
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

中学卒業までの

児童について、入

院、通院に係る

医療費を助成

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

R2.4月から第3

子以降の保育料

が変更となりまし

た。

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

H31.4月から病

児保育事業を開

始。

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

R2.9月から事業

開始。

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
－

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
－

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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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
－

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

R2.4月から第3

子以降の保育料

が変更となりまし

た。

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
－
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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
－

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

R2.4月から第3

子以降の保育料

が変更となりまし

た。

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

R2.4月から第3

子以降の保育料

が変更となりまし



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

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

R2.4月から第3

子以降の保育料

が変更となりまし

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

R2.4月から第3

子以降の保育料

が変更となりまし

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
－

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

R2.4月から第3

子以降の保育料

が変更となりまし

た。
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46 八幡浜庁舎 要望

　私は4人子どもを産みました。今春第4子が入園します。

　我が家は多子にもかかわらず、第3子が小学校4年生以上のため、減額措

置があてはまりません。何故年齢制限があるのでしょうか。

　兄弟姉妹の年が離れていると多子にはならない理由を”他の自治体又は

国の基準を参考にしました。”という他人まかせな答えではなく、八幡浜市がそ

う決定するに至った理由を納得できるよう、教えていただきたい。そして願わく

ば早急にこの春からでも改善してください。

　保育所・幼稚園の利用料金は、国の制度に基づくほか、各自治体の財政事情を

勘案し、決定します。

　八幡浜市は国で定められた基準と同様のため、上のお子さんが小学校4年生以上

であれば、多子としての認定をしていません。

　国の基準より保育料を低く抑えるためには、市独自で多額の財政負担をしなければ

なりません。この為財政事情の厳しい八幡浜市としてまだ踏み切れていないところで

す。

　ただし、国は2020年度までに幼児教育の無償化や0～2才児の保育も、当面は

市民税非課税世帯を対象に無償化を検討しています。利用料について、各自治体

で格差なく、全国統一した制度の創設を強く要望してまいります。

子育て支援課
専用ＨＰ内での回

答

R2.4月から第3

子以降の保育料

が変更となりまし

た。

47 八幡浜庁舎 要望

　浜っ子まつりの際、駐車場がないため、仕方なくＳＣ保内の駐車場を借り

たところ、帰り際、お店の方から苦言をいただきました。

　駐車場の情報は、市の広報や他の媒体などで事前に表示されていました

か？

　ＨＰ「はまっこ」のツイッターが今まで一つしかされてないのも気になります。同

アカウントを担当している人は、ツイッターでの情報発信法に慣れていないので

はないでしょうか？企業では、公式でも砕けたツイートをしています。市の組織

では難しいこともあるでしょうが、頻繁な情報発信を期待しています。

　浜っ子まつりの案内は、全保育所・幼稚園のほか、児童センターやエンゼル広場を

通じてチラシでお知らせしており、駐車場情報も掲載しています。当日は、一楽園、保

内中、ゆめみかん横の敷地も借りていましたが、すぐに一杯になってしまいました。市広

報紙の案内は、駐車場情報を表示していなかったので、今後は広報やＳＮＳを通じ

駐車場情報等も周知していきます。また、駐車場のスペースについても余裕をもって確

保していきますので、ご理解いただきたいと思います。

　ツイッターでの情報発信については、共感いただきやすい柔らかい発信も考えるととも

に、今後とも定期的な情報発信に努めてまいります。

子育て支援課
専用ＨＰ内での回

答
－

48 浜っ子まつり 要望

　医療費については、全員でなくてもいいので、慢性の病（アレルギーなど）

を持っている子だけでも、小学校の間控除してもらえるとありがたい。

　八幡浜市では、医療費の無料化は財政的に困難なため、まずは自己負担が一定

額を超えるものについて市で負担する方向で平成30年度4月からの実施に向け検討

しているところです。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

Ｈ29.8.2～

Ｈ29.12.25まで

の投稿

－

49 キムラチェーン 要望

　クライミングボードやブランコなどのある児童公園が少なすぎるため、ゲームば

かりになる。

　冒険遊び場、プレーパークなどのできる場所がほしい。

　公園については、双岩のスポーツパーク冒険ゾーンでは、巨大な遊具が設置してあ

り、斜面ではそり遊びもできます。また、王子の森公園も幼児エリアの遊具が完成し供

用開始されました。ぜひご利用いただきたいと思います。今後、北浜公園もワークショッ

プにより、市民の声を反映させて充実した子どものための公園を整備する予定です。

　遊具設置に関しては、安全に遊ぶための基準（遊具の安全に関する規準JPFA-

SP-S:2014）があります。例えば、ブランコを設置する場合、前後に4メートルの安

全領域を確保する必要があり、場所を要します。八幡浜市には広い公園が少ないた

め、設置が困難なケースが多いことをご承知ください。クライミングボードに関しては、ス

ポーツクライミングが2020年東京オリンピックの追加種目に正式決定するなど、今注

目の競技に似た遊びが体感できる遊具だと認識しています。新たに公園整備する際

の参考意見として承ります。なお、八幡浜市民スポーツセンター内の壁面にクライミング

ウォールの設置を検討しています。

　また、地域の児童遊園においても、限られたスペースで、子ども達が遊びの創造性を

育み安全でのびのびと遊べる公園整備に努めてまいります。

子育て支援課

Ｈ29.8.2～

Ｈ29.12.25まで

の投稿

－

50 ありがとう白浜

　3人目以降の保育園の無料化をお願いします。 　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。

　市民税所得割が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、当市の財政事情から、現時点では困難ですので、ご

理解願います。

子育て支援課

Ｈ29.8.2～

Ｈ29.12.25まで

の投稿

R2.4月から第3

子以降の保育料

が変更となりまし

た。
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51 フジ八幡浜店 要望

　神山幼稚園で延長保育が仕事などの理由でも利用できるようにしてほし

い。

　３年保育も早く実施してほしい。

　公立幼稚園の一時預かり事業は、保護者の不定期な仕事や病気にかかった際等

の場合に利用できるサービスです。このため、毎日の就労による場合は、ご利用できま

せん。保護者が常時就労（月６４時間以上（おおむね１日４時間以上）勤

務）されている場合は、保育所を御利用いただけます。ご理解ください。

　また、公立幼稚園での３年保育については、今年度実施する「八幡浜市子ども・子

育て支援計画」のニーズ調査において、幼児教育の無償化に伴う調査とあわせて、状

況を把握し検討することとしております。

子育て支援課
Ｈ30.12.12まで

の投稿
－

52
八幡浜みなっと

みなと交流館
要望

　県外の自治体で、これから妊婦になる人のために（妊娠希望）はしかと風

疹の抗体検査が無料のところがあります。八幡浜市でもせめて松山市に行っ

ても良いので、予防接種は自腹を切るので抗体検査だけでも無料にならな

いかなと思い市の意見をおうかがいしたく、投稿しました。

　先天性風しん症候群の発生予防と風しんの感染予防のため、妊娠を希望する女

性やその配偶者等を対象に、愛媛県で風しん抗体検査事業（全額公費助成）を

実施しています。

　風しん抗体検査については、八幡浜保健所（電話番号 0894-22-4111）へ申

し込み・お問い合わせください。

　なお、麻しん（はしか）抗体検査の助成については、県内で実施している自治体は

なく、八幡浜市でも現在のところ実施しておりませんのでご了承ください。

保健センター
Ｈ30.12.12まで

の投稿
－

53
ドラッグストア

ｍac
11歳・8歳・1歳 女・男・女 相談

　幼稚園の保育期間をのばしてほしいです。

　保育所は、仕事をしないと入れないし、農家、自営の方はすんなり入れる

し、収入の書き方によって保育料も安く、上の子を保育所に入れてもらった

時、会社員で保育料も高く何のために働いているか・・・・

　２人目は幼稚園に入れてもらいましたが、人数も少なく保育所の方が子供

達にとっては楽しいかもしれませんが、働いてなければ入れません。

　保内幼稚園でしたが部屋もあまっていますし、3年保育になれば仕事に行

けない方でも、わざわざ1年日土幼稚園に入れなくても余裕ができるのではな

いかと思います。保育料無償化と聞きますが保育料が安くなり、保育所もキ

レイになれば、幼稚園に行く子は少なくなってくると思います。

　市民平等まではできないと思いますが、伊方のように子供の住みやすいよう

になってほしいです。保育所がキレイになると同時に幼稚園も3年保育にしてく

れれば良かったのに。

　ご意見ありがとうございます。

　公立幼稚園の３年保育については、以前から要望もあり、幼稚園教諭の確保や

施設改修等を含め前向きに検討しておりましたが、幼児教育の無償化に伴い、なお

十分な検討が必要であるため実施に至っておりません。当市の保育・教育の状況は、

少子化が進む中で、働き方も多様化し、低年齢児を含む保育ニーズは高い一方、

公立・私立幼稚園共に園児数は減少傾向にあります。皆様の要望に寄り添った保

育を提供するために、先ずは子育て世代全体のニーズの把握が必要になります。今

後、「第2期八幡浜市子ども・子育て支援事業計画」に基づくニーズ調査を行い、具

体的な数値をもって公立幼稚園の3年保育を再検討していきます。

　また、保育所・幼稚園の入所条件や保育料に関しては、世帯の状況によって異なっ

ておりますので、気になる点や不安な点がありましたらお気軽に電話や窓口でもご相

談下さい。

子育て支援課
H30.12.31の投

稿
－

54 エンゼル広場 要望

　神越グラウンドを使用していない時は開放してほしい。 　ご意見ありがとうございます。

　ご要望のあったグラウンドは、現在、申請に基づき有料で使用する施設としており、

常時開放という運用はしておりません。ただし、管理人が勤務する時間帯は施錠して

いませんので、正規の利用者がいない場合で、少人数で且つ小さな子供さんやお年

寄りと共有しても危険の無い範囲の利用をしたい際には、管理人に一言お声をおかけ

ください。

　なお、4月より開園する「だんだん（保内児童センター）」の園庭は、日曜・祝日に

限りますが保内児童センター利用者に解放する予定です。ぜひご利用ください。

八幡浜地区

施設事務組合

子育て支援課

H31.2.14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
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56 みなっと 3歳・1際 女・男 その他

