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■ 調査結果のまとめ 

 

１ 就学前・小学生共通 

１．子育て家庭の状況 

①兄弟の状況 

●就学前では２人、小学生では３人が最も高い。２番目に、就学前で 1 人、小学生では２

人が高い。 

●就学前では、南星中学校区で一人っ子がやや高い。 

兄弟の数を見ると、就学前児童では、｢２人｣の 37.3％が最も高く、次いで「１人」の

28.6％、「３人」の 23.5％となっている。小学生では｢３人｣が 37.4％で最も高く、「２人」

が 30.9％と次いでいる。また、「４人」が 16.9％あった。 

中学校区別に見ると、就学前児童では「１人」が南星中学校区でやや高くなっている。

小学生では、「２人」は南風原中学校区でやや高く、「３人」は南星中学校区の方で僅かな

がら高くなっている。 

 

 

②世帯の状況 

●核家族世帯が圧倒的に多く、就学前と小学生ともに南星中学校区でやや高い。母子世帯

は、就学前の南風原中学校区で南星中学校区より若干高くなっている。 

世帯構成について見ると、｢核家族世帯｣が就学前児童は 89.1％、小学生は 82.7％となっ

ており、ほとんどの家庭が核家族であることがわかる。また、｢母子世帯｣は就学前児童の

4.2％、小学生では 7.9％となっている。 

世帯構成を中学校区別に見ると、小学生では、南星中学校区の「核家族世帯」が南風原

中学校区よりも若干高くなっている 

 

 

③保護者の出身地 

●父母ともに南風原町以外の県内（本島）が多い。父親に比べ母親の方が「南風原町」出

身の割合がやや低くなっている。 

就学前児童・小学生ともに、「南風原町以外の県内（本島）」出身者が最も多く、半数以

上を占めている。「南風原町」出身は父親が就学前児童・小学生ともに３割余り、母親では

３割弱となっている。「県外」出身者は、父親、母親ともに６～８％程度となっている。 
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④日頃お子さんを見てもらえる方 

●多くの家庭が祖父母・親族の支援を受けられるが、10％程度は見てもらえる人がいない。 

お子さんを見てもらえる方について尋ねたところ、祖父母や親族等が｢緊急時や用事の

際｣あるいは｢日常的に｣見てもらえるという回答が大半を占めているものの、お子さんを

見てもらえる方が｢いずれもいない｣という回答が就学前児童で 10.0％、小学生では 7.4％

ある。 

 

 

⑤相談できる人・場所の有無、孤独感 

●相談相手が｢いない｣人では、子育てで孤立を感じている割合が高い。 

気軽に相談できる人がいる・場所があるという回答が 95％を超えているが、その一方で、

｢相談できる人がいない(場所がない)｣という人は就学前児童保護者で 3.7％、小学生保護

者では 4.5％いる。 

子育てなどでの“孤独感については、就学前児童保護者の 28.1％、小学生保護者の 20.5％

が感じている。 

世帯構成別で見ると、「ひとり親世帯」や「その他の世帯」で、孤立感を感じる割合が高

くなっていることがわかる。 

相談先の有無別に見ると、｢相談できる人がいる｣という回答では、“孤独感あり”が就学

前児童が 27.0％（小学生 18.6％）であるのに対し、｢相談できる人がいない｣では、就学前

児童で 63.2％（小学生が 60.5％）と６割を占めている。さらに｢(孤独感を)よく感じる｣も

｢相談できる人はいない｣で 13.2％（小学生が 16.3％）となっており、相談先の有無と子育

ての孤独感で関係性が見られる。 

 

 

⑥相談先・相談内容 

●相談先は身近な人が大半であるが、悩み事は専門的な内容が多くなっている。 

相談先としては、祖父母や友人・知人といった身近な人をあげる回答が大半を占めてい

る。しかし、相談内容では子どもの発達や栄養・教育などの専門的なことも高くなってお

り、身近な人だけではなく専門的な人や機関による相談や情報提供などの充実も必要と思

われる。 

 

 

⑦相談・情報提供の場に求めること（就学前） 

●相談・情報提供では、教育・保育施設の情報関する相談を望む声が非常に高い。 

就学前児童を対象に相談・情報提供の場に求めることを尋ねると、「教育・保育施設の情

報・利用に関する相談」が 67.1％で非常に高くなっている。  
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⑥行政に望む子育て支援の内容（就学前のみ） 

