
1 遊び場 屋内 未就学児が遊ぶとこはあるが小学生が安全に遊べる屋内スペースがない。
2 遊び場 行事 子どもと一緒に参加できるコンサートやセミナーがあると行ってみたい。
3 遊び場 行事 児童センターや公民館でもっと情報発信や交流イベントなどあればいいなと思う
4 遊び場 行事 父親が参加できる行事があるといい。

5 遊び場 公園
公園の遊具のらメンテナンスがされてない、草刈りがされてないなど遊ばせれる状態ではない
公園が多数ある。

6 遊び場 公園 1歳前後の子供を安心して連れて行ける公園や施設を増やしてほしい。
7 遊び場 公園 どこにどんな公園があるか知りたい

8 遊び場 施設
ちょっとした動物園や遊ぶ場所（屋内プールや室内でも遊べるアスレチックなど）や子ども、
と学べる施設を増やしてほしい。唐津で遊ぶ場所が少なくて困っています。

9 遊び場 施設 唐津市の小学校遊具や図書書籍類の充実

10 遊び場 相談
子育てなど、相談できる窓口や電話番号などもう少しくわしく教えてほしい。主人に相談しづ
らいことなど、匿名で聞いてもらえるだけでも助かります。

11 遊び場
子どもの遊ぶ環境（支援センター、公園整備）病児、病後児保育など旧唐津市ばかりが整備さ
れていて、旧東松浦地区はとても不便。とても子育て支援に力を入れているとは思えない。

12 お金 医療費 医療費の無償化（小学生もしくは中学生まで）
13 お金 医療費 医療補助を小学生も未就学児並みに

14 お金 インフラ
税金が高いです。上下水道代金が高いです。唐津に引っ越しされた方が皆、驚かれます。それ
と、電気代も高いです。生きるのに必要なものなので税金でのフォローを、また上下水道の計
画的な設置、利用計画で利用料金を押さえてほしいです。

15 お金 学校
中学校の制服の指定をなくしてほしい。指定をするなら、（無料）支給にしてほしい。かなり
家計を圧迫します。

16 お金 兄妹
お金のかかる中学高校の支援をしてほしい。上の子が大きくても下の子が小さいと仕事に支障
が出て思うように給与が増えない。無理して働くと子供との時間が減ってしまう。

17 お金 兄妹
とにかく子供が3人いるのでお金がかかる！子供に優しい唐津市になると金銭面で子供を諦め
ることがなくなると思う。

18 お金 兄妹
子供の多い家庭に手当がほしい。経済的な余裕が無くなるから子供は二人いいというのをよく
聞く。もっと子供を出産しやすい子育てしやすい育児制度が整えば、出生率は上がると思う。

19 お金 兄妹
第三子に祝い金等があると心にゆとりが出るのではないかと思います。（他の市町村のよう
に）

20 お金 交通費

バス代が高すぎてこのままだと引っ越さなくては…と思います。

この先、通学させる交通費で家計が赤字になります。
どこにいても、高校を卒業するまでは住居を変えなくても教育を受けさせられる制度、支援が
ほしいです。
子供が4人いますが大きくなれは、交通費だけで私の給料無くなります。
この地域格差、考えてほしいです。

21 お金 自営
子育てしながら自営業してる方への支援があってもいいと思います。(産休や育児休暇中は、
収入がゼロになるので)

22 お金 ひとり親 一人親に対しての支援にもっと力を入れてほしい
23 お金 無償 給付金や助成金よりも一律学費無料や給食費無料など平等にしてほしい

24 お金 予防接種
ロタウィルスの予防接種には、初回服用期間が決まっているので、１０月生まれから補助では
なく、その前に生まれた子にも補助してほしいです。自治体によっては補助がでるところもあ
ると聞いたので…あったら嬉しいです。