　市内での出産に関するつぶやき 　ご意見ありがとうございます。回答を希望されないため、今後の参考とさせて頂きま

す。気になる点や不安な点がありましたらお気軽に電話や窓口でもご相談下さい。 市立八幡浜

総合病院

H31.4.12までの

投稿
－

57 キムラチェーン

　新しい保内保育所みにいきました。どこもかわいらしいすてきなのですが池が

とても心配です。とりのぞくか、はじめだけでもさくをもうけて子供達が入れない

ようにしてほしいです。

　ご意見ありがとうございます。

　保内保育所の池については、園庭を自然に触れ、自然から学ぶをコンセプトに設計

したことから、池に生息する生物を観察し、様々な発見をしてもらいたいという思いがあ

ります。

　児童が遊ぶ際には、保育士等がそばで見守ることとしておりますし、安全管理には十

分配慮してまいります。
子育て支援課

H31.4.12までの

投稿
－

8歳・5歳

　ご意見ありがとうございます。

①八幡浜市ではお子さんの健全育成並びに子育て世代の医療費負担軽減に資す

るための取り組みとして、乳幼児から中学生までを対象とした医療費助成制度を設け

ています。小中学生の入院及び外来（歯科通院を除く。）に係る医療費の助成を

受けるためには申請手続きが必要です。詳しくは市ホームページをご覧ください。医療

費無料化につきましては、財源確保の問題がありますが、今後も検討を重ねて参りま

す。

乳幼児（0歳～小学校就学前）

入院・外来の保険診療に要した自己負担額を全額助成。

児童生徒（小中学生）

・入院、歯科外来の保険診療に要した自己負担額を全額助成。

・児童生徒１人ごとに、外来（歯科外来を除く）の保険診療に要した自己負担額

が月額（診療月）3千円を超える額を助成（平成30年度より実施）

②公立幼稚園の３年保育については、以前から要望もあり、幼稚園教諭の確保や

施設改修等を含め前向きに検討しておりましたが、幼児教育の無償化に伴い、なお

十分な検討が必要であるため実施に至っておりません。当市の保育・教育の状況は、

少子化が進む中で、働き方も多様化し、低年齢児を含む保育ニーズは高い一方、

公立・私立幼稚園共に園児数は減少傾向にあります。皆様の要望に寄り添った保

育を提供するために、先ずは子育て世代全体のニーズの把握が必要になります。今

後、「第2期八幡浜市子ども・子育て支援事業計画」に基づくニーズ調査の具体的な

数値をもって公立幼稚園の3年保育を再検討していきます。

③市立八幡浜総合病院では、産婦人科常勤医の不在等により、平成２４年２月

より分娩を休止していますが、これまで、各方面への地元出身医師の紹介依頼、関

連大学医局への訪問、民間医師紹介業者への登録による募集など、産科診療、分

娩の再開に向けて取り組みを進めてまいりました。平成２９年１１月には産婦人科

常勤医が１人着任しましたが、分娩再開には至っていません。

地域内での安心、安全な分娩環境の確保は、当院だけでなく地域全体の問題であ

りますので、市民の皆様にとって最善の環境が整うよう市と連携しながら取り組みを進

めてまいります。

55 －保内庁舎 男・女 要望

①義務教育中の医療費無料化を希望します。未就学児も抵抗力が低いで

すが、就学して集団生活しているとインフルエンザなどになる確率が高くなると

思います。また、アレルギー（花粉や食べ物）の子供も増えています。アレル

ギーがある子供は医療機関を受診することが多いと思います。

②市立幼稚園を3年保育にして欲しいです。平成31年10月から保育料が

無料になるのに3年保育でないのはおかしいです。

③市立でお産をするようにしないといけないと思う。市内でお産できないのはこ

わい。

①市民課

②子育て支援課

③市立八幡浜総

合病院

H31.4.12までの

投稿
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58
フジ

八幡浜店

　新しい保内保育所のクラスの名前について

　内覧会を見に行きました。クラスの名前が柑橘類なのは、八幡浜らしくてと

てもよいと思います。

　でも一つ気になったのは、「すだち組」があるということです。

市内には同じ読みがなの「発達支援センター巣立ち」が20年以上前からあり

ます。発達に不安をもつ子どもとその保護者が通園して、遊びを通しての療育

を受けており、子どもにとっても保護者にとっても心強い存在です。

　4月以降、保内保育所の先生方の会話で

「らいむ組の○○ちゃんは明日の午後はすだちなのでお昼で帰ります」～（明

日の午後は巣立ちにて個別療育を受けるので早退する）

「今度きよみに入園する△△ちゃんはすだちに通ってるそうです」～（定期的

に、「巣立ち」で療育を受けている）

などど交わされるとややこしくまぎらわしくないでしょうか？

　また、紛らわしいというだけでなく、市の保育関係者の方々が、クラス名を考

える際に「発達支援センター巣立ち」と読み方が同じになると気が付かれただ

ろうに採用されたということは、少人数の人しか関係しないからかまわないと判

断されたのでしょうか？もしそうなら、「巣立ち」の存在、役割、重要性が八幡

浜市に認められてないような気がして、以前「巣立ち」でお世話になった保護

者の一人としてざんねんです。例えば、「だんだん組」「エンゼル組」「みなっと

組」だったら、紛らわしいからと採用にはなってないとおもいます。

4月からの新年度にはもう変更は間に合わないかもしれませんが、その次年度

には変更していただきますよう、お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたし

ます。　－市民より

　ご意見ありがとうございます。

　保内保育所と保内児童センターは、八幡浜のだんだん畑をモチーフとした大屋根が

あり、２つの施設をあわせて「だんだん」という愛称をつけ、クラス名は「だんだん」にちな

んで、柑橘の名前としました。

　柑橘の種類については、クラスのカラーなどと併せてイメージしやすいものを採用し、ク

ラス名にあった用品類をそろえています。子どもたちは供用開始前から「次は○○組さ

んになる」と期待をふくらませ、入所し、クラス名にも慣れ親しんでいます。「発達支援セ

ンター巣立ち」も、保育所・幼稚園も、市の子育て支援施設として重要な役割を担っ

ており、それぞれの施設を利用する子どもたちが様々な経験を重ね成長して欲しいと

願っています。当面、クラス名の変更を行う予定はありませんが、お寄せいただいたご意

見は、参考として受けとめさせて頂きます。

子育て支援課
H31.4.12までの

投稿
－

59
フジグラン

北浜
1歳・3歳 男・女 要望

 保内の図書館で1才の息子のおむつを替えようとした際、おむつ替え台が女

子トイレにしかなく、男子トイレにはなかったので、おむつ替えが大変でした。多

目的トイレなど、両性が使える場所におむつ替え台を移設していただけるとあ

りがたいなと思いました。

 保内図書館のご利用ありがとうございます。

 保内図書館のおむつ交換台については、スペースや予算を勘案した結果、移設が困

難な状況です。今後、施設改修等を行う際には、設置を検討します。

 なお、隣接する保内児童センターだんだん及び市役所保内庁舎の多目的トイレに

は、おむつ交換台を設置しておりますので、ご不便をおかけしますが、当面の間こちらの

おむつ交換台のご利用をお願いします。

 今回は保内図書館についてでしたが、他の公共施設についても新設・改修する際に

は、頂いたご意見を参考に誰でも利用できる育児スペースを整備していきます。

生涯学習課

子育て支援課

H31.4.12～Ｒ

1.7.8の投稿
－

60 保内庁舎 6歳 要望

 保育料に関して、子ども3人目は無料でしたが、保育所残り半年で有料とな

りました（第1子とみなされ・・・）

 第1子の際は負担軽減などの措置はなく高額で支払ってきました。私の場

合、恩恵が全く感じられません。理解できません。

　投稿いただいた内容については、例年、上半期・下半期算定時に利用者負担額

通知書と一緒に同封しているチラシに算定方法を載せていますのでご覧ください。

　子ども3人目の保育料が無料から有料になった経緯については、今まで年収約360

万円（市民税所得割額57,700円）未満相当世帯だったため、年齢制限関係な

く、第2子は半額、第3子は無料というカウントで今まで自己負担無く、無料であったと

考えられます。

　今年度4～8月は平成30年度の市民税課税額、9月以降は平成31年度市民

税課税額を基に算定しています。今年度9月から有料になったということは、平成31

年度の年収が約360万円（市民税所得割額57,700円）以上であったことが想定

されます。（ひとり親世帯等については、一部この限りではありません）従前、各世帯

の所得等に応じて、保護者の皆様にご負担していただいておりますので、ご理解の程

よろしくお願いします。

　また、令和元年10月から幼児教育・保育無償化により、平成31年4月1日時点

で3歳児クラス以上の児童については10月から保育料が無償となります。詳しい制度

の内容については、広報9月号もしくは市ホームページをご覧ください。

　その他、ご不明な点等がありましたら、お気軽に市役所子育て支援課までお問い合

わせください。

子育て支援課
R1.8.22～Ｒ

1.10.17の投稿
－
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61
キムラ

チェーン
10歳、7歳 男・女 要望

保内児童センター（だんだん）の閉館日を月曜日以外にして欲しいです。

土曜日に学校行事が行われることが多く、その度月曜日が休校になってしま

うからです。仕事中、子どもたちだけで安心して遊ばせられる場所が他に無い

ので検討願います。

　ご意見ありがとうございます。

　児童センターの休館日は、保内児童センターが毎週月曜日（月曜日が祝日の場

合は、翌日が休館日）、八幡浜児童センターが毎週金曜日（金曜日が祝日の場

合は、翌日が休館日）です。年末年始を除いて、どちらかの児童センターは開館して

います。

　保内児童センターについては、今年の４月にオープンしましたので、今後の利用状

況やご意見を踏まえて休館日について検討したいと思います。

子育て支援課
R1.10.17～Ｒ

1.12.19の投稿
－

62 みなっと 要望

議会だよりをよみました。八幡浜児童館の場所（現栗野浦）を市の中心部

へうごかせないかという要望に対し、「今の場所でも利用がある」という回答を

見てとても怒っています。ママ友にも言ったら同意見です。使わないわけにいか

ない、みんなでキョヒすればいいんですか？建設中の文化施設の1階に児童

館つくってください！今の場所はとても不便です。

ご意見ありがとうございます。

　建設中の文化施設については利用目的が決まっており、施設の中に児童館を入れ

ることはできません。

　現在の八幡浜児童センターの移設については、少なからず要望があり、検討を行っ

ているところです。「だんだん」のように保育所に児童センターを併設した形で建設する

のか、市内中心部に児童センターを移設するのか検討していますが、適した土地の確

保や、統合する施設の選定など解消すべき問題があります。今後、学校再編計画・

保育所統廃合と併せて対応していきます。

子育て支援課
R1.12.19～

R2.3.20の投稿
－

63
白浜

保育所
2歳 男 要望

児童館で働かれている先生の名前が分からないのでよければ名札か、名札

が子供に当たって危ないなどあれば、顔写真と名前が分かるように壁などに掲

示して頂ければ嬉しいです。

　児童センターのご利用ありがとうございます。

　安全のため子供と接する職員は名札の着用を控えていますので、壁への掲示等を

含めて、利用者の方に分かりやすい工夫を取りたいと思います。

子育て支援課
R1.12.19～

R2.3.20の投稿
－

64
キムラ

チェーン

公園が市内に集中しすぎて気分悪い 　ご意見ありがとうございます。

　公園は、土地の確保の課題があり新設が難しい状況です。既設の公園について

は、地区の要望を聴き取りながら、遊具の更新やリニューアルを行っています。

　なお、新設の保内児童センターや、リニューアルした王子の森公園・北浜公園は、子

どもたちがのびのびと遊べる環境となっております。駐車場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
R1.12.19～