●経済的負担軽減や子どもと楽しめる場の整備を求める声が最も高い。 

｢保育所や幼稚園にかかる費用負担を軽減して欲しい｣(67.8％)という経済的負担軽減を

望む声と、｢子連れでも出かけやすく楽しめる場所を増やして欲しい｣(62.4％)が特に高く

なっている。また、「残業時間の短縮や休暇の取得促進など、企業に対して職場環境の改善

を働か気かけてほしい」が 39.1％、｢公園を増やして欲しい｣が 36.8％あり、比較的高く成

っている。 

 

 

２．母親の就労について 

①母親の現在の就労状況・就労希望 

●母親の就労率(83.0％)・就労希望率(90.4％)は前回調査時点より上昇している。 

就学前児童の母親の就労状況を見ると、フルタイムで就労している母親は就学前児童保

護者で 61.1％(小学生保護者で 53.7％)、パート・アルバイト等が 21.9％(小学校生保護者

は 32.0％)であり、就労している母親が就学前児童保護者の 83.0％(小学生保護者の

85.7％)を占めている。また、就労希望率は 90.4％となっている。第一期計画策定時のニ

ーズ調査(前回調査)では、母親の就労率(就学前児童保護者)は 72.4％、就労希望率(同)は

83.4％であり、女性の就労率や就労希望率は前回を上回っている。また、フルタイムでの

就労割合が前回調査では 52.7％であったが、今回は 61.1％と大きく上昇している。 

母親の就労率上昇は、共働き家庭の増加となり、保育ニーズの上昇にも直結する。児童人

口が急減していなければ、前回調査時点と比べて、量の見込みは上がるものと推察される。 

※母親の就労希望率＝(｢現在就労している母親数｣＋｢現在未就労で“今すぐにでも働きたい”と回答した母親数｣)

÷有効回答者の母親数で算出 

 

 

②現在就労していない母親の就労希望 

●すぐにでも働きたいという母親は 46.0％。 

就労していない母親のうち、すぐにでも働きたいと考えている割合は、就学前児童保護

者で 46.0％、小学生保護者の 32.8％となっている。特に就学前児童保護者では就労したい

割合が高く、保育園入所希望の｢潜在的ニーズ｣として量の見込みを算出する際に考慮する

必要がある。 
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２ 就学前児童の調査結果より 

１．教育・保育サービスの利用について 

①教育・保育のサービスの利用の有無 

●２歳以上の子どもの約８割が教育・保育施設等を利用している。 

就学前の教育・保育サービス利用は 76.6％であり、１歳児では５割半ば、２歳児以上は

８割を超える利用率となっている。また、認可外保育施設利用者を除いた教育・保育施設

の就園率は３歳児で 75.7％、４歳児で 79.5％、５歳児で 94.5％となっており、３～５歳

児全体では 83.7％となる。 

 

 

②利用している教育・保育サービスの状況 

●「民間の認可保育所」の利用率が最も高い。 

｢民間の認可保育所｣の利用が 34.9％で最も高くなっている。次いで多いのは｢公立幼稚園｣

（20.7％）と｢公立の認可保育所｣（19.9％）となっており、｢認可外の保育施設｣の利用は

12.9％となっている。認可外の保育施設利用者の中には認可保育所を待機となって利用して

いる人も多く、こういった対象者も潜在的な保育ニーズとして捉える必要がある。 

 

 

③教育・保育サービスを利用していない理由 

●｢空きがない｣ために教育・保育施設等を利用していない割合は 35.0％。 

保育・教育のサービスに空きがないために利用していない、つまり、“潜在的も含めての

待機児童”となっている割合は 35.0％であった。子どもの年齢別では１歳児から３歳児で

この回答が高い。特に１歳児では 70.6％を占める。 

“空きがない”を中学校区別にみると、南星中学校区で 35.6％、南風原中学校区で 33.7％

となっており地域差はほとんどない。 
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④教育・保育のサービスの利用希望 

●｢公立の認可保育所｣、「民間の認可保育所｣を望む声が非常に高い。居住地の近くの施設

利用希望が高い。 

教育・保育サービスの利用希望では、「公立の認可保育所」と｢民間の認可保育所｣を望む

声がそれぞれ 50％余りと高くなっている。また、｢公立幼稚園｣が 37.4％、「認定こども園」

が 24.1％となっている。 

現在、利用している教育・保育サービスを今後も希望する人が概ね 80％以上となってい

るが、現在｢認可外の保育施設｣を利用している人で今後も認可外を希望する割合は 33.7％

と低く、代わって公立や民間の認可保育所を希望する声が 50％を超えている。 

また、利用したい場所と居住地区との関係を見ると、居住している地区内での教育・保

育サービス利用希望が南風原中学校区で 95.9％、南星中学校区で 88.5％となっており、住

まいから近いところに預けたいという声が高いことがわかる。 

 

