光地気
分を味わいたいなとふと思いました。人力車とかタイの自転車みた
いなやつ、検討してみて下さい。
　先日、八日市に行ってみました。人が多いのにびっくり。ほとんど
お年寄り、チラホラ若いお母さん方が（ベビーカーおしながら）いら
してました。
　オムツ交換も含めて休憩するスペース、座ったり、安くコーヒー飲
めたりできる場所があったらなと思いました。ぜひ検討してみて下さ
い。

　大島についてご意見ありがとうございます。大島は道の駅・みなとオア
シス「八幡浜みなっと」すぐ横の港から出航する定期船で、22分で行くこ
とのできる八幡浜市唯一の離島です。現在、地域おこし協力隊2名が島
の魅力の発信などに取り組んでいます。ご記載いただきましたとおり、島
での交通手段は「自転車」がメインです。そのため、昨年よりレンタルサイ
クル約30台を設置し、訪れた方が気軽に島内観光を楽しんでいただける
ようにしています。また、来年の夏頃の完成を目指し、食事や休憩のでき
る交流拠点施設の建設の準備をすすめており、引き続き、大島のさらな
る魅力の発信と交流人口の拡大に努めてまいります。
　なお、幼児座席を取り付けた自転車はレンタルサイクルとして現在は配
備していませんが、今後は、お子様連れのご家族にも楽しんでいただけ
るよう検討したいと思います。なお、自転車を定期船に搭載し持ち込むこ
とは、現在でも可能です。（片道別途200円必要）
　八日市の運営については、やわたはま八日市委員会が担当しておりま
す。ご要望があった旨担当者に情報提供したところですが、今後、オムツ
交換等ができる休憩スペースの設置の可否について協議します。

政策推進課
子育て支援課

H29.3.11～
H29.6.9の投
稿

－

43 フジグラン北浜 要望

　医療費をせめて小学校卒業まで無料にしてもらえませんか。子ど
もはたくさん病気をします。
　ただでさえ子育てのしにくい世の中なのに、八幡浜はもっと子育
てしにくいです。
　県外・市外から引っ越してきたお母さん達は医療費がかかること
に驚いています。子育て世代の負担をこれ以上増やさないで下さ
い。お願いします。

　八幡浜市では、平成24年度から未就学児の通院・入院及び小・中学生
の入院を無料化し、乳幼児・児童の保健の向上と福祉の増進を図ってい
ます。
また、平成28年10月診療分から、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。今後とも他市町等を参考にしながら、医療費支援について検討し
てまいります。また、国に対しては、各自治体に格差なく、全国一律の医
療費制度の創設を要望しています。

市民課
H29.6.10～
H29.8.1の投
稿

－

44 児童センター 1歳 男 要望

　子どもができてから児童センターを使用するようになりましたが、
体育館には冷房がなく、動きまわる大人も子どもも、、、あつい。
　熱中症などの心配もあるので、冷房を設置していただきたいで
す。
　市立病院に産婦人科（お産ができる）ようにしてもらいたい！
（じゃないと、他の市まで行かないといけなくなるし、安心感が違うと
思います。）

　八幡浜児童センター体育館の冷房機器については、設置を検討して
いるところです。なお、平成31年4月に開設予定の保内児童センター（仮
称）の体育館については、子どもも大人も快適に過ごせるよう、冷房機器
の設置を検討しています。
　今、市内では、産婦人科のベテランの開業医が一人おられますので、
他市へおいでいただかなくても安心して出産することができます。また、
市立病院でも、引き続き、医師確保に努めていきます。

子育て支援課
市立八幡浜総合

病院

H29.6.10～
H29.8.1の投
稿

－

45 ドラックストアｍａｃ 要望

　近隣は3人目保育料無料となっている。八幡浜も早急に考えてい
ただきたい。子育てにやさしい町なんでしょ？

　八幡浜市でも多子世帯の保育料については減額があります。
所得割が57,700円未満の共働き世帯については、子どもの年齢制限は
なく、同一生計の第２子は半額、第３子以降は無料となります。所得割が
57,700円以上の共働き世帯及び、所得割が77,101円以上のひとり親等
世帯については、保育所や幼稚園を同時に利用する最年長の児童から
順に2人目は半額、3人目以降は無料となります。
所得制限なしでの無料化は、現時点では困難です。
　県内の保育料減額制度については、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、取り組みは様々です。
八幡浜市では、子育てしやすいまちづくりとして、皆様の意見や要望を
伺いながら検討していきたいと考えています。また、保育サービスの拡充
や施設の充実、「愛顔の子育て応援事業（紙おむつ券交付）」、病児病
後児保育整備等で子育て支援の充実を図っていきたいと考えます。

