
1 遊び場 行事
子育てイベント、親子イベントなどの積極的な実施、もしくは開催支援、広報を多く行っていただ
きたい。場所も人材もあるはず。遠方に行かなくても近くで遊びたい。様々な体験をさせたい。

2 遊び場 公園 公園の遊具の整備。まだまだ小さい公園だと古いものもあるので、新しくなると嬉しい。

3 遊び場 公園
数か所行った公園が草ばかりで遊べなかった。感染対策もあるのかなっと思ったけど、かえって虫
の害の方が心配になった。

4 遊び場 公園
衛生面などの問題もあると思いますが乳幼児が遊べるじゃぶじゃぶ池、噴水などの遊び場が欲しい
です。

5 遊び場 公園 小さい公園周辺の駐車場の確保

6 遊び場 施設
３歳児以上から遊べる最先端の施設やテーマパークなどできれば親子共々休日に気軽に立ち寄れて
いいなあと思います。県外に行かずに唐津で！みたいな感じですかね。

7 遊び場 施設
唐津市はもっと子供をメインにしたお店や図書館など、民間企業を取り入れ、見学から移住や移住
まではしなくても遊びに行きたくなるような町づくりを頑張って欲しい。

8 遊び場 りんく
ひと月に数回りんくの子育て支援センターを利用させてもらっています。雨の日や近所の公園に飽
きたとき、楽しく過ごせて子供も大好きな場所です。

9 遊び場 りんく
りんくにもっと遊ぶ物を増やしてほしい。また、少しのことで注意されたりと監視されているよう
に感じることがあります。子どもにオムツはつきもの。オムツも捨てられるようにしてほしいで
す。

10 お金 住宅 住宅等に対する補助金を整えて欲しいと思います。

11 お金 手当
唐津市より多久市の方が助成金など色々されていて、子育て家庭に優しいと思う。唐津に住んで得
だと思う事はあまりない。

12 お金
ピープ
ル ピープルネットの料金高く、家計も楽になりません。

13 お金
ひとり
親

母子家庭である程度収入があるので手当てを受けられないが、夫婦共働きの家庭に比べると収入は
低い。なのに手当てを一切受けられないのは厳しい。養育費も貰えず、3人を育てるのに毎月お金
が足りず、悩んでいる。母子家庭に優しい市になればと思う。

14 お金 無償化 一時金より給食費などを無料にし地区での回収など（給食係）の負担を減らしてほしい

15 お金
子供をもう一人と思ってますが、金銭的余裕がなく躊躇しています。もっと支援していただければ
もう一人欲しいです。

16 学童 意見 短時間勤務でも土曜日や長期休みに気軽に確実に学童に入れると良いと思います。

17 学童 意見
小学校の児童クラブについて不満があります。入れなかった場合は一体どうしたら良いのでしょう
か？時間は短くても、仕事をしています。働いています。学童に預けないとまだ幼い1年生は心配
です。

18 教育 意見
唐津市は教育も遅れています。勉強だけが大切ではありませんけど、先生方の教育も必要だと感じ
ています。同時に親も成長する必要があると思います。心を育む教育が当たり前になったら、もっ
と親も子どもも変化していくと思います。

19 教育
小学校の特別支援学級の先生の数を増やしてほしいです。子供をあずけるにあたり見学に行ったと
き先生の負担が大きそうでした。

20 車
車の免許がなく、自動車学校に通いたいが下の子を(保育園に通ってない)預ける場所がない為、自
動車学校に託児所を作ってもらったらとても助かります。

21 子育て
障がい
児

唐津市は障害児保育に対して消極的過ぎて他県他市に比べて遅れ過ぎているのではないでしょう
か？保育園に断られれば職場復帰、社会復帰は到底できない。障害手当だけでは厳しい。子供同士
の刺激は本当に奇跡的です。障害児のためにも心優しい健常児を育てる為にももっと積極的に受け
入れて欲しい。

22 子育て 意見
子ども食堂や病児保育など、唐津市は範囲が広いためもう少し細かく、利用しやすく設置してほし
い。もっと子供を生んで育てやすい環境にしてください。

23 子育て 意見
育児をしていると孤立を感じることが多いので、そういうことに気づいてあげられる人がいると悩
んでいるお母さんの助けになるのでは、と思います。

24 子育て 意見
核家族化や晩婚化が進むと、緊急時の子どもの預け先や急病時の呼び出しなど、頼れる身内がいな
くて困るケースが増えてくる。職場のサポート体制や子どもの居場所作りに支援が必要。

