
問１３　自由記述欄

市政に関するご意見やご感想（９４件）

番号 年代 性別 ご意見・ご感想 担当課 回答

1
30

代

女

性

詳しい条件を記述してあるホームページがあるといいと思いま

す。
保育課

幼児教育・保育の無償化の

・市ホームページのＵＲＬは下記となりますので、ご覧くださ

い。

http://www.city.abiko.chiba.jp/kosodate/children/preschool/m

ushouka-new.html

・なお、内閣府の特設ホームページのURLは、下記となります。

https://www.youhomushouka.go.jp/

2
50

代

女

性
将来性のある子供にだけ補助を出したらどうでしょうね？ 保育課

人はそれぞれたくさんの可能性があると思っております。今回の

幼児教育・保育の無償化により、3歳以上の幼児全てが無償化とな

り平等に教育・保育を受けられるようになることで、子ども達に

質の高い幼児教育の機会を保障することは極めて重要だと思って

おります。

3
30

代

女

性

無償化は有難いが、結局バス代や給食費がかかるから無償になっ

た気分にはならない。
保育課

国は、バス代や給食費などの取扱いについては、これまでも基本

的に、施設による徴収又は保育料の一部として保護者に負担いた

だいてきたことから、幼児教育・保育の無償化に当たっても、こ

の考え方を維持することとしました。ただし、副食材料費（おか

ず代など）は、年収３６０万円未満相当世帯の子ども及び所得階

層にかかわらず、第３子以降の子どもについては負担減免の制度

があります。

http://www.city.abiko.chiba.jp/kosodate/children/preschool/mushouka-new.html%E3%83%BB%E3%81%AA%E3%81%8A%E3%80%81%E5%86%85%E9%96%A3%E5%BA%9C%E3%81%AE%E7%89%B9%E8%A8%AD%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%AEURL%E3%81%AF%E3%80%81%E4%B8%8B%E8%A8%98%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
http://www.city.abiko.chiba.jp/kosodate/children/preschool/mushouka-new.html
http://www.city.abiko.chiba.jp/kosodate/children/preschool/mushouka-new.html%E3%83%BB%E3%81%AA%E3%81%8A%E3%80%81%E5%86%85%E9%96%A3%E5%BA%9C%E3%81%AE%E7%89%B9%E8%A8%AD%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%AEURL%E3%81%AF%E3%80%81%E4%B8%8B%E8%A8%98%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
http://www.city.abiko.chiba.jp/kosodate/children/preschool/mushouka-new.html%E3%83%BB%E3%81%AA%E3%81%8A%E3%80%81%E5%86%85%E9%96%A3%E5%BA%9C%E3%81%AE%E7%89%B9%E8%A8%AD%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%AEURL%E3%81%AF%E3%80%81%E4%B8%8B%E8%A8%98%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
http://www.city.abiko.chiba.jp/kosodate/children/preschool/mushouka-new.html%E3%83%BB%E3%81%AA%E3%81%8A%E3%80%81%E5%86%85%E9%96%A3%E5%BA%9C%E3%81%AE%E7%89%B9%E8%A8%AD%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%AEURL%E3%81%AF%E3%80%81%E4%B8%8B%E8%A8%98%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
https://www.youhomushouka.go.jp/


4
30

代

女

性

現在、小学一年生の子供がいます。もっと早くに法案が可決して

ほしかったです。
保育課

対象ではないご家庭にとっては、確かにそう感じられると思いま

す。

国は少子高齢化という課題に正面から取り組むため、１０月に実

施された消費税率の引上げによる財源を活用し、子育て世代、子

ども達を大胆に支援することで、お年寄りも若者も安心できる全

世帯型の社会保障制度へと大きく転換するため、この時期になっ

たことをご理解いただければと思います。

なお、今回の無償化の対象とはなりませんでしたが、現在、高校

については高等学校等就学支援金制度があり、公立高等学校の授

業料を無償化（所得要件あり）、私立高等学校に就学支援金が支

給されています。

また、2020年4月から、私立高校等に通う生徒の「就学支援金」

の上限額の引上げ（所得制限あり）などの制度改正もされます。

5
30

代

男

性
わからないことが多すぎ！ 保育課

国の制度が複雑すぎて難しいですよね。幼児教育・保育の無償化

については市ホームページ「幼児教育・保育の無償化」にも掲載

していますので、ご覧いただければと思います。

http://www.city.abiko.chiba.jp/kosodate/children/preschool/m

ushouka-new.html

6
40

代

男

性

年代によって無償化の恩恵を受けられる人とそうでない人が出て

くる点、あまり納得いかない
保育課

幼児教育・保育の無償化は、国の「新しい経済政策パッケージ」

（平成29 年12 月８日閣議決定）及び「経済財政運営と改革の基

本方針2018」（平成30 年６月15 日閣議）を踏まえ、10月からの

消費税率の引上げによる財源を活用した全世代型の社会保障制度

への取組の一環であると考えますのでご理解のほどよろしくお願

いいたします。

http://www.city.abiko.chiba.jp/kosodate/children/preschool/mushouka-new.html
http://www.city.abiko.chiba.jp/kosodate/children/preschool/mushouka-new.html
http://www.city.abiko.chiba.jp/kosodate/children/preschool/mushouka-new.html


