
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４次夢育て・たちかわ子ども２１プラン 

市民意向調査 報告書  

別冊 

（自由意見等） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成31年３月 

立 川 市 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

目次 

第１章 調査の概要と目的 ............................................................................................................................................. 1 

１ 調査目的 ............................................................................................................................................................................. 1 

２ 調査方法 ............................................................................................................................................................................. 1 

（１）調査対象地域 ..................................................................................................................................................................... 1 

（２）調査対象者 .......................................................................................................................................................................... 1 

（３）調査対象者の抽出 ........................................................................................................................................................... 1 

（４）調査方法............................................................................................................................................................................... 2 

（５）調査期間............................................................................................................................................................................... 2 

３ 回収結果 ............................................................................................................................................................................. 2 

第２章 自由意見 ............................................................................................................................................................... 3 

第１節 自由意見の区分 ..................................................................................................................................................... 3 

第２節 自由意見の内容 ..................................................................................................................................................... 4 

１ 手当、医療給付、補助金等の財政支援について ................................................................................................. 4 

２ 就学前の教育保育施設（保育園・幼稚園等）について .............................................................................. 13 

３ 地域子育て支援事業（子育てひろば・病児保育・ファミサポ等）について .................................. 23 

４ 学校について ...................................................................................................................................................................... 28 

５ 健康・医療について ....................................................................................................................................................... 41 

６ 安心・安全について ....................................................................................................................................................... 43 

７ 学童保育所・児童館について .................................................................................................................................... 46 

８ 公園や遊び場・居場所について ............................................................................................................................... 52 

９ 「子どもの権利」について ........................................................................................................................................ 60 

10 悩みや困っていること、相談先について ......................................................................................................... 62 

11 その他 .................................................................................................................................................................................. 65 

第３章 各設問におけるその他の記述 ................................................................................................................... 90 

第１節 就学前児童の保護者 ....................................................................................................................................... 90 

問１ 続柄 .................................................................................................................................................................................... 90 

問６ 子育てを主に行っている人 .................................................................................................................................... 90 

問７ 子育てに日常的に関わっている方 ..................................................................................................................... 90 

問８ 子育てに、影響すると思われる環境 ................................................................................................................ 91 

問 9-1 祖父母等の親族にお子さんをみてもらっている状況 ........................................................................ 91 



 

 

問 9-2 友人や知人にお子さんをみてもらっている状況 .................................................................................. 93 

問 10-１ 気軽に相談できる先 ....................................................................................................................................... 93 

問 14-1 平日の教育・保育事業の利用状況 ........................................................................................................... 94 

問 14-4 平日に定期的に教育・保育の事業を利用されている理由 ........................................................... 94 

問 14-5 平日に定期的に教育・保育の事業を利用していない理由 ........................................................... 94 

問 15 平日の教育・保育の事業として、「定期的に利用したい」と考える事業 ................................. 95 

問 16-1 土曜日・休日や長期休業中の「定期的」な教育・保育事業を毎週ではなく、月に１

～２回程度で利用したい理由 .................................................................................................................................... 95 

問 17-1 「幼稚園（通常の就園時間の利用）」をして、土曜日・休日や長期休業中の「定期

的」な教育・保育事業を毎週ではなく、週に数日程度で利用したい理由 ....................................... 96 

問 18-1 病気やケガで普段利用している教育・保育の事業が利用できなかった場合に行った

対処方法 ............................................................................................................................................................................... 97 

問 18-3 病児・病後児保育施設等に子どもを預ける場合、どのような事業形態がよいか .......... 98 

問 18-4 病児・病後児保育施設等を利用したいと思わない理由 ................................................................ 98 

問 18-6 「休んで看ることが非常に難しい」理由 .......................................................................................... 100 

問 19-1 日中の定期的な保育や病気のため以外に、私用、親の通院、不定期の就労等の目的

で不定期に利用している一時預かり等の事業 ............................................................................................... 101 

問 19-2 現在利用していない理由 ............................................................................................................................ 102 

問 20-1 私用、親の通院、不定期の就労等の目的で、利用できる一時預かり等の利用理由 .. 104 

問 20-2 私用、親の通院、不定期の就労等の目的で、利用できる一時預かり等の事業で利用

したいと考える事業 .................................................................................................................................................... 105 

問 21-1 保護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族の病気など）によりあて名のお子さんが泊

まりがけで家族以外にみてもらわなければならない場合の対処方法 .............................................. 105 

問 23-2 現在、子育てひろばを利用していない理由 ..................................................................................... 105 

問 29 母親が育児休業を取得していない理由 ..................................................................................................... 110 

問 29-5(1) 育児休業期間の希望より早く復帰した理由 .............................................................................. 110 

問 29-5(2) 育児休業期間の希望より遅く復帰した理由 .............................................................................. 111 

問 29-7 短時間勤務制度を利用しなかった（利用できなかった）理由 .............................................. 111 

問 30 父親が育児休業を取得していない理由 ..................................................................................................... 112 

問 30-5(1) 育児休業期間の希望より早く復帰した理由 .............................................................................. 114 

問 30-5(2) 育児休業期間の希望より遅く復帰した理由 .............................................................................. 114 

問 30-7 短時間勤務制度を利用しなかった（利用できなかった）理由 .............................................. 114 

問 32 自分にとって子育てを楽しいと感じることが多いと思うかどうか .......................................... 114 

問 34(1) 配偶者が実行している家事・子育て................................................................................................... 114 

問 34(2) 配偶者が実行しているいないに関係なく、家事・子育てで参加してほしいこと ...... 115 

問 36 お金のことなど経済的な理由で、子どもに対してできなかったこと...................................... 117 

問 37 希望する支援制度................................................................................................................................................. 117 

問 40 子育てをしやすい社会に必要だと考えられること ............................................................................ 118 

問 41 子育てに関する情報の入手先 ........................................................................................................................ 120 

問 43 子育て中において、災害に際して不安を感じること ........................................................................ 121 



 

 

問 44 災害時の避難先や連絡手段などの対応について、お子さんとの話し合いの状況 ............. 121 

問 45(1) 「仕事時間」と「家事（子育て）・プライベートの生活時間」の優先度（希望） ...... 122 

問 45(2) 「仕事時間」と「家事（子育て）・プライベートの生活時間」の優先度（現実） .... 123 

問 48 「子どもの権利条約」を知っているか ..................................................................................................... 123 

問 49 「子どもの権利条約」で特に大切なこと ................................................................................................ 123 

問 50 「子どもの権利条約」で、大人として心がけたいこと ................................................................... 124 

問 51 ひとりの大人として「子どもの権利」を尊重しているかどうか ............................................... 124 

問 52 「子どもの権利」が広く知られていくことの意義や効果 .............................................................. 125 

第２節 小学生の保護者 .............................................................................................................................................. 127 

問１ 続柄 ................................................................................................................................................................................. 127 

問６ お子さんの子育てを主に行っている方 ........................................................................................................ 127 

問 7-1 祖父母等の親族にお子さんをみてもらっている状況 ..................................................................... 127 

問 7-2 友人や知人にお子さんをみてもらっている状況 ............................................................................... 128 

問 8-1 気軽に相談できる先 ......................................................................................................................................... 128 

問 12-1 お子さんが病気やケガで学校を休んだ場合におこなった対処方法 .................................... 129 

問 12-3 病児・病後児保育施設等に子どもを預ける場合、どのような事業形態が良いか ....... 129 

問 12-4 病児・病後児保育施設等を利用したいと思わない理由 ............................................................. 129 

問 12-6 「休んで看ることが非常に難しい」理由 .......................................................................................... 131 

問 13-1 一時預かり等、利用した事業 .................................................................................................................. 131 

問 14-1 私用、親の通院、不定期の就労等の目的で、利用できる一時預かり等の利用理由 .. 132 

問 15-1 保護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族の病気など）によりあて名のお子さんが泊

まりがけで家族以外にみてもらわなければならない場合の対処方法 .............................................. 132 

問 18-1 学童保育所を利用されていない理由 .................................................................................................... 132 

問 26 お子さんにあいさつや言葉かけなどをする場面 ................................................................................. 133 

問 27-1 お子さんとの間の約束やルールの内容 ............................................................................................... 134 

問 29 お子さんの悩みを知っているかどうか ..................................................................................................... 135 

問 33 自分にとって子育てを楽しいと感じることが多いと思うか ......................................................... 136 

問 35(1) 配偶者が実行している家事・子育て................................................................................................... 137 

問 35(2) 配偶者が実行しているいないに関係なく、家事・子育てで参加してほしいこと ...... 138 

問 37 お金のことなど経済的な理由で、子どもに対してできなかったこと...................................... 139 

問 38 希望する支援制度................................................................................................................................................. 139 

問 40 子育てをしやすい社会に必要だと考えられること ............................................................................ 140 

問 41 子育てに関する情報の入手先 ........................................................................................................................ 141 

問 43 子育て中において、災害に際し不安に感じていること ................................................................... 141 

問 44 災害時の避難先や連絡手段などの対応について、お子さんとの話し合いの状況 ............. 142 

問 45(1)「仕事時間」と「家事（子育て）・プライベートの生活時間」の優先度（希望） ......... 143 

問 45(2)「仕事時間」と「家事（子育て）・プライベートの生活時間」の優先度（現実） ......... 143 

問 48 「子どもの権利条約」を知っているか ..................................................................................................... 143 

問 49 「子どもの権利条約」で特に大切なこと ................................................................................................ 144 



 

 

問 50 「子どもの権利条約」で、大人として心がけたいこと ................................................................... 144 

問 51 ひとりの大人として「子どもの権利」を尊重しているかどうか ............................................... 144 

問 52 「子どもの権利」が広く知られていくことの意義や効果 .............................................................. 145 

第３節 中学生・高校生世代の保護者 ................................................................................................................. 146 

問１ 続柄 ................................................................................................................................................................................. 146 

問 3 (2) お子さんの通学等 ........................................................................................................................................... 146 

問６ お子さんの子育てを行っている方 .................................................................................................................. 146 

問８ お子さんにあいさつや言葉かけなどをする場面 ..................................................................................... 146 

問 9-1 お子さんとの間の約束やルールの内容 .................................................................................................. 147 

問 11 お子さんの悩みを知っているかどうか ..................................................................................................... 147 

問 15 自分にとって子育てを楽しいと感じることが多いと思うか ......................................................... 148 

問 17-1 気軽に相談できる先 ...................................................................................................................................... 148 

問 18(1) 配偶者が実行している家事・子育て................................................................................................... 148 

問 18(2) 配偶者が実行しているいないに関係なく、家事・子育てで参加してほしいこと ...... 149 

問 20 お金のことなど経済的な理由で、子どもに対してできなかったこと...................................... 150 

問 21 希望する支援制度................................................................................................................................................. 151 

問 23 子育てをしやすい社会に必要だと考えられること ............................................................................ 151 

問 24 子育てに関する情報の入手先 ........................................................................................................................ 152 

問 26 子育て中において、災害に際し不安に感じていること ................................................................... 153 

問 27 災害時の避難先や連絡手段などの対応について、お子さんとの話し合いの状況 ............. 153 

問 28(1) 「仕事時間」と「家事（子育て）・プライベートの生活時間」の優先度（希望） .... 153 

問 28(2) 「仕事時間」と「家事（子育て）・プライベートの生活時間」の優先度（現実） .... 154 

問 31 「子どもの権利条約」を知っているか ..................................................................................................... 154 