 

⑤教育・保育サービスを選ぶときに重視すること 

●居住地に近い場所を選びたいという声が、両中学校区とも非常に高い。 

教育・保育サービスを選ぶ際に重視することとしては、｢居住地に近い場所｣が最も高く

78.1％を占めている。そのほか、｢保育士、先生、職員の対応｣が 73.5％、｢教育・保育の方

針や内容｣が 62.9％と続いている。これら３項目が特に高い。 

教育・保育施設を選ぶポイントとして｢居住地の近く｣が利用先の希望や園選びで重視す

ることとして多く挙げられており、供給体制の整備においてもこの点を踏まえ、各地域の

児童人口等を踏まえて提供区域ごとの施設等整備を図る必要がある。 

 

⑥町立幼稚園の複数年保育の利用希望 

●３歳から通わせたいという声は 31.3％となっている。 

町立幼稚園の複数年保育希望については、「３歳から通わせたい」が 31.3％で最も高か

った。「４歳から」は 11.5％、「５歳から」は 10.8％であるが、「よくわからない」が 19.1％

あった。また、「３歳から」という声は南星中学校区で 33.2％あり、南風原中学校区の 29.2％

よりやや高くなっている。 

なお、保育所等を利用する(幼稚園は利用しない)という声が 14.8％あった。 

 

 

⑦町立幼稚園を複数年保育で利用する際の条件について 

●「毎日給食にして欲しい」や「19 時までの預かり」などの声が見られた。 

町立幼稚園を複数年保育で利用する際の条件等について尋ねた。「長期休みも含む毎日

の給食の実施」、「19 時までの預かり」、「朝７時からの受け入れ」などの声が多く寄せられ

ていた。  
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２．土曜日、日曜・祝日、長期休暇中の教育・保育サービスの利用 

①土曜日・日曜日の利用希望 

●土日の利用希望も一定程度見られる。 

土曜日は 62.6％、日曜・祝日は 22.4％が教育保育施設を利用したいと回答している。土

曜日のほか、日曜・祝日の利用希望も少なくない。なお、土曜日については毎週の利用希

望は 23.1％、日曜日の毎週利用希望は 2.7％であった。 

 

 

②幼稚園の長期休暇期間の教育・保育サービスの利用希望 

●夏休み等の長期休暇期間も教育・保育サービスの利用が望まれている。 

幼稚園の夏休みなど長期休暇期間における施設の利用希望は、｢ほぼ毎日利用したい｣が

72.6％を占めている。 

 

 

３．地域子育て支援センターについて 

①地域子育て支援センターの利用状況、利用希望 

●現在の利用率は 5.4％程度で低いが、今後の利用希望は 26.1％ある。 

地域子育て支援センターの現在の利用者は 5.4％であり、現在利用していないが今後利

用したい割合は 26.1％となっている。特に、1 歳児(36.5％)と５歳児（27.8％）での利用

希望が高くなっている。 

 

 

②地域子育て支援センターで利用したい内容 

●交流の場の提供や子育てに関する相談、教育・保育施設等の入所相談などの希望が比較

的高い。 

地域子育て支援センターで利用が望まれている内容は、「常設の子育て親子の交流の場

の提供」（45.1％）、「子育てに関する相談」（43.9％）、「保育所や幼稚園の入所・利用に関

する相談」（43.9％）、「一時預かり」（42.1％、「地域の子育て関連情報の提供」（40.2％）

の５項目で４割台と高くなっている。子どもの年齢別にみると、０～２歳児といった低年

齢児では、「常設の子育て親子の交流の場の提供」と「子育てに関する相談」、「地域の子育

て関連情報の提供」などを望む声が高くなっている。「一時預かり」は１、２歳児のほか６

歳児で半数以上を占めている。 
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４．病児・病後児保育について 

①病児・病後児保育の利用希望 

●病児保育の利用希望は３割半ばある。 

病児・病後児保育の利用希望は 34.2％となっている。１年間で利用したい日数について

は、｢５日以内｣が 55.2％を占める。 

 

 