R2.3.20の投稿
－

65
フジグラン

北浜
中3/中1/小4 女・女・男 要望

・小学校高学年～高校生が楽しめる公園のスペースを作ってほしい。（小さ

い子向け遊具しかない公園が多いので）

・北浜公園にバスケットゴールをつけてほしい。

ご検討よろしくお願いします。

 北浜公園をはじめ、公園は小さなお子さんから高齢者の方まで誰でも安全に利用で

きる空間として整備されています。小学校高学年から高校生までの楽しめる公園ス

ペースやバスケットゴールの設置にあたっては、安全面を考慮し、既設の公園への新設

は予定しておりませんが、今後の整備計画において参考とさせていただきます。

　なお、市内には、児童センター、総合福祉文化センター、市民スポーツセンター（有

料）などのバスケットボールを行うことができる施設がありますので、ぜひご利用くださ

い。

子育て支援課

建設課

R2.3.20～

R2.5.21までの投

稿

－

66
八幡浜児童セン

ター
女・女・男 要望

児童センターの体育室が暑すぎます。

エアコンか、せめて大きな扇風機の設置をお願いします！

　八幡浜児童センター体育室は吹き抜けで天井が高く、エアコンを設置するのが難し

いため、夏の間は遊戯室などエアコンのある部屋で涼んでもらい、休憩を取りながら体

育室を使用してもらうようにしています。

　しかしながら、近年の夏の暑さは深刻な問題で、大型扇風機の導入など何らかの対

策は必要であると考えています。

子育て支援課

R2.8.5～

R2.9.24までの投

稿

－
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67
今治デパート

白浜
3 女 要望

八幡浜市に市立・公立幼稚園がありますが公立幼稚園の3年保育を要望し

たい！保育所よりも幼稚園へという親もいるし、3年保育するべきだ

　現在、八幡浜市には公立幼稚園2園、私立幼稚園3園があり、各園ではそれぞれ

のサービスや特色を活かした教育保育を行っています。

　私立幼稚園では、3歳の誕生日が来たお子さん（幼稚園では無償化の対象となり

ます）からの保育を実施しております。保護者からの要請により、教育保育時間終了

後の預かり保育も実施しており、ご家庭のニーズに応じたサービスを提供しております。

　公立幼稚園での3年保育の実施については、地域の実情を踏まえて今後検討して

いきます。

子育て支援課

R2.9.24～

R2.12.8までの投

稿

－

68
フジグラン

北浜
要望

＜児童センターについて＞

他市の児童センターは、数ヶ月前からいろいろな行事が始まりましたが、八幡

浜はなかなか始まらないのでいつ始まるのかな・・・と思っています（コース別行

事）。楽しみにしています。

　児童センターでは、新型コロナウイルス感染拡大防止のためイベント、クラブ活動など

中止しておりました。１０月からクラブ活動については、人数制限を設けて再開してい

ます。センター通信などでお知らせしておりますので、今後もぜひご参加ください。

※店舗に設置しているポストについては、回収のタイミングによってご意見が担当者に

届くまでにお時間がかかる場合があります。子育て応援サイト「はまっこ」のトップページ

にある「つぶやきフォーム」から投稿して頂くと、ご意見がすぐに担当者に届きますので、

ぜひご活用ください。

子育て支援課

R2.9.24～

R2.12.8までの投

稿

－

69
フジグラン

北浜

北浜公園に関するつぶやき 　回答を希望されないため、今後の参考とさせて頂きます。

　いただいたご意見については、担当者へ共有しました。

生活環境課

R2.9.24～

R2.12.8までの投

稿

－

70 白浜保育所

共働きで祖父母と同居していないので、18：30～19：00まで児童クラブ

の開所時間を開所して欲しい。

18：00以降子どもを家に置いておくのは問題児が多いと聞き不安。

ファミサポは1対1の事業なので不安。 子育て支援課

R3.1.27～

R3.3.23までの投

稿

－

71 白浜保育所 要望

小学校の低学年の間が不安なので、保育所のように延長料金を払ってでも

19時まで児童クラブを開所して欲しい。

子育て支援課

R3.1.27～

R3.3.23までの投

稿

－

72 みなっと お悩み

八幡浜児童センターについて、移転・新設の要望が以前からあり、土砂崩れ

も実際に起きたので、早急に対処して欲しい。

八幡浜児童センターについては平成１５年に開所しており、比較的施設は新しいも

のですが、利便性等の問題から、市内中心部への移転の要望もあるため、子どもたち

が安全に通える施設の整備を検討しているところです。保育所や小中学校の統廃合

と併せて、計画的に進めていきたいと思っています。

土砂崩れについては、県の土木事務所の早急な対応により通行できるようになりまし

た

子育て支援課

R3.3.24～

R3.5.27までの投

稿

－

73 みなっと 要望

保護者はＬＤやＡＤＨＤ等の特別支援に関する正しい理解が必要だ。 情報の提供、ありがとうございます。拝読させていただきましたが、その内容を知ったとき

は、本当に残念な気持ちでいっぱいとなりました。

　本市の学校教育では、障がいの有無に関係なく、どの児童生徒も大切な存在であ

り、特に特別な支援を必要とする子どもへの理解と支援については、各校に配置して

いる特別支援教育コーディネーターを中心に取り組んでいるところです。

　今後は、保護者やその家族、地域の方々への啓発活動を様々な機会を捉えて

行って参ります。そして、教育という場を通して、児童生徒を守る立場の大人、教師や

保護者、家族や地域の人々全てが、障がいへの理解を深め、心温かな関わりを作り

上げていくような街づくりに一層努めていきたいと考えています。

学校教育課

R3.3.24～

R3.5.27までの投

稿

－

共働き家庭が増え核家族化が進む中で、放課後の子どもの居場所づくりの必要性は

十分認識しており、保育所や児童クラブでカバーできない支援は、ファミリーサポートセ

ンター事業を利用していただけるよう、今年度9月からサービスを開始しました。ご要望

いただいている通り、児童クラブの開所時間の延長も検討しているところですが、8施

設の全ての児童クラブで対応するには、支援員の確保が必要となり、現状でも支援

員が不足していることから困難な状況です。

今回投稿していただいたご意見や、他の利用者の方の延長希望のニーズも踏まえた

上で、引き続き支援員の確保に努め、開所時間の延長について検討していきます。

なお、令和2年度に開始したファミリー・サポート・センター事業は、市の手引きのもとで

マッチングを行った会員間による有償の保育サービス（児童クラブのお迎えや預かり）

を受けることができる事業です。お子さんを1対1で預けるということで不安もあるかとは

思いますが、児童センター等の公共施設の場所を借りての預かりも可能ですので、ま

ずは窓口へご相談いただけたらと思います。（ファミリー・サポート・センター事務局：℡

0894-21-4183　月曜休み）
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74 SC保内 要望

公立の幼稚園を3歳からの入園を希望する。 　現在、八幡浜市には公立幼稚園2園と、私立幼稚園3園があり、各園ではそれぞ

れのサービスや特色を活かした教育保育を行っています。

　私立幼稚園では、3歳の誕生日が来たお子さん（幼稚園では無償化の対象になり

ます）から保育を実施しております。保護者からの要請により、教育保育時間終了後

の預かり保育も実施しており、ご家庭のニーズに応じたサービスを提供しております。

　公立幼稚園での3年保育の実施については、地域の実状をふまえ、今後実現でき

るよう検討していきます。

子育て支援課

R3.3.24～

R3.5.27までの投

稿

－

75 銀座バスケット

北浜公園にブランコを設置してほしい。 　ご意見ありがとうございます。

　北浜公園は令和元年にリニューアルしましたが、その際、ブランコ等の遊具も検討さ

れてました。しかしながら、ブランコ等を設置するためには十分な安全領域を確保する

必要があり、北浜公園のように面積が少ない公園では子どもたちが自由に遊べる範

囲が限られてしまうこととなります。

　小さいながらも出来る限り子どもたちが走り回りつつ遊べる空間を生み出せるよう設

計された北浜公園をお楽しみいただければ幸いです。

建設課

R3.3.24～

R3.5.27までの投

稿

－

76 フジ北浜 要望

児童扶養手当の不正受給反対 　年に一度の現況届の提出時には、全員に対して聞き取りにより状況確認を行ってい

ます。また、児童扶養手当の不正受給については、通報があった場合はその都度現

地調査等を行っています。

　なお、不正受給が判明した場合は、事実発生日にさかのぼって手当を返納していた

だくことになります。

　児童扶養手当の不正受給については、必要に応じて調査等を行い、状況把握に

努めておりますが、今後疑わしいような具体的情報等ございましたら、子育て支援課

までお知らせいただきますようお願いします。

子育て支援課

R3.8.4～

R3.9.30までの投

稿

－

77 フジ北浜 要望

3歳児検診、密になりすぎだ。

30人以上はいた。

ご意見ありがとうございます。

この度の健診では不安な思いをさせてしまい、ご心配おかけして申し訳ありませんでし

た。

当市の健診・相談では、時間差での受付案内、各ブースでの消毒の徹底、換気、相

談スペースの確保等の感染予防対策に取り組んでおります。また、受診される親子さ

んにも、案内ハガキで可能な限りの感染予防対策をお願いしています。

今後の健診につきましては、会場や人の流れ等、開催方法について再度協議し改善

に努めてまいりたいと思います。

保健センター

R3.8.4～

R3.9.30までの投

稿

－

78 ゆめみかん その他

保内のだんだんを利用しました。

4月からスタッフの方が変わられて、温かい雰囲気を感じました。小さい子ども

を連れていっているので、何げない一言が嬉しかったり、笑顔で対応してもらう

と安心したりします。利用しやすくなったなと思いました。

コロナ禍で、行事等も限られていますが、これからも、子育ての応援の場として

よろしくお願いします。

感染対策により、2年度は休館や事業の取り止めも多く、乳幼児をお持ちの保護者

のみなさんやお子さんのコロナ禍による不安やダメージが大きいと感じていました。

今年度も児童センターを安心して利用できる場所としてスタッフ一同感染防止策を徹

底して行っていますので、つぶやきカードを読ませていただき嬉しく思いました。その言葉

を励みにスタッフ一同頑張っていきます。ありがとうございました。 子育て支援課

R3.10.1～

R3.11.26までの

投稿

－

79
ドラッグストア

Mac

児童クラブを19：00までにしてほしい

子育て支援課
R3.11.26～

R4.2.4までの投稿
－

　現在、開所時間の延長について、職員数の確保ができないため、時間の延

長が困難な状況です。

今後、職員数が確保できる見通しがつきましたら、開所時間の延長について

検討していきます。

　なお、送迎や一時的な預かり等を有償で行うファミリー・サポート・センター事

業があります。事前に登録が必要となりますので、窓口へご相談ください。

（ファミリー・サポート・センター事務局：℡0894-21-4183　月曜休み）
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80 白浜保育所

じどうクラブの延長をねがいます

子育て支援課
R3.11.26～

R4.2.4までの投稿
－

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ＡＤＨＤ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
－

　現在、開所時間の延長について、職員数の確保ができないため、時間の延

長が困難な状況です。

今後、職員数が確保できる見通しがつきましたら、開所時間の延長について

検討していきます。

　なお、送迎や一時的な預かり等を有償で行うファミリー・サポート・センター事

業があります。事前に登録が必要となりますので、窓口へご相談ください。

（ファミリー・サポート・センター事務局：℡0894-21-4183　月曜休み）
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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
－

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

H31.4月から病

児保育事業を開

始。

12 専用サイト 6歳、4歳 男、女 要望

　6歳の息子は小学1年生です。医療費が今年の4月からかかるようになって

厳しいです。アレルギーと喘息で薬を毎日服用しています。また、周りにもアレ

ルギーの子は沢山います。

　広報にオムツ券配布とあったけど成人するまでにおむつをするのは数年です。

　おむつよりも医療費をどうにかして下さい。

　番号48の回答と同じ。

市民課

子育て支援課

Ｈ29.8.2～

Ｈ29.12.25まで

の投稿

－

13 専用サイト 要望

　保育園内にて保育時間内に習い事ができるような「保けいこ」などがあれば

共働きの夫婦世代としてありがたいのですが検討していただけないでしょうか？

　保育園に通わせているのは共働き夫婦が多いので、習い事をさせたくても時

間が無いという家族が沢山いると思います。

　全国的には2016年ごろから上記のような習い事が普及しています。これか

ら八幡浜市が一丸となって子育てを応援していくのであれば是非検討してい

ただきたい内容だと思います。

　また、一度市内保育園にて需要があるかのアンケート等を実施していただき

結果を知りたいです。よろしくお願いします。

　