問 32 「子どもの権利条約」で特に大切なこと ................................................................................................ 154 

問 33 「子どもの権利条約」で、大人として心がけたいこと ................................................................... 154 

問 34 ひとりの大人として「子どもの権利」を尊重しているかどうか ............................................... 155 

問 35 「子どもの権利」が広く知られていくことの意義や効果 .............................................................. 155 

第４節 小学５年生子ども本人................................................................................................................................ 156 

問 2(2) 一緒に住んでいる家族 ................................................................................................................................... 156 

問 4-1 主に家で話をする相手 .................................................................................................................................... 156 

問６ 今、好きなことや興味のあること .................................................................................................................. 156 

問７ おこづかいの有無 .................................................................................................................................................... 157 

問 7-1 おこづかいの使い道 ......................................................................................................................................... 157 

問 12 放課後の過ごし方................................................................................................................................................. 157 

問 13 使ったことのある場所 ....................................................................................................................................... 158 

問 14 あったらいいなと思う場所 ............................................................................................................................. 158 

問 16 親しく付き合う友だち ....................................................................................................................................... 159 

問 17 悩みや困ったときの相談先 ............................................................................................................................. 159 

問 18 悩みや困っていること ....................................................................................................................................... 159 



 

 

問 18-1 ＳＮＳなどインターネット関連のトラブルの内容 ...................................................................... 159 

問 19 お金のことなど経済的な理由で、できなかったこと ........................................................................ 159 

問 20 希望する支援制度................................................................................................................................................. 160 

問 21 家庭での手伝い ..................................................................................................................................................... 160 

問 26 インターネットを使って良かったこと ..................................................................................................... 160 

問 27 インターネットを使って良くなかったこと ........................................................................................... 160 

問 28-1 立川市が好きな理由 ...................................................................................................................................... 160 

問 28-2 立川市がきらいな理由 ................................................................................................................................. 161 

問 29 大人になっても立川市に住みたいか .......................................................................................................... 161 

問 31 「子どもの権利条約」を知っているか ..................................................................................................... 161 

問 32 「子どもの権利条約」で特に大切なこと ................................................................................................ 161 

問 33 「子どもの権利条約」で、大人に心がけてほしいこと ................................................................... 161 

問 34 「子どもの権利」は尊重されているかどうか ...................................................................................... 161 

問 35 「子どもの権利」が広く知られていくことの意義や効果 .............................................................. 161 

第５節 中学２年生・高校２年生世代子ども本人 ......................................................................................... 162 

問 1(2) 通学先 ..................................................................................................................................................................... 162 

問 2(2) 一緒に住んでいる家族 ................................................................................................................................... 162 

問４ 家で話をするかどうか .......................................................................................................................................... 162 

問 4-1 主に家で話をする相手 .................................................................................................................................... 162 

問６ 今、好きなことや興味のあること .................................................................................................................. 162 

問７ おこづかいの有無 .................................................................................................................................................... 163 

問 7-1 おこづかいの使い道 ......................................................................................................................................... 163 

問 11-1 部活動をしない理由 ...................................................................................................................................... 163 

問 12 放課後の過ごし方................................................................................................................................................. 163 

問 13 使ったことのある場所 ....................................................................................................................................... 163 

問 14 あったらいいなと思う場所 ............................................................................................................................. 163 

問 16 親しく付き合う友だち ....................................................................................................................................... 164 

問 17 悩みや困ったときの相談先 ............................................................................................................................. 164 

問 18 悩みや困っていること ....................................................................................................................................... 164 

問 18-1 ＳＮＳなどインターネット関連のトラブルの内容 ...................................................................... 164 

問 19 お金のことなど経済的な理由で、できなかったこと ........................................................................ 164 

問 20 希望する支援制度................................................................................................................................................. 164 

問 22-3 アルバイトして思ったこと ....................................................................................................................... 165 

問 22-4 アルバイトで得た収入を使った先 ........................................................................................................ 165 

問 23 家庭での手伝い ..................................................................................................................................................... 165 

問 24 小さい子どもとかかわったことの有無 ..................................................................................................... 165 

問 25-2 結婚したいと思わない理由 ....................................................................................................................... 165 

問 26-1 子どもを育てたいと思う理由 .................................................................................................................. 165 

問 26-2 子どもを育てたくない理由 ....................................................................................................................... 166 



 

 

問 27 夫婦での間での家事・子育ての分担等の考え方 ................................................................................. 166 

問 32 インターネットを使って良かったこと ..................................................................................................... 166 

問 33 インターネットを使って良くなかったこと ........................................................................................... 166 

問 34-1 立川市が好きな理由 ...................................................................................................................................... 166 

問 34-2 立川市がきらいな理由 ................................................................................................................................. 167 

問 35 大人になっても立川市に住みたいか .......................................................................................................... 167 

問 37 「子どもの権利条約」を知っているか ..................................................................................................... 167 

問 38 「子どもの権利条約」で特に大切なこと ................................................................................................ 167 

問 39 「子どもの権利条約」で、大人に心がけてほしいこと ................................................................... 167 

問 40 「子どもの権利」は尊重されているかどうか ...................................................................................... 167 

問 41 「子どもの権利」が広く知られていくことの意義や効果 .............................................................. 167 

第６節 ひとり親（18 歳未満の子どもを扶養する配偶者のいない父または母）家庭の保護

者 ..................................................................................................................................................................................... 168 

問１ 続柄 ................................................................................................................................................................................. 168 

問 4(3)① 第１子のお子さんの状況 .......................................................................................................................... 168 

問 4(3)② 第２子のお子さんの状況 .......................................................................................................................... 168 

問 4(3)③ 第３子のお子さんの状況 .......................................................................................................................... 168 

問 4(3)④ 第４子のお子さんの状況 .......................................................................................................................... 168 

問 4(3)⑤ 第５子のお子さんの状況 .......................................................................................................................... 168 

問 4(3)⑥ 第６子のお子さんの状況 .......................................................................................................................... 168 

問 7 ひとり親になった理由 .......................................................................................................................................... 168 

問８ ひとり親になって困ったこと ............................................................................................................................ 168 

問９ ひとり親になったあとで、利用したサービス .......................................................................................... 169 

問 10-1 就労形態 .............................................................................................................................................................. 169 

問 10-2(7) 土曜日の就労状況 ................................................................................................................................... 169 

問 10-2(8) 日曜日・祝日の就労状況 ..................................................................................................................... 169 

問 10-3 仕事を探しているときに困ったこと .................................................................................................... 169 

問 10-5 転職を希望する理由 ...................................................................................................................................... 170 

問 10-6 現在就労していない理由 ............................................................................................................................ 170 

問 11 希望する就労支援................................................................................................................................................. 170 

問 12 生計の中心者 .......................................................................................................................................................... 170 

問 13 家庭の収入源 .......................................................................................................................................................... 170 

問 16 お子さんの修学資金 ............................................................................................................................................ 171 

問 18-1 養育費の支払いの約束 ................................................................................................................................. 171 

問 18-4 養育費の請求や受けとりについての相談先 ..................................................................................... 171 

問 19 自分にとって子育てを楽しいと感じるかどうか ................................................................................. 171 

問 21 気軽に相談できる先 ............................................................................................................................................ 171 

問 24 お金のことなど経済的な理由で、子どもに対してできなかったこと...................................... 172 

問 25 希望する支援制度................................................................................................................................................. 172 



 

 

問 27 子育てをしやすい社会に必要だと考えられること ............................................................................ 172 

問 28 お子さんにあいさつや言葉かけをする場面 ........................................................................................... 172 

問 29-1 お子さんとの間の約束やルールの内容 ............................................................................................... 172 

問 31 お子さんの悩みを知っているかどうか ..................................................................................................... 173 

問 35 子育てに関する情報の入手先 ........................................................................................................................ 173 

問 37 子育て中において、災害に際して不安を感じること ........................................................................ 173 

問 38 災害時の避難先や連絡手段などの対応について、お子さんとの話し合いの状況 ............. 173 

問 40(1) 「仕事時間」と「家事（子育て）・プライベートの生活時間」の優先度（希望） .... 173 

問 40(2) 「仕事時間」と「家事（子育て）・プライベートの生活時間」の優先度（現実） .... 174 

問 43 「子どもの権利条約」を知っているか ..................................................................................................... 174 

問 44 「子どもの権利条約」で特に大切なこと ................................................................................................ 174 

問 45 「子どもの権利条約」で、大人として心がけたいこと ................................................................... 174 

問 46 ひとりの大人として「子どもの権利」を尊重しているかどうか ............................................... 174 

問 47 「子どもの権利」が広く知られていくことの意義や効果 .............................................................. 174 

 

 

  



 

 

 

 

 



1 

 

第１章  調査の概要と目的  

１ 調査目的 

平成 32 年（2020 年）度から 36 年（2024 年）度までの５年間を計画期間とする「第４

次夢育て・たちかわ子ども 21 プラン（子ども・子育て支援事業計画を内包する）」を策定する

にあたり、市内在住対象者に対してアンケートを行うことにより、生活実態、教育・保育事業

や子育て支援事業の利用状況及びニーズ等、子育て支援施策への要望・意見などを把握し、計

画策定のための基礎資料とします。 

 

２ 調査方法 

（１）調査対象地域 

市内全域を対象としました。 

 

（２）調査対象者 

立川市在住者を対象に、以下の６区分に該当する人を対象とした調査を実施しました。 

区分 調査対象 配布件数 

Ⅰ 様式１ 就学前児童の保護者 2,000 

Ⅱ 様式２ 小学生の保護者 1,000 

Ⅲ 様式３ 中学生・高校生世代の保護者 1,000 

Ⅳ 様式４ 小学５年生子ども本人 242 

Ⅴ 様式５ 中学２年生子ども本人 204 

高校２年生世代子ども本人 200 

Ⅵ 様式６ ひとり親（18歳未満の子どもを扶養する配偶

者のいない父または母）家庭の保護者 

400 

  合計 5,046 

 

（３）調査対象者の抽出 

調査対象者は、以下の方法で抽出しました。 

１．区分Ⅰ～Ⅲ、Ⅴの高校 2 年生世代子ども本人 

・住民基本台帳システムから電算無作為抽出 

２．区分Ⅳ、Ⅴの中学２年生子ども本人 

・任意に選択した市内小学校（７校）の小学 5年生の 1 クラス 

・任意に選択した市内中学校（６校）の中学 2年生の 1 クラス 

３．区分Ⅵ 

・福祉総合システムから電算無作為抽出 
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（４）調査方法 

調査は以下の方法で実施しました。 

区分 方法 

Ⅰ～Ⅲ 

Ⅴの高校 2 年生世代子ども本人、Ⅵ 

郵送による配布及び回収 

礼状（兼督促状）の発送 

Ⅳの小学５年生子ども本人 

Ⅴの中学２年生子ども本人 
調査対象となる学校へ直接配布及び回収 

 

（５）調査期間 

平成 30 年 12 月６日（木）～平成 30 年 12月 25 日（火） 

※平成 30 年 12月 17日（月）に礼状（兼督促状）を発送 

 