7
40

代

女

性
国を待たずにもっと早く市では実施するべきだと思う 保育課

幼児教育・保育の無償化に関しては、10月からの消費税率の引上

げによる財源を活用するとしており、市が単独で実施するには財

政的に難しい施策です。

しかし、我孫子市はすでに単独の施策で、０歳から２歳までの市

民税非課税世帯の子どもたちは保育料を無償化しています。さら

に、保育料についても国基準より減免しておりますことをご理解

いただければと思います。

8
70

代

男

性

無償、無償と全面的に公に頼るのは良くない。子の扶養は親に有

るのを忘れてしまう。頼るのが当たり前になり次第にエスカレー

トするばかり、後に戻ることはほとんど不可能で有る。

保育課

国は少子高齢化という課題に正面から取り組むため、１０月に実

施された消費税率の引上げによる財源を活用し、子育て世代、子

ども達に大胆に支援することで、お年寄りも若者も安心できる全

世帯型の社会保障制度へと大きく転換しました。

子ども・子育て支援は、保護者が子育てについての第一義務的責

任を有するという基本的認識の下に、家庭、学校、地域、職域そ

の他の社会のあらゆる分野における全ての構成員が、各々の役割

を果たすとともに、相互に協力して行わなければなりません。ご

理解のほどよろしくお願いいたします。

9
40

代

女

性
対象の子供がいるので、大変助かります。 保育課 ご意見ありがとうございます。

10
60

代

女

性

幼児教育と幼児保育では、大きな違いがあるように感じていま

す。就学前は、同じような環境で教育なり、保育ができることを

望みます。

保育課

確かに同じような環境で教育や保育ができることで良いこともあ

ると思います。ただし、子どもにとってそれぞれに合った環境が

あることや家庭状況も違いますので、選べることの良さもあるこ

とをご理解いただければと思います。

11
40

代

女

性
なぜこの部分が無償になるのかが疑問。長続きするのかも疑問。 保育課

国は、「20 代や30 代の若い世代が理想の子ども数を持たない理

由は、「子育てや教育にお金がかかり過ぎるから」が最大の理由

となっており、幼児教育の無償化をはじめとする負担軽減措置を

講じることは、重要な少子化対策の１つである」としています。

ご理解のほどよろしくお願いいたします。



12
30

代

女

性

とても助かります。幼稚園に２人通わせているので、毎月の負担

額は相当でした…10月からは少しゆとりが持てそうです。
保育課 ご意見ありがとうございます。

13
70

代

男

性
対象の児童がいないので関心がなかった。 保育課

対象者がいないとなかなか関心は持たれないかと思います。も

し、今後お知り合い等で対象のお子さんがいるご家庭がありまし

たら、幼児教育・保育の無償化については市ホームページ「幼児

教育・保育の無償化」にも掲載していますので、ご紹介いただけ

ればと思います。

http://www.city.abiko.chiba.jp/kosodate/children/preschool/m

ushouka-new.html

14
30

代

女

性

こども園で2号認定の場合の給食費の補助してほしい。今補助があ

るのでそのまま続けてほしい
保育課

給食費に関しては、自宅で子育てしていても食事代はかかるもの

との考えから実費負担となりますことをご理解いただければと思

います。なお、副食材料費（おかず代など）は、年収３６０万円

未満相当世帯の子ども及び所得階層にかかわらず、第３子以降の

子どもについては負担減免の制度があります。

15
40

代

女

性

収入の面で預けることができない世帯の方々にはとてもいい制度

だと思う。しかし、CMなどでは無償化ばかりを前面に押し出し

ているのはどうかと思った。また、無償化以前に待機児童や待機

すらできない収入ある家庭には無償化より園数の拡大が先だと思

う。

保育課

幼児教育・保育の無償化については、市としても国の動向を見な

がら進めていければと思います。我孫子市は３３年間待機児童０

を堅持していますので、幼児教育・保育の無償化後も引き続き保

育ニーズの動向を踏まえ、待機児童ゼロの堅持に努めていきま

す。

16
30

代

男

性
2号は今まで通り給食の補助を続けてもらいたい 保育課

副食材料費（おかず代など）の取扱いについては、これまでも基

本的に、保育料の一部として保護者が負担していただいてきたこ

とから、幼児教育・保育の無償化に当たっても、この考え方を維

持することとされていますので、ご理解いただければと思いま

す。なお、年収３６０万円未満相当世帯の子ども及び所得階層に

かかわらず、第３子以降の子どもについては負担減免の制度があ

ります。

http://www.city.abiko.chiba.jp/kosodate/children/preschool/mushouka-new.html
http://www.city.abiko.chiba.jp/kosodate/children/preschool/mushouka-new.html
http://www.city.abiko.chiba.jp/kosodate/children/preschool/mushouka-new.html