25 お金 予防接種
高齢者だけじゃなく、子供のインフルエンザ予防接種の助成金を。子供は２回受ける為かなり
負担になります。

26 お金
子育て世帯に対する助成がもう少し充実してくれると、仕事のやりがいと家庭の安心感のバラ
ンスもとれると思う。
例えば、テレビ（有線）の料金の割引など、インターネット回線の充実化を図ってほしい。

仕事と子育てについて、唐津市への具体的な要望



27 お金

小・中学校に入学の時に必要な物（体操服や制服など・・・）たくさんお金がかかるので、少
しでも負担金が減るといいなと思う。
習い事なども少しでも（１つだけでも）補助があると習わせやすく、通わせられる。子どもの
将来のためになる補助金があればありがたい。

28 学童 育児休暇
育児休暇中、児童クラブを退所しなければならないので困る。
通院に時間がかかり、帰宅時間に家に居られなかったので、家族が仕事を休み、対処した。育
休中の不定期での児童クラブ利用を認めてほしい。

29 学童 育児休暇 産前産後育休中の保育園・児童クラブの受け入れの時間を長くしてほしい
30 学童 費用 児童クラブの料金を安くしてほしい。
31 学童 学童保育施設の整備とそこで働くスタッフの数を増やしてほしい

32 学童

今、就業時間が60時間以上じゃないと、学童や保育園で見てもらえない所が困ります。
仕事する時間が少なくても、子供の保育時間を長くする事や、小学校の学童に入れれるように
してもらいたい。そうでないと、夏休みや冬休み等仕事の時間が短くても預ける場所がないと
子供を1人で家に置いておかないと行けないから。

33 学童
児童クラブに預けられない場合の人で仕事をしていても、長い時間働けない人は何か対処を考
えてほしいです。通常通り働けないので、職場に迷惑をかけるし、収入も下がるため、手当金
があると助かると思います。

34 学童 放課後児童クラブ等の枠の拡大

35 学童
幼稚園では預かり保育をしているが、小学生になって学童に預けたいのに、入れなかった場合
はどうすれば良いか、不満にならないような対応をしてほしい。

36 学校 意見 日曜日の学校行事後の月曜代休をやめてほしい。（平日仕事が休めないので）
37 学校 意見 保育園、小学校の保護者参加の行事を平日にしないでほしい。

38 環境
糸島市のようなお洒落で美味しいスポットを増えると嬉しい。風情豊かな唐津市、出掛けたく
なるような町づくりを期待。

39 企業 企業誘致を増やしてほしい。
40 企業 在宅ワークができる企業を増やしてほしい。

41 起業
自営をしていますが、周りに自営をしたい方がけっこう相談してきます。子育てしながら起業
しやすい仕組みを作っていただけるともっと活性化できると思います。

42 子育て 意見
育児雑誌があればよいと思います。唐津市での取り組みや色々なことが知れたらもっと住みや
すくなると思います。

43 子育て 意見
妊婦に対しての身障者の車の駐車の待遇も大切ですが、子供が多くなると、そちらも買い物が
なかなか大変で・・・唐津市は３人以上子どもを持つ家庭が多い様なので、なにか待遇があれ
ばと感じます。

44 子育て 産後 産後のケア、掃除や買い物、料理が苦痛なので、ヘルプ事業。
45 子育て さんて 上場地区（呼子、鎮西等）方面から２歳検診などの為、『さんて』へ行くのは・・・・。

46 子育て 相談
健診等の時に行われる発育相談の機会をもっと増やしてほしい。気になることを聞ける機会が
もっとほしい。

47 子育て 男性
子供が生まれて数ヶ月以内にされる保健師訪問を母親だけでなく父親ともしてほしい。大変で
すが、別々に。強制的に。唐津は仕事と言えば何よりも優先だと堂々と認識している男性が多
いと思います。