５．一時預かりについて 

①一時預かりの利用意向 

●一時預かりの利用希望は３割半ばであり、０・１歳児で比較的高い。 

一時預かりを｢利用したい｣という声は 34.9％を占めており、０歳児（45.5％）、１歳児

（43.9％）で４割半ばとなっており、２歳児以上では３割前後に減少している。利用目的

では、「私用、リフレッシュ目的」が 70.3％を占めており最も高い。また、「冠婚葬祭、学

校行事、子どもや親の通院等」も 61.6％と高くなっている。 

 

 

６．育児休業等について 

①育児休業の取得状況・取得しなかった理由 

●母親全体の中では約半数が育休を取得。父親の取得は僅かである。 

育児休業を取得した割合は、母親全体の中では 57.8％、父親では 3.3％となっている。

また、当時就労していた人を母数として算出した“育児休業取得率”は、母親で 82.1％、

父親では 3.4％となる。全国値（2018年）は母親 82.2％、父親 6.2％であり、父親の取得

率は僅かながら全国を下回っている。 

育児休業を取得していない理由としては、母親では｢子育てや家事に専念するため退職

した｣が 29.7％、｢職場に育児休業の制度がなかった｣が 27.3％で高い。 

 

 

②育児休業の期間について（母親） 

●保育所入所できるタイミングを考慮しながら、希望する育休期間を早めるなどしている。 

育児休業は、子どもが１歳になるまで取得したいという希望が 82.5％で圧倒的に高い。 

育児休業を希望通りの期間取得できたという回答は 41.5％となっている。｢希望より早

く復帰した｣が 47.6％で４割半ばとなっており、希望より早く復帰した理由は、｢希望する

保育所に入るため｣が 65.1％で大半を占めている。 

また、希望より遅く復帰した理由でも｢希望する保育所に入れなかったため｣が 76.9％で

圧倒的に高く、育休の復帰時期を早めたり遅くしたりしている大きな理由には、“保育所入

所”が影響していることがわかる。 
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③仕事と子育ての両立のため必要な企業の取り組み 

●子どもの病気やけがの時に休暇を取れる職場環境などが求められている。 

仕事と子育ての両立のため必要な企業の取り組みとしては、｢子どもが病気やけがの時

などに休暇を取れる環境｣が 66.1％で最も高い。また｢妊娠中、育児期間中の勤務を軽減す

る｣(54.4％)、｢子育てと仕事の両立に向け、職場内の理解を深める教育を行う｣(52.0％)が

比較的高くなっている。 

仕事と子育てを両立しやすい職場環境とともに、職場の理解が求められており、安心し

て働きそして子育てもできるように、企業への啓発及び企業と連携した取り組みも必要で

ある。 
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３ 小学校低学年児童の調査結果より 

１．放課後の過ごし方について 

①放課後の過ごし方 

●子どもの放課後の過ごし方では、「習い事」を望む声が比較的高い。 

小学生の放課後の過ごし方では、｢自宅｣(56.0％)のほかに、｢習い事｣(47.3％)が特に高

い。年齢別に見ると、「習い事」は３年生から５年生の学年で高く、「自宅」は４年生以上

で 60％以上を超えている。また、「放課後児童クラブ」は１年生が最も高く、学年が上が

るとともに割合が減少していく。 

中学校区別に見ると、南風原中学校区では、｢自宅｣や｢放課後児童クラブ｣などが南星中

学校区よりやや高く、反対に南星中学校区では、「部活・クラブ活動」や、割合は低いもの

の｢地域の公民館｣などがやや高くなっている。 

希望する放課後の過ごし方では、｢自宅｣(43.5％)よりも｢習い事｣(52.5％)の方が高くな

っている。｢放課後児童クラブ｣(20.8％)は現在の利用状況より希望が低いが、｢児童館｣

(12.3％)と｢放課後子ども教室｣(8.9％)は現在の利用状況より希望の方が高くなっている。 

 

 

２．放課後児童クラブ(学童保育)の利用について 

①放課後児童クラブ(学童保育)の現在の利用状況と利用希望 

●低学年では４～７割程度、６年生でも２割近くの利用希望が見られる。 

放課後児童クラブの現在の利用率は 28.4％であり、学年別に見ると１年生が 61.4％、２

年生が 46.0％、３年生が 34.4％と、学年が上がるとともに利用割合は減少している。 

今後の利用希望率は 41.3％となっている。学年別では、１年生が 73.1％、２年生が 59.7％、

３年生が 41.7％であり、現在の利用率を大きく上回っている。 

また、５年生以降の高学年では、現在の利用率は 10％以下にとどまっているが、今後の

利用希望率は５年生で 26.8％、６年生で 19.6％あり、現在の利用を上回るニーズが見受け

られる。 

 