　保育所では、年齢に応じた遊びを通して保育することを第一に考えており、その遊び

の中で、体力増進のための運動や音楽あそび、文字を書いたりと、様々な経験ができ

るようにしています。そのほか、ミュージックケアーや夏休み中のＥＬＴ事業の一環とし

て、外国人教師を招へいし、「英語を楽しむ」活動を実施しているところです。現時点

では、保けいこの実施は考えておりませんが、今後、県内他市町の公立保育所におけ

る実施状況を踏まえ検討していきます。

子育て支援課
Ｈ30.12.12まで

の投稿
－
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14 専用サイト 要望

　０歳児の一時保育が無いので（母の）体調が悪い時など預け先が無くて

困っています。

　ファミサポも無いので本当に困ります。

　市内で育児しにくい。

　保育所で実施している一時預かり事業については、１歳以上のお子さんを対象とし

ておりますので、保護者等の体調不良による０歳児の預け先がないことは、本当にお

困りのことと思います。

　これは、０歳児の預かり保育の場合、１歳児に比べて保育士の数を増やさないとい

けないためであり、対応が難しいのが現状です。保育士の確保について、今後も引き

続き努めてまいります。

　また、ファミリーサポート事業については、今年度実施する「八幡浜市子ども・子育て

支援計画」のニーズ調査において、状況を把握して検討することとしております。

子育て支援課
Ｈ30.12.12まで

の投稿

R2.9月から事業

開始。

15 専用サイト 3歳 女 要望

　保内のだんだんの飲食スペースが、もう少し充実していると、より快適に過ご

せると思います。出入り口から近い、開放された空間での食事が少し抵抗を

感じ、お昼ご飯を家で食べるために、昼前に帰らないといけません。

　別の部屋で、時間を決めてランチスペースを作っていただけると、ありがたいの

ですが。

　あと、子供用の椅子があればちゃんと座らせて食べさせられます。

　ご意見ありがとうございます。また、だんだんもご利用頂きありがとうございます。

　保内児童センターでの飲食については、ラウンジのみ可能としており、そのほかの部屋

は使用目的が決まっているため原則禁止としています（料理教室など行事によって調

理室で飲食を行う場合はあります）。ラウンジは多目的な利用があり、飲食だけのス

ペースではありませんが、開放された空間で、親子や子ども同士がゆったりとくつろぎ、

飲食や遊びを楽しめる環境づくりに努めていきます。今後についても、ラウンジ以外の

部屋での飲食は制限させて頂きたいと思いますので、ご理解のほどよろしくお願いしま

す。

子育て支援課
H31.4.20までの

投稿
－

－
H31.4.12～Ｒ

1.7.8の投稿
16 相談0歳専用サイト 女 子育て支援課

　ご質問いただきました4点について、回答させていただきます。

①結果通知については、可能な限り早く通知できるよう努めておりますが、各保育所と

の入所調整や入所申込み者の状況把握等で時間がかかるため、何卒ご理解いただ

けたらと思います。

②月途中の仕事復帰の場合、復帰月の初日から入所していただけます。

③お申込み前に保育所見学に行くことは可能です。日程調整等がありますので、見

学に行く前に一度、希望の保育所へご連絡ください。

④離乳食の時間帯等ですが、保育所がお子様の状態や離乳食の進み具合に合わ

せています。入所前に、面談や書類等で食事の状況等を聞かせていただきます。

　大切なお子様を預けるということで、色々とご不安になるお気持ちお察しします。少し

でも分からないことや心配なこと等がありましたら、子育て支援課までご相談・ご連絡い

ただけたらと思います。

育休中の者です。

娘が一歳になるとき(今年度中)に復帰予定です。

昨年度末、年度始めと市役所にて保育所関係について相談させていただ

き、丁寧に教えていただきありがとうございました。

その中で今年度は希望者が多くおそらく途中入所できないかもしれないと話を

聞きました。

復帰一ヶ月前までの10日までに申し込み、決定は復帰前月の中旬とききま

したが、入所決定通知から預けるまでの期間が短く入所準備できるのかな？

と不安です。

もう少し早めに結果を出していただくことは可能なのでしょうか？

また月途中の仕事復帰の場合は復帰月の１日からの入所(たとえば12/20

復帰予定なら12/1からの入所)はできるのでしょうか？

(一時預かりは1歳以上ときいています。フルタイムでの復帰予定なので、子ど

もにとっても慣らし保育として数時間から預けられたらなと思い、復帰月の1日

から預けられたら安心だなと思っています。)

また申し込み前に保育所見学に行くことは可能でしょうか？

(八幡浜市の保育所は小規模なところから大規模まで規模も幅広く雰囲気

もずいぶん違うのでないかなと思います。事前にいろんな保育所の様子を知

れたら安心だな、準備物も教えてもらえたらいいなと思っています。希望を出

すときにどこを優先すべきか[職場の近く、延長保育のあるところ、住まいの近

く、実家の近く...などどれを優先しようかなと考えているため]参考になるかなと

思っています)

また離乳食の時間帯等も教えてもらえたらなと思っています。

(現在1回食10:00です。３回食の場合10:00,14:00,18:00とよく本で

目にします。が保育所の時間帯と違うのであれば入園までにできるだけ保育

園の時間帯にはやめに慣れさせておくほうが子どもにとっても負担が少ないのか

なと思っています。)