子育て支援課
H29.6.10～
H29.8.1の投
稿

－
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1 専用サイト 0歳 女 要望、お悩み

　児童センターやエンゼル広場へ行きました。
　それまで赤ちゃんとずっと一緒だったので、久々に自分の子以
外の人と触れ合う機会だと思ったのですが、職員もただ挨拶や説
明をしただけで、それからは声掛けもなく、どうしたらいいのか分か
らなかったです。
　職員にはママに声かけをして、話しを聞いてくれたり、他のママと
話すきっかけを作ってくれるといいなと思いました。子どもだけじゃ
なく、母親も行って楽しい、また利用したいと思える施設だといいの
にと感じてます。

　職員みんなで、子育ての輪作りのお手伝いができればと頑張っている
ところですが、至らないこともあり申し訳ありません。
　お母さん方の気持ちに寄り添い、来てよかった！楽しかった！ホッとし
た！の思いを少しでももってもらえるような子育て支援を心がけていきた
いと思っています。また、お母様からも遠慮なされず、職員にお声がけく
ださい。

子育て支援課
H28.7月～
H28.11.4の投
稿

－

2 専用サイト 6歳、3歳 男、女 要望

　我が家は、夫婦二人ともフルタイム勤務です。夏休みの児童クラ
ブが、朝8時半からということで、大変困っています。フルタイム勤
務で、始業が8時半以降というところは、なかなかないと思うのです
が、なぜ8時半なのかな、と思います。同僚が住む西予市の児童ク
ラブは7時半からだそうです。ぜひ、担当課のご意見を聞きたいで
す。

　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、幅広く職員の募集を行い、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。

子育て支援課
H28.7月～
H28.11.4の投
稿

H29.4月から、
8時開所を実

施

3 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、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。

　八幡浜市内には、公園の広さも遊具の種類についても八幡浜市の土
地柄広い土地が確保できず、規模の小さな公園が多いのが実情です。
　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！また、同公園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！

子育て支援課
建設課

H28.7月～
H28.11.4の投
稿

－

4 専用サイト 8歳 女 要望、相談、その他

児童クラブの事業は続けてほしい。 　来年度以降も市内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。
　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。

子育て支援課
H28.7月～
H28.11.4の投
稿

－

5 専用サイト 7歳 男 お悩み

　最近の児童クラブや小学校でのトラブル内容から、息子がＡＤＨ
Ｄではないかと気になっています。が、平日はフルタイムで働いて
いるため、相談などに伺うことが難しいのが現状です。
　気軽に症状を聞いて相談に乗ってもらえる、土日ＯＫな市内の機
関はないでしょうか？いきなり病院へ、というのも行き辛く（あくまで
自己判断での様子だけなので大袈裟かもしれないと思い・・・）悩ん
でいます。

　八幡浜市では、子どもの発達が気になる場合などの相談窓口として、
平成27年4月から「教育支援室」を開設しています。
　臨床心理士と学校心理士の資格をもつスクールライフアドバイザーや
各専門スタッフが応対します。
　土日の電話対応は行っていませんので、ぜひ平日の昼休み時間など
に電話相談してください。
（教育支援室：0894-21-6864）

社会福祉課
H29.1.19～
29.3.10投稿

－

6 専用サイト 8歳、4歳、2歳 男、男、女 お悩み、相談

　はじめまして。私は実家が合田で、仕事の都合で東京に上京し
ました。両親の関係もあり、帰郷しようかと思っています。
　今、舌田小学校がみかん関係の宿泊所になったことまでは知っ
ておりますが、帰郷した際、一人目の子はどこの小学校になります
か？
　また、そこまで距離がある場合、親は毎朝送らないといけないの
でしょうか。私も妻も働くつもりでいますが、送迎が毎日できる職場
とは限りません。