25 子育て 感想
地元は熊本で田舎の方にいましたが、ここまで支援センターなど充実していなかったので、唐津に
住み始めて驚きました。住みやすいと感じています。

ご意見ご感想



26 子育て 感想
唐津市は子育て支援がとても充実していて子ども達が未就園の時期に精神的にもとても助けられま
した。ありがとうございました！！

27 子育て 感想
コロナ流行の際、唐津市は保育を通常とほぼ変わらずおこなってくださり、とても助かりました。
ありがとうございました。

28 子育て 感想
安心して子供を預けられる園や先生方がいて、時給は低いが働きやすい職場に勤める事ができて、
恵まれた環境です。自然も多く、くんちもあり、子育てするのに適した土地だと思うので、唐津で
育児期をずっと過ごせたらいいなと思っています。

29 子育て 感想

唐津は、河畔公園やりんくなど子供と遊べる場所もあるし、夜間救急は500円で受けられるし、子
育てしやすいと思います。私は他県から来ましたが、子育てサロンも充実していて、知っている人
が少なくても、そういう場所でママ友もできたし、子供が小さいときとても楽しく子育てできまし
た。図書館も子育てにとても役立ちました。
前は市役所の窓口の方の感じが嫌だなぁと感じることもありましたが、最近はみなさん丁寧にいろ
いろ教えてくださって、笑顔で対応してくださる方が増えて、ありがたいなぁと思います。

30 子育て さんて
さんてが出来てから、各支所でされていた検診にわざわざ唐津までいかなければならず、とても不
便です。

31 子育て 相談 りんく３Fでは相談しやすいが、４Fは相談などはしにくい感じがある・・・。

32 子育て 託児
ラビットくんを利用したいと思うが、コロナの事を考えると、預けづらいので、託児所併設の場所
が増えると嬉しい。

33 子育て 父親
社会全体が少しでも、短時間勤務になったり、休みがとりやすい環境であれば、母親だけが主に
なって育児をせずに、父親ももっと家事育児に参加できると思う。

34 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。

35 子育て 感想
唐津市は子育てしやすい環境ではありますが、まだまだ子ども達が1番ではありません。これから
先の社会を支えてくれる子ども達が1番安心して暮らせる社会にしたい。

36 仕事 意見 公共工事を増やして！働き方改革で収入激減！中小企業は潰れます。

37 仕事
テレ
ワーク テレワークなどの支援のためにも、インターネット環境を整えてもらえないでしょうか。

38 施設
唐津市内のあらゆる施設に、誰でもトイレやスロープ、キッズスペースなどがもっと増えたらとて
も嬉しい

39 社会 育休

私自身の考えなのですが、子供が2才ぐらいまでは、育休をとりたかった。その時しかない子供と
の時間を大事にしたかった。人によっては、子育てより、仕事してた方がいいと言われる方、金銭
的なことで、復帰される方がたくさんいますが、待機児童を少なくするよりも、働かなくても、子
供が小さいときは、一緒にいられる環境を、自分の職場は、もちろん、夫の職場にもそういう支援
があれば、と思います。

40 社会 意見 今よりもっと我が子との時間をとりやすい社会になってほしい。

41 社会 意見
子育てしやすい市、若者が定住したい市に変えていかないと唐津市はジリ貧だと思います。頑張っ
てください。

42 社会 意見 子供の社会体育等を充実させ、学校に任せっきりにしないことが大切だと思う。

43 社会 意見
私たちが子どもだった時や、1番上の子が産まれたばかりの時（13年前）と比べると、年々仕事と
子育てが両立しやすい環境は整えられていると思います。リモートワークなど、働き方も変化して
いき、これから社会が大きく動く時だと思います。時代の様式に合った行政をお願いします。

44 社会 意見
田舎だから、同居だからと女、嫁、妻ががんばって、我慢している人をよく見る。そのように育て
られているからとあきらめている人も多い。
でも、本来人は皆平等。男でも女でも想いあって協力しあっていける社会、家庭にしたい。

45 社会 意見

仕事したら、休めない。こどもが病気したときなど肩身もせまい。また休まなきゃならと、精神的
にもきつい。祖父母にも頼れない、親だけで育てているところへの支援をしてほしい。発達障害系
の幼児の大変さは、育てた人にしかわからない。頼れる人がいる人は、楽に仕事もでき、いいなと
思う。働きたくても働けないという実情。祖父母任せで働ける人たちに優遇されていると感じる。
ほんとに大変なところに支援してほしい。仕事もフルでして、子育てもして。ほんとに大変なとこ
ろは、できない。やりたい仕事もあきらめるしかない。



