
「⼦どもの健康とくらしアンケート」結果 
⼦ども医療費無料制度を国と⾃治体に求める京都ネットワーク 

2017 年 11 ⽉ 26 ⽇ 
対  象 京都府内の子育て世帯 

配布方法 主に京都市内の保育園、小児科医療機関の協力で 3500 枚を配布 

期  間 2017 年９月～11 月 

集 約 数 1218 

目  的 子どもの貧困問題が深刻化している中で、医療とお金にまつわる子育て世帯のおか

れた情況を把握し、制度改善につなげるため、特に京都市を中心に実施した。 

 

回答者の居住地域は京都市 1162 人、亀岡市 36 人、福知山市 10 人、その他 10 人であった。 

世帯状況については 91％が両親で子育てをしている家庭で、９％（父６人、母 102 人）が

一人親のみ、このうち父は全て、母 83 人は祖父母の同居もなくシングルで子育てをしている。 

職業については、正規職員 987 人、非正規職員 186 人、自営業 146 人、生活保護６人、年

金 18 人（世帯内での複数回答含む）。 

また、子どもの定期通院をする疾患については多い順に、アレルギー疾患 206 人、歯科疾患

130 人、発達・療育 100 人、呼吸器疾患 63 人、その他 117 人であった。 

 

１、子どもにかかるお金の負担感 ２位が「予防接種」３位が「医療費・薬代」 

子どもにかかるお金で特に負担に感じるもの

を複数回答できいたところ、１番多いのは「保育

料」で 58％（708 人）、２番目に「予防接種」で

30％（371 人）、３番目に「医療費・薬代」29％

（353 人）、以下「塾・習い事」29％（352 人）、

「食費」29％（349 人）、「被服」17％（208 人）

と続く。 

 

２、５割が子どもの医療費や薬代に負担感 

さらに、子どもの医療費や薬代の負担感をあ

るかないかの択一できいたところ、「ある」が

49％（594 人）、「ない」が 28％（345 人）で「ど

ちらともいえない」は 20％（244 人）だった。 

 

３、18％が子どもの未受診または治療中断を経験 

子どもの治療で、未受診または治療中断をし

た経験については、73％（891 人）が「ない」と

答えたが、18％（224 人）が「ある」と答えた。

必要な治療を受けられない子どもが２割近くも

いるというのは、決して見逃すことができない

状況だ。 

「ある」と答えた 224 人の方に、その理由を

複数回答で尋ねたところ、１番目は「時間がな

い」65％（146 人）、２番目に「仕事が休めない」

46％（103 人）、３番目に「お金がない」23％（51



人）、４番目に「近隣に医療機関がない」４％（10 人）という答えだった。 

共働きなど働き方によって、都合がつかない場合が多いことがうかがえるが、「お金がない」

という理由をあげた方も一定数存在する。その方の意見を抜粋すると、「３歳になって通院負担

額が上がったので月をまたいだ時などは、少しがまんしたりして、病気が悪化して救急へ行き

高額になるとか、金銭面で苦労しました。せめて就学前まではとずっと思っていました」「３歳

から医療費が一気に高くなったので、あまり病院に行くことがなくなりました。まだ自分の体

調の悪さをうまく言葉にできないのでもし早く治療しなくてはいけない病気にかかっていたと

しても、気付いてあげられないのではと不安です」「子どもの人数が多いと上限があっても負担

が大きく、わりとひどい状態に近くなってからでないと治療に行きにくい」といった切実な記

載があった。 

 

４、94％が 3000 円負担の無料化が必要 

3000 円負担の無料化が必要と思うか、につ

いては 94％（1144 人）が「はい」と答え、「い

いえ」は４％（53 人）だった。 

「はい」と答えた 1144 人の方に、どの年齢

まで必要かについては、「18 歳まで」29％、「中

学卒業まで」41％、「小学校卒業まで」24％。

「就学前まで」でよいという回答はわずか７％

であった。上位の年齢を希望する回答も合わせ

ると小学校卒業までは 94％、中学卒業までは

70％の方が望んでいることになる。 

 

５、「３歳で急に負担が上がった」「転居してきて京都市の高さに驚いた」…… 

子どもの医療に関する悩みや困りごとなどを自由記載できいたところ、約３割（382 人）の

方からびっしりと書き込みがあった。 

そのうち９割近くが医療費や予防接種の費用負担についてで、「３歳になって急に負担が上

がった」「転居してきて京都市の負担の高さに驚いた」「予防接種が高すぎる」といった記載が

多く、｢経済的に不安｣「ためらう」「がまんさせる」という記載も少なくない。「全ての子どもが

貧富の差なく医療にかかれるように」「子どもに優しい都市」になってほしいとの願いが込めら

れた記載もみられる。 

京都市の助成制度は、通院３歳未満までは１医療機関あたり月 200 円負担だが、３歳になる

と負担の上限が月 3000 円と実に 15 倍に跳ね上がる。府内でも就学前の子に 3000 円負担を課

しているのは京都市だけで、近畿の他府県や他の政令市としてもここまでの負担をしていると

ころは他にない。 

なお、複数医療機関にかかって月負担が 3000 円を超えた場合は、手続きをすれば超えた額

が還ってくる。これについては「手間がかかる」「手続きに行く余裕がない」「上限を自動計算

できないか」など改善を求める声が多い。また現在の制度は「現物給付」なので、１医療機関

で 3000 円までの支払いですむが、いったん全額支払って 3000 円を超えた額を払い戻す「償

還払い」と勘違いをしている記載も見受けられる。京都市は 2013 年９月に現物給付とするま

では府制度並みの償還払いであったため、周知が行き届いていない可能性がある。 

次に多いのは「休日に診てもらえるところが少ない」「医療機関が遠い」など提供体制に関す

る不安の記述、発達障害で診てもらえるまで時間がかかることや病児保育などの悩み事、歯科

矯正など歯の治療にまつわることなどの記載があった。 



１．医療費や予防接種の費用負担のこと

1
京都府は「トップクラス」（きょうと府民だより）の制度だといっていますが、それが誇大であることは明らかです。
せめて就学前までは3000円負担をなくしてから、本当に「トップ」だと誇れる制度にしてほしい。

2
3才以上の医療費が高いうえ、小児科は予約待ちが長く、調剤薬局の待ち時間も長いはで、負担が大きく受
診が億劫になる。子供には申し訳ないがしんどがっててもこれぐらいならと家で様子をみて、病気が結局長び
いてしまったことがあったため早急に子供の無料化を願いたいです。

3 現在定期通院していますが3000円↑になるのであれば回数をへらしてもらいたいと思っています。
4 他の地域にくらべても負担がおおきいかとおもいます。少しでも、子育てしやすい環境をお願いします。

5
自分の子だけでなく、貧富の差がなく子どもが皆病院を利用出来る様になって欲しい。実際まだ200円で済ん
でいるけれど、この先が心配。♯8000が全くつながらず、緊急の際誰に相談したらいいか分からない。

6

心疾患があるため年に1度の定期健診代は大きな負担です。その他3才以上は助成がないので受診を控え
がちです。他市では月200円なのにたまたま京都市に住んでいるだけで経済的負担が大きく違うことに疑問を
感じます。他市がうらやましいです。子どもの命や権利は同じはずなのになぜと問うばかりです。京都市は政令
指定都市なのになぜこんな制度のままなのでしょうか。理由を知りたい限りです。安心して子育てできる環境
を今すぐととのえてほしいものです。

7
3才以上の月負担は3000円ですが、毎月となると厳しく、少しぐらいならと病院に行かずおわることも多くはあり
ません。それによってインフルエンザなど、判断がおそくなることもあるので、見直してほしいです。

8
他府県に住んでいる友人に話をきくと、月200円ではなく無料であることや、小学卒まで月200円と聞いた。子
ども1人であればまだ何とかなるかと思うが、2人、3人となると医療費も大きな負担となる。少々では病院をガ
マンしようという事になり、後々重篤な病気だと怖いなと思う。京都市は子供に対しての負担金が多いと思う。

9
子どもの通院回数が小さいうちは多くなりがちなので今現在は助かってはいるが、今後も専門家（医療）にすぐ
診てもらえる環境を望んでいます。収入によっては医療費がかかることで病院に行くのをやめざるえない判断
もしがちです。安心して子育てするために負担を減らして頂ければありがたい。

10
７才子どもが喘息で、1～2ヵ月に1度の通院中です。内服薬、吸入薬をずっとしており毎日薬代も含めて
3000円です。年2～3万で結構な負担です。これから2人目3人目も大きくなっていくので毎月の医療費が心
配です。

11
医療と子どもの健やかな成長は切り離せません。どこまでも…と言う訳にはいかないでしょうが、やはり他府県
の制度を聞くとうらやましく思います。京都市の出生率が低いことの一因でもあると思います。

12
働いていて、わざわざ医療費3000円超えた分を区役所へ行って申請するのは手間です。あと、やっぱり3才
以降もよく、病気にかかったりするのでもう少し大きくなるまで無料化してほしいです。

13 小学校・中学校でも子ども病気、ケガします。大人よりも何回もします。なのに高すぎます。なぜですか？
14 3才未満は無料に。3才以上月200円程度でもかまわないができれば無料がうれしいです。

15
歯科も就学前無料だとありがたかったなと思います。任意とはいえ結局受けないといけない予防接種の負担
が大変でした（1期、2期とか毎月ごとに何回か受けたりするので）

16
民間の発達医療を受ける際毎月上限（3000円）までかかり、さらに毎回予約料が別途1080円かかるアザの
レーザー治療についても上限いっぱいかかる。その上で度々カゼ、ぜん息等で他の病院にかかるが払い戻し
の申請の仕方が少し手間がかかるのでほぼ毎月分となるとやりづらくなかなかできないでいる。

17
乳児の頃は、突然の発熱など頻繁に病院にかかっていたので、月200円はとても助かってありがたかったで
す。3歳以上は上限があるとはいえ、月3000円はかなり負担に感じます。せめて、就学前までは無料か、義
務教育の間は月200円等にして頂けると、かなり助かりますし、安心して受診できます。

18
現在2人の子どもの喘息外来に定期受診していますが、中学卒業後も受診は続き助成制度がなくなると、か
なり負担となる。子育ては医療だけでなく他の事にもたくさ費用がかかるので少しでも負担がなくなれば助かる
と思います。

19

子供が1才のため、現在は月200円の医療費で済んでいます。咳が続く等で通院していても症状が改善しな
い場合、別の病院で診察を受けたりしていますが、3才以降の医療費の負担を考えると、このような受診はで
きなと感じています（医療費の負担額が心配です）。3才以降、申請すれば3000円を超えた医療費は返金さ
れると聞いていますが、区役所での申請が必要と聞きました。就労しているため、この申請のためにわざわざ
休暇取得する必要があると思います。その申請が面倒に感じます（何とか郵送等で済ませられないでしょう
か）

20
転居してきて、18才まで無料ではない事におどろき、3000円もの高額だと2度おどろきました。無料だととても
助かっていたんだなと助成のありがたみを感じました。若い世代を呼びたいなら医療費無料はスタンダードで
すよ。

21

亀岡市から右京区へ引越して来て金額の違いに驚きました。歯科や小児科、耳鼻科へ受診する子ども1人に
つき上限3,000円の負担や薬にもお金がかかるので負担に感じます。就学前は特に受診することが多いので
無料化又は200円上限にしてもらいたいと以前から感じていました。「向日市」「長岡京市」「大山崎町」のよう
な形が一番理想です。子どもを病院に受診させやすいと思います。このアンケートをきっかけに変わっていた
だきたいです。

22
3000円高い。超えた時に払戻しをする為の準備が大変！。窓口で上限まで行ったら支払わなくていいように
して欲しい。お金がかかるからと受診するのをためらうことがないような金額設定にして欲しい！！。