　帰郷後のお住まいが合田であれば、小学校は「神山小学校」、中学校
は「八代中学校」へ通うこととなります。
　なお、神山小学校へはスクールタクシーで送迎しております。
　参考までに、当市の移住にかかる状況としましては、市内の空き家を紹
介する空き家バンク制度を平成29年４月より運用開始し、移住に必要な
情報を発信するポータルサイトの開設や、首都圏での移住フェアへも参
加を予定しており、さらにニーズに答えられるよう、充実を図ってまいりま
す。
　県外からの移住者が行う住宅の改修等に要する経費を助成する制度も
有りますので、詳しくは、市ＨＰをご参照ください。

政策推進課
学校教育課

H29.1.19～
29.3.10投稿

－

7 専用サイト 7歳、5歳 男、女 その他

　春休みの児童クラブの開所時間が4月から8時からとなり、大変助
かりました。また、平日の休校日も、8時から開所となって、ありがた
く思っています。児童クラブの先生方のご負担も増えたことと思い
ますが、いつも気持ちよく、熱心に関わってくださり、安心して我が
子を預けることができています。担当部署の方々の尽力のおかげ
と思っています。ありがとうございます。

　ご意見ありがとうございます。
　今後も幅広く職員募集を行い、引き続き職員確保に努め、8時開所を
継続できるよう、ご要望にそえるよう尽力してまいります。

子育て支援課
H29.3.11～
H29.6.9の投
稿

－



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（要旨） 要望等への回答（要旨） 担当課 意見投稿日 現在の対応状況

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

8 専用サイト

  you may have an important weblog here! Would you prefer to
make some invite posts on my blog?（あなたはここに大切なブログ
を持っている。私のブログに掲載してもいいですか。）

　当面現在の方法で行いたいと考えており、ブログへの掲載はお断りしま
す。

子育て支援課
H29.3.11～
H29.6.9の投
稿

－

9 専用サイト 0歳 女 その他

　児童センターに遊びに行きたいけど、遠すぎていけません。
　自家用車は旦那が仕事に使うため使えません。みなっとから歩い
て行くにも、大型車が通る狭い道があるため、怖くて行けません。ど
うして、あんな利用のしにくい場所にあるのでしょうか。
　バスか送迎車があるといいのに。

八幡浜児童センターについては、ご指摘のように不便な立地でご迷惑を
おかけしています。旧市内でも保内地区で整備する保内総合児童セン
ター（仮称）のように、保育所と児童センターを併せた地域の児童福祉の
核となる施設を江戸岡地区に整備する予定で検討しているところです。

子育て支援課
H29.6.10～
H29.8.1の投
稿

－

10 専用サイト 要望

　土曜日に市立病院で5～11時まで夜間救急があるとされていた
ので受診に行くと、今日はやってないと言われました。
　消防に連絡して診てくれるところを聞いて下さいと・・・。
　救急でかかっているのに、泣き叫ぶ子どもの横で、自分たちで病
院探しをしないといけない不安感は相当なものでした。
　診療できない日があるのであれば、その日をきちんと提示してほ
しいです。

　休日や夜間に子どもさんの具合が悪くなった時、不安や焦りから対応
に困ることも多いと思います。市内では、市立病院に隣接する一次救急・
休日夜間診療所で、土曜日も午後8時から午後11時まで診療していま
す。
また、日曜・祝日には、小児当番医制度（八幡浜・大洲圏域の小児科医
による輪番制）により、広域で小児科医が診療しています。実際の当番
医については、広報やホームページに掲載していますので、確認してか
ら受診してください。
　また、看護師や医師などが家庭での応急対処の方法などについてアド
バイスする相談窓口として「小児救急医療電話相談」があります。
短縮ダイアル『♯8000』で毎日19時から翌朝8時までの受付です。
電話による限られた情報に基づく相談であり、診断や治療ではありませ
んが、困った時の相談窓口としてご利用ください。

市立八幡浜総合
病院

H29.6.10～
H29.8.1の投
稿

－

11 専用サイト 7歳、5歳、1歳 男、女、女 要望

　病児保育の体制を1日でも早く整えて欲しい。
　夏休み中などでも利用できるようにして欲しい。

　病児・病後児保育の実施については、以前より多くの要望があり、市と
しても重要課題と位置づけ検討してきました。平成31年4月までの開設を
目途に、白浜小学校東校舎の耐震化工事に併せて、校舎内に病児・病
後児保育室を設置するため整備を進めています。
　なお、この病児・病後児保育室は、夏休み等の長期休業中も利用可能
な施設となる予定です。

子育て支援課
H29.6.10～
H29.8.1の投
稿

－