17
30

代

女

性
給食費が高いので、そこも無償化にしてもらいたい。 保育課

給食費に関しては、自宅で子育てしていても食事代はかかるもの

との考えから実費負担となりますことをご理解いただければと思

います。

なお、副食材料費（おかず代など）は、年収３６０万円未満相当

世帯の子ども及び所得階層にかかわらず、第３子以降の子どもに

ついては負担減免の制度があります。

18
40

代

女

性

うちは今年2人目が幼稚園を卒業しました。5歳離れてたので、幼

稚園代は5年分丸々払いトータルで160万ほどの出費でした。もっ

と早くやって欲しかった。

保育課

幼児教育・保育の無償化は、国の「新しい経済政策パッケージ」

（平成29 年12 月８日閣議決定）及び「経済財政運営と改革の基

本方針2018」（平成30 年６月15 日閣議）を踏まえ、10月からの

消費税率の引上げによる財源を活用した全世代型の社会保障制度

への取組の一環であると考えますのでご理解のほどよろしくお願

いいたします。

なお、今回の無償化の対象とはなりませんでしたが、現在、高校

については高等学校等就学支援金制度があり、公立高等学校の授

業料を無償化（所得要件あり）、私立高等学校に就学支援金が支

給されています。

また、2020年4月から、私立高校等に通う生徒の「就学支援金」

の上限額の引上げ（所得制限あり）などの制度改正もされます。

19
30

代

女

性

我孫子市は現在預かり保育の半額補助があると思いますが、今後

預かり保育無償化が上限額付きで補助された場合認定されなかっ

たなど補助対象外になるなどあるのでしょうか。我孫子市は子育

てしやすいと思っています。これからも子育てを楽しめたらと思

います。

保育課

幼稚園等における預かり保育が無償化となるには、「保育の必要

性の認定」を受ける必要があります。「保育の必要性」とは「１

日４時間以上かつ月１６日以上」の就労や就学など現在の保育園

の入園基準と同じになります。無償化額の算定方法は1か月毎に

「預かり保育の利用日数×日額４５０円」を計算し、上限額は

１．１３万円となります。

なお、４~９月までの預かり保育の半額助成についても無条件で

はなく、就労等の要件があります。



20
40

代

女

性

インターナショナルスクールも教育内容で選択しているため、幼

稚園と同じ条件で対象としてほしい。
保育課

インターナショナルスクールについては、法令上の定義はなく、

その設置形態等は施設によって様々であり、今般の幼児教育・保

育の無償化の対象となるかは、それぞれの施設の設置形態や保育

の必要性等によって異なってきます。　例えば、幼稚園としての

認可を受けていれば、無償化の対象になりますし、認可を受けて

いなくても、乳幼児が保育されている実態がある場合、認可外保

育施設の届出があれば、保育の必要性のある子供については施設

等利用給付の対象となります。

21
30

代

女

性
市としての補填事業は考えていらっしゃるのでしょうか。 保育課

国の「幼児教育・保育の無償化」の範囲で施設利用料等の無償

化・副食材料費の負担減免等を行います。市単独事業としてその

他の補填事業は考えていません。

22
30

代

女

性

ある程度の情報はニュースや新聞で確認してましたが、詳細まで

は把握てきていないこともあるので、子育て支援センターなどに

て講座をもうけてほしい。

保育課

幼児教育・保育の無償化の詳細は、通園する園やご家庭により無

償化となる範囲が異なるため、個別に対応させていただきたいと

考えています。保育課や子育て支援センターの窓口、電話などに

お問い合わせください。なお、我孫子市には「子育てコンシェル

ジュ」を配置し、無償化のご相談にも対応しておりますのでご活

用ください。

23
40

代

女

性

保育料無償化は、大変ありがたいお話です。その分を、習い事や

家族の時間に使いたいと思います。
保育課 ご意見ありがとうございます。



24
40

代

女

性

無償化は素直にありがたく嬉しいですが、ある程度の負担があり

つつも質の向上の方がいいなとも思います。先生方のお給料も全

体的にあがると、モチベーションも上がり、自然と質も良くなる

かと考えたりもします。

保育課

保育の質の確保は、子どもの健やかな成長や人格形成の基礎を培

ううえで、何より重要と考えています。教育・保育の質の担保を

図るため、これまでどおり、県が保育園等の指導監査を毎年行う

とともに、２年に１度は市も同行し現地調査を実施していきま

す。さらに子ども・子育て支援新制度では、各保育園等に概ね５

年に１度、第三者機関による評価を受け、その結果をホームペー

ジ等で公表することを義務付けています。

また、保育士の研修、情報交換を定期的に実施することやキャリ

アアップ研修により処遇改善加算が受けられる等積極的に質の向

上に取り組める体制が作られています。

25
50

代

男

性

無償化は我孫子市の魅力ある町のアピールに良いと思うし高齢化

の人口比率を改善できると思う。。
保育課

今後とも我孫子市は子育て支援を重要施策として行っていきま

す。ご理解、ご協力をお願いいたします。

26
40

代

女

性
保育園をもっと増やして欲しい 保育課

現在の我孫子市の状況としましては、就学前児童数が減ってきて

いるのが現状です。市内全体の保育園定員数と、幼稚園の預かり

保育の利用により、パート勤務など就労形態によっては幼稚園の

利用も選択肢の１つとなることから、新たな保育園の整備は必要

ないものと考えています。

なお、幼稚園の預かり保育料は「保育の必要性の認定」を受けた

方は、1ヶ月ごとに「預かり保育の利用日数×日額450円」を計算

し、月額上限1.13万円まで無償化となります。



27
70

代

男

性

3～5歳時に関しては所得制限がないのはおかしい。所得に応じて

段階的にすべき。特に金持ちは今まで通りにすべきです。0～2歳

時については住民税非課税のみ無料ではなくて、もう少し拡大す

るのと施設を増やすべきです。税収入には限度があるので、その

中で色々と工夫すべきです。政府が単純に考えるのではなくて住

民の意見をもっと聞くべきです。

保育課

幼児教育の重要性や幼児教育の負担軽減を図る少子化対策とし

て、所得の高低を問わずに利用実態に応じた制度であることと住

民税非課税世帯への対応については、現役世代で所得の低い世帯

の割合が増え、経済的な支援が必要な子育て世帯も増えているこ

とによる制度であることをご理解いただければと思います。

我孫子市の就学前児童数は減ってきているのが現状です。施設に

ついては、市内全体の保育園定員数と、幼稚園の預かり保育の利

用により、パート勤務など就労形態によっては幼稚園も選択肢の

１つとなることから、新たな保育園の整備は必要ないものと考え

ています。

今後も必要に応じて、アンケートやeモニターなどを活用し、市民

のご意見を伺うことで、市の施策の参考にしたいと考えていま

す。

28
30

代

女

性

ありがとうございます。本当に助かります。高校も無償化すれ

ば、もう１人、大学も無償かすればさらにもう１人生みたいで

す。

保育課

現在、高校については高等学校等就学支援金制度があり、公立高

等学校の授業料を無償化（所得要件あり）、私立高等学校に就学

支援金が支給されています。

2020年4月から、私立高校等に通う生徒の「就学支援金」の上限

額の引上げなどの制度改正もされます。また千葉県では、一定の

要件を満たす世帯に「奨学のための給付金」を支給する制度や無

利子の貸付制度などがあります。

大学については、日本学生支援機構や各大学の貸付制度などがあ

ります。

2020年4月から、一定の要件を満たす世帯の学生に対し、大学の

授業料減免や、給付型奨学金が拡充されます。

29
30

代

女

性

大変ありがたいです。我孫子市は私立幼稚園しかなく、公立に比

べて倍以上の保育料でした。これから無償化になる保育料分を別

の資金に充てられる。

保育課 ご意見ありがとうございます。



30
40

代

女

性

昨年まで幼稚園の子供がいました。いつ無償化されるのか待って

いましたが間に合いませんでした。残念でした。
保育課

幼児教育・保育の無償化は、国の「新しい経済政策パッケージ」

（平成29 年12 月８日閣議決定）及び「経済財政運営と改革の基

本方針2018」（平成30 年６月15 日閣議）を踏まえ、10月からの

消費税率の引上げによる財源を活用した全世代型の社会保障制度

への取組の一環であると考えますのでご理解のほどよろしくお願

いいたします。

なお、今回の無償化の対象とはなりませんでしたが、現在、高校

については高等学校等就学支援金制度があり、公立高等学校の授

業料を無償化（所得要件あり）、私立高等学校に就学支援金が支

給されています。

また、2020年4月から、私立高校等に通う生徒の「就学支援金」

の上限額の引上げ（所得制限あり）などの制度改正もされます。

31
30

代

女

性

認定幼稚園になったとたんに教育の質が低下しているように感じ

る。（認定幼稚園になるとお昼寝なしで長時間幼稚園にいる子ど

もがいるので活動に制限がかかるとの幼稚園の回答）無償化でこ

れ以上低下しないように市でも監督してほしい

保育課

市民の方から左記の意見がありました、と認定こども園に周知い

たします。

また、私立幼稚園及び認定こども園はそれぞれ教育方針や保育方

針が違いますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。

32
40

代

女

性
もう少し前に制定されて恩恵に預かりたかった。 保育課

幼児教育・保育の無償化は、国の「新しい経済政策パッケージ」

（平成29 年12 月８日閣議決定）及び「経済財政運営と改革の基

本方針2018」（平成30 年６月15 日閣議）を踏まえ、10月からの

消費税率の引上げによる財源を活用した全世代型の社会保障制度

への取組の一環であると考えますのでご理解のほどよろしくお願

いいたします。



33
30

代

女

性

保育料が無償化した分で、子供のために使えるお金があるのは助

かります。少し無償化とは話がそれますが、小中学校では給食会

計は年度末に報告されていますが保育園は報告はないのはなぜな

のか気になります。

保育課

給食会計報告（公立は年度末に実施）については、園により対応

は違っているかとは思いますが、これまで保育料の中に副食費

（おかずやおやつ等）が含まれていたことや主食費（ごはんやパ

ン等）については、給食提供のみならず、現物（お米等）の持参