23

アレルギー疾患（花粉症☆ほぼ通年）によって、服薬、喘息の吸入、ぬり薬があり、毎月3000円以上かかる。
院外処方が多く3000円を超える場合の払戻しの手続きも、時間的に負担を感じています。以前は小児科、
耳鼻科、ヒフ科に通院していましたが今は遠方１ヶ所に通院中。3000円負担への変更がないなら、せめて医
療機関同士の情報共有などで、該当する子供が今月上限の3000円を超えた等が分かるようなシステムが
あればよいと思います。

24
喘息があるので毎月のように3000円を超えてしまいます。超えた分は申請すれば返ってきますが、その都度
役所へ行き手続きするのも結構な負担です。

25
我が子はおかげ様で体が丈夫なため、めったに風邪もひきませんが、病弱なお子様がおられるご家庭では医
療費の負担は大変かと思います。完全なる無料化とまでは言いませんがせめて全国で平等な対応を。

26
中1、小4、1歳の子がいますが、３歳からの医療機関での受診の方が３歳までより多くなるように感じていま
す。3歳未満月200円でも大変助かっておりますが、「小学校卒業まで」として頂けたら3人を育てる親としては
とても助かります。

27
個人的には３才未満月２００円上限は安すぎると思う。安易な受診が増えて医療費がかさむ原因になりかね
ないと思う。１回２００円とかでも良いのではと考える。薬代も定額の自己負担にあるべきだ。

28
予防接種が高く、１人5,000円の負担なので3人となると高額なのでなかなか受けに行けていないのが現状で
す。

29 他の県をみても無料の地域が多いので、ぜひ無料化を進めていただければうれしいです。

30
3歳以上になっても保育園で集団生活をしているとどうしても病気になりやすいので無料化が難しいのなら就
学前まででもいいので月200円にしていただければ助かります。

31

今のところ、身体も健康で強くなってきたため、医療機関にかかることはなくなりましたが、先日、ケガをして縫
合し医療費がかかりました。慢性疾患をもっている子どもさんを持つ親ごさんはもっと大変だろうと思います。
収入のない子どもは親の経済的状況によって医療が受けられるか受けられないか左右されることになります。
子どもは社会の宝。国や自治体が責任をもっていつでもだれもが安心して早期に医療機関にかかれるよう、
対策をとってほしいと思います。インフルエンザetc自費の予防接種料は負担が大きいです。兄弟多い家庭は
もっと大変。

32

亀岡は小学生の医療費負担が月3000円なので、小学生も月200円の負担にしてほしいです。仕事が休めな
い時に、病児保育に預けないといけない事が多く、その負担額も、高いので、これを月○円こえたら返ってくる
（例・3000円など）制度などあれば嬉しいです。近くに、子供が熱を出して預けれる人がいないとかなりの負担
になるので、保育園（就学前）だけでも、そういう制度があってほしいです。

33

子どもが生まれた時から、左足下腿わん曲症・右耳小耳症と分かり、現在も定期的に通院しており、また耳の
聴覚の検査を1年1回する為、府立医大でしています。また、20歳まで通院しながら経過観察をし、手術を何
度かしなくてはいけないと主治医から言われている為、先々が心配です。それ以外でも、風邪をひいたり、鼻
水の色がおかしかったりすると病院につれていくことも結構あり、肌荒れがヒドイ時は皮膚科に行くこともありま
す。そういうことが何回もあり大変です。今後消費税が8%→10％に引き上げされる予定に来年になっているの
で、負担額が更に増え、今の母子家庭でもらえる額が少なかったり、所得収入によってお金がもらえたりもらえ
なかったりするので、今の物価状況は段々と高くなっているのに対して、所得収入が少ないので、その上に消
費税が上がると更に家計は圧迫し、何も買えなくなるのが心配です。

34

保育園に通園しているので、風邪か感染症をよくもらってきます。子供も低年齢なので、多少の熱でも病院に
行かねばなりません。また、子供達の手足口病が父親にまで感染した際は、私も育休中で収入が減っている
のに主人、子供の通院、薬代、休んでもかかる保育料の三重苦でした。まだ上の子でも2才なので、子供の医
療費の負担感はそこまで感じませんでしたが、これがそれぞれ3000円以上と考えたらゾっとしています。

35
今はまだ子供も3歳未満なので月200円で負担は感じませんが、あと一年ほどで月3000円になってしまうの
で、とても負担が大きくなります。子供も小さくて病気にもかかりやすいので無料化になるととても助かります。

36
集団生活をしていると、かぜとかをもらってくる事が多いので、病院に行く事が多くなります。月200円だったら
症状が軽くても病院に早めにつれて行こうと思うけど高くなるとそう思わなくなるかもしれないです。

37
住む場所によって医療費の負担がちがうのはおかしいと思う。歯科の無料制度はありがたいですが、中学生ま
で拡大すべきだと思う。

38 宇治市に住んでいるので、満足しています。

39
今は、まだ小さい子が多いので助成内で助かっているが、地域によって負担金があったり無料があったりする
ので一律にしてほしい。

40
3人もいるので、他の子にもうつるので、結局3人とも通院することになる。負担が大きい。3才をこえても集団
生活である以上中学生まではかかる可能性は高い。中学を卒業するまでは200円負担にしてもらいたい。

41
3才からは保育園などに、行く子供が多いので病気もたくさんもらってきますしケガもたくさんします。お金の心
配をせずに、すぐに病院へつれて行ってあげれるようにしたいので就学前までは、月200円にしてもらいたいで
す。子供手当も3才からは、へるのに、病院代は上がると家計が苦しくなります。

42
医療費は助成制度があるととても有難いが、無料化は必要にないと思います。一定額の負担はあるべきだと
思います。子供や高齢者のいる世帯の負担を軽くすることばかりに目を向けすぎていては、未婚、子なし世帯
の負担は増えるばかりで不公平ではないかと思います。

43 子供が3人おり、通院が3人になると、経済的に、大変つらいです。京都市内も是非無料化を！！



44
無料化までは必要ないと思いますが、3歳以上で月3000円だと負担が大きいので、せめて小学卒までは月
200円ぐらいにしてほしいです。

45
3歳未満はいいが、急に金額が上がる。子どもは2才も3才も体調をくずす割合はかわらない。けがは増えると
思う。予防接種も高い。他の市町村に住む方の話をきくと京都市は子育てをうたっている割に、全く出来てい
ない。子育てするなら他都市の方が住みやすいと感じている。

46 市ごとに負担額が異なるのは納得感がない。
47 任意の予防接種が高い
48 前は箕面市に住んでいましたが、医療費助成制度は箕面市の方がよかったです。
49 アレルギーで定期的に継続しての通院で負担が大きい。

50
今は子どもが小さいので医療の負担は少ないが大きくなってくると金額が上がるので不安。せめて中学校まで
は無料にしてほしい。

51
兄弟でかぜをひいても、上の子は、3000円と思うと下の子のみ受診で、様子を見るようになる事が多々あり、
3000円を越えた時の手続きがめんどくさい。

52 全員原則一律負担月1000円程度に、還付手続きの面倒を省略して欲しい

53

今は月200円で助かっていますが、保育園児は毎月の様に熱を出します。これが3才以上になったら、お金
がかかるので、「これくらいなら病院へ行かなくてもいいか」となって、重症化したりするのが怖いです。問8で小
学卒までに○しましたが、これは理想で、せめて就学前まで無料化して頂きたいです。今、向日市との境の京
都市民なので、この際3才までに向日市に引っ越そうかと検討中です。

54
3才から月3000円の医療費負担は高すぎると思う。アレルギー疾患等で頻繁に医療機関に通わなければな
らない家庭には負担が大きすぎる。せめて就学前までは医療費負担はなしにしてほしいと思います。

55
経済的理由で受診を断念している家庭がなくなり、必要なときにきちんと子どもが病院にかかれるようにする
べき。利用する方も、無料だからと、ちょっとハナミズですぐ受診という傾向もあり、医者側もとりあえず薬だせば
なっとくされるといってムダもある気がする。本当に必要な受診がみんなができますように。

56 3000円高い。保育料も医療費も、もっと安くして。
57 京都市の医療費を見ていると、京都市で子供を育てるな！！と言われているみたいです。

58

月3000円負担ということですが、なかなか3000円いかないというか2000円以上3000円以内の医療費にな
ることが多いので、助成されていないな～と他の地域と比べると感じてしまいます。また、3000円超えた時の
手続きが大変…未受診や中断はないが、月末頃体調をくずすと子どもにがまんさせて、次月初めから通うよう
に調整してしまうのが、子どもに申し訳なくおもう…

59
「お金がかかる」と思うと、病院へ行くことをためらう時があります。予防接種は、どこまでするか、考えている間
に、インフルエンザにかかってしまいました。

60

子どもが1才なので200円で安心して医療をうけさせてもらえています。「少しカゼっぽいかな？」や保育園の
先生から「大きな病院で診てもらって下さい」と言われたりしてもすぐ病院に行こう！！と思えます。大変助
かっています。京都市として「子育てしやすい街！！」をアピールするならば、ほかの自治体と同水準に医療
費の助成制度を拡充していただきたいです。そして、誰もが安心して医療がうけられるような自治体になって
いくことを求めます。

61
医療費が3歳になって、いっきに高くなったのであまり病院に行くことがなくなりました。3歳だと、自分の体調の
悪さをうまく言葉にできないのでもし早く治療しなくてはいけない病気にかかっていたとしても、気付いてあげら
れないのではと不安です。もう少し気軽に、相談しに行くようなつもりで病院を受診できたらと思います。

62
問7の無料化が出来るとなると、どこからその費用が念出されるのか、無料化されても、税金が増えるのであ
れば意味がないと思われる。

63
0～2歳までは200円負担でとても助かっていましたし、長引いたとしても安心して通院させる事が出来ていま
したが、3歳からいきなり3000円だと、高額に感じますし、長引くと通院するのをやめようかなとも思ったりしま
す。2歳と3歳でさほど変化はないのでせめて就学前までは200円負担が良かったです。

64 京都市だけが、200円制度が3才までと。引越しに京都市外を考えたこともあります。

65
各専門の病院（小児科、耳鼻科、整形）がちがい又薬も薬局ごとでの上限3000円では、ほぼほぼ負担してい
る現状です。また仕事の都合がつかずつい夜おそくまでやっている病院になってしまって病院を選べません。

66
上の子が3才になって以前は気軽に医者にいけたけど、負担額ふえることで、必要 低限でしか、みてもらわ
ないようにしている。ちょっと3才～高い

67 3才から3000円で、とても高いと思います。

68
医療は、子どもの身体、命に関わることなので、例えばうちは受診回数が少なくても、子どもによっては回数が
多くなる子もいると思う。子どもに対する保障は増やしてほしい。（医療費、保育、学費などはどの家庭に生ま
れた子も保障を）

69
インフルエンザの予防接種とか高いですよね。そもそも健康保険のお金払ってんのに医療費払うのってへん
だと思う。

70
今はまだ小さいので200円で済んでいますが、3歳から3000円負担はキツイと感じます。子供は急に具合悪く
なったり、又、すぐに悪化するので、ちゅうちょなく診てもらうには、医療費助成が必要と思います。



71
保育園で毎月のようにもらってきたり、肌トラブルがあり皮膚科にも定期的に通院しているので、今は月200円
で助かっていますが、来年からは3000円までかかってしまうので医療費の負担が大きくなってしまうと心配し
ています。

72
3歳になればすぐ医療費が上がるお知らせが届き驚きました。医療は誰もが平等にうけるべきものだと感じて
います。お金がないからうけられない…というのはおかしい。無料化をのぞみます。

73

風邪を引くと、月に2度は受診+お薬代で3000円はすぐに超えます。でも、補助を受ける申請をするのは面倒
で結局4000円～5000円負担となっているのがほとんどです。3才になるまでは気にせず受診できますが、3
才をすぎると様子を観ているうちに症状が悪化していることもあります。負担を減らしていただけるとありがたい
です。

74 中学生になると、ひじ、ひざ等部活による固定のけがが多くなり、治療費もかさむので、無料化にしてほしい。
75 今後、第2子、第3子と子どもが増えた時の負担が不安です。