３ 回収結果 

回収状況は以下のとおりです。 

＜回収結果＞ 

区分 調査対象 
配布 
件数 

不在 
返送 

有効配布 
件数 

回収数 回収率 

Ⅰ 様式１ 就学前児童の保護者 2,000 4 1,996 1,194 59.8% 

Ⅱ 様式２ 小学生の保護者 1,000 0 1,000 574 57.4% 

Ⅲ 様式３ 中学生・高校生世代の保護者 1,000 1 999 536 53.7% 

Ⅳ 様式４ 小学５年生子ども本人 242 0 242 221 91.3% 

Ⅴ 様式５ 
中学２年生子ども本人 
高校２年生世代子ども本人 

404 0 404 269 66.6% 

Ⅵ 様式６ 

ひとり親（18歳未満の子どもを

扶養する配偶者のいない父ま

たは母）家庭の保護者 

400 0 400 149 37.3% 

  合計 5,046 5 5,041 2,943 58.4% 
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第２章  自由意見  

第１節 自由意見の区分  

 

自由意見については、以下の通りに分類し、掲載しました。 

 

１ 手当、医療給付、補助金等の財政支援について 

２ 就学前の教育・保育施設（保育園・幼稚園等）について 

３ 地域子育て支援事業（子育てひろば・病児保育・ファミサポ等）について 

４ 学校について 

５ 健康・医療について 

６ 安心・安全について 

７ 学童保育所・児童館について 

８ 公園や遊び場・居場所について 

９ 「子どもの権利」について 

10 悩みや困っていること、相談先について 

11 その他 

 

掲載にあたっては、主な意見を可能な範囲で原文の表記のまま掲載していますが、記載の内容等を考

慮し、一部表現を調整している場合があります。 
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第２節 自由意見の内容 

１ 手当、医療給付、補助金等の財政支援について 

 

（１）就学前児童の保護者 

 自由意見 

1 子どものオムツ代補助（ミルク代等）の充実。 

2 子どもの教育を受ける権利として幼稚園補助金制度が親の所得により制限されるのは不当に思え

る。 

3 立川駅北口の開発など子どもが成長し、友人と遊びに行くことができる施設が建設されていたり、

将来が楽しみです。立川に在住して 10 年たちますが、非常に満足しています。一点、インフルエン

ザの補助金（昭島市では 1500 円で接種できる）をお願いできればいいなと思います。立川市の子育

て推進課の方には、保育園の入園の相談を親身に受けてもらい感謝しています。 

4 もっともっと子どもを産んで育てたくなるような経済的支援があるといい。保育園、学校生活、習

い事等が無料になる制度。お金がない（収入が少ない）から結婚できない、子どもがつくれないと

言う人も周りにいる。 

5 予防接種を無償化、もしくは助成してほしい。インフルエンザなども。パートなど短時間就労でも

利用しやすい保育施設を増やしてほしい。一時保育の利用時間拡大。認可認証保育園以外でも利用

費の負担を軽減してほしい。 

6 インフルエンザ、ムンプス（流行性耳下腺炎、おたふくかぜ）など予防接種費用の助成。小～中学

生までの子どもの医療費無料（いずれも所得にかかわらず）としてほしい。２３区は大体、中３ま

で医療費無料ですよね。 

7 自転車を利用する人が多いので、ママチャリの補助金などが出ればうれしい。公園、スーパー、小

児科を増やしてほしい。 

8 出産祝い金を出してほしい。高校大学の資金援助。待機児童０。 

9 インフルエンザのワクチンが毎年不足していて、予約など慌てることがある。また回りでも受けそ

びれている人もいる。子どものワクチンの確保、接種料金の補助があれば、接種する子も増え、学

級閉鎖が減るのでは？と思う。 

10 小学校以降の医療費助成に所得制限をすべきではない。幼稚園の預かり保育が短すぎて就労してい

ると、幼稚園は事実上選択できない状況にある。学童の時間も短すぎる。全体としてパートや時短

を想定した仕組みになっており選択肢が少ない。 

11 妊娠中に医療費が免除になる市があります。健診や医療費はバカになりません。妊娠中も安心して

生活できるようにお願いします。保育園は３８度を超えると次の日預かってもらえません。年の有

給は１０日、５回３８度を超えると足りません。今 2 人あずけています。何とかなりませんか？有

給分の給料とか。 

12 インフルエンザ予防接種の金額が高い。３人も子どもがいるとかなりの金額になる。昭島市は助成

があるので立川市も考えてほしいと思います。 

13 他市の認可外保育所に子どもをあずけた時に補助金が出ると助かります。母親学級に参加したかっ

たのですが仕事をしていたためタイミングが難しく参加できませんでした。また参加できたとして

も真夏に高松町まで行くのは大変でした。日曜祝日の開催であったり場所を数カ所増やしてもらえ

たらよいなと思います。 

14 幼稚園のプレに行かせたいが、園バスがないため送迎が大変。園バスを運行してほしい。私はペー

パードライバーなので子どもをのせられるタクシーが安く利用出来たらうれしい。子ども手当が 3

歳～安くなるのはなぜか。働かなくなったことで子どもとすごす大切な時間が増えたがお金がきび

しい。児童手当を増やしてほしい。少子化対策をするなら経済面の充実が大切だと思う。私のよう

にお金がないから 2人目をあきらめる人はけっこう多いです。 

15 世帯収入で医療費が小学生から３割負担をしなければいけないのでうちは 3 人子どもがいるので歯

科治療や病気になると大変です。できれば世帯収入を関係なくしてくれるとうれしいです。 

16 出産率向上のためには３人目の手当てを充実させるべき。（産んでない人が一人産むより、２人産ん

だ人が３人産む方がハードルは低い）金銭面で３人目をためらう人が周囲でも多い。 

17 インフルエンザ接種費用の助成をしてほしい。 
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 自由意見 

18 医療費が無料だったり２００円で済むのはとても助かっており、有り難く思っている。しかし、イ

ンフルエンザなどの予防接種は高齢者のほうが優遇されていると感じるし、昔のように希望者は集

団接種できる様にしてもらえれば子どもの苦しみも減るし、親の負担も減ると思う。または補助金

を出してくれる等。今は共働きしないとやっていけない時代なので、学童や保育所などを充実させ

てほしい。 

19 保育園の新規開園、有り難うございます。隣接する昭島市ではインフルエンザワクチン接種に大幅

な補助が出ております。うちはこの時期になってもいまだに接種できておりません。私と子３人合

計４人の費用となると大きく出費がかさみます。子育てに関して立川市が目をかけることは数多く

あると思いますが、この医療福祉に関してもう一歩何かあると有り難いです。子どもの医療負担も

２３区に準じて中学生まで拡充を切に願います。 

20 子育て支援があったって申し込みや申請が市役所でしかできなかったらしようと思わない。遠い。

交通費を出してくれるなら考える。インフルエンザの予防接種助成がほしい。昭島への引っ越しを

真剣に考える。 

21 認可保育園に入れず、１年間認証保育所に通ったが、高額なうえ、立川市は他市に比べて補助が少

ない。認可保育園を増やす、補助を増やす等、もう少し子育て世代にお金をかけてほしい。 

22 立川市に住んで４年になりますが、買い物や病院、公園等はたくさんあり、不便だと思いません。

埼玉県から引っ越してきましたが、埼玉県の取り組みではありますが、「パパママ応援ショップ優待

カード」というのがあり、協賛店でそのカードを出すと割引やいろいろな優待が受けられました。

立川市でもそのような取り組みがあればうれしいです。あと、任意の予防接種の助成もしてほしい

です。他市や他区では、任意の予防接種に対する助成が手厚いので、立川市でも助成してくれる事

を望みます。 

23 子どもが育つ（産まれる）のに多くのお金がかかるのは本来おかしいことだと少し思います。むし

ろお金がもらえるくらいのことだと思います。表面的な制度からでも、根本的な意識を変えられる

ようになったら良いなと思います。 

24 医療費を経済状況にかかわらず無料にしてほしい、都内、外でも中３まで無料の自治体は多い。放

課後の校庭開放を毎日、手続きなく気軽に使用できるようにしてほしい。ワクチンの補助、助成制

度の確立 定期接種でないものを病院で推奨されても有料で高いのは不安をあおるだけで不快。 

25 働きたくて働く人は少ないと思います。保育施設を増やすなどではなく経済的な支援があればもっ

と良いと思います。中学、小学校でも同じです。教材費など毎月高額で、支払いが大変です。どう

にかしてください。 

２、３人目の子どもは給食費、教材費の支援などあると上の子の進学などお金を気にせずすごせる

と思います。 

26 ２３区の方が、制度や助成金が整っているので、都民として同じようにしてほしい。豊島区から転

入してきて、いろいろと遅れていると感じる事がある。 

27 産休育休中の住民税が減免される制度などがあると助かるなぁと思いました。０歳児４月入園だと

不安だったので保育園への応募はしませんでした。ただ１歳児クラスは希望の園に入れるか心配で

すし、その場合の復職は可能なのかなど考えてばかりです。４月入園が不可となった場合は２歳ま

で育休を延長し、こども園にいったん預けて復職し、２歳での４月入園ができればとも考えていま

すが、今後もっと保育園が増えていけば少し不安は減少するかなと思います。 

28 子どもが４人いる人に支援をしていただきたいです。２人以上と４人が一緒の援助はおかしいと思

います。不公平だと思います。ぜひ公平にお願いします。 

29 出産して３カ月なので子育てに関することはこれから分かると思いますが、立川市は子育て世代を

多く受け入れて町を発展させていこうとする姿勢が見られて、これから妊娠、出産を考えていく上

でも安心して暮らせると感じています。出生届を提出した時も職員の方に親切にしていただけて好

印象でした。また、赤ちゃん訪問の助産師さんも親身に話を聞いて説明していただけて、産後の心

配や不安な気持ちが安らぎました。提案や意見としては、おむつや粉ミルクの助成や支給などの制

度があると、より子育て支援になり、小さい子どもを持つ人も、これから出産を考える人も安心で

きて、家計も助かると思います。 

30 幼稚園の無償化、もっと早くしていただきたかったです。子どもを育てるとお金がかかるため、出

産を迷う人、産院での高額な費用負担の問題も検討していただきたいです。 
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 自由意見 