46 社会 感想

先日、兵庫県明石市の子育て支援の記事を見ました。
（乳幼児のいる家庭にオムツなどを届けたり、配達するスタッフ（育児経験者だったり、行政の相
談員だったり）が乳幼児の保護者に話を聞いたりしている、といった内容でした）
今回のアンケートの趣旨とは違うでしょうが、子育て支援に力を入れてくれていると感じました。
子育ては周囲の理解や支援があってこそだと思います。それらがなければ仕事をすることは非常に
厳しいと感じると思います。
子育て世帯が働くには、制度だけでなく周囲（職場も含めて）の理解（状況把握）が必要だと、感
じています。

47 社会 感想

公園やのびのびとした遊び場にはとても満足している。しかし学びとなると少し不安がある。
今後、学校へ殆ど行かずに卒業できるような時代が来たときのため、魅力的な学校を唐津から発信
して欲しい。そして唐津に住むという選択肢が増えていくために、企業誘致だけでなくリモート中
心の企業の人が移住したくなるような環境作りに力を入れてほしい。

48 社会 感想 やはり今も子育ては母親メインでというバランスは変わらないと思います！

49 社会
交通機
関
67歳の母が免許証を返納しましたが、病院に行ったり買い物したり孫に会いに行ったり…バスを利
用しています。もっと唐津市にバス停を作って欲しいと言っていました。

50 社会

収入を重視すれば時間は拘束されるし、時間を優先すれば収入は少なくなる。手に職があれば違う
のだろうけど、技術も、特技も知恵もなければ、結局のところ、時間と収入のどちらかをとるしか
ない。これは市役所ではどうにも出来ないことなので、どうしようもない。北欧のように、税金は
高いが教育費は大学まで無償、老後の生活も保障されてるので、貯金をしなくてもよいとなれば別
だが。

51 社会

子育てにはお金がかかる。お金の為に働く。物価の安い唐津で子育て費用を稼ぐには長時間仕事す
る事になる。
子供に向き合う時間も、家事の時間も、家族の時間も、自分の時間も短くなって余裕が無くなる。
余裕が無くなると、イライラするし思いやりがなくなる。
思いやりが無くなって周りの人たちに冷たい対応になって自己嫌悪に陥る。
そんな子育ては悲しいです。

余裕のある暮らしがおくれる社会を作ってください。

52 市役所 観光 唐津市の観光アピールが下手です。

53 市役所 情報
シングルなのでどこに頼っていいのか、役所へ訪ねたりしますが、良ければ情報が知りたいので、
パンフレットなど、郵送あると、もっと活用するのにな、と思います。

54 市役所 情報 子育て情報などSNSで流してほしいです。インスタグラムとかあるとみると思います。
55 市役所 情報 市のホームページが分かりづらいです。

56 市役所 情報
情報が確実に伝わるようにしてほしい。子育てで大変な人にも。伝わったかを市でも確認できると
よりいいと思う。LINEだと既読なればわかるようにそのようなものがあれば・・・。

57 市役所 対応

保育園などの申し込みに行った際に親切な対応をする人も居ましたが、上から目線で対応する人が
いて不快に思いました。
本所ではなく支所に手続きに行った際に担当課の人が把握出来ておらず本所に電話で聞いていた。
きちんと把握はしておいて欲しい。結局本所で手続きするはめになり、時間の無駄になった

58 市役所 対応
幼稚園途中入園の書類を提出に行った際に100％無理ですね。とこちらが本気で悩んでいるのに…
もう少し子供関係の科の方の対応を考えてほしい。他の市に引っ越ししようとも考える程悲しい対
応だった

59 市役所 対応 市職員なのにあいさつができない人が多くみられます。一市民として不愉快です。

60 市役所 意見
唐津市は未来への投資をしなさすぎだと思います。子供達の為にしっかり考えて動いてほしいで
す。子供は社会の宝です。

61 職場 意見
職場の環境への介入をできるだけしてほしい。今もなお、昭和のど真ん中のような仕事の仕方を強
要されている現実を知ってほしい。

62 職場 意見
仕事と子育ての両立は職場の理解が必要だと思うので、市が何かするべきというよりも、各々の職
場の理解次第だと思う。



63 職場 意見

二人目妊娠中は、一人目の病気で休みが足りず、定期検診にいく休みも頂けませんでした。
パートになれば、いつでも休めると言うことを、グレーゾーンな言葉でほのめかされました。
有給を使うしかなくなれば、有給をつかうなんて、愛社精神がないと、先輩には言われました。