たくさん質問を書かせていただきましたが教えていただけると助かります。

よろしくお願いいたします。
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17 専用サイト 意見

6/19（水）に頂いた赤ちゃん健診に関する投稿について 　赤ちゃん健診へのご意見をいただきありがとうございます。

　このたびの健診では、不愉快な思い、またご心配をおかけした内容がありましたことお

詫び申し上げます。

　赤ちゃん健診では、子どもさんの発育・成長を見守り、健やかな育ちと安心して子育

てができる支援をさせていただいており、親子で安心して受診できるよう、健診従事者

一同が努めているところですが、今回の健診でお母様に不信感を抱かせてしまう対応

がありましたこと、申し訳なく思っております。

　今後も、参加いただいたお子様やお母様が「来てよかった」と思える健診となりますよ

う、努めてまいりますので、従事者の対応や健診方法等、お気づきの点がありました

ら、会場等でスタッフにお声かけいただけると幸いです。

保健センター
H31.4.12～Ｒ

1.7.8の投稿
－

18 専用サイト 3歳 男 要望

 市立幼稚園を三年保育にしてください。

 周りも年少からだったら入れるのに、と言う声を何人も聞きます。入りたいのに

3歳からじゃないから他の園や保育園に入れるという人は少なくないと思いま

す。

 せっかく良い環境にあったり、市立ならではのメリットも沢山あるのにもったいな

いです。

 今年の入園児はとても少ないと聞きました。無償化の件もあるのですぐには

できないのかもしれませんが、3歳から入れるなら、もっと入園児は増えると思

います。

 子どもが減っている今だからこそ、早急な対応をお願いします。

 そして、公立保育所、公立幼稚園も園庭開放をもっと積極的に行なってほ

しい。

 ほかの市町村はやっているところ多いと思います。

 地域に開かれた感じがあまりしないので残念に思います。

　ご意見ありがとうございます。公立幼稚園を3年保育にするかどうかは、子ども・子育

て支援計画のニーズ調査の結果を考察して検討することとしております。

　また、公立保育所は、入所児童が安心して過ごせるように、午後6時まで保育を

行っておりますので、園庭解放は行っておりません。

　なお、保育所に入っていないお子さんが登録していただいている「マイ保育所」事業に

おいては、各保育所で月1回日程を決めて、園庭解放をしておりますのでご利用くださ

い。

　また、公立幼稚園は、午後2時から3時までは、園庭解放をしておりますのでご利用

ください。

子育て支援課
H31.4.12～Ｒ

1.7.8の投稿
－

19 専用ＨＰ 2歳・0歳 女・男 要望

保内児童センターの幼児向けの行事をもっと充実してほしい。

エンゼルにあった「お誕生日会」や「大きくなったかな」はとてもよかった。

特に「大きくなったかな」は、保育所に通っていない子にとって、身長など測って

もらえて、

とてもよい行事でしたよ。周りの市など、毎日のように楽しい行事のあるところも

あるので、もっと保内児童センターも頑張ってほしいです。

　ご意見ありがとうございます。

　エンゼル広場で実施していました「お誕生会」は、現在も各コースの中に入れていま

す。

「大きくなったかな」は、お母さんたちの自主サークルが行っていたものでしたので、児童

センターの行事には入れておりません。児童センターにも身長計、体重計はございます

ので、ぜひご利用ください。

　夏休み期間中は学生対象の行事を多くしておりましたが、９月からは乳幼児対象

の行事も多くなります。また、行事の予定の無い日の午前中は、乳幼児がゆっくりと遊

べるよう体育室も優先的にあけておりますので、お子さんとご一緒に体を動かして遊ん

でください。

子育て支援課
R1.7.9～Ｒ

1.8.22の投稿
－

20 専用ＨＰ 2歳・0歳 女・男 要望

八幡浜児童センターをもっと市内の中心部や住宅地の近くにできないのでしょ

うか？

何度か今の児童センターに行きましたが、道も狭いところも多く、行くまでにヒ

ヤッとすることもあり、不便で縁遠くなってしまいました。子育て支援というなら、

車を使わなくても、小学生の子供たちや親が行きやすい場所にセンターを移

動するべきではないでしょうか？

　ご意見ありがとうございます。

　市としても現在の八幡浜児童センターの立地や交通状況については懸念しており、

警察の巡回や、夕方の帰宅はなるべく児童1人で行動することがないよう声掛けする

など、安全対策に努めているところです。ご指摘のあった点については市としても問題

意識を持っており、子どもたちが安全に安心して通える場所が望ましいと認識しており

ます。

　現在、旧八幡浜地区の保育所の統廃合について検討しているところです。併せて、

子どもたちが安全に自分たちで通える場所、また、子どもたちの放課後の居場所づくり

等を考えていきたいと思います。

　今年4月に新たに保内児童センター「だんだん」を整備し、乳幼児から高校生までの

多くの方に利用していただいています。親子で利用していただく際には交通の便もよく、

駐車場も整備しておりますので、ぜひ充実した新しい施設をご利用いただければ幸い

です。

　なお、八幡浜児童センターについて、市の中心部に設置することが可能かどうか、場

所・経費も含め、今後検討課題の一つとして考えていきたいと思います。

子育て支援課
R1.7.9～Ｒ

1.8.22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

21 専用ＨＰ 2歳 女 要望

同じ年齢のお母さん達とよく話していて検診の話になりました。

検診の時に赤い液を塗る時に無理矢理されて

今まで歯磨きしてくれてたのにそれをしてからずっと歯磨きを

嫌がるようになってしまったという方が何人もいました。

私もそのうちの1人です。

無理矢理押さえつけてしなきゃいけないことなのでしょうか？

歯医者さんの歯科検診があるので

それをしなくてもいいんじゃないでしょうか？

それか希望する人だけ赤い液を塗るようにしたら

いいんじゃないかと思いました。

　当市の健診・相談にご参加いただきありがとうございます。

　当市は県内でもむし歯が多い傾向にあり、1歳6ヵ月児健診と3歳児健診時の歯科

検診の際に、むし歯や歯並び等について歯科医が診察し、歯科衛生士の赤染め

チェックで歯磨きでの磨き残しのチェックや歯のお手入れの相談を行っています。

　その際に、不快な思いをさせてしまい、申し訳なく残念に思っております。今後も、お

子様の様子に合わせて臨機応変に対応して参りますが、お母様もお気づきの点がござ

いましたら、その場でスタッフにお声掛けしていただけると幸いです。

　今後ともよろしくお願いします。
保健センター

R1.8.22～Ｒ

1.10.17の投稿
－

22 専用ＨＰ 要望

八幡浜側は王子の森公園や北浜公園、みなっとなど、整備された公園等が

住宅地の近くに多く、子育て世代にはとても便利だと思う。しかし、保内側は

神越公園もさびれ、山も近くイノシシの心配も多い。他に公園と呼べるほどの

ものもない。保内側も子供が多いのだから、八幡浜側ばかり整備せず、保内

側の中心部等にも、遊具もあり、芝生等で整備された公園を作ってほしい。

　ご意見ありがとうございます。

　中心部では土地の確保が難しいため、公園の新設は難しい状況ですが、頂いたご

意見は今後の公園整備の際の参考とさせていただきます。

　なお、今年度開設した保内児童センターは子どもたちがのびのびと遊べる環境となっ

ており、王子の森公園・北浜公園・みなっとには駐車場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
R1.10.17～Ｒ