76
保育園、小学校に通っているとケガなども多く、そこから長期にわたり、通院が必要になったりなどもありますの
で、急のケガによって、思っていない経済的な負担などもあります。他に、自治体より負担が高いのは以前より
思っていましたし、負担が軽減してもらえるなら、ありがたいと思います。

77 お薬代だけでも無料化にしてほしい

78
1機関3000円以上なんてなかなかいかないし、申請するのも面倒。他の市は無料な所が多いなか、なぜ2才
まで？3才以降もけっこう病気する。

79 医療費の心配をすることなく、安心して子どもを病院へつれていきたいです。
80 ちいさい時は、熱がでたりすることが多いのでお金のことを気にせず医療機関にかかれたら嬉しい。

81
アレルギー性の疾患を持っており定期的な受診が必要ななかで、医療費の負担はかなり大きいです。5才の
子が2割から3割負担になりさらに負担が増えると受診の回数を制限せざる得なくなると思います。

82

夜診をしてくれているが、仕事で疲れてしまい、子供3人連れての受診はしんどくてなかなか行けていない（1
人のために皆連れていくのは大変）祖父母が遠いため誰にも預けられず困る（夜診の時間）。3歳以上は
3000円を越えたらかえってくるらしいが手続きも面倒だし、お金も本当にないので0～2歳といっしょで200円
にしてほしいです

83
出来るだけの負担を減らしてほしい。保育代、医療費、子供手当てなど、もう少し良くなりませんか。3才からも
病院行く事も増えます。はやりの病気もよくもらってきますので。もう少し良くならないと、このままでは子供も
減っていくと思います。

84

3000円をこえた分しか払戻がないので、例えば2850円、2900円負担した月は払戻がなく生活が大変にな
る。京都市が払戻制度を残すというのであれば「1000円をこえた月は」にしてほしい。インフルエンザも兄弟が
複数いるとお金がかかって困る。うけてほしいのであれば親の負担額を同様にへらしてほしい。おたふくかぜも
早く無料化にしてほしい。

85
医療助成制度について3歳になり急に高い負担になる。まだまだ風邪もひきやすく通院が必要なことが多い。
せめて小学校卒まで負担額を月200円にしてほしい。

86
月3000円負担であれば、無料化は必要ないと思います。無料にすると必要以上に医療機関を受診する人
が増えると思います。

87

ぜんそく、アレルギー体質（しっしん、アトピー）で年間通して定期的に通院が必要となります。3才以下の子に
薬（保湿剤）をつけてくれるなど、医院でも医療費を考えてくれることも少なくありません。（3才になる前にアレ
ルギーの血液検査をしてくれるなどの配慮も）小学卒まで希望しますが、せめて就学前まで月200円にしてほ
しいです。歯科が就学前まで3割（？）で就学すると無償ですが小さい頃から歯の健診はとても大切だとおもう
ので他の医療費と同様無償or200円にしてほしいです。

88

下の子はまだ1才なので月200円で済んでいますが、現在1週間に2回程中耳炎の治療などで耳鼻科に通っ
ています。上の子は中耳炎にはかかりにくくなりましたが、副鼻腔炎やアレルギー症状で2週に1回は通い薬も
処方されています。これが2人分になると考えると本当に家計を圧迫しますし、近い将来不安です。ぜひ少し
ずつでも他の市の様に無料化の年齢を引き下げてください。

89

私の実家（他県）では、小学校卒業まで→中学校卒業まで無料に拡大されました。とてもいいことだと思いま
すが、その反面、無料だからという理由でむやみに受診する人が増えることが心配です。特に急ぎでもない
（かぜなど）でも夜間に救急センターに受診するなどしていれば、救急で働く医師やスタッフは困ります。このバ
ランスを考える必要はあると思います。

90
医療については困り事はないが、京都市における子供医療費助成制度で、3歳以上月3000円というのは京
都市から子供は出て行けという政策かと思ってしまう。迅速な制度見直しを進めて欲しい。京都市として恥だ
と思う。

91
持病の検診のために、ほとんど月に3000円の医療費がかかっていて、負担に感じます。また、月3000円を越
えた場合の返金の手続きも大変です。

92
ワクチンは無料化してほしい。医療費もせめて小学校卒業までは現在の3才までと同じ1回200円にしてほし
い。

93
今は、月に200円で受診できているが、3才になる来年からは医療費がupすると思うと、経済的にやや不安で
す。3つの病院に通っているのでかなりupすると思います。無料とまでいかなくても200円負担のまま継続でき
ればうれしいです。

94 月200円の負担だと、あまり負担感はないが、月3000円の負担だと、負担感はある。



95

医療費、薬代について、現在子どもが3歳未満で負担感は「どちらでもない」と回答したが、3歳以上になって
月3000円となると「ちょっと大きい金額だな…」と感じるだろうと思う。子どもは皆、風邪をひきやすいし耳鼻
科、皮ふ科も日常的に受診するものだと思う。家庭の経済状態にかかわらずどの子も気軽に受診でき、不快
な症状を和らげたりや悪化の予防ができるよう無料化を望む。

96
就学前まではやはり医療機関にかかることがすごく多いので、無料化にしてほしいです！！他府県の友達に
聞いても京都市は子どもの医療費負担が、小さいうちからあるのがわかってずっと不満に思っています。

97
3才以上月3000円の負担になっているが手続きが面倒です。病院窓口でできればいいと思う（未申請ありで
す）また、小学生の歯科無料は大変助かっています。

98

小学生からの歯科無償化は変だと思う。未就学児も同一にすべきでは。虫歯になった方がトク？と思ってしま
う。「3才以上は3000円負担」の手続きがはんざつで面倒。仕事していて、なかなか病院へ連れて行けない
のに加えて上記のようなところがあると、今月は病院へ行くのをやめとこうかな、と思うこともある。せめて薬だけ
でも安くならないものか。

99
3才以上月3000円は"一医療機関"なので2つ通院する病院ががあると6000円になります。開業医ではなく
総合病院へ誘導されているのかと感じます。

100

アトピー、喘息で受診すると、医学管理等という項目で、高い点数がつく。（225点くらい～）3才をすぎてから、
3000円を超えることが何度もあり一度、風邪をひいて喘息等で受診を重ねると7000円～1万円はすぐに超え
てしまう。京都市に超過分を申請して、返金までに2～3ヵ月かかり、手続きもややこしいのは、改善してもらえ
るとありがたい。※医学管理等（経過や症状の内容を病院側で保管していく費用？というのも、必要なのか、と
思うことがある。

101

亀岡市の3人目は200円のみの負担について、多子世帯の負担感を医療費で補てんする姿勢に魅力を感じ
ました。京都市は多子世帯に対し、保育料も所得上限を設けるなど厳しい姿勢を貫いており、少子化対策に
歯止めをかける政策があまりにも無いと感じます。医療費から子どもたちの健やかな成長のためのよりよい政
策の立案を切に願います。

102
複数の病院にかかると月3000円はすぐ超えてしまうので、3歳以降も200円のままでかかれるとありがたいで
す。よろしくお願い致します。

103
通院3歳以上月3000円負担は私の友人に聞いても高いなぁと言われます。中学生は部活動等で通院する
ことも多いと思うので不安です。せめて義務教育の間は200円負担やと助かります。

104

他の市町村と比べると、京都市の負担はどうかと思われます。負担金が少ない方がどの家庭もうれしいでしょ
うし。歯科小学生まで無料に関しては、今虫歯の子が減ってきているという結果がでています。これは高校生
まで続けるべきだと。中学、高校生は部活でケガをする子が多いと思われます。整形だけでも、もう少し金額
の減額制度を導入してもよいのでは。

105
いつも行ってる病院が休みで他の病院へ行かなければいけない時、救急で病院に行きたい時に医療費がま
たかかると思うと病院に行くのをためらうし、不安になる。

106
京都市以外に住んでいる友人たちと話をしていても京都市の医療費は就学前の子供にかかる費用がとても
高いなと感じていた。これが理由で京都市に住めなかったりわざわざ市外に住む人も多いと思う。京都市は非
常に小さな子どもを育てる環境としては 悪だとよく感じる。

107

子育てについて、金銭的な理由から何かをやめたり、選択できなくなるのは、ある程度は仕方ないことだとして
も悲しいことだと思う。特にそれが「命」を育てていくことに不可欠な医療に関することならなおさらです。子供が
これほど医療機関にお世話になるとは思わなかった。今は1歳なので200円でそれ程負担感はないが中学生
の3000円は大きすぎる。一刻も早い負担減をお願いしたい。

108 月をまたいで小児科にかかり、採血等もしたため治るのに6000円もかかり高いと思いました。

109

現在の医療費の助成制度では1人の子供に対して3000円以上なので同時に病気になった場合、一家庭で
の負担を大きく感じます。兄弟で合算にしてもらえるといいかと。予防接種の負担も大きい毎年インフルエンザ
の時期には家族で接種するので高く感じる。実際子供は2回のところ1回にしていると言っておられる人もいま
す。

110 満3才から医療費が急に上がるため不安がある

111

義務教育の間は医療費の無料化は必要だと思います。3000円の負担はあっても申請に時間も手間もかかり
大変です。（働く親としては）子供が多いと医療費も家計に大きく負担がかかってきます。今のところ未受診な
どはありませんが、多少のカゼなら様子みよう…とそんな風になることもあると思います。他の県の医療制度と
比べてもなぜ京都は高い負担なのか理由が知りたいです。

112
大阪で心疾患の治療を受けていたのですが、一旦、自己負担して後に申請するのがめんどうだった。アトピー
の治療に通っていたが、3000円のくくりがあるため、なるべく同じ月に行っていったが、（2ヶ月に1回をくり返し
ていた）だんだんめんどうになった。3才以上も上限をもう少し低くしてほしい。3000円も負担代大！

113
敬老乗車券をなしにして、子どものためのお金にまわして下さい。高齢者へのお金を子どもにまわすなら理解
も得やすいと思います。今は1才なので負担がほぼなく本当にたすかっていますが3才以降は不安です。

114 国指定の予防接種は全て無料化するべき。指定されていなくても、流行物は無料化にするべき。



115
保育園に通いだしてから毎月病気をしていて小児科を受診しているので3才以上は3000円負担というのが経
済的に大変だと感じます。しかも医療機関ごとに負担しなければならないので、子どもの人数が増えると1人1
人に医療費がかかるため今後の負担が大きくなるのが心配です。

116

京都市の医療費助成制度について現状の小学生3000円/月は負担が大きいと思っていました。完全無料と
はいかなくても、500円/月～1000円/月ぐらいになってくれると助かります。又、現状3000円以上医療費が
かかっても、手続きが面倒だと思います。3000円以上かかったら自己申告で手続きしないと返金されないの
で、もう少し簡単なしくみにしてもらいたいです。歯科の小学生無料制度は大変助かっています。

117

子供2人共1才頃に病気病気で入院までして、その時は月200円入院時も本当に助かりました。2才3才に
なっても月に何度も通っていました。3才になった時に医療費が上がり月をまたいだ時などは、少しがまんした
りそして、病気が悪化し結局救急へ行き高額になるとか、金銭面で苦労しました。3才になってもまだまだ病気
は多くせめて就学前まではと…ずっと思っていました。京都市はもう少し子供に優しい市であってほしいです。
もっとこれからの子供達の事を大切に考えてほしいです。

118

予防接種代が高い。ロタワクチン1回8000円×3回でかなりおさいふに痛いです。オムツ代も2人分になるとじ
みにのしかかってきます。オムツ代は3才までぐらいしかかからないから、公的に配布してくれたら良いのにね
…なんて子持ちの姉に話していたりします。京都市の子どもの医療費、3才以上月3000円ですが、下の子の
予防接種の時にはじめて知りました。今の子育て世代は本当にお金がない！少子化！と言うなら子どもたち
を育てやすい京都市にしてほしいです。観光にお金かけるのも良いけど、住んでいる人たちがすみ良い市にし
てほしい。3000円以上は手続きしないと返ってこないのもめんどう。手続きする時間がないかも。毎月バタバ
タです！！