 

②小学校区別に見る放課後児童クラブ(学童保育)の利用状況と利用希望 

●整備不足の地域への新規整備が求められている。 

放課後児童クラブの利用率を小学校区別に見ると、南風原小学校区が 34.5％の利用率と

最も高く、他の小学校区は 20％台となっている。今後の利用希望率では、北丘小学校区

（37.2％）を除く３校が 40％余りと比較的高い。 

放課後児童クラブについては整備が進んでいる地域と進んでいない地域の差が見られる。

利用ニーズも、現在の利用率が高いところのほか、整備不足の地域への新規整備もニーズ

量を見極めながら検討していく必要がある。  
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③放課後児童クラブ(学童保育)の利用料金 

●10,000 円未満を望む声が９割。利用料が高いと感じる人では 4,000 円未満が半数余り。 

放課後児童クラブ(学童保育)を利用していない理由の中には、｢利用料金がかかる(高い

から)｣が 29.9％あり、利用していない人の３割近くを占めている。 

放課後児童クラブの利用料金の希望額としては、｢8,000 以上 10,000 円未満｣が 28.9％

で最も高い。これに次いで｢4,000円以上 6,000円未満｣の 23.9％となっている。これらを

含む 10,000円未満を望む声が 90.9％となっている。 

また、利用料金がかかる(高い)ことを理由に放課後児童クラブを利用していない人の声

としては、｢4,000 円未満｣が 52.2％で半数以上を占めており、全体に比べてより低額が求

められていることがわかる。 

 

 

④放課後児童クラブ(学童保育)を何年生まで利用したいか（１年生のみ） 

●「３年生まで」が半数近く。「６年生まで」は 8.5％が希望している。 

「３年生」までが 48.1％と半数近くを占め、次いで「４年生」までが 27.4％となってい

る。また、8.5％と 1 割近くが「６年生」まで利用希望をしている。 
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３．児童館の利用について 

①児童館の利用状況 

●児童館の利用率は、小学校区で差が見られる。 

現在、児童館を利用している割合は 23.6％であり、３年生が 29.1％で、他の学年よりや

や高くなっている。利用率は、津嘉山小学校区(29.7％)と翔南小学校区(28.1％)が 3 割近

くを占めており、南風原小学校区が 22.5％、北丘小学校区が 17.0％となっている。 

 

②児童館を利用していない理由 

●「利用する必要がないから」が４割近くとなっている。 

児童館を利用していない理由では、「利用する必要がないから」が 39.9％で非常に高く

なっている。次いで、「子どもが利用したがらないから」が 27.9％を占めている。 

中学校区別に見ると、「利用する必要がないから」と「子どもが利用したがらないから」

は南風原中学校区の方が南星中学校区よりもやや高くなっている。 
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■ 自由回答 

 

１ 自由回答のまとめ 

（１）就学前児童保護者調査結果より 

就学前児童の自由回答の記入は 422 件であった。回収数は 1,024 件であり、自由回答への

記入率は 41.2％となっている。 

自由回答の中から、全体的な傾向をまとめた。 

傾向としては、 

カテゴリ 記述（422 件） 

受け入れ体制の拡充 兄弟児と同じ園に入りたい。待機児童を解消してほしい。希望した

園に入りたい。認可保育園の入園審査方法を改善してほしい。 

保育園について 

・土曜保育について 

・５歳児保育について 

・行事等の廃止について 

土曜日に、用事等で預けたいが保育園側から家庭保育の依頼があり、預

けにくい。 

５歳児保育を行っている園が少ない。保育士の負担軽減を理由として、

今まで行っていた連絡帳や行事が廃止になった。保育園は保護者と意見

交換会を行ってほしい。 

保育士の確保につい

て 

保育料の無償化はありがたいが、保育士を充実（人材確保、待遇改善）

し、待機児童解消に努めてほしい。 

保育士をしているが、仕事内容軽減、所得増加をしなければ保育士離れ

は解消しないと思う。 

妊娠中や育児をサポー

トする職場環境の改善 

子どもが病気の時の休暇や男性の育休が取りやすい職場環境になって

ほしい。仕事をしていて休みを取りづらい状況がよくあるので、職場環

境が改善されるような取り組みを政策として行ってほしい。 

子育て環境に満足

している 

南風原町は他市町村より先にこども医療費無料化が始まっていた

ので安心。南風原町はとても子育てしやすい町だと思う。 

育児休業のタイミン

グと保育の開始時期 

1 歳まで家庭保育をしたいが、年度途中の入園が難しい。 

産休後に復帰しようとしたが、認可園に入れず、認可外も待機とい

うことで退職をせざるを得なかった。 

仕事復帰する前に、慣らし保育ができる仕組みにしてほしい。 

幼児教育・保育の無

償化について 

非課税世帯以外の 0～2 歳児も対象にしてほしい。保育園に預けられな

かった方にとっては不平等。無償化よりも手当を支給してほしい。 

※網かけは※網かけは※網かけは※網かけは特に特に特に特に多かった意見多かった意見多かった意見多かった意見    

 