1.12.19の投稿
－

23 専用ＨＰ 3歳、1歳 女・男 要望

保育園の一時預かりについて

八幡浜市では保育園の一時預かりは、1歳以上で普通食が食べられて、ひ

とり歩きできるのが条件となっていますが、ひとり歩きには個人差もあり、同じ月

齢なのに支援サービスを受けられる子と、受けられない子がいると思います。こ

の条件をせめてみんなが公平にサービスを受けられるよう、1歳以上は可能

等、改善してほしいです。また今の現状、一時預かりは多数の希望があり、な

かなか思うようにサービスが受けられません。もっと人員を増やすなどして、より

よい支援サービスにしてほしいです。

　ご意見ありがとうございます。

　保育所の一時預かりは、家庭の事情等により、一時的に保育を必要とするお子さん

をお預かりしておりますが、希望者が多く適正な人員が配置できない時は、受け入れ

をお断りしたり、利用日の変更をお願いしたりする場合もあります。

　全国的にも保育士不足が懸念される中、本市でも低年齢児の保育ニーズが高ま

り、配置基準（0歳児3人に対して保育士1名、1歳児2歳児6名に対して保育士1

名）に基づき人員配置を行うためには保育士が不足している状況です。

　一時預かりでの受け入れ条件「普通食が食べられる」については、アレルギーのお子

さんを安全に受け入れるためには、加配保育士を確保し、医師の診断書の確認や保

護者との面談、個別に対応した食事・おやつの提供等の体制を整備する必要がある

ため、現在、受け入れができていませんが、今後、体制が整い次第、受け入れの拡充

を図っていきたいと考えております。なお、お子さんの状況により、食事やおやつの時間

を除いた時間帯での利用が可能な場合もありますので、ご相談ください。

　また、「一人歩きができる」という条件は、園庭等での集団生活に対応できるように

設けておりましたが、今後は「1歳以上は可能」という条件で検討していきたいと思いま

す。

　今後も、継続的に臨時職員を募集し、保育士の確保とサービスの拡充に努めてい

きたいと思います。

子育て支援課
R1.10.17～Ｒ

1.12.19の投稿
－

24 専用ＨＰ 3歳 女 要望

保内保育所、だんだんの駐車場について

保内保育所、だんだんの駐車場から出る時ですが、右側から来る車が、建物

により見にくいため、少し道路に出て確認しないといけません。一時停止して

ゆっくり出ているものの、ビューととばして直進してくる車も多いため、ひやっとす

ることもあります。ゆめみかん入口側にミラーがあれば、あまり道路に出なくても

確認できできるので、子供達の安全のためにも設置を希望します。

　ご意見ありがとうございます。

　「だんだん」の駐車場は、時間帯により車の出入りが多くなることもあり、安全な送迎

のために、駐車場出口側路面に「一時停止（とまれ）」を表示しています。一時停

止して安全確認をお願いします。ミラーの設置については、ご意見を踏まえ検討してい

きます。 子育て支援課
R1.10.17～Ｒ

1.12.19の投稿
－
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25 専用ＨＰ

八幡浜市内の全小学校、中学校は冷暖房設備は整っているのでしょうか？

子供が小学校、中学校通う際特に夏は熱中症が心配です。

もしない小、中学校は現にどんな対策されてるのでしょうか？熱中症になった

子供は0でしょうか？今後つけるようにしていくのですか？

　令和元年度、八幡浜市内の全ての小・中学校にエアコンを設置する工事が完了

し、基本的に夏は２６度～２８度、冬は１８度～２０度になるように使用していま

す。また、熱中症対策として、小学校にミストシャワー、中学校には製氷機、そして、

経口補水液を各学校に配備するようにしています。
学校教育課

R1.12.19～

R2.3.20の投稿
－

26 専用ＨＰ

エンゼル広場の時は職員さんが子供には勿論ですが、保護者の方にもたくさ

ん話しかけてくれていて、とても行くのが楽しみでしたが、大きさが違うと言われ

ればそうですが…

たんたんと仕事をしてればいいという雰囲気が凄くて、とても行きにくくなってしま

いました。

中には感じのいい職員さんもいるのでみんながそうではないですが、もう少し小

さい子の保護者に寄り添うことは難しいのでしょうか？

　「エンゼル広場」は乳幼児を対象とした施設でしたが、保内児童センター「だんだん」

は、０～１８歳までの誰でも利用できる施設となっております。職員も運営に尽力し

ておりますが、大きな施設となり、利用者も増え、幅広い年齢層への対応で配慮が足

りなかったところもあったかと思います。

　今後とも、より多くの方に親しまれる施設となるよう取り組んでまいりますので、気軽に

お立ち寄りください。

子育て支援課
R1.12.19～

R2.3.20の投稿
－

27 専用ＨＰ 要望

保内保育所も、小学校のように緊急時等の伝言メールの配信をすぐにでもし

てもらいたいです。

新型コロナウイルスの現状でも分かるように、日々状況は変わります。しかし

保育所は、送迎時等にホワイトボードを確認するか、保育所からのお手紙を

頂くまで、どういう対応になるのか分からず、正直不安です。送迎も両親がで

きれば確認できるのですが、祖父母に頼む場合には、ホワイトボード等の情報

を確認できないことも多いと思います。

　今はいつ何が起こるか分からない時代です。災害時等に市の防災無線を

聞いて、親がお迎え等の判断するのではなく、保育所からの避難します等の

情報を直接送信してくれる仕組みを早急にお願いします。

 保育所では、行事の中止や緊急時のお知らせ等は、電話で行っておりましたが、子ど

もたちの安全・安心を守り、有事の際に、スピード感をもって対応できるよう、ご意見の

とおり、小学校のような緊急時メール配信を導入したいと思います。

 今後「緊急保護者メール」を有効に活用していきますが、災害時は、子どもの安全確

保が最優先で、職員は子どもの避難誘導を行いますので、瞬時に詳細な情報を配

信できないこともありますので、災害時の避難行動については、各園から配布している

「災害時のマニュアル」で避難場所や行動について、事前に確認をお願いします。

　緊急保護者メールの登録等について、詳細は各園からご案内します。

子育て支援課

R2.3.20～

R2.5.21までの投

稿

－

28 専用ＨＰ

緊急事態宣言が出た際、 保育所等の利用制限の文書が出ましたが、制限

解除後の文書がでていないため、みんな遠慮してか土曜日に通所させる人が

少なく、私も通所させにくい状況です。利用状況を調べてもらって全体的に利

用が減っているようであれば、保護者に対し気兼ねなく利用できるような文書

を出してほしいです。

　保育所の土曜保育は、現在も通常通り行っております。保護者の勤務等で保育が

必要なお子さまをお預かりしていますので、直接保育所へお問い合わせください。

　今後も新型コロナウイルスの感染拡大の状況により、ご協力をお願いすることもありま

すが、原則として保育が必要なお子さんはお預かりする対応をしていますので、気兼ね

なくご利用ください。

※メールアドレスが記載されていたため、8月18日にメールにて回答させていただきまし

た。

子育て支援課
R2.5.21～

R2.8.5までの投稿
－

29 専用ＨＰ

オムツ代を補填してくれる応援券、とても助かってます。

ありがとうございます。

ただ、ただでさえ荷物が多いママたちに冊子ごと持ち歩けというのはとても大変

です。

すぐには難しいと思いますが、アプリなどのバーコード決済などで対応できるとと

ても助かります。

2人目用に配布してくれたのはわかりますが、上の子のオムツの購入にも使え

るようにして欲しいです。購入するお店によって対応が違います…

　現状の応援券（冊子）に代わるアプリやバーコード決済の導入については、現在予

定しておりません。利用者のご意見やキャッシュレス化の動向等を踏まえるとともに、導

入コスト等も含めた総合的な観点から検討を行う必要がありますので、御理解願いま

す。

　また、この助成事業は、愛媛県、県下市町、地元企業が連携して子育て世帯を応

援するもので、第２子以降のお子さんを対象として交付しております。ご利用に際し

て、ご不明な点がありましたら、子育て支援課までご連絡ください。

子育て支援課

R2.8.5～

R2.9.24までの投

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

30 専用ＨＰ

以前耳にしたことがあるのですが、休日保育利用児が一人のときは断られると

きがあるとききましたが、本当でしょうか？

現状をおしえていただきたい。

もし事実であるならば○人以下の休日保育は利用できないと明言すべきで

す。

祝日や日曜に仕事をされている共働き家庭もいるはずです。

その中で利用できないのであればホームページ等で明言してもらうことで職場

にも掛け合う等配慮してもらうこともできるのではないでしょうか。

市にもしっかり現状を把握してもらい、教えてもらいたいです。

　現在、八幡浜市では白浜保育所で休日保育を実施しています。休日保育は、市