119
国の助成もあるが先天性疾患での受診での医療費はやはり負担がある。行くまでの交通費も高く家計で大き
い割合をしめているので、今後エンゲル係数もあがっていく年令で生活がどうなるか心配。

120
現在2才の子ども1人だけなので、医療費の負担はそれほど感じませんが、今後教育費等がかかるようになっ
た時に、医療費の負担が重く感じるかもしれないので将来的な心配はあります。

121
他府県に住んでいたことがありますが、医療費無料でした。（何才までかは分かりませんが）京都市では上の
子は月3000円と知りおどろきました。他府県にいた時に上の子が大きな病気をしているのでこちらでも病院に
かかることがあることを考えると心配です。せめて小学校入学まででも月200円にしてほしい。

122
特にない。医療費がタダになるならうれしいが、府下の市町村と京都市ではそりゃ当然負担は違ってくるだろう
と思います。

123
3才をこえると費用がかかるので、本当はお医者さんに行くべき症状であっても「やめておこう」となってしまうこ
とがあります。3000円は高いです。小さいうちはお医者さんへかかることもよくあるので負担が大きいです。3人
いるので毎月高額です。他府県は子どもは医療費無料と聞いておどろきました。京都も無料化して下さい。

124
今は子ども1人、しかも2才で医療費が大きな負担ではありませんが、将来的にあと1人は欲しいと思ってい
て、2人分の医療費とイメージすると、経済的負担は少しでも減らしたいというのが本音です。

125
子どもはすぐに熱を出したり集団生活の中に入っていると感染症にもなりやすいので、病院ばっかり行ってい
る。特にたくさんアレルギーを持っているので検査した時は医療費が高い。

126
３歳を過ぎて一気に医療費が上がって窓口での支払時に金額を聞いてびっくりした。高いからやめることはな
いが、せめて小学生の間までは助成して欲しい。

127
以前宝塚市に住んでいて、無料だったが、京都市に引越し、3000円をこえた時申請するのが手間だった。申
請処理に費やす人件費を考えると、3000円にする意味があるのか疑問に思う。

128
先天性の疾患がみつかり手術しましたが、今後一生定期的に通院しないといけません。エコーや採血など、費
用がかかるので、また下の子はよく熱をだし、よく受診しているので、医療費は高額になってきます。ぜひ18才
まで無料化を実現してください。先天性の病気を抱えている子どもたちのためにも。

129 循環器外科や療育、日常のかぜなど通院機関が複数になることが多く、負担が大きくなることが多い。

130
3才からも内科や耳鼻科などかかる事はたくさんあります。しかし、一ヶ月に何回も行くというのは少なく感じ、
3000円というのは高く、せめて1000円とかにしたらいいと思います。

131
1か月に複数の医療機関を受診し3000円以上になった時、個々で申請しなくてはいけない現状です。どこの
医療機関でも3000円以上の支払いになることを分かるような一元化したシステムを作って医療機関で自動
的に3000円以上の支払いは発生しないような仕組みを作ってほしいです。

132
子供3人が病院に行かなければならない時、一月の負担はとても大きいです。他地域との差がありすぎて不
公平さがあると常に思っています。京都市は子育てしにくい町です。

133
病気になっても病院につれて行くかを悩んでしまうので、無料化、もしくは200円で中学卒まであると子どもが
多い我が家にはとても助かります。はやりのインフルエンザや他の病気で必ず病院に行かないといけない現状
でもあるので。

134
幸いにも我が家の子はあまり病院にかかることがなく、そこまで負担感はありませんが、それでもやはり3才をす
ぎて200円が終わると窓口支払が増えたと感じました。小学校卒業までは負担が減ると良いなと思います。

135 ある程度の医療費負担は仕方ないとは思っていますが、無料になるなら一般市民としては助かります。

136
義務教育の間は医療費も無料制度にしてほしい。高校無償化などはどっちでも良いと思うが、子どもが小さい
うちは色々とお金がかかるので他の対策も考えてほしい。



137
長男は3才健診で遠視がみつかり、定期的な眼科通院が必要になった。友人は子どもを幼稚園に3才児で入
園させ、初めての集団生活で病気にかかりやすく、病院通いが絶えないと話している。やはり小学校卒まで、
せめて就学前までは無料化してほしい。上限があるとは言え3000円は厳しいです！

138

今は自己負担が200円（2才なので）なので、何か心配なことがあればすぐ病院へ連れていきますが、3才に
なったらきっと今ほどは連れていけなくなると思います。そのせいで大きな病気を見落としていたり、気づかず
に悪化させてしまって障害が残るようなことになったら取り返しがつかないので、せめて義務教育の間は無料
化かもっと自己負担を軽くしてほしい。大きくなればなる程、大きなケガもするし、病気も気づかない事の方が
多くなると思います。

139

3才をすぎ一気に医療費が上がったと感じました。幼児になって乳児期より病気するひん度は減るがやはり集
団での生活。いろいろな菌をもらいます。熱がなければ少々の症状だけなら、お金もかかるしまぁいかなくてい
いかと思う人がいて、悪化し集団でひろがるといったこともあるのでは？と思います。せめて、小学校中、それ
が無理なら就学前までぐらいは無料化してほしいと思います。

140
無料化までいかなくも、月3000円が、一医療機関にかぎらなければいいなと思います。病院が変わるごとに
発生することで、3000円を越えることが問題だと思います。

141
京都市では3才以上で負担が増えるため、医療費がどこまでかかるか心配です。無料化までは必要ないと思
いますが、もう少し少ない負担ですむようにしてほしいです。

142
他県で育ち、京都に引っ越してきて3才以上月3000円はおどろきました。他の県では中学（義務教育中）無
料が多いのに京都はなぜこんなに高いのでしょうか？遅れていると思います

143
現在は、2人とも小学生で大阪府内のみで使用できる子ども医療証があるためアトピー性皮フ炎や発達外来
等（歯医者も）も金銭面での負担は感じずに受診できているが、今後医療証が切れてからの負担（その頃には
食費、学費共に今より高額になる）が心配です。

144

他の都市ではこどもの医療費がほぼ無料になっている中どうして京都市は3000円も取るのか不明。インフル
エンザの予防接種も1回が高く、小さい子ほど複数回打つ必要があるので打たない（打てない）人もおり結局
流行する。もっと安くしてみんなが打ちやすいようにしてほしい（市の助成などで）。兄弟がいると万は越える、こ
れはかなり負担になる

145 無料化をねがいます。

146
中学生までは医療費無料の自治体が増えている中、3歳以上月3000円までというのはかなり高い負担に感
じます。しかも、事後申請のため、高負担とわずらわしさで、治療中断の方もいるのではないでしょうか？一刻
も早く無料化してほしいです。

147
子どもが小さい間だけでなく、活発になる小学校～高校までやはり病気ケガになることが多くあります。医療費
無料化切に願います！

148
3才まではかぜ気味だなと思ったらすぐに病院に行っていたが、1回受診すると薬代も含めて2000円弱、1月
2回行って4000円、1000円のために時間をさいて申請をする時間がもったいないし、流れてしまう窓口で負
担ナシになるよう利用しやすい制度にしてほしい。

149
今は3才未満なので心配があるとすぐ病院にかかれたりするが、大きくなるにつれ、いろんなお金を使う事が多
くなってきた中、医療費がかかってくることが気になる。得に呼吸器系の持病をもっていて、通院がひつような
ことが多いので得に心配。

150
予防接種無料化や3歳以上の子どもでも月200円などの制度を適用して欲しい。インフルエンザは毎年流行
していて毎年予防接種を受けていますが必要なものがだいたい定まっているものは、市でも負担して欲しい。

151 京都市の医療費助成制度が、このままの負担で変わらないのであれば、他の市町村への転居を検討する。

152

償還払いの認知度が低いのでは？（一医療機関内であれば月\3000で支払いはなくなりますが複数医療機
関受診していた場合その後、役所に手続きに行く人は少ないのではないでしょうか）→上限管理表（票）など
使ってはどうでしょうか。医療無料化はありがたいことですが、無料化になるとムダな受診やそれによる医療機
関の混雑や医療費（国の）増大につながる可能性があるのではないでしょうか。

153
3才になり、医療費がかかるようになり、気軽に病院にかかりにくくなった。できれば薬飲ませたいけど、軽症の
状態だと、しぶってしまう。せめて、小学校入る前までは窓口負担をなしにしてほしい。

154 永年無料で社会保険料上げたらいい

155
医療費が高いと多少具合が悪くてもひどくなってからしか受診できないケースがあると思う。ひどくなる前に受
診してみようと思えるには負担が低い方がかかりやすい。

156
予防接種はすべて無料化にしてほしい。高額な物を受けなければ必ずその病気（インフルエンザ）になる恐れ
があります。

157
医療費負担が高いので、これから子供が成長してケガや病気等で通院、入院という事があると思うと料金が
不安。

158
月3000円を超える分の請求が手間です。自動計算して出来ないものでしょうか、共働き、保育所入所だと昼
間役所までなかなかいけません。

159 定期ではない予防接種にかかる費用が高く、困る。



160
3才以上の子を育てる人達からは、医療費がとても負担と聞きます。就学前までは沢山病気をしますし、小学
生はケガ（大きなモノ含め）も増えます。医療費の軽減が更にあればいいと思う事が多々あります。

161
3歳以上、3000円負担は高いです。3歳を過ぎると少々のカゼくらいだとがまんさせていることもあります。医療
機関に行きやすくなればいいです。

162

3才の男の子と1才男女の双子、3人の子がいます。今のところ医療費がたくさんかかっている実感はありませ
んが、今後３人とも3才を超え、3000円ずつの負担がかかってくると思うと不安が大きいです。病気をすると治
療費そのものだけでなく、他の色々な面で経費が重みます。そのことをふまえると、せめて医療費そのものの
負担は、無料化して頂きたい！！病気をしてかかるお金は治療費だけではありません。そのあたりも細かく調
査して具体的に訴えて下さい。子育ては本当にお金がかかります。そして同じ京都府内でこんなに差があるな
んて単純に「不公平」だと思いました。

163

子ども医療、歯科は無料にしてどの家庭も負担なく子どもの健康を平等にすることは国や自治体が 優先に
取り組むべき政策。京都市は突出して高い負担で本当に残念、市民として恥ずかしい。市長の「子育て教育
環境日本一」マニフェスト、全く実態が伴っておらず、京都市で子育てすることの負担の多さ、不寛容な環境
に憤りを感じる毎日です。

164 月3000円を超えた差額の申請に区役所へ行く時間がなく、結局そのまま実費になっている。

165

小さな子どもが3人います。急な病院へ行く時は、仕事から帰って親が一人で連れていくため3人を一緒に連
れていかなければならなく（対象でない子どもも）、タクシーで行くこともよくあります。乳幼児は、交通費や親の
負担もかかるので、なかなか病院へ行きにくい現状があります。こども達の命や健康を京都府として守るべき
だと思います。そのためには、貧富の差にかかわらず、どの子どもも医療の安心してかかれる制度づくりを願っ
ています。

166
実費の予防接種の料金が高すぎる。3才までは何かあればすぐに病院に行った（通院200円だったため）
3000円の負担になってからはとりあえず様子をみて、症状が改善しない場合に受診する様になった。政令指
定都市なのに子ども医療費等…子育て世帯には『やさしくない』と感じることが多いです。

167
子どもの医療費支援について他の自治体と比較したことがなかったが、今回このアンケートで、京都市の支援
が低く負担が多くなっていることに気づいた。せめて小学校までは無料化にしてほしい。