48 子育て ひとり親
一人親家庭(単身赴任含む)への家政婦の派遣などあればとても助かる。必要な時にきてくれる
人がいるだけでも助かる。

49 子育て 病児 子供が病気で仕事に行けない時の病児保育がたくさんあると助かる。
50 子育て 病児 病児、病後児保育は本当に増やすべき。

51 子育て 不妊治療
不妊治療が出来る医院ができたら、すごい医療もパワーアップするし、唐津に住みたいってゆ
う人もいるとおもう。近くにあると、助かります。

52 子育て
・子どもと行ける飲食店（個室）を増やしてもらいたい。
・子どもに使うトイレの衛生面をよくしてもらいたい。

53 子育て 貧困家庭の子供たちに無料食堂や学習、話せる場を作ってほしい
54 子育て 市役所での手続きを平日以外でもできるようにしてほしい

55 仕事 求人
求人の情報などいろいろなツールを増やしてほしい。
起業する際にわからないことを相談できる窓口を設置してほしい。



56 仕事 自宅でできる内職等の仕事を増やしてほしい。他の地域にはたくさんあると聞く。
57 仕事 配偶者子供ありのママが起業する際の特別支援。保育園に預けやすい環境。
58 施設 託児 整骨院やリフレッシュ時（ランチする時など）近くに託児所があると助かります。
59 施設 子どもと一緒でも入りやすい飲食店がもっと増えてほしいです。公園などももっとあれば。

60 施設
習い事をさせたいが、仕事の為送迎が出来ません。１つの建物の中に習い事の教室がいくつも
入っているような、子どもの余暇を充実させる施設があるといいと思います。

61 社会 意見

育児ストレスを抱える女性の声を拾う機会を増やすべき。
さらには、それが専門性を持った職員であるべき。
基本、民間で働く人と公的機関で働く人とでは、働くことと子育ての両立の認識が全く違うの
で、それを分かってもらえる第三者的な組織に入ってもらう事を望みます。

62 社会 意見

子育て中の、子供の病気での欠勤や予防接種、通院などは、周りの協力を得ないと、仕事との
両立をすることは不可能です。また、巡り巡れば今の独身者、20代や若い世代にも、同じよう
な状況が起こり得るということです。それを理解してもらいたい。そのような人格作りを10代
などの早い段階で、教えていってもらいたい。そうすれば、我が子達が働く頃にはもう少し子
育てをしながらの仕事がしやすくなるのではないか、と考えます。

63 社会 意見

男性の育児、家事を手伝うではなく、参加する意識をもたせてほしい。
祖父母からの男尊女卑、男女差別
『男は家事をせんでいい、料理はせんでいい』など同居している子への悪影響となるので、市
全体で意識改革を

64 市役所 情報
市立、法人等に関わらず、流行している病気の情報の一律化。
早く情報を得ることで、子供の体調の変化への対応が早くなり、家庭内感染を防げる。今通っ
ている園は他園を比べると遅いし情報を提供することをNGとしているところもある。

65 市役所 情報 どこで情報を得ればいいのかいまいち分からない

66 市役所 情報
子育てが大変なときは、市報など読む暇もなく情報がなくて困った。相談に行く余裕もなかっ
た。助けてほしいと思っても動けなかった。メールで相談できるようにしてもらえるといいや
すいのでは・・。

67 市役所 情報
唐津市のホームページの情報を充実してほしい。情報は市報だけでは伝わりづらいので、SNS
を通じて伝えていただけたらもっと若い方にも伝わると思います。

68 市役所 情報 様々な情報が欲しい。情報をどうやって得ると一番わかりやすいのか教えてほしい。

69 市役所 対応

子育て支援課の人が冷たく感じる。こちらだって働かないといけないから子供を保育園に預け
ているわけで、預けたくて預けているわけではない。働かずとも十分な支援があればこちら
だって幼稚園に入る歳になるまで家で子供と過ごしたいに決まっている。泣きながら仕方なく
預けているのに、入所の話など、冷たい対応をされると本当に疲れるし親身になってくれてい
る気が全くしない。そもそも保育園の枠が足りてないから厳しい対応になるのではと思うの
で、支援課の人にはもっと寄り添った対応をして欲しいし、唐津市にはもっと保育園の枠を広
げてほしい！！！