内の保育所を利用している方で、日曜や祝日に就労等により家庭で保育できないお

子さまをお預かりしています。ご利用が一人でもお預かりしていますが、利用申込書を

利用希望日の1ヶ月前から２日前までに提出していただいていない場合や、書類がそ

ろっていない場合などはお断りをすることもありますのでご注意ください。（ただし、２日

前が土日、祝日にあたる場合は、その直前の開所日までとなります。）

　何かわからないことなどありましたら、直接白浜保育所にお問合わせいただくか、子育

て支援課までご連絡ください。

子育て支援課

R2.8.5～

R2.9.24までの投

稿

－

31 専用ＨＰ

神山幼稚園の閉園には反対です。  市内の幼稚園の園児数は、 少子化と幼児教育無償化の影響により、私立幼稚園

は増加傾向にある一方、公立幼稚園は、年々減少している状況です。特に、神山

幼稚園は、来年度に年長となる在園児が少数であり、新園児も多く見込めないことか

ら　今後の運営については、令和3年度の応募状況（新園児の申込み）を踏まえて

判断することとしていました。

　令和3年度の募集を行った結果、4歳児7名・5歳児4名・合計11名で、新園児の

申し込みもあったため、複式学級として継続して運営し、今後の運営については、令

和4年度の申し込み状況によって検討していきます。

　公立幼稚園の運営については、子どもたちにとってより良い教育環境となるよう、今

後の園児数と保護者の方の意見を伺いながら判断したいと思いますのでご理解願い

ます。

※8/30に記事へのコメントととして投稿されていましたので、子育て応援ポストへの投

稿として回答させていただきました。

子育て支援課

R2.8.5～

R2.9.24までの投

稿

－

32 専用ＨＰ

保内保育所の園庭にもっと遊具を増やしてあげてほしいです。

せっかく園庭は広いのですが、他の市外の保育所や幼稚園に比べ、これといっ

た遊具がないと思います。

特にブランコは、近くの公園になかったり、使えなかったりするところが多く、体験

できずにいる子もいると思います。遊具があると危険性もありますが、それも勉

強なので、いろいろなものに触れる体験がもっと保育所内でできたら嬉しいで

す。

　遊具の設置については、安全上、遊具ごとに設置基準が定められ、安全領域（遊

具の安全な利用に必要とされる空間で、子どもが遊具から落下したり飛び出したりし

た場合に到達するとされた範囲）の確保が必要とされています。

要望されているブランコは、筋力・平衡感覚や社会性が身につく等、様々な効果があ

りますが、広いスペースを必要とするため、園庭を広く使う運動会等の行事や子どもた

ちの活動に支障をきたすことから設置していません。

　今年度は、体を使って遊べる遊具として、可動式の鉄棒を購入しました。

今後も遊具の設置を含め、子どもたちの健康増進を図るために様々な体験ができる

環境の整備に努めていきますので、ご理解願います。

　保内町には、楠町緑地広場・大竹ちびっこ広場・神越公園に、ブランコを設置して

おりますので、そちらもご利用いただけるかと思います。

子育て支援課

R2.12.9～

R3.1.27までの投

稿

－

33 専用ＨＰ 4歳・2歳・0歳 女・男・女 要望

同じ月齢の子どものママと友達になりたいのですが、出会いの場がなくて困って

います。

（地域の子育てサロンは休止中だし、児童館のイベントは人数制限があり、

バルーンその後は第1子のみの参加）

児童館に遊びに行っても、上の子を追いかけ回していて、誰かに話しかける余

裕はありません。

児童館にママ友募集用の掲示板の設置はできないのでしょうか？

もしくは『なかよしランド』に募集のコメントを載せるなど。

例えば

・ママ友を募集したい人、サークルを作りたい人がコメントを載せる

・連絡先（LINE ID等）は児童館職員に伝えておく

・興味を持った人が児童館職員に連絡先を教えてもらい、自ら連絡する

・または、職員が児童館で会う日時をセッティングする

個人情報を預かるのは～とか意見があると思いますが、前向きな検討をお願

いします。

昨年はコロナ禍にあり、子育て中のママさんたちの出会いの場を作る活動が制限され

ていました。来年度からは、新人ママたちのためのサークル、第２子からのママたちのた

めのサークルを、人数制限を設けながらですが活動できるよう準備を進めていますの

で、ぜひご参加ください。また、「独自のサークルを作りたい」、「ママ友掲示板を作りた

い」という要望ついては、利用者の声を伺いながら、交流につながる活動を検討したい

と思います。

子育て支援課

R3.1.27～

R3.3.23までの投

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

34 専用ＨＰ 4歳・2歳・0歳 女・男・女 要望

商店街付近（図書館・文化活動センター）に授乳室および簡易的な飲食

スペースが欲しいです。

商店街が古いお店が多く、大人一人で乳児・幼児を二人以上連れて行ける

お店がないように思います。

テイクアウトして自宅で食べればいいのかもしれませんが、せっかく外出したのだ

から商店街で食べてしまいたいです。

アーケードがあるので雨の日でも散歩できるし、子どもが一人の時はよく連れ

歩いていましたが、三人になった今では行くことがほとんどなくなりました。

子どもと休憩できるスペースができたら嬉しいなと思い、要望します。

商店街付近の公共施設における授乳室及び飲食スペースについて、市民文化活動

センター（開館時間9：00～22：00、月曜休館）内には、1階に授乳スペース、

2・3階ホワイエと屋上広場に飲食可能なスペースを整備していますので、ぜひご利用く

ださい（現在は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため飲食は一部制限しておりま

すのでご了承ください）。

また、銀座商店街には、NPO法人が運営する「やわたはま銀座バスケット」という子育

て支援拠点が整備されており、絵本のリサイクルブックカフェ「Re本Day」などの定期的

なイベントを開催しています（現在は。毎月8日の9時～15時にオープン）。やわたは

ま銀座バスケット内は、飲食が可能になっており、授乳やおむつ交換のスペース・キッズ

スペースも設けていますので、都合が合う際にはぜひご利用ください。詳細は、やわたは

ま銀座バスケット公式ホームページをご確認ください（URL)。

子育て支援課

R3.1.27～

R3.3.23までの投

稿

－

35 専用ＨＰ 4歳・2歳 女・男 要望

栗野浦で土砂崩れが起きましたね。

もし児童館に向かっていた子どもが巻き込まれていたらと考えると、ぞっとしま

す。

以前から危険だから移転・新設などの要望があるのに、どうして進まないので

しょうか？

早急に対処すべき事案だと思います。

八幡浜児童センターについては平成１５年に開所しており、比較的施設は新しいも

のですが、利便性等の問題から、市内中心部への移転の要望もあるため、子どもたち

が安全に通える施設の整備を検討しているところです。保育所や小中学校の統廃合

と併せて、計画的に進めていきたいと思っています。

土砂崩れについては、県の土木事務所に早急な対応を依頼しておりますので、しばら

くの間ご不便をおかけしますがご理解願います。

子育て支援課

R3.1.27～

R3.3.23までの投

稿

－

36 専用ＨＰ 男・男・男・男・男 要望

双岩小学校と神山小学校が合併する予定はないか。 双岩小学校の神山小学校への統合につきましては、平成30年2月に策定しました

「八幡浜市学校再編整備第二次実施計画」において、平成31年4月1日統合とし

ておりましたが、保護者の理解が得られなかったため、令和4年4月1日統合に延期し

ております。

令和2年度においては、7月にＰＴＡ役員と市教育委員会による学校再編座談会

（出席者８名）を、10月には小学校保護者説明会（出席者16名）を開催し、

複式学級の解消、スクールバスによる安全な通学支援などを説明し、子どもたちにとっ

てよりよい教育環境の整備の実現を訴えましたが、地元に小学校がなくなること等、抵

抗のある保護者も多く、統合への理解を得ることができませんでした。

令和3年2月に実施した双岩小学校保護者アンケートの結果は、賛成が13、反対

が11、その他が2となっており、賛成が反対を上回りましたが、賛成が3分の2に達して

おりませんので、地区協議会へ進めることができませんでした。双岩保育所保護者アン

ケートの結果は、賛成が3、反対が1となっております。賛成が3分の2に達しましたら、

地域の代表者で組織される地域協議会で約1年間統合への協議を行い、過半数の

賛成を得ましたら統合合意書に調印し、その後、約1年をかけて両校の交流事業を

行い統合します。このため、保護者の理解を得てからでも、最短で約２年後に統合と

なります。

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、保護者への説明が困難な状況となっておりま