31 予防接種（任意）の補助、（インフルエンザ）。 

32 税金、年金（市は関係ない？）等が高く、国か子育て世代への支援が少なすぎるように思える。現

状は、給料がＵＰすると同じくらい税金等の負担が多く、手取りが昔と比べて、少ないという状態

なのに、シルバーへの援助が昔よりも増えていることも問題に思える。もう少し日本の未来である、

子どもの教育に力を入れてほしい。 

33 保育園や学童への入園がとても厳しい。パートの出張が多い。移動時間が６ｈ（全部で１２ｈ）か

かるのにどこも入れてもらえない。点数だけでしか判断しない所がとても冷たい。正社員とちがっ

て、休業制度がなく保証もない分、働くしかないのに、どこも預け先がない。一時も病児も現実的

に利用するには、制限がありすぎる。本当に困っているのに、点数でしか判断せず、血も涙もない

と本当に心から思った。時間に関係なく入園できるシステムを作ってほしい。また、子育てひろば

は、すでにグループができているので、全く友達ができない。もっとイベントなど増やして友達づ

くりをしやすい環境がほしい。雨の日など出かけられる施設が少ない。民間は高くて行けないです。

自転車（タイヤ太いもの）をとめられる所をふやしてほしい。 

34 医療費もう少し安くなるとうれしい ￥２００→￥１００ 小学生以上￥０だと、なんでもかんで

も、病院に行ってしまうが、￥１００なら、必要なときはありがたい。 

35 子どもの医療費助成を２３区と同様に中学卒業まで無料にしてほしい。 

36 インフルエンザの補助よろしくお願いします。子どもやお年寄りはインフルエンザ無料化してほし

い。アンケートが長いので図書カード５００円分でもＱｕｏカード５００円分でも少し何か欲し

い！！ 

37 日野市より補助金がすごく少ない。 

38 幼稚園補助金制度、所得制限なく支給してほしい。 

39 インフルエンザ予防接種の補助金等、子育て支援になるような、（特に経済的支援）ものが増えてほ

しい。住居費用等も。 

40 子どものインフルエンザ予防接種の助成をしてほしい。 

41 親世代への教育も、同時に必要だと思います。あとは、経済的支援があれば、子どもは、親によっ

て、しっかり育つと思います。親（大人）が問題と感じることが多いです。 

42 立川市は、子育て世帯に優しいわけではないと感じている。これから第３子の出産を控えているが、

第３子に対して、他市に比べ、補助も特にない。また、第１子が歳が離れているため、保育料の免

除も受けられない。在園児のみで第２子第３子とされるのは納得がいかない。年子等、一気に子ど

もを産んだ方が経済的には良いと言われている気がする。何歳差であろうが、子どもを何人育てて

いるかは違いはないと思うのですが。子は宝だと思っているので、今後、立川で子育てをしていく

人たちにとっても、改善されていくことを願っています。第１子で保育園を利用していて、育休中

になって気がついたというか知ったのは、短時間労働の方、親以外の方の送迎の方も多いというこ

とです。フルタイム勤務中は、始業１番に預け、延長の最後に迎えに行っていたため、他の方の状

況を伺い知ることはできませんでした。また、育休中の手当金の受給を延長するために、入園申請

だけをして、落ちてということも耳にしました。第３子妊娠もあり、無給で育休を延長していると

ころですが、残念に思いました。第２、３子を同じ年に入園させることになる予定ですが、不正に

申請をしている方々を、立川市としてはどのように対処しているのかなというのも思うところの一

つです。 

43 子ども食堂を始めやすくするために、個人のお店でやっている人たちにも補助金というか、市から

の委託金を出すのはどうでしょうか。そこに民生委員の方とかも顔を出してもらえれば、支援の必

要な母や子が見つかるのでは、と思います。国立市で見たのですが、くにペディアといって、子ど

も支援のマップがあります。立川にもいろいろありますが、くにペディアはとても見やすく、わか

りやすかったです。ららぽーとや高島屋レインボープールも、子どもの遊べる施設に、市民割引を

してもらえるとうれしいです。 

44 高収入でも出費が多くて生活が大変な家庭もあるので、補助を手厚くしてほしいです。少子化抑制

策としても有効と考えます。 
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 自由意見 

45 これから無償化されると思いますが、下の子が０歳児のときに認証保育園で月５～６万払っていた。

離婚しても安くなることなく、パート代の半分払っていて、経済的精神的にかなりキツかった。シ

ングルマザーへの支援、その子どもへの支援を充実してほしい。加えて、認証保育園のときに払っ

ていたお金は戻ってこないですか？シングルマザーにはとても大きい金額です。 

46 生まれも育ちも立川で、自分が子育てする立場になっても立川は、お店も充実しているし、病院も

たくさんあり、子育てしやすい環境にあると思う。おたふくやインフルエンザ等任意の予防接種に

補助金が出ると、子育てをしている家庭としては、すごく助かると感じる。ぜひ、検討していただ

きたいと思う。 

47 ２３区や武蔵野市、府中市などのように義務教育の間は医療費免除にしてほしい。府中や、調布、

三鷹など免除の市に居住している方はどんなに他の施策がよくても子どもが義務教育の間は医療費

免除ではない自治体には居住したくないといっている。子どもの健康のためにもぜひお願いします。

せめて○子の収入制限を撤廃してください。 

48 子どもが多いので夫だけの収入じゃ金銭面がきびしいです。もう少し子育てにおいて充実した制度

や援助があるとうれしいです。 

49 私は今現在派遣社員として働いていますが、なかなか決まらず今の契約ももうすぐ切れます。そう

いう面では経済的に不安がいつもつきまとっています。まだ子どもが小さいですが、これからいろ

いろな面でお金が必要になってくるため、女性が自立できる支援や情報、お金の補助が出ることを

期待しています。 

50 幼稚園や児童手当等（いろいろな補助）で子どもの人数が「１人目２人目３人目以上」という枠で

区切られているが、４人、５人といる家庭も重視してもらいたい。所得がそれなりにあっても４人

を育てるには家計的にかなり苦しい。３人までとは全く違う。 

51 幼稚園に通園しています。母親の仕事が休みの日以外は幼稚園の預かり保育を利用していますが、

子どもの通う幼稚園では利用料金が１時間２００円で、その都度現金で徴収されています。月間利

用料金は毎月１万円程かかっています。定期的に利用することがあるのであれば、１時間○○円で

はなく、月○日利用の場合は○○円等、定期利用者に負担がかからないようにしてほしいです。地

域性もあるとは思いますが、福岡では、同じ幼稚園の預かり保育でも月額４５００円程と聞いてい

ます。（定期利用） 

52 高額納税者の保育料負担が大きいのはおかしいです。負担は納税額に関わらず統一すべき。 

53 ２人目不妊なのか、現在クリニックに通い始めました。治りょう費が毎回高くて、子どもをあきら

めようかと思いはじめました。不妊治療している方はたくさんいます。子どもを増やすには、保険

がきくようになったり、補助してもらえたら、頑張れそうです。 

54 私は子どもが４人、高校生２人、小学生１人、保育園１人、子どもが４人いるにもかかわらず、児

童手当が１人目、２人目あつかいになるのが不満です。小学生の子が１人目、保育園の子が２人目

の扱いなのはなぜ。納得できるわけがない。 

55 医療費を小学生以上になっても、無料にしてほしいです。 

56 地域の子どもたちとのつき合いで、マイナス面が出る場合があります。共働き等で子どもに手をか

けきれていないご家庭が多くなると、かかわる機会を減らしたいと思うこともありますが、費用の

問題があります。そこで、塾等にかかる費用の補助（例えば芸術面含む３万円以上なら１万円補助

等）があるとこちらでつき合いも調整でき、子どもの学力向上にもつながり、立川市の未来への向

上にもつながるかと思いますが、いかがでしょうか？ 

57 マル乳を小学校就学までから中学卒業までに引き上げてほしい。（２３区のように） 移動図書館の

体験をさせたい 子育て応援券を作ってほしい（杉並区や新宿区のような） 

58 保育園は兄弟の年齢が近いと割り引きがあるのに、小学校にあがってから保育園に入園すると何も

ない。同じ人数を育てているのに不公平。幼児教育の無償化よりも、お金を払ってもいいから、保

育の質を保つことや、他の教育費をもっと充実させてほしい。 

59 立川市にかぎらず、シングル家庭の生活水準が低いように思う。安定性があれば、生活や将来への

不安も少しは減るのではないか。年収があったとしても、１人での支出が多ければということも考

えてほしいものです。“弱いから守られる”だけでは先には広がっていかないと思う。 

60 インフルエンザワクチン接種の助成金があると良い。 
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 自由意見 

61 インフルエンザ補助金など出してほしい（他の市のように）保育園の無償化は必要ない。（その収入

により決まっているため）幼稚園だけで十分、幼稚園を無償化すれば保育園に入れず幼稚園を選び

待機児童が減る。 

62 経済的支援がほしい。地域に開いた子育て広場をもっとつくってほしい。 

63 夫婦とも高齢で２人の子どもに恵まれました。立川市の補助は年収により受けられません。（幼稚園

補助、○子医療など）今は、生活が困ることはありませんが、高校、大学の時親は定年をむかえてい

ます。現在の年収だけで判断せず、親の年齢、子の年齢を考慮し、補助の有無を決めてほしいです。

今補助を受けている方々は将来余裕があると思うと高齢での子育てが高給取りと判断されているこ

とに対して公的機関の不平等な扱いを感じずにはいられません。 

64 ひとり親家庭の経済的支援を増やしてほしい 子どもが病気が多くまともに働けないので収入がか

なり低いです。 

65 和歌山市では、同一世帯に扶養している子どもが３人以上いるとき、所得に関わらず申請により３

人目以降の保育利用者負担額が免除されるそうです。（和歌山市ホームページ）立川市でも同時期に

３人が保育園を利用していれば３人目無料だったと思いますが、年の離れた兄弟の場合は和歌山市

のように、扶養している子どもの数でみてもらえると良かったのにと思います。我が家は４人子ど

もがいます。経済的支援は必要だと思います。立川市がより住みやすいまちになるといいと思いま

す。 

66 インフルエンザのワクチンが高すぎる。３人子どもがいるので、家計が大変で、受けられなかった。 

67 立川市は住みやすいですが、医療費の所得制限があるため、子どもが小学校に上がる前に他市の補

助の手厚い所に引っ越す予定です。隣の国分寺、国立市のように所得制限を一部でも撤廃してもら

えないでしょうか。少子化対策を本気で考えるなら所得制限はなくしてほしいです。 

68 予防接種もインフルエンザなど、集団保育に通わせている親としては子どもの分だけでも無料にし

てもらえると、とても助かるし、結果的に地域内での大流行も防げると思う。ＨＰや広報などは充

実しているイメージなので、金額的に子どもの環境にもっと予算を割いてほしい。 

69 子ども手当をもっとふやしていただきたいです。３歳からもお金はかかるので３歳から１００００

円に減らされるのはとってもきびしい。 

70 昭島市の幼稚園に通っています。昭島市はインフルエンザの助成があり、１，５００円で受けるこ

とができます。皆が受けることで感染の拡大を防ぐことができると思います。インフルエンザ以外

の予防接種も助成があると子どもたちを守ることができると思います（ロタウイルスなど高くて受

けなかった子どもばかり入院しています）。 

 