70 市役所 対応

市役所での説明が全然足りない。特に第一子の時は、右も左もわからないし、言われているこ
とが理解できない事が多い。市役所では毎日している当たり前のことでも、初めて子育てする
者としては些細な事も分からない。
県外から嫁いできて、本当に周囲に聞く人がいない心細い中、市役所の窓口で話を聞くと、冷
たかったり、上から目線だったり・・・。
今でも覚えているくらい腹が立つ。とにかく対応が悪く、説明が不十分だと感じた。第一子だ
けでもいいので、説明会をする等すればいいのにと思う。

71 市役所 対応 唐津市役所や子育て支援課の雰囲気が明るくなればと思います。

72 市役所 手続
最近出産しましたが、出生届や医療受給者証の手続きに１か月にならない赤ちゃんを連れて何
度も市役所に行かなければならなかったのが、とても大変でした。こういう届けの出張サービ
スみたいなのがあったら助かるなーと思いました。

73 市役所 手続
私だけなのかもしれませんが、就労証明書を年内で2回出さないといけない時期があり、ダブ
ルワークしてる時はそれぞれから書いてもらうように頼み回収し、とても大変でした！
そういう手続きが簡単になればいいなと思います！

74 市役所 手続
就労証明書を書いてもらう時に、少しでも時間が足りないと短時間保育といわれるのが困る。
多分これを思っている人はたくさんいると思います。どうにかしてください。



75 市役所 手続
小さい子供を連れて市役所に手続きに行くのですが、手続きにとても時間がかかり、子どもを
あやしながらでしたので、辛いなぁと思う事がありました。簡素化できればしてほしい。

76 市役所 手続
日曜しか休みがないのに、日曜は市役所は休みなので、結局、市役所に用事があるときは、仕
事を休まなくてはいけない。日曜開庁されてますが、出来ることが少なすぎます。

77 市役所 手続 日曜日、住民票はとれるが子供に関する申請等が出来なくて困る。

78 市役所
市の臨時職員の勤務時間を9-15時にするなど、市が率先して、母親の働きやすい環境づくりを
作って欲しい。

79 障がい児 遊び場
また障害児がいるご家庭の相談や遊ばせる場所がよく分からない、りんく内に１度いったけど
うちの子は遊ばせられないと聞きました。

80 障がい者 うちは障がい児なので卒園した後、就学した際の放課後デイサービスを増やしてほしいです。

81 障がい者
どの園も、障害のある子も受け入れられる環境を整えてほしいです。
保育士さんの数、施設、職場環境など保育士さんが働きやすい環境が整うことがインクルーシ
ブにつながると考えます。

82 障がい者
障害児、医療的ケア必要児を受け入れてくれる保育園や学校がほぼ無いので、数カ所作ってほ
しい。

83 障がい者

発達障害系の子をもつと、ほんとに大変。発達障害系の親への支援をしてほしい。診断や療育
にも1年くらい待ち、仕事終わっても、ずっと大変なこどもの世話が毎日。休むひまもない。
診断がつく前でも、サービスなど受けたい。働いていなくても保育園など預けたい。仕事でき
ないくらい体もきつい。保健師さんはあまり詳しくなく、サービス先を渡されるていど。相談
したいことが成り立たない。実際に発達障害系になると、相談も引かれる感じがした。

84 職場 育児休暇

どんなに希望しても育休を半分しかとれなかった。職場がくれないのなら、職場にペナルティ
をつけてほしい。
男性も家事をするのが当たり前になるようアピールしてほしい。
連休に預けられる場所を作ってほしい。