168
医療費負担も大きいですが申請をしないと返ってこないのもどうかと思います。日々忙しい中での役所に申請
に行くのは負担です。

169
アレルギーや呼吸器の疾患は慢性的になりやすいので毎月3000円負担になると心配。18歳まで月200円だ
と思っていたのでガッカリです。

170

以前他府県に住んでおり、小学生以下の医療は実質無料でした。小児科は（ささいなことで受診するため）常
にいっぱいで、急ぐときにとても困りました。保育園、学校もまず受診をすすめる風土があり、（咳や38℃の発
熱だけでも）仕事をしながら時間を割いて不必要と思われる医療を受けないといけないのが苦痛でした。無料
化も考えものと思います。もちろん費用の点ではとても助かったのですが。

171
京都に引越ししてきて子供の医療費の高さにびっくりしました。（以前の自治体は無償でした）何か改善と検討
を願いたいです。

172 京都市の医療費が高い！！

173
現段階での助成制度では、3才未満から3歳以上になった時の負担金額が急に上がるので困る。ちょっとの
事で病院につれていけなくなる。京都市内だけ負担が大きすぎる。

174
医療負担の軽減、無料化は子育てをしやすい社会、子育て支援にもつながります。子育てがしにくい社会、
意識があるなか必要なのではないでしょうか。

175

3000円負担は大きい。後から返してもらえるというのも手続きも分かりにくい。200円や無料の自治体も多い
のに政令指定都市の京都市が3000円というのはどうなのか。中学の完全給食化もしてほしい。←全国的に
弁当は少数派です。京都市は子育て支援を市政に掲げているわりにやっていることは他の自治体より遅れて
いる。

176

4歳になったとたんに、医療費がかかり凄く困っています。なるべく一月に（3000円で診てもらえるように）まと
めて通うようにしたり、薬も一月分出してもらえるようにしていますが、細かな気になる事等少し家で様子を見
たりするようになってしまいます。もっと気軽に相談出来る場であって欲しいです。他の県や市にくらべて高い
理由があるなら教えて欲しいです。

177

つい 近子ども（第1子）が3歳になり、医療費負担増について身を持って感じているところです。保育園に小さ
い頃より通っていることもあり、小児科へはしょっちゅう受診して、"子ども医療費受給者証"には随分助けられ
てきました。でもまだまだ病気や怪我をしやすい年齢です。今までのように低額で医療を受けれればと願いま
す。私自身医療者ですが、自治体によってこんなに医療費に差があるとは思っていませんでした。是非子ども
医療費無料制度を実現させていただきたいです。

178
医療費が高い。本当は風邪をひけばすぐにでも受診してやりたいと思いますが、まだ大丈夫と受診をしぶって
しまうこともあります。医療費がなければもっと安心して子育てはできると思います。

179
初期症状であれば急な対応をドラッグストアでの市販薬を使う事も多いです。受診するのに費用以外にも時
間がかる。他の子の対応もある。理由は様々ですが医療費補助の対象も検討して欲しい。又、補助を受ける
ための手続申請に行けないのでそのまま支払っている。



180

制度のあり方について疑問を抱いています。例えば税金等未納の場合などは「支払え！」と言われたりするの
に3000円を超えて支払った医療費を返してもらうためにわざわざ申請をしないと返してくれない。行政の怠慢
だと感じます。税と医療費の取扱い期間が違うし制度のあり方もちがうとは思いますが払いすぎているものを
「返して！」とわざわざ言わなければそのままということがそもそもおかしいのです。あと、各自治体での格差が
あるのもどうかと思います。

181

医療費負担はどのご家庭も大きいと思います。小さい時は色々と感染したりするし成長してもどこかに疾患が
あれば通院を続けなければなりません。そこに学費や塾や…と大きい出費が重なり経済的にも精神的にも余
裕がなくなります。また年金生活世代にとっても医療費負担の問題は深刻です。一人一人が安心して暮らせ
る町、京都にしてほしいと願います。

182
子どもはどうしても自分の症状をうまくは伝えられないので大げさかな…と思っても病院に行くようにはしていま
す。ただ受診する時期は考えてしまいます。できるだけ1月にまとまるようにと考えます。こういうことを考えず心
配な時は受診できるように医療費を無料にしてほしい。

183
第2子がアレルギー疾患で複数の病院通いが続いている。それぞれにつき3000円（薬局も別）かかるので月
に1万円以上は出費しなければ治療できない（請求しないと戻ってこないし！）全額までとは思わないがせめ
て1000円くらいだととても助かる。特に地域によって大きな差があるのもどうかと思う。

184
1才と3才の子どもがいますが、3才の子でも保育園で過ごしていると集団生活ですのでまだまだいろいろな病
気にかかりお医者さんに行くこともよくあります。本当にこの問題について見直してもらいたいと願っていた事
だったので、アンケートをださせて頂きました。京都市の子育てのしにくさを痛感しています。

185
例えば、風邪で子供の病院へ行くとします。（3才以上）A病院へ行ってB病院へ行く。（なかなか風邪が治ら
ないので）とすると役所に行くとかかった負担金をかえしてもらえるとはしっていますがじっさい、役所に行くひま
もなく3000円以上かかればかかったまま、各病院で連けいしてやっていただくと大変うれしい。

186

小学生の歯科無料制度はとてもありがたいですが就学前の子どもも無料にして頂きたいです。保育園では、ケ
ガも多く、上の子は通園中に歯をお友だちの頭とぶつかり、しばらく歯科通院（歯が生え変わるまで）していたの
で費用がかかりました。医療費も予防接種費用や救急でかかった時の初診料なども含めてのものにして頂き
たいです。カゼなどで無料接種期間内に受けられなかったり仕事が休めないなどで受けられなかったりすると
実費で予防接種になるので費用が高くて受けられません。母子、父子家庭などは手厚い対応ですが、共働き
でも所得の低い家庭もありますので全ての世帯に公平に無料にしてほしいです。

187
長男にアトピーがある為、1回の受診で薬代だけで3000円こえてしまいます。次男も3才になった為、2人合わ
せると結構な負担になっています。また、3000円をこえた場合も、申請が必要なので面倒です。せめて小学
生卒業までは月200円にして頂けると助かります。よろしくお願いします。

188
月3000円以上の負担になった時、申請に行けば差額の支払いをして下さいますが、その申請にいく時間が
ない。実際のところ不可能。一医療機関での合計ではなく、すべての合算にしてほしい。

189
3歳以上になると、月3000円の医療費はとても負担が大きいです。年齢が上がると、資出金額が増えるので
（食費など）医療費助成拡充を強く希望します。病院への受診をためらってしまうこともあると思います。

190

同一の医療機関を受診した場合は一カ月内であれば3000円負担となりますが、別の所へ行った場合は申
請が必要という現状について、時間がなく（役所まではなかなか）手続きに行ったことがありません。もう少し簡
単に手続きができる方法にしてほしいです。又、インフルエンザの予防接種は毎年大きい負担になっていま
す。家族が多ければ多い程負担が多くなります。せめて子どもの分だけでも無料化にしてほしいと思います。

191
第二子は週1～2回、耳鼻科に通ってます。あと数ヵ月もすれば3才です。現在はありがたいことに月200円で
すが、今の治療、お薬代がいくらぐらいかも分かってないので、正直3才になるのが恐いです。3000円の上限
があるにせよ、周りを見渡せば200円のところたくさんあります。うらやましいです！

192
1医療機関3000円負担とありますが、病院で3000円弱払って、薬局でまた3000円弱、熱をだすといつも払
います（5才）。高いなぁと思います。

193 学費など色々かかる時期に医療費の補助があれば助かると思います。

194

第一子（女児）は現在小学2年生だが、3歳をこえてからのほうが通院回数が多くなった。第二子（男児）は現
在1歳1ヵ月。先月、川崎病の疑いが強く8日間の入院、自宅療養1ヵ月間になった。色由費の負担はあまり
感じなかったが、1ヵ月間仕事ができなくて収入減のため、経済的に不安。今後も定期的に検査の為、収入
減になってしまう。

195 任意で受ける予防接種の金額が高すぎる。例えばロタなど…Drに進められると受けざるとえないので…

196
中学卒業するまでの間は無料にしてほしい。今も3000円超えは償還で返金されるが、これにも役所への申請
が必要で、日中働いているとその手続きにも行きづらい。せめて病院窓口で3000円以上超えた分は「0」にし
てもらいたい。

197
共済会の医療費返還はほんとに助かっています。それがなければ、厳しいと思います。3000円を越えようと
思えば、内容にもよりますが2ヶ所～3ヶ所の通院がいります。こえても3050円とか3020円…とか、わずかで
わざわざ役所に行くのもどうなのかと、いつも思い手続きしない月もあります。

198
他の地域が本当にうらやましい。しょっちゅうカゼひくので医療費がとてもキツい。2～3万は毎年償還されてい
る。



199
任意接種の予防接種が1人1万円近いので2人いると2万円近くなり2回接種が必要だとかなり負担が大きい。
インフルエンザの予防接種も2回接種の為合計すると1万円越える。3才以上の月3000円負担は無料でなく
ても半額くらいになると大変助かります。

200

京都市在住なので3歳になると一気に医療費が上がるので高いと感じる。保育所からは、受診を求められるこ
とが多いので、気軽に行ける額の負担でないと本当にしんどいと思います。感染症について「治りました」という
証明を治ってからもらい行かないといけない。とういう仕組みは、負担が大きいと思います。元気になった子を
わざわざ病気の子たちのなかに連れていくことにも疑問があります。

201 3歳～3000円が高い！！200円→3000円になって急に負担が大きいと感じる。

202
アレルギー疾患なので薬の調整をして歯科受診と同月で受診するようにしています。必ず3000円以上になる
のでいい。風邪などの急病時は仕方ないのでその都度受診しています。

203 母子家庭は無料なので無料でたすかっています。

204
医療費3000円は高いです。結局3000円以内で済むこともあり、全額負担と同じ、他府県（兵庫県）からの
引っ越しで来ましたが負担の高さに驚きました。こどもは色々と病気します。負担額をもっと減らす、無料化し
て下さい。

205
問7に関連して、3歳から急に月3000円負担というのは、経済的な負担感がある。幼児の間はまだ病気にか
かることも多く、医療機関にかかることもよくある。できれば小学卒まで入院、通院ともに月200円にしてもらえ
ると助かる。

206
食物アレルギー、アトピーがあり成長、発達をみてもらうため定期的な受診が必要なので子どもの医療費が3
歳以上から多くかかるようになると負担が多くなるので心配です。

207
京都市の3000円負担の超過分について立替分の請求の手続きが面倒。マイナンバー制度の導入などの方
法で保険証などから3000円を超える分について医療機関、調剤薬局でも受診時に支払金額の照会が出来
るようにし、後日払戻請求をしなくても良いようにしてほしいです。

208 3000円となっているが、申請しないといけないのは不便。
209 安心して育てられる経済的支援をしてほしい、3人の子供がいるので他の出費が多い（医療費以外）

210
通院で3才超えると一気に負担が増加する。3000円をこえても手続きに行けない状況もあり、より負担がかか
ります。

211
予防接種は費用も様々で高額なので不担です。また医療費も一回の診察とお薬では3000円程度ですが、
子どものうちは病気に色々とかかるので一医療機関で済むことは少なく医療の合計負担が、月3000円くらい
ならいいなと思います。負担をへらして欲しいです。

212
毎月1万円近くお金がかかり、後から返金を要求するのが大変です。3000円までなら全体で管理して支払い
をなくすか、もっと楽な方法を考えてほしいです。高齢の方への財源の使用も大切ですが、これからの税金等
も考えてもっと若者にもお金をまわしてほしいです。

213 複数の医療機関を受診した際、償還払いの手続きが面倒である。
214 月毎の助成制度のため月末～月初にかかると費用がかさむ

215
子どもが多い程、経済的にくるしくなる点が少子化にはくしゃをかけている。要点が違う意見だが、子どもを多く
育て費用をかけても、子どもが1人やいない家庭と将来の年金に差がないのは非常に不平等だと感じていま
す。だから1人っ子の世帯が多いのではないでしょうか？