（２）小学生の保護者 

 自由意見 

1 一人親家庭になる時、いろいろな支援がすぐ受けられるようにしてほしいです。例えば、離婚して、

シングルになった際の手当て等、当月もしくは翌月には支給していただきたいです。数カ月の数万

円がとても大事だったりします。手続きもなるべく簡単にしてほしいです。ぜひお願いします。 

2 就学援助について、納得いかない事があります。子どもの両親が育児放棄の為、祖父母が養育して

います。養育費はありません。自営業なので収入が経費を引かれる前の金額で計算されるようです。

ひとり親ならば、各種手当てがあるのに、それも無し。自営業には厳しいですね。 

3 我が家には子どもが３人いるので、インフルエンザの予防接種の金額が親子で５人分は負担が大き

いです。せめて１回だけでも割り引きや補助金があればうれしいです。また、平日に病院に注射の

みを受けに行くのは時間的に難しいし、他の病気が移るのが心配なので、土日祝の健康会館や市の

施設で受けられたらうれしいです。 

4 インフルエンザの予防接種の補助金が出ると助かります。子どもが多いので家族全員で接種すると

負担が大きいです。 
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 自由意見 

5 保育園も学童も増えてきているし、ららぽーと、立川駅の発展などもあり８～１０年前よりもより

よい市になってきていると思います。できれば小学生も医療費０円にしてほしいです。○子の保険証

で。子どもの学力向上のための取り組みがさらに充実するとよいです。今の子どもたちも、大人に

なっても立川に住んで立川で子育てしたいと思うような市であってほしいです。私は、特にゆかり

もなくたまたま立川に住んで子育てしていますが、住みやすく子どもに良い環境に恵まれたと思い

ます。 

6 他の区や市に比べ、立川市は子育て世代への支援が少ないかと思います。インフルエンザワクチン

の補助や、幼稚園入園時の入園金補助、考えていただけたらと思います。 

7 幼い子の支援だけでなく、中高生に対しての支援も充実させてほしい。子どもが幼いうちは精神的、

身体的な負担がかかるが、ある程度大きくなると金せん的負担が大きくなると感じます。中学校の

給食導入、１８歳（高校３年生）までの子ども手当の延長、医療証、マル子も１８歳までになった

らいいなと思います。 

8 多子家庭への支援の拡充（他自治体に比べ手薄である）放課後事業とは平日全てで実施してほしい

学校、学童など子どもを見守る関係者の連携強化（ソフト面、ハード面共）子どもの移動手段とし

てくるりんバスをもっと活用できるようにしてほしい駅周辺の商業施設と協働でベビーカーレンタ

ルをしてほしい→施設ごとにベビーカーを返却するのは不便。乗りすて箇所を増やせば、移動が制

約されず買い物や図書館の利用もしやすくなる。バス停にもベビーカー貸出場所をつくってほしい。 

9 立川市は、子育てに関する福祉関係が近隣市に比べて貧弱だと思う。例えば、インフルエンザの補

助なし。医療費補助（マル子など）の所得制限も厳しいと思う。 

10 子どもの医療費無料を中学卒業まで延長してほしい。一人親に対しての経済的援助をもっと増やし

てほしい。（住宅の確保、進学時費用援助等） 

11 中学校卒業までは収入制限で医療費を無料にすべき。 

12 経済的支援（児童手当やマル子医療証）の所得制限が厳しく、ギリギリで足切りにあい、家計を圧

迫しています。来年度からの幼児教育無償化からも対象から外れており、不公平感を感じます。幼

児期～学童期の支援だけでなく、本当に教育費がかかってくる高校～大学生の子育て世代への支援

ももう少し手厚くしていただきたいと思います。 

13 児童手当てや○子については所得に関わらず、支給してほしい。税金を他の人より多く支払っている

のに、子育てに対する支援が減らされるのはどうかと思う。小学生になっても、病院へは通う必要

はあるのに（風邪など）大人と同じ３割負担は納得できない。せめて子どもに関わる費用負担にお

いては皆と同じでもよいのではと思う。今まで保育料も１番高額を払ってきているのに、児童手当

は￥５０００では納得できない。 

14 子どもの医療費助成制度（○子医療証）に所得制限があるため非常に困っています。我が家は年収が

１０００万円台なので児童手当は１００００円のところ５０００円しか支給されず、妻がパートで

働いても夫の所得が高いため、今年からは扶養控除も受けられず、その上子どもの医療費がかかる

となると本当に困ります。（子どもが私立幼稚園に通っていた時は就園補助金も２種類とも支給され

ませんでした。）都内２３区はどこも医療費助成に所得制限がないのに、立川市には所得制限がある

なんて不公平だと思います。もし所得制限を設けるなら年収１０００万円台の家族の経済状況をき

ちんと把握してもらいたいです。ぜひ所得が低い家庭だけでなく、所得が高い家庭にも目を向けて

ください。このままでは高収入の子育て世代の家族が多摩地域になかなか不動産を購入しないかも

しれません。立川をよりよくするためにも医療費助成制度の所得制限を撤廃してください。お願い

します！  

15 幼稚園の補助金が前期不交付になってしまった。私が働きはじめたから少し収入が増えたせいかと

思われるが上２人お金がかかるし、決して余裕が出たわけではない。いまさら保育園も厳しいし、

仕事時間を増やすこともできない。とても厳しいです。補助金は半年にまとめてよりも、差し引い

て保育料を払うことは出来ないのでしょうか。 

16 全ての子どもの医療費を無償にしてください。子どもの福祉は保護者の収入と切り離して考えるべ

きです。全ての子が健やかに育つよう支援するのは行政の努めです。埼玉県や京都府内自治体など

でできていることが不可能とは思いません。 

17 税金が高すぎる。年収高い世帯だと税金が高い。子ども手当が少ない。もうやっていけない。子育

て世帯の税（高収入世帯）を見直してほしい。 
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 自由意見 

18 子育ては小さい時よりも大きくなってから習い事や塾や子どものおこづかい、食費、生活費などと

てもお金がかかります。教育費のための補助金など（塾に通っている子の手当て）があれば本当に

助かります。 

19 両親が別居をしている家庭に対しての支援、別居中、配偶者から十分な資金援助を受けられていな

い場合に、一人親手当の様な市からの援助があると、子どもを引き取っている側の親の負担、親子

関係等が少しは良くなるのではないかと思う。 

20 インフルエンザの子どもの費用（予防接種）の補助をお願いします！６５歳以上の人は補助ができ

るのに子どもはありません。子どもだって重症化するし、予防接種も２回。負担が大きいです。よ

ろしくお願いします。 

21 もっと市政の状況を知ろうと思います。その上で意見を出せればと考えます。小学生の医療費を全

員無料？２００円？にしてほしい。それでなければ世帯収入で決めてほしい（子ども手当も）。 

22 医療費の拡大。 

 

（３）中学生・高校生世代の保護者 

 自由意見 

1 妊婦や赤ちゃんに対しての無料でいろいろな事ができる（手当てが有る）事はとても良い。でも 中

学．高校．大学になってくると今まで以上にとても金がかかり生活が苦しくなっていく。子どもが

多いと全員を大学に行かせる事はむずかしい。高校でさえ全員行けるか心配。でも塾につぎこむ金

もない。国は産め産め言うが産まない方が生活していけると考えてしまう。子が大きくなってから

の手当てを充実させてほしい。 

2 自治体だけでなく国もそうだが、子どもを育てる上で一番体力を使うのが乳幼児期、一番お金を使

うのが中高大学時代なのに、一番お金の必要な時期に借金である奨学金以外に公的な経済的補助が

ほとんどないのはアンバランスだと思います。また、全員が高校、大学へ進学すべきとも思えませ

ん。行く必要（価値）のない大学が多すぎると感じます。そういう学校にも国から随分補助金が出

ているのでしょうね…納税者としてむなしく思います。 

3 子育てしながら働く事が大変な時代です。できれば子育てに専念したいと思いますが経済的に働か

ざるを得ません。頑張って頑張って３人産み育ててきましたが、塾には、通わせられず、進学で悩

みます。産めば産む程苦労する世の中は間違っています。高齢社会の大問題で、これ以上高齢者を

支えられません。子ども一人産むごとに１００万円といった祝い金などあれば、若い人たちが産む

気になるかもしれないと思います。 

4 子どもが中学生まではマル子で２００円で通院できるが、高校生になると３割負担になってしまう

ので、もっと負担を減らしてほしい。子どもが４人いるが、教育費がかなりかかる。「幼児教育の無

償化」もいいが、幼児期より、高校、大学になってからの方がケタ違いにお金がかかるので、大き

い子どもがいる家にも手厚い補助をしてほしい。学童保育の条件の緩和は質が下がるので良くない

と思う。（うちは学童の子はいないので関係ないが） 

5 児童手当支給期間、マル子医療の拡大。実際お金がかかる年齢（１６歳以降）に支給してほしい。

また医療に関しては、子どもの事はかぜやケガなどが多いが１６歳以降の青年期は意外と大病をす

る子どもが多いと思う。ケガの程度も行動範囲が大きくなる事によって大きくなると思う。 

6 １５歳で児童手当が終わってしまうのは家計が苦しいので高校まで支給してほしい。 

7 幼稚園、２人子どもを入園させましたが、年収でひっかかり、２人分の園のお金を払わなければな

らなかった。年収…と言ってもやはり園の費用は高額で、苦しかった。子どもの費用は平等であっ

てほしい。また、医療も同様で、マル子がもらえず、病気がちであった２人の子どもの医療費もき

つかった。今は２人共大きくなりましたが、何でも年収でひっかける世の中、結局はギリギリでひ

っかからない人が楽をし、ギリギリひっかかった人が苦しむのは不満であった。子どもに関する費

用は平等で扱ってほしいです。 

8 我が家の下の子どもはいろいろとトラブルがあります。病気もあるのですが、所得制限にギリギリ

引っかかり、病院代は実費です。上の子の補助もギリギリ出ません。しかし、発達にかたよりのあ

る下の子を放って私が働くこともむずかしいです。甘えなのかも知れませんが、所得制限をもう少

しゆるくしてほしいです。まじめに税金をおさめている人間ばかりが損をする社会を変えてほしい

です。 
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 自由意見 

9 マル子など、所得制限をなくしてほしい。みなと同じ権利は、平等であるべき。 

10 ２３区に以前住んでいてマル子医療証の支払いがなかったので２００円支払う立川市に少し違いを

感じた。義務教育期間は、無料医療のほうが子育て世代にはありがたいのでは？うちはもう高校生

なので関係ないのですが。 

11 マル子に所得制限をつけないでほしい。そうでないと、少子化は改善しないと思う。 

12 親が介護や病で働けなくなるのが年齢的に子どもが高校生など大きくなってから発生している人が

結構居ます。子どもが大きいからこそお金がとてもかかります。せめて高校卒業するまで児童手当

が出れば良いのでは？と思いました。うちは来春卒業ですが、これからの事を考えての意見です。 

13 主人はサラリーマンで、微妙に高給取りです。子どもも一人しかいないので、子どもが一年生にな

ったとたん立川市からマル子が切られ、子どもの医療費が大人と同じ３割負担になりました。メガ

ネを作るときの処方せんを書いてもらうときですら３割。一生懸命勉強し、働いた結果、主人は若

年高給取りになっています。児童手当ても半分の５０００円（月）でした。うちは賃貸で住宅ロー

ンの所得税控除もなくなんやかんや結局何も優遇税制を受けていません。立川市も２３区と同じ、

所得に関係なく中学校を卒業するまでマル子をどの家庭にも発給してください。 

14 マル子医療証、収入額によってではなく、年齢で一律にしてほしい。成人式は１８歳で成人になっ

ても２０歳でしてほしい。 

15 子どもが２人いることもあって経済的にはあまり余裕がありません。地域柄、中学（都立一貫校）

受験熱も強く子どもたちも受けたがっていたのですが塾費用があまりにも高くて断念しました。高

校も、都からの補助がもらえる所得をぎりぎりこえているので逆に私立高校に行かせることが難し

く、娘本人にはプレッシャーを与えてしまって不憫な思いをさせてます。子どもにかかる費用で学

費は大部分をしめているので複数の子どもがいる家庭で補助が出ないと、年収が平均以上の家庭で

もかなり生活は苦しくなります。 

16 子育てする世帯に税金が高くないでしょうか。一番教育費にお金がかかる時期に、立川市税が高い

と思います。ガッツリと税金にもっていかれます。医療費も控除がなくなるため、毎月の病院代、

薬代もかなりかかります。そのような家庭状況を知らずに収人だけを見て税金を控除されるのはつ

らいものがありますね？！ 

17 子ども手当ては赤ちゃんや幼稚園、小学校時代より、中学、高校、大学時代の援助の方がありがた

いです。医療費が無料にしていただいてますが、子どもが３人いると高校生や大学生が病院にかか

ったりインフルエンザの予防接種をしても経済的な負担は同じです。大学生はアルバイトもしてま

すが、宿題も大変でバイト代は定期券や生活費に使い、私立高はアルバイトが禁止です。ぜひ子ど

も３人以上の世帯への援助をお願いします。特に医療費や、英検、漢検などの受験料、教科書代、

参考書代等、大学生まで無償にしていただきたいです。将来の納税者を「社会に必要とされる人」

に育てていきますので、ぜひよろしくお願い致します。 

18 ○子医療証について、保護者の所得により、この医療証が受けられないことに疑問を感じています。

差をつけるべきではないと思います。どうしても所得を考慮するのであれば、世帯所得で判断すべ

きなのではないでしょうか。扶養している保護者のみの所得で判断というのは不公平感があります。 

19 小さな子どもの支援に満足しています。金銭的に負担のかかりが大きい高校時、大学時成人式など

の支援が充実すると助かります。 

20 塾の授業料や勉強費の補助。 

21 父親を亡くしているので、進学面で不安です。現在もいろんな制度があるとは思いますが、必ず大

学に進学できるという安心できる制度があるといいなあと思います。やはり経済的に不安でしかた

ありません。子どもにも気がねなく進学し、大いに学んでもらいたいです。 

22 八王子市は、中学生までの医療費の助成を行っております。都内の自治体でも多くが導入しており

早急な実施を求めたい。 

23 高齢の方は、インフルエンザ予防接種など補助がありますが、ぜひ子どもにも補助が欲しい。幼い

子は２度接種しなくてはいけません。また受験など迎える年齢の子にも補助があればと思います。

（所得制限等あるのは仕方ないとしても。）家の経済状況で塾など学力や進路、医療に差別のでない

環境を子どもたちに与えてほしい。求めれば学べる場（ボランティア講師など）を中高生にも与え

てほしい。 

24 大学生まで医療費の助成をしてほしい。 
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（４）小学 5 年生子ども本人 