すが、今後も、保護者説明会を開催し、保育所でもアンケートを実施し、統合を進め

て参ります。

なお、双岩地区児童の神山小学校への入学につきましては、やむを得ない理由により

市教育委員会が特別に認めた場合にのみ校区外通学が可能となりますので、ご理

解ください。

学校教育課

R3.3.24～

R3.5.27までの投

稿

－

37 専用ＨＰ 要望

双岩小学校と神山小学校の合併について、双岩保育所に通っていない未

就学児を養育している双岩地区在住者にアンケートを実施してほしい。

双岩小学校に兄弟姉妹がいない未就学児の保護者に対して、郵送で神山小学校

との統合に関するアンケートを実施します。
学校教育課

R3.5.28～

R3.8.4までの投稿
－



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

38 専用ＨＰ 要望

神山幼稚園の廃園に反対する。 　市内の幼稚園の園児数は、少子化と幼児教育無償化の影響により、私立幼稚園

は増加傾向にある一方、公立幼稚園は年々減少している状況です。特に減少が著

しい神山幼稚園は、昨年度、閉園の可能性がある旨を明示して新園児を募集し、

状況をみていましたが、来年度も新園児が多く見込めないことから、今後の運営が難

しく、今年度をもって閉園する予定です。また、来年度からは同じ地区内にある神山

保育所と統合し、認定こども園に移行する予定です。移行した認定こども園と保内幼

稚園は、来年度から3歳児（幼稚園認定1号）についても受け入れる予定です。詳

細については、10月に開催する子ども子育て会議の情報としてホームページに掲載し

ます。入園の申し込み案内は11月広報に掲載しますので、ぜひご覧ください。

※7/17に記事へのコメントととして投稿されていましたので、子育て応援ポストへの投

稿として回答させていただきました。

子育て支援課
R3.5.28～

R3.8.4までの投稿
－

39 専用ＨＰ 要望

保育所に提出する書類をより簡略化できないか、もし、書類が簡略化できな

いのであれば、書類の様式をダウンロードすることはできないか。

申込書類は国が定める様式に則しているため、簡略化することができません。申込書

類のダウンロードについては「はまっこ」サイト内の「令和4年度保育所等入所児童募

集のご案内」にエクセルもしくはワード形式で様式を掲載します。「はまっこ」サイトへの

掲載時期は10月下旬を予定しています。

「はまっこ」とは、八幡浜市の子育てに関する情報を集約している子育て応援サイトで

す。保育所や児童センター、放課後児童クラブなどの情報を掲載しています。

サイトはこちら→https://hamacco.info/

子育て支援課
R3.5.28～

R3.8.4までの投稿

R4年度保育所

等募集ページで

様式を掲載

40 専用ＨＰ 2歳、0歳 女、男 要望

保育所の途中入所の仕方を教えてほしい。

また、保育所の案内をもう少し丁寧にしてほしい。

途中入所の申し込み方法は2通りあります。

（１） 途中入所登録（入所希望月の前々月に仮決定　・R3年度の登録申込は

令和3年3月31日まで受付）

　　対象者

①保護者が育児休業取得後に休業前の職場に復帰することが確実で、入所希望

月時点で満一歳の子に限る

② 農繁期のみの保育を希望　※農繁期保育終了後、退所

（２）随時受付（希望月の前月10日までの受付）

　　対象者

上記以外の要件で保育を希望

途中入所登録の受付が終われば必ずご希望の保育所に入所できるというわけではな

く、（１）（２）で申し込みをされた方の中から毎月入所選考を行い、選考基準

点の高い方から入所を決定します。その年度の保育所の園児数や保育士の数によっ

ても、ご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。

0歳児の途中入所をご希望の場合、出産前等、事前に途中入所登録の書類をお

渡しすることはできますが、入所登録にはお子さんのお名前が必要となりますので、出

生届をされるときに子育て支援課で入所登録の受付をしてください。

子育て支援課
R3.5.28～

R3.8.4までの投稿
－



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

41 専用ＨＰ 要望

旧保内町の保育所跡地を有効活用してほしい。

だんだん近隣に児童でも容易に使える電話機を設置してほしい。

　旧宮内保育所、旧川之石保育所、旧喜須来保育所の跡地利用については、現

在、検討中です。なお、建物の建設には、電源立地交付金を活用していることから、

財産処分期間での目的外使用については国との協議が必要となります。

　児童センターでは、私用電話、FAXの取り次ぎ、私的事項の伝言等はお断りしてい

ます。ただし、緊急の場合は児童センター職員にお声掛けください。

　お近くの公衆電話としては、八幡浜市中央公民館保内別館にプッシュ式電話（携

帯電話への発信不可）、ゆめみかんロビーにダイヤル式電話がありますので、ご利用く

ださい。

※8/4に記事へのコメントととして投稿されていましたので、子育て応援ポストへの投稿

として回答させていただきました。

子育て支援課
R3.5.28～

R3.8.4までの投稿
－

42 専用ＨＰ 要望

校区外通学の申し立てを10月以前に出来ないか。10月の入学前健康診

断前に

八幡浜市では、住所地の校区に基づき、就学すべき学校を指定していますが、個々

の事情によっては、校区外通学が認められる場合があります。

新入学児童に係る校区外通学について、その許可申請書の提出は、10月からの受

付とさせていただいています。これは、教育委員会において、どのお子さんがどの学校に

行くかを調査する「学齢簿」を、学校教育法の規定により10月１日時点の住民票を

もとに作成しているからです。

ただし、10月より前でも校区外通学の相談は受け付けていますので、希望される場

合は、いつでも保内庁舎３階学校教育課までお越しいただくか、お電話（☎21-

6862）をいただければと思います。

なお、校区外通学が認められる事情については、八幡浜市ホームページをご参照くだ

さい。

学校教育課

R3.8.4～

R3.9.30までの投

稿

－

43 専用ＨＰ 5歳 男 要望

子供の自転車の練習が出来る広場などはありますか？ 双岩にある「八幡浜スポーツパーク」はいかがでしょうか。

八幡浜スポーツパークは地面がグラウンドと舗装された場所があり、上達に応じて練習

場所を選ぶことができます。また、敷地が広いため、安全に練習することができます。

生涯学習課

R3.10.1～

R3.11.26までの

投稿

－

44 専用ＨＰ 4歳 男 要望

双岩地区に学童がないのは困ります。学童がないことを理由に校区外通学

を行うことは認められませんか。

校区外通学が認められる事情については、八幡浜市ホームページに掲載している通り

となりますので、学童保育がないという理由は校区外通学ができる事由に当てはまりま

せん。

　双岩地区では、双岩地区公民館内で平日15時から18時まで児童を預かる見守

り事業を実施しています。詳しい内容については、双岩地区公民館にお問い合わせく

ださい。ただし、長期休業中については、市内8ヶ所ある放課後児童クラブや休日子ど

もクラブをご利用いただければと思います。

八幡浜市HP校区外通学について

http://www.city.yawatahama.ehime.jp/docs/2014080700017/

はまっこ放課後児童クラブhttp://hamacco.info/2021/01/07/%

やわたはま銀座バスケットHPhttps://y-ginzabasket.com/

学校教育課

子育て支援課

R3.10.1～

R3.11.26までの

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

45 専用ＨＰ

子育て応援ポストの投稿一覧について

これまでの意見を一覧にして、新しいものだけでなく、昔の問い合わせについて

も確認できるのはありがたい。

ただ、以前の回答時点から更に制度が変わっていたりするものについてなんの

追記もないまま投稿されており、現在の補助内容や対策がわかりづらい。

（子育て医療補助など）

当初の回答後に新しく補助ができた、変化があった項目については、一覧とし

て公開する際には「現在の対応状況」欄にでも最新の状況を記載してほし

い。

過去の意見について、回答内容が「現在の対応状況」と異なる場合は、現在の対応

状況の欄に随時記載していきます。

子育て支援課
R3.11.26～

R4.2.4までの投稿
－

46 専用ＨＰ その他

子育て応援ポストのページが令和3年9月以降、更新されていません。

この事業は終わったのでしょうか？

現在、2ヶ月に一度、ポストの回収を行っており、都度、応援ポストのページに回答を

投稿しています。

出来るだけ早く更新していきますので、ご理解よろしくお願いします。

子育て支援課
R3.11.26～

R4.2.4までの投稿
－