私は育児休暇は、頂けました。それだけでも、なかった時代からすれば、恵まれている。
それさえ、今でももらえない小さな中小企業ばかりだと思ってもらってよいとおもいます。
男女共同参画など、ほんっとうに、夢のまた夢、しようもんなら、かなりのエネルギーが必要で
す。それを、子供を持ってまでできるか？

出来ません。

私は、会社で、唯一の女性資格保持者で、男性と同等のお給料を頂いてました。勤めだして、妊娠
するまでの10年は、男性より働いてました。
そうなると、女性の癖に生意気。と、なるわけです。

田舎は、当たり前の議論や、法律が、全く無視される無法地帯だと思って取り組まれてください。
私も、これからは、そういった活動も視野にいれ、女性が、本当に幸せで生き生きとした世の中に
なる活動、をしたいと思っています。

64 職場 感想
我が子との時間をとるのか、働いてお金をとるのかという極端な選択をしなくてはいけなくなりま
した。いままで通り仕事をしていきたいという気持ちはあるけれど、パートになると業務内容が変
わるし、いつでも正社員に戻れる制度もないため、退職した方が良いのか悩んでいます。

65 職場
時短勤
務
小学校入学（未就学児）までは、突然に病気をしたり、突発的に休みをもらったり、園に慣れるま
でに時間がかかったりするので、時短勤務などを取りやすい職場がいいです。

66 職場 男性
男性の育児休業に高い関心を持っています。私は上司の理解で取得できましたが、なかなか取りた
くても取れないという話も聞きます。唐津市として男性の育児休業取得を推進する施策をとってい
ただけたらと思います。

67 保育園 意見 幼児にマスクの強制はやめてください
68 保育園 意見 ０歳児の保育園入園をもっとしやすくしてほしい

69 保育園 意見

1号認定の子供で、平日の保育時間終了後や土曜の預かり保育が働いていないと使えない施設があ
るため、通院や用事等で親が自分自身に使える時間が限られている印象です。
ファミリーサポートなどは抵抗があったり、近くに両親等頼れる人が居ない場合など、様々なこと
を考慮したサポート体制を市として作って欲しいです。

70 保育園 給食

保育園の給食の素材、おやつは手作りにして欲しい。そのための人数配置に対応して欲しい。体の
できてくる大事な時期なので、どこの保育園にいっても同じような対応をしてもらえると嬉しい。
お菓子やパン、ケーキじゃなくてもふかし芋やおにぎり、うどんとかちゃんと追加食として出して
欲しい。今の時代お菓子はいつでもどこでも食べられるので、わざわざ保育園で週に何度もいりま
せん。そこを行政がちゃんと対応してほしいです。保育園任せではなく、地産地消でもちろん安心
安全なものを使い循環していくようにしてほしい。保育園の先生達が疲弊せず、給食やおやつを
作ってもらえる環境を整えてください。

71 保育園 保育料
０，１，２、歳時の保育料を見直してほしい。
３歳児以上が無償化されたのに、それ以下の保育料の増額がひどすぎる。そのせいで保育所を退所
せざるをえない家庭もある。一番お金のかかる時期、子育てしやすいよう考えてほしい。

72 保育園 保育料

こども園、保育園での第3子以降の2号認定の子の給食費が急に必要になったこと。以前の唐津市の
制度では、給食費の無料等支援があったので安心して第3子以降を産んだのに・・・急な変更で困
ります。家計が苦しくなります。他の佐賀県の市では、第3子以降も給食費無料と聞いています。
なぜ唐津市だけ？

73 保育園 保育料
昨年10月から保育料無償化がはじまりましたが、我が家では逆に出費が増えて不満です。以前の唐
津市独自でされていた制度の方が、子供が多くいる家庭は助かっていました。今後以前の制度に戻
ることはないのですか？

74 保育園 保育料
幼稚園無償化になってから逆に支払いが多くなりました。子供が4人いるのですが、子供が少ない
人は恩恵を受け、子供が多い人は損をする制度はおかしいと思います。子供が多い人ほど経済的な
支援を多くしていただきたいです