が可の園があったり、実費徴収分については集金時の領収印に代

えていたりということもあるかと思います。

34
40

代

男

性
財源の確保はどうするのか 保育課

幼児教育・保育の無償化の財源は、10月からの消費税率の引上げ

による財源を活用します。具体的には、国１／２・県１／４・市

１／４で負担します。

35
40

代

女

性

自分の子に関わる事は調べて理解しているが、他は今回勉強にな

りました。
保育課 ご意見ありがとうございます。

36
30

代

女

性

無償化は本当に助かります。幼稚園のホームページ等に実際支払

う月々の学費等をわかりやすく記載して頂けると、これから入る

方たちは分かりやすいと思います。

保育課
幼稚園のホームページ等はよりわかりやすく記載していただける

よう各幼稚園に働きかけていきます。

37
40

代

女

性

市からのチラシは7月中頃にもらいましたが、保育料以外の費用に

関する支払いなど具体的な案内が来ない。対応が遅いと思う。
保育課

国の動向を見ながらの決定となるため、ご迷惑おかけいたします

が、ご理解いただければと思います。

38
50

代

男

性
全て無償化は必要無いと思う。 保育課

幼児教育・保育の無償化は、全て無償化ではなく保育料や使用料

には無償化の上限額があります。また、通園送迎費、食材料費、

行事費などこれまでも保護者の負担となっていましたが、今後も

保護者の負担になります。

39
40

代

女

性
他にお金の使い道があるはず。 保育課

幼児教育・保育の無償化は、国の「新しい経済政策パッケージ」

（平成29 年12 月８日閣議決定）及び「経済財政運営と改革の基

本方針2018」（平成30 年６月15 日閣議）を踏まえ、10月からの

消費税率の引上げによる財源を活用した全世代型の社会保障制度

への取組の一環であると考えますのでご理解のほどよろしくお願

いいたします。



40
70

代

男

性

既に決定されたことなのでいかんともしがたいですが、予算は増

税しなくても大丈夫ですか？また、その分、他の市民サービスが

低下しないか心配です。年金収入だけで、生活していますので我

孫子市への各種税金の納付額が増えるのはきついです。自分が若

いころはこのような援助はなかったのですが、支援対象を外国人

には適用しないよう運用してください。外国人にこのような支援

をする国はありません。よろしくお願いします。

保育課

予算は９月補正で増額補正を組んでいます。幼児教育・保育の無

償化は国の事業であり、財源は国１／２・県１／４・市１／４で

負担します。今年度は県１／４・市１／４の分は臨時交付金とし

て国から交付金が交付されます。このことから、他の市民サービ

スへの影響はないものと考えます。なお、幼児教育・保育の無償

化の対象者は国の基準どおりとなります。

41
80

代

男

性

国の将来の為非常に良いことだと思います。市も積極的に協力し

たらと思います。
保育課 市としても国の動向を見ながら進めていければと思います。

42
80

代

女

性
無償化より保育者の報酬を上げ良い労働条件いすべきと考えます 保育課

我孫子市では、市内の私立保育園・認定こども園・小規模保育事

業所に勤務する保育士等に対して、勤務期間・勤務条件により金

額は異なりますが、給与加算手当補助制度や市内の保育所等を経

営する事業者が借り上げた宿舎に、雇用した保育士・保育教諭が

入居した場合、一人当たり82,000円を上限に補助する保育士宿舎

借り上げ支援制度を設けています。

（参考）

http://www.city.abiko.chiba.jp/shisei/shinososhiki/hoikuen/wa

takushiritsu.html

43
70

代

男

性
よくわかりません 保育課

国の制度が複雑すぎて難しいですよね。幼児教育・保育の無償化

については市ホームページ「幼児教育・保育の無償化」にも掲載

していますので、ご覧いただければと思います。

http://www.city.abiko.chiba.jp/kosodate/children/preschool/m

ushouka-new.html

http://www.city.abiko.chiba.jp/shisei/shinososhiki/hoikuen/watakushiritsu.html
http://www.city.abiko.chiba.jp/shisei/shinososhiki/hoikuen/watakushiritsu.html
http://www.city.abiko.chiba.jp/shisei/shinososhiki/hoikuen/watakushiritsu.html
http://www.city.abiko.chiba.jp/shisei/shinososhiki/hoikuen/watakushiritsu.html
http://www.city.abiko.chiba.jp/shisei/shinososhiki/hoikuen/watakushiritsu.html
http://www.city.abiko.chiba.jp/shisei/shinososhiki/hoikuen/watakushiritsu.html


44
40

代

女

性

無償化はとてもありがたいです。我孫子市内に子育て施設が４つ

ありますが、駅から近いのは魅力ですが、多少駅から離れていて

も車で気兼ねなくいけるような場所にも遊び場があるといいなぁ

と思います。

保育課

にこにこ広場（我孫子駅）、すくすく広場（天王台駅）、わくわ

く広場（湖北駅）の３施設は駅の比較的近くにありますが、新木

駅と布佐駅の間にあるすこやか広場は駐車場をご利用いただけま

す。すこやか広場は布佐南小学校内にあり、車をご利用の方には

駐車利用カードをお渡ししていますので、広場職員にお声がけく

ださい。また、アビイクオーレ（イトーヨーカドー南口店）の２

階にあるにこにこ広場は、有料になりますが、駐車場がご利用い

ただけます。

45
30

代

女

性
不安なく子育てが出来ており環境は良いと感じます。 保育課 ご意見ありがとうございます。

46
60

代

女

性
対応が大変かと思いますが、しっかりと査定をお願いします。 保育課

幼児教育・保育の無償化の対象者に漏れがないよう事務をすすめ

ていきます。

47
80

代

男

性
年収1,000万円以上ある方は有料に 保育課

幼児教育・保育の無償化は、国の「新しい経済政策パッケージ」

（平成29 年12 月８日閣議決定）及び「経済財政運営と改革の基

本方針2018」（平成30 年６月15 日閣議）を踏まえ、10月からの

消費税率の引上げによる財源を活用した全世代型の社会保障制度

への取組の一環であると考えますのでご理解のほどよろしくお願

いいたします。

48
40

代

女

性

高校の無償化も含めて、いつまで続くのか分からない無償化を、

新たにやる意味があるかと思う。無償化に慣れた頃廃止となった

ら、その時の負担増の方がダメージが大きいと思う。幼稚園、保

育園が無償だから子ども産もうとはならない。親は成人するまで

を考えてます。その後の自分たちの子どもに負担をかけない生活

を考えてます。   新たに無償化するより、今ある年金制度を不安

にさせないでほしいと思いました。

保育課

幼児教育・保育の無償化は、国の「新しい経済政策パッケージ」

（平成29 年12 月８日閣議決定）及び「経済財政運営と改革の基

本方針2018」（平成30 年６月15 日閣議）を踏まえ、10月からの

消費税率の引上げによる財源を活用した全世代型の社会保障制度

への取組の一環であると考えますのでご理解のほどよろしくお願

いいたします。



49
60

代

女

性

年収の多い家庭は除外すべきだと思うが、そのような条件付なの

だろうか。
保育課

　幼稚園、保育園、認定こども園等を利用する３歳から５歳まで

全ての子どもたちの利用料が無償化されます。よって、年収や所

得額による制限はありません。

　国は「幼児教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培うものであ

り、子供たちに質の高い幼児教育の機会を保障することは極めて

重要である。」としていることから、ご理解のほどよろしくお願

いいたします。

50
50

代

男

性
若い世代は給料も安い中の子育てなのでとても良いと思います。 保育課 ご意見ありがとうございます。

51
30

代

男

性

無償化よりも、近くの希望する保育園に預けられる、長時間預け

られるといった環境の方が重要だと思う。
保育課

現在の我孫子市の状況としましては、就学前児童数が減ってきて

いるのが現状です。市内全体の保育園定員数と、幼稚園の預かり

保育の利用により、パート勤務など就労形態によっては幼稚園の

利用も選択肢の１つとなることから、新たな保育園の整備は必要

ないものと考えています。

なお、幼稚園の預かり保育料は「保育の必要性の認定」を受けた

方は、1ヶ月ごとに「預かり保育の利用日数×日額450円」を計算

し、月額上限1.13万円まで無償化となります。

52
30

代

女

性

わかりにくい。ややこしい。自分の家庭はどこに当てはまるの

か、チャートを作ったり、この場合はどうなるのかという事例を

多く載せたものが必要。

保育課

　チャートを含んだ幼児教育・保育の無償化のご案内は７月８日

頃、幼稚園や認定こども園に在園しているみなさまに園を通じて

配布いたしました。

　また、市の幼児教育・保育の無償化に係るホームページにも掲

載しています。

URLは下記のとおりです。参考にしてください。

http://www.city.abiko.chiba.jp/kosodate/children/preschool/m

ushouka-new.html

53
40

代

男

性
財源をどのように確保するのかが疑問 保育課

幼児教育・保育の無償化の財源は、10月からの消費税率の引上げ

による財源を活用します。具体的には、国１／２・県１／４・市

１／４で負担します。

http://www.city.abiko.chiba.jp/kosodate/children/preschool/mushouka-new.html
http://www.city.abiko.chiba.jp/kosodate/children/preschool/mushouka-new.html
http://www.city.abiko.chiba.jp/kosodate/children/preschool/mushouka-new.html