特にご意見はありませんでした。 

 

（５）中学 2 年生・高校 2 年生世代子ども本人 

 自由意見 

1 大学の学費がかなり子ども自身の負担になっていると思う。完全無償化ではなくてもいいから、一

部無償化にしてほしい。 

 

（６）ひとり親（18 歳未満の子どもを扶養する配偶者のいない父または母）家庭の保護者 

 自由意見 

1 養育費をかせぐのが大変です。仕事をする時間が一日のほとんどで家事をするとヘトヘトになり、

家のことや子どもの様子を十分に見ることができません。家にお金がないことで、子どもが勉強す

るお金が思うほどに出すことができずに、同じ、貧困が連鎖しないか不安です。とにかく教育に力

を入れてほしいし、そういった施設（遠いとまた通わせることができないので）があると良いと思

います。また、支援もあると良いと思います。給付の形であると助かります。 

2 ひとり親ですが、所得が多めでほとんど支援を受けられていません。総支給は確かに多いと思いま

すが、手取りでは少なくなります。税金も多く引かれるので、手元にはあまり残りません。そうい

うこともふまえて、もっと支援が受けられる体制を整えてほしいです。こちらは必死に仕事をして

きちんと税金を納めているのに、たくさんの助成をうけて生活に余裕がある人をみると不公平だと

感じるし、とても悲しくなります。なんとかしてほしいです。 

3 私立大学費用、高等専修学校の費用と私１人の収入だけではとても大変。もっと軽減できるように

してほしい。学費の免除があってほしい。収入が少ないので…。 

4 大学進学の支援補助が、欲しい。 

5 インフルエンザの予防接種の金額補助があるとよい 

6 つつましく生きていくことはとても大切なことだと思いますが、余裕があった上でそれができれば

理想的だと思います。あと少しだけ母子家庭にご支援いただけると、とても幸せです。また、基準

を決めて、それに達している学業優秀な母子家庭の子どもには大学進学の支援をぜひ、お願いした

いと思います。どうぞよろしくお願いします。 

7 子どもが中学生になり、１３歳の誕生日をむかえてから養育費が支払われなくなりました。子ども

の為に、毎月しっかりと支払ってもらえるような制度があれば良いのにと思います。 
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２ 就学前の教育保育施設（保育園・幼稚園等）について 

（１）就学前児童の保護者 

 自由意見 

1 待機児童解消の為、施設増園、保育者の賃金を上げる。 

2 来年４月から保育園の入園を希望しています。入園不可になったらどうしようと不安です。不安な

く育児、仕事が両立できる環境を作ってほしいです。初めての育児なので、立川市が育児に優しい

場所なのかどうかまだ分かりませんが、保育園に入園できなければ転居等も視野に入れると思いま

す。特に立川市が地元ではない、共働き夫婦にとって、いかに市政（行政サービス）が魅力的かど

うかで定住する場所も決まると思います。 

3 小規模保育園に通っていますが、３年後の認可保育園に入れるか心配なのと、今とても手厚く保育

してくれているが、認可保育園のように大人数になった時にきちんとみてくれるかが心配です。 

4 待機児童のない保育施設の増加。 

5 保育園によって、先生の子どもに対する関わり方に差があるように感じます。質を上げる指導や研

修、評価をきちんとして保育士の質をよくしていってほしいです。特に園であったことを言葉にで

きない乳児のクラスは先生の人数を増やすなど、保育士にも子どもにも負担がかからないように、

両親と離れていても安心できるようにしてほしいと思います。 

6 認可保育園の「不承諾通知」と「空きがないため」一瞬地獄だった！認証や認可外⇒ゼロ。本当に

目の前が真っ暗になった！子どもたちを殺して自殺したい！毎日地獄！仕事したい！ 

7 認可保育園で、別々を希望しない限り、兄弟姉妹は同じ保育園に入れてほしいです。別々の保育園

ですと、とても大変でした。 

8 子どもを保育園に預けていて、日頃から感謝していますが、平日、仕事を休んで自分の用事を済ま

せる時間が欲しい（親が休みの日は家庭保育をお願いしてます、と言われる）。また、２人子どもが

いて、どちらかが病気の時ももう１人の子も家庭保育を、と言われるが、その子のストレスや病気

がうつらないか、病気の子の看病を考えたらどうなのか？と疑問。そうしないといけない理由（家

庭保育の）をもっと説明してもらわないと納得できない。 

9 もう少し一時利用の枠を増やしてほしい。経済的に働きたいのに保育園に入らず困っている。 

10 緑町付近は公的機関が多く、立地上難しいかもしれませんが、産休明けから就学前まで受け入れ可

能な保育園を緑町付近に開設していただきたいです。 

『平成 31年度立川市保育施設利用申し込みのしおり』は、以前と異なり横向きで、ページレイアウ

トも２ページ横並びとなり、すっきりとして見やすかったです。申し込みの受付期間も長くなり、

余裕をもって記入することができ、良かったです。 

『平成 31 年度立川市保育施設利用申込書（Ａ１）』の右下に、２人以上の児童について申し込む世

帯が記入する、入所できる施設の組み合わせについての希望のチェック欄がありますが、２つ目の

「希望順位が低くても～」の文章内に、「別々の施設でも入所を希望するが」という前年度までの記

載のあった一文を入れていただいたほうがわかりやすいかなと感じました。 

11 ずっと待機児童です。保育園に空きがないせいで仕事に戻れません。もう１年は待っています。ど

うにかしてください。仕事に戻れず収入も入らず困っています。待機児童の家庭に手当て等出して

ほしいです。 

12 町田市の友人から「送迎保育ステーション」という事業があると聞き、立川でもあると良いなと思

いました。駅の近くの「送迎ステーション」に子どもを預け、その後「送迎ステーション」から各

保育園へバスが出るというようなサービスです。これがあると距離と時間で諦めているような駅、

自宅から遠い保育園でも預けやすくなるのではないかと思います。 

13 障害のある子どもを育てながら、母親が就労することは難しい状況です。立川市内で丁寧に療育し

ていただいておりますが、利用時間が短く、フルタイム就労はできません。同居の祖母に支援して

もらっている状況ですが、市内保育所においても障害児を預けやすくなるとうれしいです。 
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 自由意見 

14 子どもが接する先生方の待遇をよくし、研修も増やしてほしい。日中子どもを預ける先生が、ヒス

テリックに子どもをしかったり、イライラしている姿を見ると預けたいと思えなくなり、自分の仕

事を制限してでも、預ける時間を減らそうと考えてしまいます。自分が納得できる場所として幼稚

園に預けていますが、この点が安心できれば本当は保育園に預けたい。（非常勤やシルバーさんも）

保育園の４月入園の申し込みが１１月で結果がでるのが２月とは遅いと感じる。見通しが立たず、

モヤモヤと待つ期間が長い。2月～通園バッグを作成したり、道具を準備するのはとても忙しいので、

年内に結果が出てほしい。幼稚園も値段の上限をつけずに基本全額（弁当バス教材等）無料にして

ほしい。 

15 認可保育園が増えてはいますが、まだ足りていないので増やしてほしいです。 

16 （ＡＳＤ）立川市の小学校には知的障害の支援級しかなく、学力に問題ないのに普通級とちがうカ

リキュラムで勉強をすることになるそうです。中学校に上がった時に困りますし、高校受験にも影

響します。子どもが療育を受けて発達の問題をクリアしたとしても将来の進路が心配です。ぜひ情

緒の支援級を作ってほしいです。今後発達障害のお子さんを育てる方がこのような苦労をしなくて

も良いように支援をしていただけるとありがたいです。 

17 今年度よりフルタイムで働いております。子どもは待機児童です。近々仕事に復職するのに保育園

に入れない。働いている者にとって死活問題です。本当にショックでした。フルタイムでも認可保

育園は入れない時代なんだと痛感しました。来年度も申し込みしますが、希望保育園の募集枠は

「１」。望みは低いですが、希望させてもらっています。待機児童対策をされていましたが、今年度

はないようで残念でした。まだまだ足りていないです。なんとかできないものでしょうか。 

18 現在、認可保育園に通っているが、園庭がない。同じ認可（金額）で広い園庭がある園もあるのに

なぜこういった差が出るのか分からない。全て一緒は無理だがある程度の基準は設けてほしい。 

19 保育園に行っていない、幼稚園就学前の子どもが遊んだり、学んだりできるような施設をもっと増

やしてほしい。自然観察園（動物や植物の観察の他、遊具、絵本、制作などが一つの施設でできる）

が立川市にもあると、とても良いと思う。一時預かり保育をもっと利用しやすくしてほしい。（金額

が高いなど）公園の遊具をもっと増やしてほしい。また、夏場、公園の雑草がすごく伸びて、とて

も遊べる状態ではないので、除草作業の回数を増やしてほしい。 

20 駅の近くに認可保育を作ってほしいです。小学生が安心して過ごすことができる（放課後）場所が

もっとあったらいいと思います。母子家庭に対する支援をもっと充実させてほしいです。小さな子

どもを子育て中の女性が社会とつながれる場所がほしいです。 

21 ３歳の保育所の枠を増やしてほしい。 

22 延長保育の利用時間がみじかすぎます。職場の同僚の方の自治体では、20:30 まで利用できて夕食も

出るのが当たり前の時代ですが、延長なしや 19:00までの施設ばかりの立川は本当に遅れています。

保育園の行事で、プレゼントやおかし、景品をいう余裕があるなら、延長保育の人件費に回してほ

しいです。立川市役所の方は、苦情はそれらしく聞いて、共感するものの何の行動もおこしていた

だけない事が多いと思うのですが、ホームページで報告していただきたいです。児童福祉法の改正

で「保育に欠ける」という保育所の定義の一文が変わったと思うのですが、立川市のホームページ

（ＨＰ）では変更がありません。「保育を必要とする」に変更し、詳しく説明解説をお願いします。 

23 認可保育園の充実。幼稚園の保育料、入学金の軽減。 

24 立川駅南口付近へ保育所を開設していただきたい。（定員を増やしてほしい）子が早生まれなので、

１歳入所にならざるを得ず、認可保育所へ入所することが困難。厳しい状況を少しでも改善してい

ただきたいです。 

25 認可保育園の始業時間を７：００とか７：１５からにしてほしいです。都心への通勤で９：００始

業開始だと、７：３０から預けると、ギリギリか遅刻してしまうこともあります。希望制でいいか

ら朝の始業時間を早められないでしょうか。よろしくお願いします。 

26 保育園に入園させてとてもありがたく思っておりますが、正直な所担任の先生と、そりが合わなく

毎日ゆううつです。毎日ではありませんが、高圧的で書類で提出した内容も何度も聞かれたり、八

つ当たりかなと思ってしまうこともたまにあり、話しかけられるとまた何か嫌みを言われるのでは

ないかとビクビクしてしまいます。（他のお母さんも言っています）また、ご近所の輪にもうまく入

れず引っ越したいとたまに思ってしまいます。時々、逃げ出したくなります。 
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 自由意見 