75 保育園
60時間働かないと保育園が強制退園なるのはおかしい。小さい時は病気しがちだから休まざる得な
い！そこらへんを配慮して欲しい！



76 保育園
園での発熱時に、幼稚園から小児科へのリモート受診（仮診察、相談）ができないのか。無理して
迎えに行っても、受診、早退の必要性を感じ無いことが多々ある。

77 保育園
今通っている園が土曜日の受け入れについて１３時までといわれる。もっと柔軟に対応してほし
い。

78 保育園
仕事の都合上、8月からという中途半端な時期に急遽保育園への入園をお願いしたのですが、希望
通りの職場側の園に無事入れ、とても助かっています。保育園も少人数でよく見てくださり、本当
にありがたく思います。

79 保育園
少子化なのに、保育園には入れない。現実に仕事をしている女性はすごく不安だと思います。待機
児童問題を早く解決策を考えてほしいです。

80 保育園 就業時間が短くても、夏休み等長期の休みも預かって貰えるようにしてもらいたい。
81 保育園 世帯が別でも同居家族の収入まで見られるのをどうにかしてほしい

82ハローワーク意見
ハローワークなどで資格取得できる場所が唐津市は無さすぎます。保育士や医療事務、IT系など募
集がある職種の資格などができる訓練場所を設けて下さい。かつオンラインで受講できるように。
事務職種とかに集中して就業できません。

83 ペット 猫に餌を禁止なとこでも、挙げている人がいるので、フンされて（駐車場）すごく迷惑している。

84 スポーツ 意見

スポーツのさかんな町になればいいなと思います。スポーツを真剣にしたことのない保護者が多く
クラブチームの運営を理解されないことが多く大変です。
このままではいつまで経っても唐津から素晴らしいスポーツ選手はたくさん出るようにならないと
思います。

85 その他 回覧板
回覧板は廃止してほしい。または希望者のみのものにしてほしい。各家庭を回るのは、コロナ渦に
おいてもふさわしくないと思う。

86 その他 感想

コロナで予定していたよりも早い仕事復帰になりました。3か月程度、子供もも一緒に見ながら仕
事をしていましたが、育児と仕事の両立は難しく、幸い、家から近く、とても良い園に途中で入園
でき気持ちも心も少し休めるようになりました。出産、育児、仕事、家庭をこのwithコロナでやっ
ていくことの大変さを痛感しています。悩んでいる方も多いと思います。どうか、お母さんお父さ
ん、そして子どもたちが笑顔で過ごしやすい日がきますよう、よろしくお願いします。

87 その他 感想
アンケート制作、集計、ありがとうございます。活用されて、唐津市の子育てや仕事がしやすく、
女性が活躍できる場所が増えていくことを期待します。

88 その他 感想
子どもが病気の時等に仕事を休みやすい体制作りをしてほしい。このようなアンケートをし、今後
より良くなることを期待します。

89 その他 感想 子育てが楽しい、たくさん子どもが欲しいと思えるような日本になってほしい☆
90 その他 感想 子育ては大変だが楽しい面もある。安心して子育てするためには、経済面が不安な状況である。
91 その他 感想 時代が進み、今は共働きの家庭増加。それに伴う社会を作っていただきたいのです。

92 その他 感想

昔のように一緒にお爺ちゃんやお婆ちゃんがいる家庭が少なく、また共働きも増え子供を育てる事
は親にとって負担が大きいものになりました。
幼老どちらも一緒の施設が増えたらいいのになと思います。
預けれる場所や働ける場所が私の時はあまりなかったので困った記憶はあります。

93 その他 感想
夫婦共にフルタイムです。子供が一番の犠牲者かなと思うと心苦しくなる時もあります。でも子供
と自分達の未来のために頑張ろうと決めています。頑張っている人が報われる世の中であることを
願います。

94 その他 感想 毎日保育士さんに感謝の気持ちでいっぱいです。保育士さんの待遇改善をよろしくお願いします。

95 その他 ゴミ
ゴミ事情が他の地域と比べて非常に汚い。（和多田地区）
ゴミステーションの完備は必須。市自体が他との違いに気づくべき。レベルが低すぎる。

96 その他 賃金
医療系全体の賃金のベースアップをしてほしいです。フルで働く必要があっても、賃金は高くもな
く、拘束時間も長い。子どもとの時間をとるのもなかなか難しいのが現状です。賃金のベースアッ
プがあればパートでもいいのになって思うこともあります。