85 職場 育児休暇
企業の経営側が育休復帰した従業員(パートナーが取得した人も含む)の声や実態をしっかりと
把握するのが大事。そういった機会を設けるよう義務づけ、不足する点については企業が改善
するように働きかけを行って欲しい。

86 職場 意見
いろんなパターンの時間などで働けるなら働く人も増えると思う。子供の習い事の送迎などが
それぞれある人もいる。

87 職場 子育て 仕事場所にもっと子育て優先でできるように市から助成してほしい。
88 職場 自営 個人事業主の産休育休へのサポート

89 職場 時短勤務
どの会社でも子どもが３歳になるまで、また、就学するまで正社員の枠で時短で働けるように
してください。よろしくお願いします。

90 職場 男性

男性の育休取得率がまだまだ低いと思うので、企業に対し推進を行って欲しい。(私は里帰り
出産をしなかったため2人目出産後、夫に育休を取ってもらいましたが、とても助かりまし
た。家族の絆も深まり、夫の勤務先にも感謝の気持ちで一杯で、長く勤めようという気持ちに
なれました。)

91 職場 男性
夫も有給を取りやすい様な夫側の職場の理解
（母親ばかり子供が病気だと仕事休みがちになる）

92 職場 賃金
最低賃金の引上げ。（現792円）
給料（パートの場合）が上がれば働く時間を減らす人が増える

93 職場 テレワークは必須
94 職場 子どもが病気の時に休みやすい職場の環境がほしい

95 職場

契約社員で妊娠した時、会社に契約社員でも育休を取りたいと伝えたが、契約満了までしか取
れないと言われ、職を失い、上の子どもは保育園を退所しなければいけなくなった。会社の都
合で妊娠・出産のために退職した人は子育て中（０歳～１歳）くらいの育休がとれる期間は無
職であっても上の子（保育園在園児）は保育園に通えるようにしてくれると助かります。育休
を取りたくても取れない人もいて困る事があったことを知ってほしいです。

96 職場
唐津は子育てしながら働ける職場が少ない印象です。唐津市でもっと働きやすい環境を整えて
もらえると嬉しいです。

97 職場
仕事をしながら子育て中の親に多めの有給が取れる制度があると有難い。年間10日程度だと子
どもの行事や急な病気で休みを取っているとすぐになくなるので。(兄弟児や小さい子がいる
と特に)



98 職場
仕事をフルタイムでしていて、3歳までの子を育てている母親は時短勤務をとりやすくすると
か…

99 職場 新生児期や育児休業中、もしくは職をなくした場合の助成や給付
100 職場 子育て世代にやさしい職場であってほしい
101 職場 子供がいても再就職しやすい環境を整えてほしい

102 職場
子連れで働ける企業への支援。整備補助をして欲しい。例えば、子供たちが遊ぶ様子を見なが
ら、仕事ができる空間。シェアオフィスなど。

103 職場 短時間で働ける仕事先を増やして欲しい。

104 職場
有給消化を強制的にしてほしい。
最低5日間とかじゃなく、すべてとれるようにしてほしい

105
ハロー
ワーク ハローワークの相談のさいに、子供を無償で預かる所を設けてほしい。

106
ハロー
ワーク

ひとり親なので中々時間帯が制限されてしまします。求人など子育て世代でも働きやすい所が
ふえてくるとありがたいです。

107
ハロー
ワーク マザーズハローワークなど、子連れでも職探ししやすい施設があると嬉しいです。

108
ハロー
ワーク 子どものことを優先できる職場の情報をもっとほしい。

109
ハロー
ワーク

子育てをしている人が働きやすい職場を増やしてほしい。（支援してほしい）
コロナ禍では難しいかもしれませんか、企業向けにセミナーを開く、子育て世帯の方と関わる
機会（イベント）を設ける、など。
子育てを経験（自分の子でなくても、身内や友人の子どもを見たり預かったり）したことがな
ければ、世の中の子育てをしている人の状況などわからないと思うし、知っていれば「仕事し
てないなら暇だろう」とか、（専業で子育てをしている人に）「家にいて何してるの？」など
と言った軽率な言葉も出ないと思います。