54
60

代

女

性

無償化により、かなり生活面で助かります。

少子化対策にもなりますし、良い法律が出来たと思います。
保育課 ご意見ありがとうございます。

55
50

代

女

性

無償化にすることは 賛成ですが 今 小学生以上[大人になった家庭

も含む。)の家庭の方々は不満に思ってるとよく知人などから聞き

ます。

    皆 同じにするのは難しいですが 無償化にならなかった今まで

の子たちにも 例えば 何歳以上の方・20代までなど何かの型で 無

償になるような制度 があれば 今まで子育てしてきた方から 不

平・不満の声があがらないのではないかしら。

保育課

　幼児教育・保育の無償化は、国の「新しい経済政策パッケー

ジ」（平成29 年12 月８日閣議決定）及び「経済財政運営と改革

の基本方針2018」（平成30 年６月15 日閣議）を踏まえ、10月か

らの消費税率の引上げによる財源を活用した全世代型の社会保障

制度への取組の一環であると考えますのでご理解のほどよろしく

お願いいたします。

なお、今回の無償化の対象とはなりませんでしたが、現在、高校

については高等学校等就学支援金制度があり、公立高等学校の授

業料を無償化（所得要件あり）、私立高等学校に就学支援金が支

給されています。

また、2020年4月から、私立高校等に通う生徒の「就学支援金」

の上限額の引上げなどの制度改正もされ、大学についても、一定

の要件を満たす世帯の学生に対し、大学の授業料減免や、給付型

奨学金が拡充されます。

56
40

代

女

性

国の施作で無償化になるとは聞いていて、市からの通知がきて自

分の子供達が該当になると最近知った。とても有難いことだ。

食費等がどの位になるのかは、まだ知らされていない。周りの人

達に聞いてもあまり実感がないようだ。

保育課
給食費については、公立園、各私立園それぞれの対応になります

ので、在籍している園にご確認いただけますようお願いします。

57
40

代

女

性
無償化とはいえ上限があることを知りました。 保育課 ご意見ありがとうございます。

58
40

代

女

性

財源というか、結局どこから補填するのかは気になりますが、未

就学児がいる家庭にとっては本当にありがたい制度だと思いま

す。

保育課

幼児教育・保育の無償化の財源は、10月からの消費税率の引上げ

による財源を活用します。具体的には、国１／２・県１／４・市

１／４で負担します。



59
30

代

男

性

高収入世帯こそ、両親がフルタイムで働いている、もしくは都内

まで通勤している確率が高いのではないか？国策で大方針が決ま

るとはいえ、高収入世帯がもっと子育てをしやすい環境を整えな

いと、我孫子から転籍し、都内もしくは都内に近い自治体へ引っ

越してしまうと、思われる。

保育課

市内には、夜間延長保育を実施している園があります。

また、「両親がフルタイムで働いている、もしくは都内まで通勤

している」家庭への支援としては保育園及び学童保育の開園前、

閉園後及び休日等の閉園日はファミリーサポートセンターの預か

りを利用していただくことが考えられます。また、ファミリーサ

ポートセンターでは習い事の送迎なども行っています。

　なお、子どもが病気で仕事を休めないときには、市内２か所の

病院で「病児・病後児保育」を行っています。必要に応じてご利

用ください。

60
70

代

男

性

住民税非課税とあるのもあり、これは限定されすぎだと思いま

す。
保育課

３歳から５歳まではすべての子どもが幼児教育・保育の無償化の

対象となりました。しかし、０歳から２歳までの子どもについて

は、財源確保の問題もあることから、収入の低い住民税非課税世

帯のみ対象としていることをご理解いただければと思います。

保育課

　市は、市内の保育園及び認定こども園に勤務している一定の要

件を満たした保育士等には、処遇改善に係る補助金を交付してい

ます。一方 、幼稚園は県が所管のため、処遇改善等の補助金は県

から幼稚園に対し私立学校経常費補助金として交付されます。

秘書広報課
自由記述欄に関しては、ご指摘いただいた後に改善いたしまし

た。ご不便おかけし申し訳ございません。

保育課
ご意見ありがとうございます。市としても国の動向を見ながら進

めていければと思います。

秘書広報課
自由記述欄に関しては、ご指摘いただいた後に改善いたしまし

た。ご不便おかけし申し訳ございません。

幼児教育・保育の無償化については、子どもがいる世帯では歓迎

されるだろう。それと同時に保育士の平均賃金は他業種に比べ低

いとも聞いている。自分の子どもが通う幼稚園も若い先生が辞め

ていくのを何人も見てきた。そのあたりのところが改善されなけ

れば、手放しに喜んではいられない。最後にこの自由記述の部分

が非常に入力がしずらい、即時改善を望みます。

男

性

40

代
61

幼児教育の無償化、賛成です。　共働きのためには必須です。

すみませんがこの解答欄、表示が１０文字程度しかなく非常に書

きづらいです。

女

性

40

代
62



保育課

　就園奨励費補助金にも年間308,000円の上限がありました。そ

れが無償化となり308,000円÷12か月で約25,700円となり、無償

化後の1か月の上限が25,700円となっています。私立幼稚園等園

児補助金及び預かり保育助成金は廃止されますが、世帯の所得に

より補助金額に差があった就園奨励費補助金から保育料の無償化

により所得制限等が無くなり、副食材料費の減免制度（所得制限

あり。）が開始されます。また、預かり保育助成金の対象者は、

所得制限により就園奨励費補助金が満額補助されなかった世帯が

多く、無償化により保育料等の負担が減るため、預かり保育の無

償化に上限があったとしても総額としてデメリットになることは

ないと考えます。

　なお、事業を行うにあたり市の負担が減る分については子育て

支援の施策に活用していく予定です。

秘書広報課
自由記述欄に関しては、ご指摘いただいた後に改善いたしまし

た。ご不便おかけし申し訳ございません。

我孫子市は以前より就園奨励費補助金制度があったため、正直な

ところ無償化のメリットがあまりわからない。我孫子市の補助金

制度がなくなり、制限のある国の制度が適用されると、場合に

よっては我々にとってデメリットとなるのではないでしょうか。

また、国の政策である無償化によって我孫子市の負担が減るのな

らば、浮いた税金を子供達のために有効に使って欲しいと思いま

す。別件ですが、この欄が非常に書きにくくなった気がします。

男

性

30

代
63



保育課

保育料口座振替取扱い金融機関の経緯としては、我孫子市が口座

振替を始めた当初に我孫子市内にあった金融機関と手数料等を含

め契約を結んだものです。小学校に入っても同様の取扱い金融機

関になると思います。取扱い金融機関の見直しや拡大の予定はあ

りませんので、ご理解いただけますようお願いします。

商業観光課

ご意見ありがとうございます。

使用可能店舗は、我孫子市商工会のウェブサイトで最新情報をご

覧いただけますので、ご確認いただけますようよろしくお願いい

たします。

なお、URLは以下の通りです。

http://www.abiko.or.jp/

学校教育課

学校給食費を含む学校徴収金の公会計化につきましては、文部科

学省から出されたガイドラインや他市の取り組み状況を確認して

いますが、具体的な検討は行っておりません。

子ども支援課

学童保育料納入の指定金融機関につきましては、現在、学童保育

室入室許可決定通知書に同封してお知らせしていますが、今後は

HPでもわかるように掲載させていただきます。

保育課

幼児教育の重要性や幼児教育の負担軽減を図る少子化対策として

とられた制度であることから、子どもが増えることに期待してい

ます。

子ども支援課

我孫子市では、子育て世帯の保護者の経済的負担を軽減するた