216
京都市よりも医療費無料化がすすんでいることも向日市を選んだ一つ。子どもがアレルギーがあったので向日
市に住んでやっぱり良かったと思う。でも乙訓は民医連の小児科なくて、かみの診療所が遠いのが悩みかな。

217 医療費は無料化してほしい。入院した時はとても助かった。

218
アトピーで軟膏をもらいに定期的に通っていますが内服もしていた頃はとても薬代が高いなぁと感じていた時期
もありました。負担金が減ると貯蓄にまわせたりもするので少しでも金額が変わればと思います。

219 母子家庭ですので、保険がきく分の医療費の自己負担はありません。助かっています。
220 仕事などで、休めないことが多く早めに受診していることもありますが、医療費が高くなると行きにくくなってしま
221 予防接種、インフルエンザも無料化にしてほしいです。
222 京都市は3才以上は200円以上かかります。18才までのばしてほしい。なぜ歯科だけ小学校～無料なの？

223
通院は3歳から3000円だが医療機関ごとなので超えることは少ないですが内科、耳鼻科といろいろかかると
高くなってしまいます。また3000円をこえたら自分達で手続きなので仕事しているとなかなか難しいです。

224

今年になって初めて19才の息子がUCを発症しました。難病医療ですが、上限が月2万円までなので、外来で
1万円ほど毎月かかります。できれば、就労するまで（大学生の間も）何らかの補助がほしいです。また、下の
子が喘息発作で先日入院しました。\200+食費で大変助かりましたが、中3までなのであと半年で終了です。
先のことを考えると不安ばかりです。せめてお金の心配だけでもとり払われたらと思います。

225

私はひとり親です。保育料が2人で5万円程度かかります。（とても高額で家計を圧迫しています）子どもが体
調が悪くなっても仕事はあまり休めないので夕方までなんとか保育園で頑張ってもらい、夜診を受診します。
第一子は入院歴もあるのでこじらせる前に早目に受診するようにしていますが、5才なので200円ではすまな
いので困っています。予防接種も高額で困ります。せめて、ひとり親家庭は無料化してほしいと思います。

226 数人子供がいるとそれぞれに問題がある。1人に複数の病気があることもある。お金がかかる。

227
耳鼻科は毎週来いといわれるがそんな時間はない。予防接種インフルエンザ3人小児バカ高い。将来、学
費、塾代など心配



228
3才までは、何かあればすぐに病院につれていっていましたが、3才以上で3000円になると今までのように「す
ぐに」という気持ちにブレーキがかかるように思います。お金の事より子供の健康を第一にしたいのですが。

229
3歳をこえるとカゼをひいたりも減ってきますが、ケガが多くなって保険に入ろうかと考え中です。全国的にみて
も京都市の保障がひくく、通院をひかえたりすることもでてくると思います。格差があるのはおかしいなと思いま
す。

230 第四子の保育料、医療費が高すぎる。子育てを応援するならもっと充実して欲しい。

231
子どもがわりと元気で助かっているが、何かあり受診する際、必ず財布にいくら入っているか確認します。また
夫婦共働きのため時間外受診になることが多く、いくらぐらいかかるか考えながらの受診になります。そういう心
配なく、いつでも安心してかかれる制度にして欲しい。

232
急に具合が悪くなった時（土、日、祝よう日や夜間）に大きい病院へ行くと紹介状がないので高額なお金をとら
れますが急な時は紹介状なんて用意できないので困ります。

233
子供が多いと、次から次に病気もうつることが多く、3歳すぎている子ばかりなので正直しんどく感じることがあり
ます。中学生までせめて月200円（通院も）にして頂けるとありがたいです。子育てに関わる費用が減ればもう
少し子供を産みたいという人も増えるのではと思います。

234
他県から京都市へ引っ越してきました。子どもの医療費が高くて驚いています。収入制限を設定するなど工
夫して、医療費を無料にすべきです。子育てのしずらい子育て世代に優しくない地域だなと思います。京都市
は観光業ばかりに力を入れている印象。

235
予防接種、インフルエンザなど希望するものは無料化であってほしい。（家業が多い分、接種にお金がかか
る）

236
3歳未満月200円でとても助かっています。3歳以上月3000円が無料化となればもっと助かるのは事実で
す。他県の方と話し子供の医療費について無料ではないことを話すととても驚かれます。

237 3歳以上、医療費がかかる→就学前まで月一定(200円）
238 予防接種がきめられた期間がすぎると実費になることと京都市の3000円負担は高すぎる

239
ロタなどまだ助成のない予防接種が高額すぎる。3歳以上の通院、薬の月負担を減らしてほしい。同じ病気で
も月をまたぐとまたお金がかかるので。

240

おたふくなどの予防接種を任意から定期にしてほしい。ロタなどもよく流行し、感染すると症状が強く出るのに
任意で金額が高く、全員接種にした方がよいと感じる。また、インフルエンザの予防接種も、シニア層のみに補
助があるのはおかしい。子どもの方が重症化しやすく、2回接種であることを考えると子どもに補助を出した方
がよい。

241

予防接種は親が管理する任意も多く、うっかりわすれたり、又、高額です。なぜ保健所から受ける月齢になる
頃に連絡が頂けないのかと思います。又、医療費も3才までは高いとは思うことなく、よく通院もするので本当
にありがたく思いました。3才をすぎて、本当に高くて（うちはよくケガをするので）びっくりします。子育て支援を
ブツ切りでしないでほしいです。トータルで考えてもらわないと、親の立場に立っていないと思います。

242

虫歯は無料制度があり大変助かります。一方、保険のきかない矯正費用が高額でいつまでいくらかかるのか
と気になっています。3才未満は大変安くありがたく思っていました。ただ、3才になってから一気に上がりギャッ
プの大きさに驚きました。早めの受診、念のための受診などを行うべきという気持ちに変わりはありませんが
…。急な上がり方なのでもう一つ段階があってもよいのでは。兄弟+保護者も同時にインフルエンザ予防接種
を受けると本当に高額だなと思います。公費の接種内容が増えたのは（水ぼうそうなど）ありがたく思っていま
す。受験生だけでも安くなれば（インフル予防接種）。今後は小学校高学年、中学生になると部活動でけがを
することも増える可能性があります。適切な受診回数を確保できるよう、18才まで負担の軽減があると助かり
ます。

243
どこの機関が適切か分からない症状がある。その時違った機関で内診してしまうと2倍の金額が必要となる。
負担が大きくなる。

244 おたふくかぜなど予防接種も無料化になってほしいです。

245

第一子の就学前まで、医療費負担がない府外の自治体に住んでおり今から考えると、医療費の負担に対し
て本当に助かっていたなと思います。就学してすぐくらいに学校の健康診断で念のため再検査というのが複数
あり\1500×3ヶ月.（2990円くらいの時も）あり、3000円負担というのは負担が大きいと実感しました。無料と
いうのは全体としても無駄な医療費が発生することもあるでしょうが、200円負担をもうすこし年齢を上げてほ
しいです。また、歯科の無料制度も初め知らなかったので、府外で継続して治療していて3000円くらい毎月か
かっていました。

246
やはり、小さい頃は心配もあります。すぐ熱が出ます。大人より免疫が少ないので、病院へ行って、安心して成
長を見守っていけます。

247 3才だとまだ病気にかかる頻度が高いので急に負担が増えたように感じました。

248
3歳以上でも月200円までという自治体は府内でもあると聞いています。まだまだ通院することは多く、負担と
なっています。京都市において無料化又は助成額が低い現状は非常に残念です。

249
無料化して頂けると子育て世帯には大変ありがたいですが、結果的に市税などがあがってしまっては意味が
ないと思います。無料のため無意味な受診が増えるのも危惧されます。

250 予防接種代に補助があればいいなと思います。

251
子供は体調を崩して受診することもあり、予防接種も多く費用もかかるため負担軽減のためにも医療費無料
化してほしいです。フッ素塗布もあり、未就学児の歯科受診も無料化してほしいです。

252 3歳になってからの負担がたいへんこまります。3歳からの負担が高すぎる。
253 他の地域に比べて高すぎる！！



254 3才以上は高い。どこに申請したらもどってくるのかよくわからない。

255

3歳になると、受診した時の金額が急に高くなったように感じ、それまではちょっとしたことでも小児科に行って
いたのに、子供自身も大きくなって体力がついたということもありますが、医療費がいくらくらいかかるのかなと
考えるとこのぐらいなら受診しなくてもいいかなと思ってしまいそのままで様子を見るということが増えました。と
はいってもまだまだ小児科等病院へ行くことが多いので無料化が一番の希望ですが、せめて小学生の間まで
だけでも月200円にしていただけるとありがたいです。

256

200円負担の年齢がひきあげられたのは大変ありがたいことなのですが隣県などは無料なので、できるだけそ
の方向ですすめばいいなと思います。予防接種が無料化拡大しているのもいいことですが、インフルエンザは
毎年流行し重症化するので、無料にしてほしいです。2回で7000円超は厳しすぎます。（家族も含めると1万
円超えるので）

257

体が弱いので18才まで医療費が月200円くらいだと良いと思います。保育料が高いと子供を産もうと考える人
は少なくなると思います。誰でも子供が育てられる社会保障や福祉のサービスが必要だと思います。医療費
は体の弱い子供に多くの負担がかかるので18歳まで無料で良いと思います。少子化問題を解決するには保
育料や幼稚園の費用を無償化にしたら良いと思います。

258
ぜん息をもっているのでぜんそくにかかる薬代も高いです。4人子供がいるとみんなが病気になると医療費も
大変です。本当に、予防接種も高いし生活するうえで、お金の負担が大きすぎてストレスです。中学も高校も
お金がかかりすぎて、この先思いやられます。

259
周りの友人でも保険料が支払えず（他に方法もあるが日々の仕事や生活で手いっぱいで、調べたり役所へ行
く時間と気力が無い）熱が出ても受診できない人もいる。可能な限り18才くらいまで無料を望むがまずは義務
教育である中学卒までは誰もが安心して病院にかかれるようにしてほしい。

260
子どもの人数が多いと上限があっても負担が大きく、わりとひどい状態に近くなってからでないと治療に行きにく
い。

261 少子化対策のためにも医療費負担は軽減すべきだと思う。
262 京都市の医療費を中学卒まで無料か200円にしてほしい。

263
京都府の中でも京都市はなぜ料金が高くなるのか！！まだまだ3才はカゼをひいたりし、病院通いが多いのに
なぜ？！実家の伊丹は中卒まで無料です。私はそこで育って来たので納得できません。絶対に無料にしてく
ださい。

264 （土）（日）や救急ではいけない。医療費をもっと安くしてほしい！！
265 休日医療費が高く、我慢させ、悪化させたことがある。

266
月で医療をまとめないと毎月負担感がある。子どもは重症になる前に病院に行かせたい。お金のことを考えず
医療をうけたい。

267 ぜんそくがあるので毎月3000円発生します。歯科にもいくので返金手つづきが毎月ありめんどくさいです。
268 他の市町村のように京都市も3才以降の負担を減らして欲しい。安心した育児ができる為。
269 医療はせめて中学校卒業まで京都市も200円負担の方が家計的に助かります。
270 3000円負担を無料化するよりも、助成制度の対象を18才までに上げて欲しい。
271 歯の矯正に保険がきかないのが厳しい。適応するようにしてほしい。
272 小学生になっても病院へよく行きます。3割負担は高すぎると思います。

273
3歳を過ぎると急に負担が大きくなるので、少しせきや鼻水程度だと病院に行かなくてもいいかという判断に
なってしまう。

274
同じ医療機関だと3000円以上はその場で無料になる。他の病院にかかると役所に直接申請で後日返ってく
るため、領収書をなくしてしまったり、時間がないと申請できずそのままになってしまうこともあるため、管理ノー
トを作るなどして、医療機関で管理してほしい。

275
高い税金が本当に必要なところに使われていないと思います。少子化を問題するなら、医療、学校への福利
はもっと手厚くあるべきと思います。まだまだ医療機関にかかる頻度の高い幼児に3000円負担はしんどいで
す。予防接種も外国に比べて補助対象が少ないのでは？