110 病院 意見

土曜日午後の病院開院してほしい。子供が生後6か月で初めて発熱したのが土曜の午後で熱も
高かったため、すぐ診てもらいたかったが、ただ待つことしか出来ず不安だった。＃８０００
も時間外で対応もなく…。当番制で開ける病院を回す、相談窓口を作るなど、対応してほし
い。

111 ペット
ペットの飼い主のマナー違反がある。
通学路の糞害や無駄吠えは、子供たちに有害です。

112 保育園 意見

とにかく保育園の枠が狭い。
働きたいのに子どもを預けれないなら働けない。それを市役所に言っても、関係ないの一点張
り。
幼稚園入園に関しては並ばないといけない現状。その現状があるのに何も対策を出さないのは
どうかと思う。幼稚園部門は各々の幼稚園に任せてます、って言われますが、だったらせめて
並んでまで入園するという制度にストップをかけるべきではないでしょうか？
みんながみんな夜中から並べる環境にあると思わないでほしい。
私は誰にも頼れなかったので子どもと一緒に前日の夕方から並びました。夜中は車の中で寝せ
ました。
パートでも幼稚園に預けて働いているお母さんはたくさんいる。なのにコロナのときは幼稚園
は休園になった。保育園は開いているのに。どうしてそこを線引きするのですか？
幼稚園休園に伴い仕事ができなくなったときも何の補償もありませんでした。正社員の補償は
あるのにパートだとないのですか？
産前産後の一時預かりも保育園に空きがなければ預けることができない。
何のための制度ですか？
産後のお母さんに未就学児の兄弟児を一緒にるのは大変です。

113 保育園 日曜
土・日・祝に子どもを預けられる場所があると嬉しい。サービス業で土日祝は休みが取れない
ので。

114 保育園 日曜 自然災害、台風などで臨時に休園にされても、仕事は休みにはならず困る

115 保育園 病児
病後児保育は利用したことがあり、たいへんありがたかったです。スペース、人材について大
変だと理解しますが、続けてほしいと思います。

116 保育園 病児 病後児保育の拡大。保育士の方の働きやすい環境。



117 保育園 病児
病児病後児保育の手続きがややこしかった。手早く利用できないなと思います。もっと身近に
利用したいと思う。

118 保育園 病児 病児保育をしてほしい。
119 保育園 保育料 延長保育料の廃止

120 保育園 保育料
育休後の職場復帰はまだ産後で体を壊しやすく働けないこともあります。でも収入が少ない
為、無理をしないといけない。保育料が３歳から無料ではなく、（体調が整わないと時期＋今
お金が一番かかる時期の１歳や２歳もっと早めから無料か対策をしてもらえると嬉しいです。

121 保育園 保育料
子育てをしている事に変わりはないのに所得にせいで手当てや保育園などを利用に差を出さな
いでほしいです。所得はあったとしても、子供が多いから支出がたくさんで、本当に苦しいで
す。なんのために働いているんだろうという気持ちになります。

122 保育園 料金
昔の保育料にもどしてほしい。第三子がいる親は金銭的な負担が増えた。少子化対策に反して
いる。子どもが多いのに負担を増やしては本末転倒。

123 保育園 料金
第三子以降の2号認定での給食費がかかるのは、家庭の負担になっている。以前の制度の方が
給食費もかからずよかった。ただでさえ子供がたくさんで大変。

124 保育園 料金
働いても保育料が高ければ意味が無い。働くと扶養から外れる。だからといって正社員だと保
育園の迎えに間に合わない。何か免除してもらえるものが増えると助かります。