27 子どもが 1 歳過ぎてからの職場復帰予定なので、保育園に入れるか不安です。待機とならないよう

保育施設の増設や制度の充実など引き続き努力していただき、安心して仕事と子育てをしながら暮

らせる街づくりを目指してほしいと思います。 

28 我が家は双方の実家が遠方ということもありほぼ母 1 人で家事育児を担っています。自分の健康診

断や通院など一時保育を利用できる時に行くのですが、なかなか健診日と一時保育空きが合わず調

整に苦労してきました。一時保育の”ワク”が少ないのではないかと思います。”ワク”を増やせな

いようでしたら、優先順位を設けるなり近くに親族がいない人などの育児を少しでいいので手厚く

できたらありがたい。特にひとり親など。幼稚園に上がれば預かり保育もあり 1人の時間ができる。

自由に動けるので子が０歳～幼稚園前までの育児が本当に大変だと感じています。健診や通院も出

来なかった時もある。健診時の院内などに託児施設があるとこの世代の受診率も上がるのでは？ 

29 私は保育士をしています。今までの経験から多すぎる人数のクラス、待機児童解消（個人的な意見

です）のために急いで作った保育園での保育経験の浅い保育士が多いという環境は子どもにとって

つらく、安心して過ごせていない様子がみうけられます。私自身が子育てをして、子どもたちには

安心して過ごせる場であってほしい保育園と強く思うようになりました。どうか見切り発車ではな

く子どもたちを第一に考えた施設づくりをお願いします。 

30 来年度より幼稚園のプレスクール（2歳児の）に通いたく、説明会に行ってきました。希望者多数の

ため面接と抽選になるとの事でした。プレに入会できれば３歳～の幼稚園が確約されるので、みな

さん必死です。それでも枠は狭く、第 2 希望、第 3 希望と考えなければなりません。小学校が学区

分けされているように心配せずにいられる環境を整えてほしいです。 

31 保育園について０～２歳の受け入れ体制は改善されてきていると思うがそれに伴い３歳以上の枠を

増やせないのはなぜか。当然 3 歳以上も子どもは増えているのですが、幼稚園に行かせるのは延長

もほぼないか短すぎて無理。３歳以上のことを何とかしてください。保育時間も短いし終わりが早

い。多摩地区なのだから通勤時間は長くかかる人は多いと思うが、小平市などが２０時頃まで対応

していることなどは見習ってほしい。１７：３０終業でほとんどの保育園が１８：３０～１９：０

０までなら都心へ勤務している人は間に合いません。ファミリーサポートセンターなど検討などと

言われるかもしれないがサービスのはしごは本当に大変です。 

32 立川市富士見町エリア、駅の南側に幼稚園が少なすぎる。通える幼稚園の選択肢がないので、特に

行かせたいと思わなくても入園せざるをえない。 

33 夜間預かってもらえる保育所を作ってほしい。待機児童の解消。病児保育を増やしてほしい。育休

復帰後の短時間勤務でも周りに迷惑をかけない企業側も働く側もお互いに満足できる働き方を考え

てほしい。休日（年末年始含む）夜間診療の時間を延ばし（23 時頃まで）増やしてほしい。 

34 幼稚園児でも長期休暇中は保育園の利用をできるようにしてほしいです。幼稚園の預かり保育では

とても日数が足りず、誰かが仕事を諦めなければならないのが現状です。また、幼稚園や学校での

保護者の役員の負担が大きすぎ、仕事との両立が非常に困難です。強制参加の風潮、システムが苦

しいです。家事、子育て、仕事すべてをこなすためには、行政の力が不可欠です。子どもを育てな

がら無理なく仕事も続けていけるような社会をぜひ実現していただければと思います。 

35 今年仕事を始めましたが、小規模の保育園が多くなった為か、３歳の子どもが保育園に入れない可

能性が高いと言われました。３歳からの子どもたちもちゃんと安心して通える保育園を増やしてほ

しいです。仕事をしなければならない現状もあり、そのしわ寄せは子どもにいき、認可外や市外の

保育園を探さなければなりません。保育園をもっと増やしてください。お願いします。認可外で２

人合わせて１０万円以上保育園に払わなければならず、なんのために働いているのかわかりません。

子どもとの時間ももっとけずられなければならず、今はそこが一番の悩みです。 

36 時短制度を利用できる正社員が優遇され、フルタイムに近い勤務体系であるのに雇用形態が正社員

以外だと保育園の入園が困難であることに不平等を感じる。産休や育休に入る前の実績がフルタイ

ムの勤務証明書を提出せざるをえないのに対し、復職後の保育園の送迎時間を考慮してもフルタイ

ム勤務は難しいのに、少しでも勤務時間を短縮して復職した場合、退園させられてしまう行政の対

応を改善してほしい。もしくは、保育時間が２０時までだと、復職もしやすく、送迎の心配もしな

くて良くなるので、対応できる保育園を増やしてほしい。 

37 ５年前長子保育園入園の際に知った１０月保育園入園制度はすばらしい制度だと思いました。もっ

と他の園でも拡大すれば親が安心して育児休業を取得できると思います。 
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38 難しいこととは思いますが、近隣に小さい子どもを預けられる事業所があると本当に助かります。

あるにはありますが、もう少し数が増えてほしいですし、一時預かりのお値段ももう少し安いとい

いなとは思います。（あと現実的にお子さんがいても協力がきちんとされている職場と全くそうでは

ない職場があります。（女性は）働きたくても働けない難しさがあるのでいろいろな面で悩み所です。

特に男性（父親）の職場などなかなか育児休業とらない人が多い、なかなかとらないというかとれ

ないんでしょうね。国の方針がもっと強く出ればいいな。） 

39 子どもが育つ場所である、幼稚園や保育園の充実、保育者の仕事内容の軽減給料の値上げ良くなれ

ばと思っております。 

40 保育園の先生の低年齢化が気になります。まだあまり経験もないような方が非常に多い。不安にな

ることが多くある。この人で大丈夫なのかな？と。保育園などで思うのが若い先生は余裕もないの

で、よく声をあげて怒っていたり、感情的な気が。きっと人も少なくていっぱいいっぱいになって

いるような気がします。小学校の先生も若い先生が多い。若くてもいい先生はいますが、大丈夫か

なと思うことも多い。1人ひとりの先生に負担が多くかかってしまっているように思います。 

41 兄弟で保育園に入園する際、同じ園に入れてほしい。別の園にされて送迎がとても大変だった。 

42 共働きなので、育休後確実に保育園に入所できるか常に不安な状況。例えば市で赤ちゃん訪問時等

に、復職の予定等を聞いてもらい、入所の見込み等が分かっていると安心。同じように小学校に行

くようになれば、学童入所できるか、通学路が安全かが心配です。通学路については、小学校に近

い人は心配ないと思いますが、遠い場合、市として、取り組んでもらいたいです。保護者でも働い

ている人が増えていると思うので、できる人でやっていただきたいです。（シルバー人材センターの

方等） 

43 日曜日に保育をしてくれる施設が少ない。夫婦とも土日仕事のため、通常の保育園の費用＋日曜日

の一時保育の費用がかかってしまい負担。保育園には同じ費用がかかるのに、通う日数が少ないが、

平日の休みの日でも特別な用事がないと預けることができない。せめてリフレッシュで預けられる

ようになってほしい。 

44 公立保育園は、７：３０～からの開所時間なので、預けられない。７：００開所にしていただける

と利用できるので、利用時間の見直しをしてもらえるとうれしいです。ぜひ検討をお願い致します。

市外勤務だと、７：００～開所でないと、（７：００開所の保育園が少ないです。）利用できないの

で、よろしくお願い致します。 

45 土日に理由を問わず子どもを保育園等で預かってもらえる事業があれば、ありがたいです。 

46 保育施設が増えてありがたいです。子育て親としての理想は、希望する全ての親が預けられること、

年度途中でも希望園に入所できること、保育士さんなどの施設職員の皆さまの待遇が良くなること

（自らが子や親等を養える給料、休暇取得体制）の実現です。とても難しいことではありますが、

いつか、それがかなえられる立川市になればと願っています。 

47 近くに頼れる身内がいなくて、やむなく短時間勤務をしているのに、近くに頼れる身内がいて、子

どもの送迎や見守りなどやってもらえるからフルタイムで勤務できる人の方が、ポイントが高く、

保育園や学童に、優先的に入所できるのは、納得がいかない。やむなく短時間勤務している人にポ

イントを加算してほしい。子育てと仕事が両立しやすい立川市となることを強くのぞみます。そう

なれば、立川市人口も増え、財政もうるおいます。 

48 保育施設（保育園）の数（定員）をもっと増やしていってほしいと思っています。立川駅近くだと

難しいところもあるのかもしれませんが、０歳児から入所できる保育施設を増やしてほしいです。

（小規模保育園ではなく）育児休職中ではないため、なかなか保育園に入れず（待機児童中）、これ

から働きたいと思っていても難しいため、これから働きたいと考えている人への対策なども考えて

いっていただけたらと思います。 

49 保育園の定員を増やすため、保育の質の低下が発生しているときいています。狭いスペースで子ど

もが集まるため、感染症も多いと思います。小さな認証の保育園へ兄姉が通っていたため、他の子

の様子をきくと、その点がとても気になります。そのため、下の子も認証へ通わせようと思ってい

ます。認証の場合、市から補助金がでるのはとてもありがたいです。無認可保育園でも一定の条件

を満たせば補助金をだしていただけるようにしてほしいです。病児保育は３年生まで、学童は６年

生まで可というのが足なみがそろっていないと思います。病児保育も６年生まで可としてほしいで

す。 
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50 保育園の待機児童の解消を早急にお願い致します。 