276

5才の娘が3才を過ぎた頃から「念のため」の受診が減ったように思います。経済的にそれほど苦しいわけでも
ないのに足が遠のいてしまいます。困っているお家はよっぽどじゃなければ受診できないと思います。今のとこ
ろ、様子を見て安静にしているうちに元気になっていますが、子供は症状が進むのが速いので手おくれになる
かもしれませんし、感染力の強い病気で他の子にいっぱいうつしてしまうかもしれません。病院に行きづらいと
いうのは深刻な問題だと思います。下の娘は1カ月半で菌血症で入院しました。12日間の入院治療で退院時
「200円」で済んだ時、育児を応援してもらった気分でした。これが無料なら通院も無料なら5,6人産んで育て
られるくらい安心できます。そう思うと医療にお金がかかるのは育児の大きな壁ですね

277
数分のところに宇治市があります。はっきりいって市内中心部にいくより近いです。なのにこの差は何です
か？！もっと税金を有効に使ってほしいです。（観光客のためばかりに使うのではなく）

278
今は子どもが小さいため、窓口で200円で済むため気軽に受診できるが、もうすぐ3歳になるので負担感があ
る。小さいうちは保育園や学校で風邪やウィルス性のものに感染することも多いので医療費が無料になると助
かる。無料化が難しいのであれば一率200円（月）でも良いから中学校卒までは助成してほしい。

279
3才までは200円ですむので有難いが3才以上になると負担が増えるので困る。以前城陽市にいた事がある
がそこは200円だったので住む所によってちがうのではなく日本のどこに住んでも子供の医療は心配なくかか
れるようにしてほしいです。

280 病院代で毎月3000円×2人分はキツイ！！京都市で子育てしやすい様にして！！



281
月に3000円がギリギリの値段で、少しででも申請に行く暇がない（正規で働いていると区役所に行けない）の
で、ないようなもの。

282

アレルギーを持っていると常に受診や医薬品代で結構お金がかかります（市販薬+耳鼻科+眼科にかかります
ので）。健康でも予防のためのインフルエンザワクチンなど家族で受けるとなると高額なので、 低限就学中の
次男のみ受けることが多い。あとの家族は自力で予防するしかない。友達など余裕ある世帯は家族みんなで
受けている。格差を感じる。次男は発達障害のグレーゾーンにいる子で、これまで行政の機関で受診や支援
を受けてきましたが、圧倒的に人も場所も少なすぎます。これだけ対象が多いのに、伏見から京都ぱとなに通
うのはこういった子たちにとって無理があり、多地域にも必要です。交通費もバカになりません。民間の支援を
受けるのも相談料など重み、続きません。行政で身近に丁ねいに支援すべきです。

283
幸運なことに我が子はあまり病気をせず中学まできましたが、度々病気をされているお子さんの家庭はとても
大変そうです。医療費は年齢にかかわらず、低額にしてもらえると助かります。

284
娘が先日3歳になったが、風邪をひいて熱を出す。鼻水が出るなどで小児科や耳鼻科に通うことはまだまだ
多い。しかし窓口の3割負担が思ったより負担に感じるので、医療機関にかかるのをちゅうちょしてしまう。子ど
も医療費無料化が実現することをせつに願っています。

285

月200円とまでは言わないけれどもう少し（3000円）よりは安くなればと思います。例えば1回や2回の受診で
は3000円にはなりません。幸い私は職場の福利厚生で医療費は85％返還されますが、なければ医療費とい
うのは負担に感じると思います。どうして歯科だけが無料化なのか、よくわからない。大事な命、安心してかか
れる医療制度の充実を願います。

286

月2回の作業療法、月1回の理学療法に通っています。1回1800円の支払いで出費がかさみます。3ヶ月に1
回は眼科に定期検診、ドライ肌でかゆがるので皮フ科にも行きます。医療費は負担が軽くなればとても助かり
ます。体のバランス感覚や体感をきたえられたらと思い水泳、体操に通っています。スムーズに小学校へはい
れるように、親としてサポートしてやりたいと思っています。

287
毎月と言っていいほど病院に行きます。今は助成があるので負担にはなっていません。まだ子どもの身体であ
る中学生くらいまではもっと助成金を増やしてほしいです。安心して子育てができるまち、京都になってほしい

288

ひと月に3000円の負担は高額に思う。3000円以上は役所に行って手続きをすれば返してもらえるが、月を
またぐとダメだったりする。子どもそれぞれが一緒に受診することになると家計的には3000円以上になってもひ
とりあたりの金額が3000円に満たないと申請もできない。なんとかならないかなと毎度思う。せめて中卒まで
は1000円ぐらいにしてもらえればとっても助かる。

289

おかげ様で、我が家の子供達は、特に病気になることなくすくすくと大きくなっておりありがたいと思っています。
（早寝早起き食事のおかげと思っています）子どもが病気になる背景、原因には普段の生活の乱れなどが関
係していると思います。医療費助成制度の拡大は必要と思いますが、さらに親の就労状況（父親の長時間労
働など）も改善し、子供の病気を未然に防ぐ対策を行う必要があると思います。

290
小さいうちは何かと心配で病院に行くことも多いし、皮フ疾患で定期的に通院しているので、負担を軽くしてもら
えると助かります。他府県から引っ越してきて、医療費無料化は全国的に行われているものだとばかり思って
いたので、未だに高い負担をしなければいけないことに衝撃を受けました。

291 母子家庭なので負担は少ないと思ってたのですが私の両親も一緒に住んでいるので負担を感じます。
292 少々の事がまんさせています。（時間とお金がありません）

293

中学部活でケガをし入院、手術を受ける時は学校保険が出たけれども、卒業して高校入学式をむかえるまで
の春休み高校の部活に参加しケガをし入院、手術代は家計に大きくひびいた。学校保険のかからない機関の
空白は盲点でした。中卒で働く人もあるだろうけれどもきっと収入も低いのではないでしょうか。病気、ケガなど
体が不調の時はお金の心配なく受診できることが当たり前であって欲しいと思います。

294 なるべく長い間、無料化を宜しくお願い致します！！

295
一医療機関で3000円を超えた場合は手続きをすれば返金されますが、手続きも面倒なので結局手続きせ
ず済ませてしまっています。又、案外1ヶ月では3000円を超えない場合が多いのでせめて小学校卒くらいまで
は通院もそれなりにするので無料化が望ましいと思います。

296
3歳でも、まだまだ風邪を引きやすかったり保育園で、はやり病をもらってきたりするので、せめて小学生くらい
までは無料か1000円以内でおさまると嬉しいです。

297
窓口負担月3000円は高いと思う。毎月定期的な通院をしていた時期（血管腫のレーザー治療）は特に負担
に感じた。子どもが2人いっぺんにインフルエンザなどにかかると単純に6000円近くかかるし、ケガの治療など
月末が近くなると「何とか今月中に治療が終わってほしい」と思ってしまう。

298 今、6才ですが来年から歯科が無料なので、歯科受診を見あわせています。

299
歯科には年に何度か通院しますが無料制度でとても助かっています。中高大学となると教育費、食費等どん
どん増えていくので少しでも早く医旅費が18才まで無料になって欲しいです。

300 生まれつき肺が弱くすぐ病院にかかるので、実家は八木なので住みやすかった。18才まで無料にしてほしい。

301

第一子がアレルギー体質なので給料日前などに発症したらと思うと、少し不安です。住んでいる所によって子
どもの医療費負担が違うのは納得できません。体力がつくように、スイミングに通わせているが、保育園でイン
フルエンザや風邪など流行すると防ぎきれないないので、月に1回～2回は通院することになるが、3000円に
はならず目いっぱい医療費がかかっている気がします。何とか無料にしてほしいです。

302 母子家庭で医療費0はありがたい。

303
理想を言えば18歳まで無料化ですが、各年代、各世帯で国の医療費は増加にあると思います。それは税収
などでまかなわれているわけで、必要な人が必要な時に安心して医療にかかれるシステムが必要だと思いま
す。そのうえで、子ども達への無料化が完施される事が大切だと思います。

304 医療費助成の拡大



305 病院の交通費、予防接種の対象拡大、インフル含む￥1500助成

306
11才7才なのでカゼでも自力で治すようにしている。行かない。区役所に行くヒマないし！！。給食の改善、
（中学）学校で手作りにして欲しい。（かんしゅう中へいく）

307
月3000円ですが、休日などで違う病院にかかると別に3000円まで負担がかかる。せめて違う病院でも3000
円までの負担にしてほしい。

308 東京から引っこしてきてびっくり。

309
低身長症の治療は、高額で慢性特定疾患の助成制度があっても月1万円は自己負担です。18才まで無料
にしてほしいです。

310
子どもの医療費についていつになったら他自治体と同じ水準になるのだろうと受診のたびに思います。こんな
子育てしにくく住みにくい自治体は他にないのではないかとまで思います。

311
幸い、うちの子供は大きなケガ病気なくここまでこれました。小学生まではできれば無料化がありがたいと思い
ますが中学生～は体力も付く為か病気する事も少ないように思います。（問8に対して）財源があるのであれば
子供と言わず大人でも無料にして欲しいくらいです。本当は。

312 京都府の中でも負担がある市が少ないのだから府下全部統一してほしい！

313

京都府内、外くらべても明らかにおくれているにもかかわらず、子育て日本1と宣伝している意味がわからな
い。うちは今のところ健康に恵まれそれほど医療費はかかっていないが、慢性疾患をかかえておられる子ども
さんなどすべての子どもたちが、安心してお医者さんにかかれるようになってほしい。その方が結果的には医
療費抑制につながるのでは？

314 医療費18才まで無料化にしてもらえるとすごく助かります。

315

3才児で歯科フッ化物は1回のみ無料。歯科からは半年毎のフッ化物が必要だと聞いているが、2回目以降は
自費（￥3000前後）毎回必要となります。小学校に入るとまた無料になりますが何故3才～7才までの期間補
助していただけないのか。子育て日本一をうたっている京都市は医療費負担も他市と同程度補助していただ
けると助かります。

316 3000以上かかった時の手続きが手間がかかる。インターネットでできる様になると助かる。

317

子供がアナフィラキシーです。加配（保育園）が数時間しかつきませんが昼食（11:00）～おやつ（16:00）まで
は 低必要ですしその他の時間も、子供が誤って持ち込んだお菓子を誤食しないか一日中注意深い対応を
していただかないと命にかかわります。アレルギー1人の子に対して加配、アナフィラキシーの子に対してはさら
に長時間の加配をお願いします。

318 市中の病児保育が少なくて困る。
319 東京に住んでいた際は中学卒業まで完全無料だったので京都市に引越してきてかなり負担に感じます。

320
月々3000円負担は毎月3000円を超えると申請せねばならないのも負担感が大きいです。以前は別の市町
村に住んでおり京都市へ転入後子ども医療費の負担の大きさと申請の大変さに驚きました。

321
京都市の子ども医療費は現状3000円負担ですが全額はもちろん高いですが、3000円を超えた際、同一症
状がない場合、返還請求を各家庭でするのがどうしても忘れてしまうし面倒になる。返還請求をさせる家庭を
わざと押さえているようにさえみえる。

322
歯科は小学生無料制度があるのに、なぜ就学前にないのでしょう。ここが負担です、健診に行かなければ良
いのかもしれませんが、虫歯になりやすい子なのでケアしてあげたくて通っています。

323
月3000円以上は、区役所で手続きすれば返ってきますが、役所に行く事、領収所を計算する事等、仕事と
家事に時間を取られて申請するのを忘れてしまいます。無料化になればお金の支払いの心配もなくなり安心
して子育てをしていけます。

324
3000円の支払いを複数の医療機関で支払った場合の手続きが大変。もう少しシンプルかつ簡素にならない
か。高校生でも入院ぐらい支給の対象にならないか。

325
まだ子どもが小さいので何とも言えませんが、大きくなるにつれて食費や学費などお金が必要になるので、一
番お金がいる高校（18才まで）は医療費だけでも負担が少ない方がありがたいです。