125 保育園 料金
保育料無料化とうたっていたが、食費を徴収されるようになり結果以前より多く支払うように
なることはいかがなものか。

126 保育園
0歳児・1歳児の預け先が少ない。園の定員がどうしても少ない。そのため、産後1年以内の職
場復帰が難しい。

127 保育園 4月入園についても保育園の空き情報を公開してほしい。

128 保育園

シングルで育てています。
仕事を探す所から、まず保育園が休園の日曜日が休みの所から選択肢が狭まりました。色々問
題があると思いますが、シングルで誰も頼れる人がいない家庭ではサービス業などにつけない
現実があります。少しでも同じ園で日曜日もみてもらえたら助かります。

129 保育園 どんな状況でも、3歳未満でも保育園に入れる環境があると有り難い。

130 保育園
仕事をしないと保育園に入れない。保育園が決まっていないと仕事も決まらない。矛盾してい
むずかしいことばっか。もっと就活しやすいようにしてほしい。

131 保育園
仕事を始めたいが、幼稚園が預かり保育がないときにどうやって子どもをみるか、サポートで
きるところがほしい。

132 保育園
仕事を変えたくても3か月で退園しないといけないので、次の見つかるか不安で転職できな
い。日曜日休みの仕事が少ない。

133 保育園
上の子が通っている幼稚園に下の子も希望する時期に入れるようにしてほしい。別々の園に預
けるのはきついです。

134 保育園 入園決定から入園まで最低でも1ヶ月はほしいです。期間が短かすぎて準備ができません。
135 保育園 認定こども園に入れる人数を増やしてほしい

136 保育園
保育士さんも人手不足なため、人員確保するためのサポートをしてほしい。
入園希望から半年待機、土曜日も早迎えをお願いされるため

137 保育園 保育士の負担を減らし、仕事が休みの時でも快く保育園を利用したい。
138 保育園 保育所、児童クラブの待機児童を減らす。
139 保育園 夜間や休日に子供をみてくれる託児所がもっとあり、お手頃な金額であればもっと嬉しい。

140 保育園
待機児童だけでなく、保育士、教員、TTの増加をお願いしたい。AM、PMだけで入れ替わりとか
でもいいので。

141 保育園
預かり保育の拡大、園の急な休みの時など手軽に預けるところがない。短時間でも手軽に預
かってもらえる施設があれば助かります。

142 教育 意見
田舎の人口減に伴う小・中学校の合併に対する地元住民への聞き取りや意見の反映をもっとし
てほしい。

143 教育 AIによる教材で、教育のフォロー

144 教育
学校現場に人員を増やし、余裕のある教育ができるようにしてほしい。職員の幸福感が上がる
と、子ども支援に集中でき、子どもの学びにも落ち着きにも良い影響があるから。

145 教育
小学校の先生方を見ていると、すごく大変で忙しそうです。例えば、免許を持っていない方で
もお手伝い程度でできる仕事の枠を増やしてはどうでしょうか。



146 車 車の免許を取りやすい制度にしてほしい。（外国人）

147 車
福岡から引っ越してきたのですが、唐津は車を持っていないと買い物にも仕事にも行けない。
（交通の便が悪い）車を所有するにもお金がかかる。子育て世帯への車購入の援助があればよ
いなと思う。

148 その他 意見
鏡校区の交通当番や役員(子供クラブやPTAなど)が強制されます。時間の融通が効かない人、
病気や障害のある人、とても苦痛に感じる人など、人それぞれ事情があるのに強制されるのは
仕事や子育てがし辛い地域だと思いますので、強制しないようにして頂きたいです。

149 その他 感想
他と比べ、コンパクトな町（気軽に行ける距離）にうまくまとまっていてとても子育てしやす
い

150 その他 感想

母親目線での支援も大切な事、よくわかります。でも、子供が病気の時くらい家で療養させて
あげたい。仕事が休めない方もいらっしゃるのでしょうが、病児保育のこれ以上の拡大は子供
がかわいそうな気もします。子どもの為に休んできてあげる。子どもの成長にとって大切なこ
とですね。