め、0歳から中学3年生までの子どもに対して、通院1回・入院1日

200円の自己負担として助成を行っています。

保育料口座振替取扱い金融機関はどのような経緯で決められたの

でしょうか。みずほ銀行やゆうちょ銀行や各ネット銀行を加えて

ほしいのですが、金融機関を見直してもらうための手続きを教え

てください。学童保育料に納入についても指定の金融機関がわか

らないのでWebで調べられると助かります。また、市内の学校の

公会計化がどの程度まで進捗しているか見えるように、Webで公

表して欲しいです。あと、プレミアム付商品券が使える市内のお

店はまだ募集中ですが、活用したいので積極的にお店を紹介して

ください。

男

性

40

代
64

無償化になり子供が増えるといいのですが、医療費も親の負担を

軽減し、安心できる社会作りを国を挙げて取り組んで欲しい。

男

性

80

代
65

http://www.abiko.or.jp/


保育課

幼児教育・保育の無償化に関しては、10月からの消費税率の引上

げによる財源を活用し実施するものでありますが、我孫子市はす

でに単独予算で国基準より保育料を軽減しておりますことをご理

解いただければと思います。

子ども支援課

あびっ子クラブにつきましては、平成30年度までにすべての小学

校区で設置が完了しました。また、学童保育室と一体的に運営を

しており、すべての小学生が自由に来て遊び、自由に帰ることが

できる放課後の居場所になっています。そのため、自分が通って

いる小学校以外の参加については、他の小学校への移動等安全面

を考慮して原則行っていません。

67
30

代

女

性

幼児無償化よりも高校以降、大学などの進学へのサポートを厚く

すべきかと思う。
子ども支援課

現在、高校については高等学校等就学支援金制度があり、公立高

等学校の授業料を無償化（所得要件あり）、私立高等学校に就学

支援金が支給されています。

2020年4月から、私立高校等に通う生徒の「就学支援金」の上限

額の引上げなどの制度改正もされます。また千葉県では、一定の

要件を満たす世帯に「奨学のための給付金」を支給する制度や無

利子の貸付制度などがあります。

大学については、日本学生支援機構や各大学の貸付制度などがあ

ります。

2020年4月から、一定の要件を満たす世帯の学生に対し、大学の

授業料減免や、給付型奨学金が拡充されます。

今回の幼児教育等無償化は国の方針であり、この機会に我孫子市

独自の施策を打ち出すべきです。例えばあびっこくらぶの拡充と

して、自分が通っている小学校以外の放課後クラブにも参加でき

るようにしてほしい。ニコニコ広場等を小学生まで拡大しても良

いが、広場の活動自体が乳幼児を対象にしているため、小学生に

は合わない。今の時代学校帰りに手賀沼公園で暗くなるまで遊ぶ

というのも不審者の観点からも危険が伴う。学童か習い事か家か

の三択しかないのが現実である。

男

性

40

代
66



68
30

代

男

性

子供たちは未来を作る人材です。行政だけでなくいろいろな面で

子供たちに対する手当や補償を増やしてもらえればと考えていま

す。

子ども支援課

次世代を担う子どもを育成するため、行政だけでなく地域ぐるみ

で子どもや子育てを見守り、支援することが重要と考えていま

す。現在、地域の方の協力で行っている事業としては、あびっ子

クラブのサポーター、ファミリー・サポートや子育てサポーター

による地域の子育て、子どもたちの学習支援や登下校の見守り、

防犯協議会による市内一斉パトロールなどがあります。今後も地

域の市民団体や関係機関との連携強化に努め、子育て・子育ちの

応援ができるあたたかい地域社会を築くことができるよう、努め

ていきます。

69
30

代

女

性

児童虐待が問題になる今の時代に、支援員と言う形で疑いのある

家への訪問が必要。
子ども相談課

ご意見ありがとうございます。子ども相談課では、子どもの総合

相談窓口として虐待に関する相談を受け付けています。虐待の相

談及び通告をいただいた場合、必要に応じて自宅への訪問を行っ

ています。

70
70

代

男

性

昨今の子供の無残な虐待問題が起こらないようにしっかり対応し

て欲しいです。我孫子では虐待事件を出さない決意をして欲し

い。

子ども相談課

ご意見ありがとうございます。児童虐待対策については、我孫子

市子ども虐待等防止対策地域協議会を設置し、児童に係る関係機

関とともに児童虐待に対する支援の検討、連携の強化及び防止の

ための啓発活動を行っています。児童虐待は社会全体で解決すべ

き問題です。地域において、気になるご家庭やもしかしたら虐待

かもしれない、と思うことがありましたら、いつでもご相談くだ

さい。

71
70

代

男

性

子供は宝人間は生まれながらにして平等と言うが親の貧富の差で

教育か受けられない子供が日本にも少なからず居るまして幼児か

ら差別されるのは大問題である大学は別格として義務教育までは

全員平等に教育を受けられる社会でありたい

社会福祉課

貧困の世代間連鎖については課題と考えています。市では子ども

の学習支援事業を実施し、小中学校からの学習習慣づけに向けて

取り組んでいます。また、世帯の経済的困窮についての相談には

引き続き丁寧に寄り添っていきます。



72
30

代

女

性

無償化について、理解をしているようで出来ていなかった事に気

がつきました。一定の収入がある家庭については 、無償化をあま

り必要に感じないと思います。それよりも働きたくても働けない

方の支援やサポート体制を整えることが優先だと感じます。

社会福祉課

市ではハローワークと連携して、就労意欲がある方に対しての就

労支援を行っており、就労開始および就労後の支援をしておりま

す。また、なかなか働けない状況にある方に対しては生活相談を

受け、サポートを行う体制をとっております。

73
40

代

男

性

超高齢化社会に向けて、高齢者へのサービス（競争）が過剰に

なっているように思います。現役世代の負担が増えたとしても幼

児教育・保育に力を入れるべきだと思いますが、財源には限りが

あるので、高齢者の負担は増やすべき。生涯現役で活躍出来る社

会・次世代を育てられる社会を目指していただきたいです。

高齢者支援課

高齢化率の進展により高齢者への生活支援の必要性が増えていま

す。それぞれの世代において過度な負担が生じないよう、適切な

高齢者サービスを提供すると共に、ボランティアやＮＰＯ、市民

団体、自治会や地域の元気な高齢者が生活支援の担い手となり、

高齢者の生活を支え合える仕組みづくりを目的とした生活支援体

制整備事業を進めてまいります。

74
60

代

女

性

国の制度が変わるので職員の方も大変だと思います。私も先日高

齢者となり介護保険証を頂きました。不明な点が多く高齢者福祉

課に電話をしましたが保険料等丁寧に説明をして頂き又質問にも

答えて下さりました。時々職員の電話のマナーが問題視されます

が気持ちの良い応答で何故か元気になりました。ありがとうござ

います。

高齢者支援課

お褒めの言葉をいただきありがとうございます。今後も市民の皆

様にわかりやすい説明ができるよう知識と能力の向上に努め、親

切丁寧な対応を心がけてまいります。

75
60

代

男

性

この入力枠は何でこんなに記入しづらいの？300文字全部見れる

ようにするのは当たり前だろう。何度かコメントを出しまとめを

読むとゴム印で押した様な同じ返答が目に付く。検討してますし

ますの返事にはいつまでにどの方向での記載も無い。返事に

ActionPlanをお願いしたいそれには期日と方向性ぐらい書くのは

礼儀だろう。

秘書広報課

自由記述欄に関しては、ご指摘いただいた後に改善いたしまし

た。ご不便おかけし申し訳ございません。また、モニターの皆さ

まからいただいたご意見への回答は、具体的に記入するよう、各