326
特に医療に関わって具体的に困っていることはないけれど、なにかと子育てにはお金がかかる中でせめて医
療費のことを心配しなくてよいようにするというのが社会のあり方として望ましい。

327
3歳から3000円は高いので、病院に行くのもためらってしまうこともある。できるだけ病院に行かなくても自宅で
治していけるように工夫するようになったが、500円くらいにしてくれればそれだけでも負担感は減ると思う。

328

3歳以上になったとたんの月3000円までの負担感は大きく感じる。下の子が使っている薬を上の子（3歳以
上）に使用したりもある。（皮フ疾患等）。子ども医療費を3歳で区切る理由は何なのか。保育料については経
済的負担感がすごく感じる。特に育児休業時に収入が減る場合に。収入減の場合、保育料も減額できること
をもっと周知すべき。

329

上の子はアレルギー（スギやハウスダスト）があり季節の変わり目などに弱く、鼻炎、副鼻腔炎→頭痛→発熱
→体力低下→ダウンと悪循環になりやすく通院することが多い。中学生高校生になっても常にケアが必要で
大きくなったから減るというものでもない。下の子は発熱に関する通院が多い、心配事が多い時せめてお金の
負担が少なかったらいいなと感じる。また無料化とともに子どもが病気のときやしんどい時に仕事を休めたり時
間できたり、夕方病院へ行けるような労働環境のやさしさも必要だと思います。休みがほしい。

330
中卒まで無料であれば、子供も増えるのではと思います。四条通の工事にお金を使わず福祉へ費用を使うべ
きと思います。もう少し考え、計画性をもって下さい。

331
次男がてんかんと発達障害で高額の内服を常時のんでます。精神の自立支援制度を使っていますが、（そ
れで3割のところ1割に）窓口負担が無ければありがたいと思います。



２．休日に診てもらえるところがない、医療機関が遠いなどの困りごと

332 どこの病院も木曜定休が多いので木曜日の受診先に困っています。

333
夜間診療をしている病院をWebサイトで確認できるようにしてほしい。診療科もわかるように。Tel、Faxだと時間
がかかりすぎる。

334 発達相談できる医療機関が少ないと思います。

335
木曜の午後診など、どこの小児科も休診日が同じで困ることが多い。救急で受診した総合病院では研修医の
方が多く、頼りないことが多いので、研修医+ベテランの先生がいらっしゃると安心して受診できると思います。

336
みんなが安心してかかれる医療になってほしい。夜診のやっている小児科が増えてほしい。木曜日の夜診を
やっているところが少ない。

337
家の近くでの「かかりつけ医（小児科）」を見つけたいと思っている。（現在は母親の職場の近く）近所にある病
院ガイド（子ども用）などがあれば 新のものが欲しい！！学区ごとの地図のような…

338 休日に小児科受診出来る病院を増やしてほしい
339 良い医療機関が分からない

340

子どもの時間外受診、休日診療が高すぎる上に、翌日にまた病院を受診してと言われる。待ち時間も長く、
薬の種類も少なくて子どもが飲めないようなものしかないことも。これでは、時間外受診は控えざるを得ない
が、子どもの体調は急変しやすいので心配。もう少しかかりやすくして欲しい。複数の医療機関にかかって上限
を超えた場合、自動的に返金してほしい。

341
予防接種を受ける際、まとめて受けるのをさけたく、1つずつにしたいとある病院に申し出たところ、あまり検討し
てもらえず断わられました。作業的、時間的に非効率があることが主な理由と考えられますが、複数同時接
種による問題も報告されている中、経済優先の意味決定に違和感を感じます。

342 どこの病院に、何科に受診すればいいのかわからなことがある。
343 休日診療の場所が少ない。

344
耳鼻科、皮膚科、眼科、歯科などの診療時間が夕方で終わる所が多く、仕事が遅くまであると、子供をつれ
ていけないこと。（習い事をさせるだけの経済的余裕がない）

345 寄りの内科、外科が無い
346 行きたい時に行ける医療機関が少い。
347 子供が病気のとき、気軽に行けるかかりつけの小児科が少なく（遠方で）困っています。

348

何日かは休まないといけない病気であれば、仕事を何日も休まないといけないので。休みが取れない職場、
低所得なら、そうなっても不思議ではないと思います。病時保育、病後保育の枠があきらかに少ないです。施
設数、人数枠を増やすとか無理なら各行政区の個人医院でも実施してもらえるところに補助金を出す等、充
実させてほしいです。利用料ももっと安くして申込みの時間も早い時間なら開始してもらわないと、出勤時間と
重なり意味がありません。お迎えの時間ももう少し延長できませんか？退勤～お迎えに行くのに時間もかかり
ます。休日診療所以外の小児等輪番体制をもっと簡単にわかりやすく、知ることはできないものでしょうか？

349
子どもが歩けない状態での病院までの往復が大変、救急外来で「よくわからない」とお医者さんに言われること
が多く心配になる。

350

仕事後、保育園と学童に迎えに行ってからだと夜6:30や7:00までの病院だと診療時間に間に合わない。少し
遠くても8:00までやっている所に通っていたが、夕飯を食べず（補食やお菓子程度）に受診し、待たされると帰
宅も遅く親子共クタクタになる。定期的な受診が必要な時などその都度半休をを取るわけにもいかず、シフト
を変えてもらうのも申し訳なくて言い辛い。家の近くにある病院で間に合う診察時間の所を探し中です。

351
保育園に通い始め体調を悪くすることが増えました。そのたびに通院し、薬をもらうが、薬の量が増えると副作
用について心配になる。

352

月齢が小さいのでしかたないとはいえ毎週のように保育園で何かにかかってしまうので、小児科への通院が欠
かせません。ところが近所の小児科の治療、もらう薬でなおったためしがなくこういうものなのかと困っていた
所、友人の紹介で遠方のある小児科を受診、子供にフタンの少ないごくわずかな血液検査で毎回何のウイル
スか、感染症かしらべてもらえるので適切な治療で先の予定の見通しもある程度つき（これが何より大きいで
す。）、おまけにわたしの重い貧血や肺炎まで気づいて治して下さいました。本当にありがたく助かります。が、
どうして血液検査をすればわかる治療を近所の小児科では全く受けられないのかギモンです。京都市の医療
（とくに小児科）の質はとても低いと思います。

353 行きたい曜日に休み（休診）が多い

354

小児科が少なく待ち時間が長い。京都市休日診療所の受け入れ時間が不規則でわかりにくく、緊急の時にと
まどってしまう。♯8000の電話がいつも話し中で使ったことがない。夜中に救急病院へ行くことが多くタクシー
代が負担になっている。現在は3歳未満で月負担200円で非常に助かっているが今後3歳をこえてからの負
担増が心配である。

355
子どもが異物を飲みこんでしまった時に3ヶ所ほど電話相談したが、真摯に対応してもらえなかった。安心して
相談できる窓口があれば教えて欲しい。

３．病児保育や発達障害などの悩み事
356 病児保育が少ない各保育園でもはじめてほしい。

357
我が子はとても健康で今のところ通院などないので正直わかりません。それぞれの家庭で経済状況も環境も
違うので何とも言えませんが、医療費の負担よりも病時保育などの充実などの方が必要だと思います。



358
来年度から療育へ通う可能性があります。療育へ通うとなれば、療育費+保育料となる為、月々の出費が増
えるので少し心配をしています。

359
医療費だけでなくメガネなども無料化して欲しい。市が斡旋した店だと高いだけで機能的でなかったり子どもが
気に入るようなデザインが少なかったりする。使わなければ意味もないので、ニーズに合ったサービスを提供し
て欲しい。

360
毎年1回、園（や学校）に提出するアレルギーの血液検査結果。検査代負担に思います。アレルギー診断書
代はもっと負担です。（←入園（入学）後1度きりとはいえ）アレルギー児のことをもう少し考慮してもらえたらうれ
しいです。

361
うちには4人子供がいます。父はサービス業、母もパートに出てるので、仕事を休みにくいので、毎年、インフル
エンザを接種しています。それが、仕方ないとはいえ、かなり負担になります。少しだけでも援助がほしいなー
と思います。

362
療育機関、学習障害（LDセンター）の施設に関ろうと思うとまず、時間が作れるかどうかが、ネックになります。
（そこに至るまでもいろいろありますが…）せめてお金のことを考えずに受診できたらと思います。LDセンターは
1回、8000円～1万円くらいかかる。

363
子どもの発達に遅れや困り感のある時、児童福祉センターで診てもらえるまで、2年待ち、と言われました。診
断のできる専門医が少ないんだな（患者数に比べ）、と実感しています。

364 元気やけど伝染性疾患の場合保育園休ませないといけないが、病児保育必要。

365

3才未満は上限200円までで済むが3才以上は「子ども医療費受給者証」を医療機関の窓口で提示しても意
味がない。ひと月3000円を超えて自ら申請しない限り、行政は何も負担しない。ひと月3000円を超える人の
中で申請する人の割合はどのくらいなのだろう。子どもはよく熱を出すがある時、受診させたら入院するほどの
状態だった。専門家にしかわからないこともある。気軽に受診できることで子どもの命を守ることにつながると思
う。

366
子供が不登校からひきこもり。外出もなかなかできない状態。さほど心配していませんが、現状のままではよく
ないと思っています。先天性の心臓病もありましたが外出困難にて病状がわからず経過観察中。（呼吸苦や
胸部症状もないため）

367
食物アレルギー（小麦・卵）のため代替食品使用していますが、小麦の代替となるものがたいてい倍以上した
りと高いため食費がかかります。（卵不使用のハム高いんですヨ）

368
1人親世帯なので、医療費については今のところ問題はありません。ただ、風邪をひいてしまった時預け先もな
く、パートなので休めば給料が減るのが現況です。もうすこし病児保育が、受入児童数がふえたり、保育料が
非課税、生活保護とは別に1人親も免除又は減額になると助かります。

４．歯科矯正のことなど歯にまつわる悩み事

369
今は、まだお世話になる事は少ないですが、歯科の定期検診の負担が大きいです。負担がへれば、歯科へ
の意識も高まると思います。

370
歯科について、むし歯治療だけでなく、歯ならび（矯せい）についても補助していただきたい。親の収入で本人
が不利益になります。

371 歯科の歯並びを良くするのに自費診療となると高額になると聞くとあきらめてしまうと思います。

372
医療費負担大きいので無料化してほしいです。歯科は小学生は無料ですが未就学児もフッ素塗布で受診す
るので無料化してほしいです。 初の1回だけ無料というのは厳しいです。

373
学校から矯正（歯科）をすすめられましたが、自費のため高額な負担となりました。そのままやらずにという訳
にも行かないため18歳以下なら補助があれば助かるのにと思います。

374 歯の矯整などの金額が高いので、もっと考えて欲しい。

375
第一子の歯のかみ合わせが悪い為、これからきょうせいします。保険適用外ですので高額な負担がのしかか
ります。経済的には辛いです。

376 歯列矯正の値段が高すぎる
377 幼児の歯科の定期検診のための助成

378
歯のきょうせいも無料化してほしい。将来的には体の不具合などにも影響するし、何より歯を良く保つことは大
切な予防医療だと思う。将来娘の歯列きょうせいにかかる費用が心配です。

379
歯科は小学生の無料制度がありますが、歯は一生にかかわる重要な要素だと思うので（口内環境が寿命に
大きく影響すると聞きました）、未就学児、中学生まで制度を拡大していただけたらうれしいなと感じています。

380 歯の矯正費用が高すぎるので、もう少し何とかならないものかと思う。

381
保育園の歯科検診では虫歯がないということになっているが、かかりつけの虫歯にいくと虫歯になりかけている
ので治療をすすめられることもある。親としてどちらの診断を採用するか迷うこともあります。

382
小児歯科を探すのに苦労している。子どもに対してきちんと治療をしてくれる設備、対応等のある所を見きわ
めて探すのがむずかしい。