このような声が多く見られた。 

就学前児童では、特に待機児童に関する記述が多く、希望の園に入れない、兄弟別々の園

に通わざるを得なかったという声も多くあった。 

産休後や育休中では、年度途中の入園が難しい状況であるために、『育休期間を短縮して仕
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事復帰した』、『認可外保育園へ転園した』、『退職を余儀なくされた』などの声があり、この

ような状況への改善が強く求められている。 

また、保育士の確保についても声が多く、労働環境や待遇面などを改善し、人材確保によ

る子どもの受け入れ体制拡充も望まれている。 

保育園について特に多く寄せられていた声が、土曜保育を利用したいが保育園側から家庭

保育の依頼があり預けにくいといったものであった。また、５歳児保育実施園の拡充や、保

育士の負担軽減を理由とした行事の廃止について戸惑いの声などがあった。 

妊娠中や育児をサポートする職場環境（休みを取りやすい、時短勤務など）の改善につい

ても数多くの声があり、子育てと仕事を両立させるための職場環境づくりも必要となってい

る。 

 

 

（２）小学生保護者調査結果より 

小学生保護者の自由回答の記入は 212 件であった。回収数は 954 件であり、自由回答への

記入率は 22.2％となっている。 

自由回答の中から、全体的な傾向をまとめた。 

傾向としては、 

カテゴリ 記述（212 件） 

町の子育て支援に満

足している 

南風原町は子ども医療費助成が充実していてとても助かっている。

南風原町が学習支援員や特別支援員等の配置が多く有難い。各小学

校に児童館があり助かっている。 

放課後の子どもの居

場所 

学校を居場所として放課後利用できるようになってほしい。安心し

て過ごす場所が欲しい。 

児童クラブについて 

（利用料、設置場所等） 

児童クラブの料金を安くしてほしい。児童クラブの質を充実してほ

しい。児童クラブを増やしてほしい。児童クラブを小学校内につく

ってほしい。 

経済的負担の軽減 

 

子どもが複数いる家庭に学費等の支援をしてほしい。給食費の免

除。子ども医療費助成対象の継続。など色々あった。 

公園等の遊び場 安心して遊べる大きな公園がほしい。身近に小さな公園がほしい。

津嘉山地区に子どもの遊び場を作ってほしい。 

長期休みの居場所に

ついて 

長期休暇中のみ児童クラブを利用したい。学校の一部を開放して勉

強や民間の塾などが利用できるようになってほしい。 

学校について 

 

教室にクーラーの設置。小学校の和式トイレを洋式トイレに改修し

てほしい。学校の規則が多く子どもが不自由になっている。先生た

ちが業務に追われ、生徒たちと関われていないように感じる。 

※網かけは※網かけは※網かけは※網かけは特に特に特に特に多かった意見多かった意見多かった意見多かった意見    

 

このような声が多く見られた。 



14 

 

小学生では、今の南風原町が行っている子育て支援環境に感謝する記述が数多く寄せられ、

特に子ども医療費の窓口無料化についての声が見られた。 

放課後の子どもの居場所については、安心して過ごす場を求める声が多く、学校の図書室

や教室など校内施設の活用が望まれていた。低学年では児童クラブ、高学年では児童クラブ

以外の居場所が求められている。 

児童クラブ関連については、「児童クラブの料金を安くしてほしい」といった利用料につい

ての意見が特に多く見られた。他に、児童クラブの設置場所や、受け入れ体制の拡充などの

声もあった。また、南星中学校区においては児童クラブの質の向上も求められていた。 

公園等の遊び場については、「数多くの子どもたちが遊べる大きな公園がほしい」といった

声や、反対に「身近に小さな公園を作ってほしい」などさまざまな要望があった。 

その他、学校については、南風原中学校区において教室にクーラーの設置を求める声が数

多く寄せられていた。 