担当課には引き続き求めていきます。皆様のご意見によって改善

した点等は、別途ホームページに掲載しておりますので、そちら

をご覧ください。



76
60

代

男

性

子育て世代にも我孫子市の魅力をアピールできるように、積極的

な広報をお願いします
秘書広報課

市ではこれまで、1986年から待機児童０を継続しており、子育て

しやすいまちだということをPRするCMを作成し、TBSラジオで

放送しています。また、東京メトロ車内でもCM放送するなどPR

を行ってきました。今年度は新たに市内にすむ子育て家族の意見

を掲載した移住PR紙を製作し関東圏で配布するほか、産婦人科の

モニターでCMを放映するなど、より子育て世代にターゲットを

絞ったPRも行っていきます。また、市民の方に向けても広報あび

こやSNSを活用し、子育て施策やイベントなど子育て世代に向け

た情報を発信しています。

総務課

市では、提案型公共サービス民営化制度において市のすべての事

業を公表し、民間から委託・民営化の提案を募集しています。こ

の制度における事前協議では、市からの助言等は行っていません

が、現在の執行体制における市の課題を提案者に伝え、独自性の

高い民間の提案を募るよう取り組んでいます。

この制度をとおし、公共における民間と行政の役割分担を根本的

に見直し、民間の創意工夫を活かすことで、充実した質の高い

サービスの展開を目指します。

秘書広報課
自由記述欄に関しては、ご指摘いただいた後に改善いたしまし

た。ご不便おかけし申し訳ございません。

空飛ぶ自動車の検討チームは管のチカラだけでは進まなかったそ

うです。当市ももう少し民のチカラを取り入れていろいろな提案

にダメなことだけを応えるのではなくどうしたらそういうことが

実現できるのかフィージビリティーを考える習慣を付けてはどう

ですか。提案している方がむなしくなりますから。問１３は書い

た内容が入力時点では見えないので書きにくいです。試してから

出しているのでしょうか。

男

性

70

代
77



78
30

代

男

性
ありがたいですが、軽減税率などが面倒すぎます。 秘書広報課

１０月１日から、消費税が１０％に引き上げられると同時に、消

費税の軽減税率制度が実施されます。軽減税率の対象となるもの

は、飲食料品と新聞の一部とされています。国の制度となるた

め、詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

79
50

代

男

性

市役所の体質が、悪い意味で硬直化され、柔軟性に欠けてるよう

に強く感じます。様々な研修や講習を行ってるようですが、肝心

な総務部長クラスに、現状を変えよう、新しい意見や提案を積極

的に取り入れようとする自覚がなければ、中堅も新人も、組織の

風土を継承しようという、つまらない集団になってしまう恐れが

ありますが、その点は如何お考えですか、総務部長？

総務課

現在、市では職員提案制度を導入しており、事務効率及び市民

サービス等の向上につながる事務改善案の提案を、職員に積極的

に奨励しております。この取組により、職員の公務に対する意識

の高揚及び職場の活性化を引き続き図っていきます。

秘書広報課
自由記述欄に関しては、ご指摘いただいた後に改善いたしまし

た。ご不便おかけし申し訳ございません。

総務課

総務部長は、職務権限に基づき、部門の最高責任者として、総務

課、秘書広報課、施設管理課、文書管理課、情報政策課の５課を

総括し、また、選挙管理委員会事務局長も併任しております。

ただし、それぞれの所属には、課長がおりますし、各職員とも連

携して仕事に取り組んでおります。今後も市民の皆様にご心配を

おかけしないよう、努力してまいりますので、市政へのご協力を

よろしくお願します。

自由記述欄への書き込みが、非常にやりにくくなりました。元に

戻して下さい。組織図をみて思ったことです。総務部長の仕事が

多すぎます。本来の総務部長の他、人事部長や秘書広報課部長も

兼ねてます。更には、選挙管理委員会事務局部長も兼任されてま

す。どれも大事な仕事です。これでは、何一つ、まともにできな

い状況にありませんか？

女

性

50

代
80



文化・スポー

ツ課

陸上競技場等を整備して、スポーツを楽しむ場を創ることは、重

要なことであると考えておりますが、市全体の事業の進捗状況を

踏まえ、整備方法や整備場所、整備時期などを検討していきたい

と考えております。

企画課

市民の皆さんからの幅広い意見をもとに、令和元年5月に文化交流

拠点施設建設構想（案）を提示しました。しかし、現段階では、

施設の機能や規模が集約ができていないことから、さらに市民の

皆さまから意見を聴いていき、施設の機能・規模をひとつの方向

性に集約していきたいと考えています。

公園緑地課

貴重なご意見をいただきありがとうございます。

我孫子市では27年度からさくらプロジェクトとして手賀沼沿いの

桜を核として魅力アップを図り、市内外に発信することにより交

流人口の拡大につなげていく事業を行っています。市民の皆様方

の寄付などにより、代表的な染井吉野をはじめ陽光桜、八重桜な

ど230本を植樹しました。

手賀沼公園や続く手賀沼遊歩道に染井吉野や八重桜など約20種類

の桜400本が既に植えられており、さくらプロジェクトで100本程

度を植樹したため、併せて500本となりましたので、今後、桜の

名所として、市内外から多くの皆様が来訪していただけることを

望んでいます。

陸上競技場(サッカー、ラグビーもインフィールドで可能)の建設

を是非とも、推進して欲しい。

又、演奏会等の市民ホールの建設もお願いしたい。

又、花(桜、芝桜等の纏まると綺麗な花)の名所作りの推進を是非

とも、お願いしたい。

男

性

70

代
81



82
70

代

男

性

趣味と健康増進を兼ねて、よく手賀沼遊歩道を歩いています。そ

の遊歩道で気づいたことが2点あります。

１．草深いこの時期（9月中旬）、せっかく寄贈された「かたらい

ベンチ」が使用できません。（広場にあるベンチではなく、遊歩

道の途中にあるものです）草にうずもれたベンチに座る勇気はあ

りません。ベンチのごく周辺だけでも適宜草刈りしていただきた

い。

２．滝下広場にある男子トイレの件です。多くの人が行き交うす

ぐそばにあるわけですが、便器・使用中の姿が丸見えです。目隠

しを設置していただきたい。

公園緑地課

大変ご迷惑をおかけしてすみません。遊歩道のベンチ周りの草刈

りについては、９月２４日に実施いたしました。

2について、公園のトイレは屋外に単独で設置されているため、防

犯の観点から目隠しになるような（人が隠れられるような）植樹

などの設置は最小限に抑えたいと思っています。ご理解をお願い

いたします。

83
50

代

男

性

無償化は良いことだと思います。公立の施設が少なくなり、我孫

子は私立と費用は変わらないといっても、以外と色々なことに費

用がかかるので良いと思います。この頃、柏市や流山市、松戸市

など周りの市が盛り上がっていて、我孫子市が取り残されたいる

感じがします。福祉の我孫子も少しずつ霞んできています。もっ

とインパクトのあることを推し進めて欲しいと思います。

企画課

保育園の待機児童ゼロを３０年以上堅持してきたことや子ども医

療費の助成制度の拡充をいち早く取り組んできたことが浸透して

きたことで、子育て世代の方たちからは、子育てしやすいまちで

あるとの評価をいただいています。インパクトの強い施策も大事

ではありますが、定住していただくためには、持続可能な施策に

取り組むことも必要です。

84
80

代

男

性
市のSociety 5.0を実施してください 情報政策課

今年度から創設された情報政策課では、IoTやAI、ロボティクスな

ど、Society 5.0の基盤を支える革新的な技術の活用を検討し、市

は少子高齢化など、地域の課題解決に向けて、持続可能な地域社

会の実現を目指します。



85
50

代

男

性

子育てに必要な商業施設が、我孫子市には不足していますので、

是非、駅前の再開発等により、商業施設の誘致をお願い致しま

す。（特に車の運転が出来ない子育て主婦のため）

商業観光課

企業立地推進

課

ご意見ありがとうございます。

市民の利便性向上と賑わい創出のため、商業施設の誘致は必要と

考えています。

現在、駅周辺エリアは、各地権者が様々な用途で活用しており、

新たな商業施設の立地は難しい状況ですが、新たな商業用地の創

出に向け、市内全域を対象に候補地を検討しています。用地創出

から事業者決定まで、時間がかかりますが、住みやすいまちとな

るよう努めていきます。

道路課
当該箇所の状況を確認し、通行の支障にならよいよう必要に応じ

草刈を実施していきます。

商業観光課

企業立地推進

課

ご意見ありがとうございます。

屋内遊園施設は、天候の悪い日でも子ども達が遊べることもあ

り、子育て世帯にとって需要が高い施設であることは認識してい

ます。しかし、現在のところ屋内遊園施設の立地に関する提案は

ありません。

現在、我孫子市では商業施設の立地が可能となる、新たな用地の

創出に向け、検討しています。

今後も子育てしやすいまちを目指し、子育てしやすい環境の整備

に努めていきます。

草刈りの頻度を増やしてほしい。特に後田橋前後の歩道が狭く

なっていて通りづらい。リバチカこども王国やリトルプラネット

のような屋内で色んな年の子供が遊べる施設があるといい。

女

性

30

代
86



87
40

代

女

性

若松交差点から水の館に行く道のフェンスが斜めになっていた

り、道が狭くて通りにくい。
道路課

当該箇所のフェンスについては、現場状況を確認して、危険な箇

所は対応していきます。道を広げて整備することは、安全な通行

を考えるうえで有効であると考えますが、新たに用地を確保する

必要があり、早期の対応は難しい状況です。

88
70

代

男

性

狭隘道路の解消。無理であるならば一般住宅街の交通規制を真剣

に考えて欲しい。通園・通学路であり、平坦ゆえに高齢者の良い

散歩道であるが、迂回路として我が物顔に通過する車が多すぎ

る。事故が起きてからでは遅い。

道路課

道路を広げて整備することは、安全な通行を考えるうえで有効で

あると考えますが、新たに用地を確保する必要があり、早期の対

応は難しい状況です。通学路の安全確保は、教育委員会・各小学

校・各小学校PTA・各道路管理者・警察等で構成する通学路安全

点検プログラムにおいて、危険個所の抽出・現地確認を行い、対

応しています。



１.じゃぶじゃぶ池について

〇入場人員

・入場者の人数はカウントしていませんが、夏休みには多くのご家族連れに

お越しいただき、手賀沼親水広場はたいへん賑わいました。

〇入場者からのご意見

・ご意見としては、水がきれいで安心して遊べる, 浅くて子供にちょうど良

い, 無料で遊べる, 大人が見守りやすいといったご意見をいただきました。

〇入場者からのご要望

・水がもう少しきれいだと良い、ヌルヌルして滑りやすく危ないところがあ

る、日影が少ない、滑り台があると良い、監視員がいたほうが良いなどのご

要望をいただきました。

〇費用・経費

・今年度のじゃぶじゃぶ池維持管理にかかる費用・経費としては、日常清掃

業務委託費、塩素などの消耗品費、燃料費、光熱水費、水質検査費、備品購

入費等、合計約2,318千円です。

〇来季に向けた改善点等

・小さなお子さまも安全・安心に遊べる施設として、清掃・水質管理など徹

底を図り、安全な水質を保持します。

・手賀沼の景観を臨みながら水遊びできるじゃぶじゃぶ池に多くの皆さまに

お越しいただき、展望室やプラネタリウム、我孫子の野菜を中心としたお食

事や直売所でのお買い物、鳥の博物館など親水広場や水の館で一日中楽しん

でいただければと思います。

2.エサやりの禁止については、法律等で禁止されていないのが現状です。し

かし、野生動物への安易なエサやりによって、生態系や人間への影響等、

様々な影響が生じています。人間と野生動物がより良い関係を築いていくた

めにも、エサやりについては、注意喚起看板を設置するだけでなく、広報や

ホームページを通して、周知・啓発していきます。

1.今夏からリニューアルされた「じゃぶじゃぶ池」の総括をお願

いします。

（入場人員、入場者の意見・要望、費用・経費、来季に向けた改

善点等）

2.テレビで話題になった白鳥への餌やり禁止に対する遵守方策に

ついて市役所の見解は。

男

性

70

代
89 手賀沼課



90
50

代

女

性

質問。小学校の災害時訓練などで、ペットに関してはあまり触れ

られてないような気がします。ペット訓練もあっても良いと思い

ます。

市民安全課

市では、毎年市内の小学校３，４校で避難所運営訓練を行ってお

り、その中で地域の特色のある訓練（選択制）を取り入れていま

す。ペットについての訓練は、その選択肢の中の一つとしており

ますので、地域の皆様の希望により訓練内容に取り入れることと

しています。

91
50

代

女

性
あびバスの増便をお願いしますします。 交通課

あびバスは、１ルート１台で運行しており、全５ルートが市の負

担によって運行しております。市の限りある財源の中では、市の

負担増が伴う増便を行うことは厳しい状況です。今後、利用者が

増え運賃収入のみで運営できるようになれば増便を検討していき

ます。



小児科医が少なく市内では育児がしづらいと、地元の内科医が

言っていた。

男

性

30

代
92

　小児科の診療に関しては、全国的に小児科医師の絶対数が不足

しており、本市においても小児科医師が不足している中、市内医

療機関では、他医療機関への紹介や連携を図りながら、小児を対

象に継続的な診療を行っております。

　また、我孫子市は７病院（市内６つの救急病院と取手市のＪＡ

とりで総合医療センター）と救急協定を締結しており、夜間も、

市民から消防本部（７１８４－０１１９）への問い合わせがあっ

た際、対応できる病院をご案内できる体制を整えています。

　小児科医が常駐しているＪＡとりで総合医療センターは、小児

救急後方待機病院と位置付け、小児救急患者の初期診療、第二次

救急診療を行っています（２３時以降の受け入れは重症患者に限

定されます）。

　名戸ヶ谷あびこ病院においては２４時間３６５日小児も含めて

全ての救急を受け入れ、小児科医師ともオンコール※で連携をと

りながら対応しています。（※オンコール：携帯電話・タブレッ

ト等で常に連絡をとり対応できる体制）

　我孫子市休日診療所においては、（一社）我孫子医師会の医師

が交代制で、日曜・祝日・年末年始に小児の初期診療を行ってい

ます。

　今後とも（一社）我孫子医師会、各救急病院と連携・協力しな

がら、小児医療体制を確保していきますので、ご理解いただけま

すようお願いいたします。

健康づくり支

援課



93
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代

男

性

幼児以外も無償化、援助は進めるべき。ただし、収入に応じた対

応をするべきと考える。。

94
40

代

女

性
すべて無償化すべきです。小、中も。

現在、小中学校の義務教育においては、教職員の人件費、学校施

設整備に係る経費、光熱費、教科書の費用等を国、県、市が全額

負担しております。また、給食費については人件費や光熱費を市

が負担することにより、保護者の方には食材費のみ負担いただい

ております。さらに、我孫子市では小中学校に在籍する第３子以

降のお子さんの給食費を無償としています。全ての教育費の無償

化については、さらなる財源の確保が必要となりますので、今後

も国や県の動向を踏まえながら、市としても研究をして参ります

のでご理解をいただきますようお願いします。

学校教育課