51 保育施設の充実 気軽に利用できる託児所の設置。 

52 待機児童の減少（保育園の増加等）。 

53 今、認可保育園に子どもを預けています。たまに、私自身がリフレッシュしたいと思うことがあり

ますが、保育園は仕事の時以外は預かれないようになっています。一時保育など、ありますが、慣

れない環境や先生に子どもを預けるより、いつも通っている保育園で、少しでもストレスが少なく

子どもが過ごせる場所で預かってもらえるようになってほしいと思います。 

54 保育園を増やしてほしいです。兄弟で同じ保育園に入れるようにしてください。私のところは２年

も同じ保育園に入れず、送り迎えや行事がかぶったりするので大変です。立川市全部の学童が夏休

み、冬休み、春休みに児童を預けられるようになれば良いと思います。今、共働きの家庭が多いと

聞いていますので就労時間まで子ども→０歳～小学校低学年までを預ける施設が、増えれば、良い

と思います。 

55 保育園など共働きで習い事に平日行く時間がないので、幼稚園のように学習やスポーツを保育園の

時間にもっとくみ込んでほしい。育休からの復帰予約の保育園も増やしてください。幼稚園の入園

料の高さにびっくりです。 

56 専業主婦や幼稚園に通っている子の保護者は息抜きに預けたりできるが、保育園は就労でないと（有

休お休みの日は）預けられない。いつ息抜きをどのようにすればよいか。 

57 現在保育園に通園していますが、将来的には幼稚園に通園させたいと思っています。しかし、幼稚

園の預かり保育が長くても６：００までの所ばかりで、５：００まで就労していると、正直お迎え

が厳しく、諦めざるを得ません。せめて６：３０まで預かってくださる幼稚園ができてほしいなと

思っています。また駅前にそういった施設ができてもらえると助かります。 

58 子どもを育てるようになり、１番大変な思いをしたのが、保育園入所問題です。１番目と２番目の

保育園が遠く、かれこれ２園かけもちは４年目になります。フルタイムでないと希望の保育園に入

れないことは重々承知の上でしたが、２番目を妊娠した際につわりもひどく泣く泣くパートに下が

りました。働きたくても働けなかった悔しさはどうにもならず、保育園も別々になりました。「点数」

だけにとらわれずもう少しいろいろな事情を見ていただきたかったです。待機児問題もありますが、

兄弟姉妹は第２子が生まれたら必ず同じ園に入れるという仕組みにはならないのでしょうか？すべ

てを点数計算にせず、私たち母親の声を聞いてほしかったです。 

59 保育園のルールが年々厳しくなっている。１人の子どもが熱が出ていると他の子どもも連れて帰れ

とか 医者に見せる時間の間くらい他の子どもを預けさせてほしい。 

60 児童発達支援の空きがなく、保育園もいっぱい。幼稚園も難しい可能性が高いため、子どもの居場

所がありません。もう少し施設を増やしていただけると助かります。 

61 子育て広場など、利用できる施設が充実していて助かります。保育所も、増えてきている様で、選

んで利用出来そうです。しかし、幼稚園を考えている保護者にとっては、不便な点がある様に感じ

ます。給食がセンターからの弁当であったり、いまだに半日保育が週１日あったり、月額の保育料

が高かったり、保育料以外の諸費用が多くかかったり。来年１０月に教育費の無償化が制定されま

すが、詳しく知りたいです。 

62 認可保育園を利用中。親の仕事が休みの時も利用できるようにしてほしいです。共働きでの子育て

で、共に休日出勤があるため、また、近くに頼れる人もいない為、お互い１人で面倒を見る事が多々

あります。病院や私用などで気軽に利用できる事を望みます。 

63 待機児童を解決してほしいです。子どもの月齢、成長問わずに、４月入所希望を出さなければ保育

園に入所することが難しいのはどうなのでしょう。できれば、子どもが満１歳になるまで一緒に過

ごしたいです。スムーズに保育園に入れたら良かったなと思います。あと、保育園申請をするにあ

たって産休前の勤務時間を記載する書類があったのですが、出産前（妊娠中）は体調が良くないこ

とが多いので、そこで判断されるのは。人によって大きく差が出ると思います。 

64 就学前の子どもの長期休暇中（春休み）の預かり先の拡充を希望 幼稚園に春休み中ケアするシス

テムがなかったため、パートの仕事をするにあたり、大変だった。子ども未来センターの一日預か

りは高すぎます。 
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65 保護者の雇用形態は時代と共に変化し、変則、夜勤もあたりまえになっているので、認可保育園や

ファミリーサポート等は時間の幅を広くすべきである。行政は子育てサポートをやっているつもり

でも、それは氷山の一角を満たしているだけであり、すべての家庭を満たしてはいない。立川市も

施設、制度にいたってはまだまだ甘い部分もある。既存のもので満足せずどうすれば市民が満足で

きるかしっかりと調査し、市民に反映させるべきである。待機児童のことばかりでなくすでに利用

している人、利用したい人を満足させてください 立川市ならできるはず、期待してます。 

66 保育所の待機児童は減りましたが、兄弟で別々の保育園に通っている方を多くみかけます。私も保

育士なので途中で転園したりと環境をかえなくてはいけないお子さんたちの様子をみると少しつら

いです。それぞれの園で子どものために取り組み、進めていること、とてもすばらしいと思います。 

67 通わせている保育園に対しての意見を伝える窓口が欲しい。 

68 第１子の時認可保育園に全て落ちました。１歳になった次の４月から申し込みました。職場復帰は

していたので連れて仕事へ行ったりと本当に大変でした。認可ではない保育園に入園し、職場から

１時間半かけて電車を乗りついでお迎えにいっています。現在知人で同じ年の子どもが２歳から認

可保育園に入園した方がいます。空きがあったのだと思いますがあまり働いておらず、しょっちゅ

うお休みしています。本当に必要な人が入れず、余裕のある人が入っているという現実を目のあた

りにしてとてもショックでした。もっと本当に必要な人が入れる選考をしていただきたいです。遠

くの保育園へ通いやすい方法を市が援助してくれたり、施策してくれると選ぶ幅が広がり良いと思

います。 

69 一時保育を利用したくても、予約が２カ月先だったりとても利用しにくいです。育休中でもある程

度保育園を利用できるようにしてください。 

70 ７：００開園する保育園が少なくて困っています。両親共に勤務地が遠いので立川駅周辺に７：０

０～あずけられる園が少なくて本当に不便です。入園希望を出す際も「１園だけですか？」と聞か

れて、本当はもっとたくさん希望を出したかったですが、物理的に不可能です！！漠然と保育園を

増やすのではなくニーズに合った子育て支援を希望します。 

71 兄弟で同じ保育園に通えるようにしてほしい。学童保育の人数、充実、給食をしてほしい。（有料に

なっても） 産後の母親のサポートがもっと必要（孤独、食事、掃除の苦痛が多い）。 

72 幼稚園での先生の質の向上を図ってほしい。先生から子に対する言葉づかいやしかり方など、保護

者側からの意見をもとに調査してほしい。 

73 保育園の時間が朝７：００からだとたすかります。病児保育の拡大ともう少し早くから、はじまっ

てくれるとたすかります。 

74 待機児童をなくしてほしい。保育園の途中入園を充実してほしい。認可保育園を増してほしい。 

75 立川市の保育園や幼稚園の情報だけではなく、立川市から他の地域へ通う人も多いと思うので、と

なり地域の市の情報ものせていただけると助かるかなと思いました。 

76 保育所の開所時間をもう少し長くしてほしい。（朝だけでも）、同じ保育職をしている立場なので朝

早い出勤もあり、子どもの送迎ができなくて困っている。他の市で行われている“リフレッシュ休

暇”は立川市で認められていないのでしょうか？仕事が休みの日は延長なしの保育をしてくれる市

に住んでいましたが、今預けている保育園では仕事が休みの日は休むよう言われている。 

77 いろいろな子どもの参加できる体験が開催されているが、だいたい小学生以上なので未就学時が参

加できるものも増やしてほしい。未就学児は子どもによって成長の度合いがかなりちがうので、５、

６歳であれば参加できる子どももたくさんいると思うので一律に就学以前と就学児でわけないでほ

しい。 

78 保育施設は基本的に平日働く人を想定して運用されていると思いますが、私の場合夫婦ともどもサ

ービス業なので、土日祝日が仕事であり、保育が必要になります。必ずしも平日、昼間に働く夫婦

だけではなく、土日祝日、夜間働く夫婦もいるので、曜日や時間帯等、きめ細かく対応可能な保育

サービスを望みます。また、家と職場の距離が遠い方が認可保育園に有利なのはおかしいと思いま

す。 
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79 保育所が増えたことを始めとして、この数年で子育て環境が大きく変化していることを感じます。

立川市においてもご尽力されている方々に感謝しております。保育事業に関して対応がなされてい

る一方で、小学校以上の子どもに対するサポートはあまり変わっていないようにも感じます。学童

保育所の待機児童がまだ一定数存在する、というのもありますが、一番は、放課後に子どもが安心

して過ごせる場所が非常に限られている、ということが挙げられます。現状として、保護者が就労

している場合、大人の目のある遊び場所は、（この地域では）学童と児童館、週２日の放課後教室だ

けなので、子どもが過ごせる時間や場所拡充を強く希望します。特に児童館は子どもの人数に対し

て狭いので、設備の新設と拡張をお願いしたいと思います。よろしくお願い致します。 

80 一時保育の利用料金が高く、リフレッシュのために預けようと思えない。子どもが生まれたり、転

入して来た時に３回分の回数券をもらえました。半日の３回分でしたが、子どもが慣れるのにもち

ょうどよく、市の負担としても大きなものにならないのでは。一時保育の場を保育園等だけでなく

子育て広場等では行えないのでしょうか。保育園併設でない所やアレルギー（有）の子は弁当持参。

いきなり普段と違う所に預けられるととても不安がってしまう子が多いと思います。 

81 子育てひろばの先生方が、皆、良い人で安心して遊びに行けます。保育園について、施設をふやす

のは、とても良いことだと思いますが、職員の質は、どうなのかと思う。（新卒だらけだったり、ベ

テランがいなかったり）預ける身としては、少し心配。保育所＝安心する。ことが必要だと思う。

私自身、保育に関わる仕事をしてきて、自分の子を預けてまで、人の子の面倒をみるのはどうなの

かと思い、小さいうちは、保育園入園はしなかった。そのような先生たちは、多いと思う。先生た

ちの子を同じ園に入園することができれば、質については改善されるのではないでしょうか。 

82 保育園をもっと増やしてほしい。週に３～４日就労程度でも入りたい。この間育児支援ヘルパーを

初めて利用させてもらいました。とても良かったので回数を増やしてほしい。上の子の時に仕事を

始めるに認証保育園を利用しましたが保育料がとても高かったです。もう少し補助をしてほしい。 

83 保育園は増えましたが、まだ待機で入れない人がたくさん居ます。しっかり１年育休を取っても待

機児童にならないような対策を検討していただきたいです。 

84 自分が体調をくずしたとき等の土日、休日の子ども預け先、に悩んでいます。（土、日仕事の業種に

転職も検討中。） また、上の子も、学童のような施設が、有料でもいいので、日、祝もやっている

ところが増えてくれるとありがたい。結局、習い事に行かせることでしのいでいる状況です。 

85 土日祝などにも通常通りの保育が受けられる様にしてほしい。 

86 一時保育や定期保育の時間が標準時間短時間就労の時間と合っていないと感じる。誕生月により、

５月に入園したいのに、０歳児は特に入園できない。認証保育所も離れており、兄弟通園先が異な

る事はさまざまな面で負担が大きいと感じる。中学校の固定級について。近隣の中学校の固定級は、

知的障害発達障害の生徒の他、手が出てしまう、いわゆる“問題児”が入れられており、小学校ま

で療育を受けてきた生徒と比べて、落ち着きがなく、周りの生徒も巻き込まれており、大変だと聞

いた。不登校の生徒の行ける場所、不良の更生させる場所と区別して対応してほしい。 

87 待機児童、保育園には「コネ」がないと入れないあまりにも不公平を感じた。残念 それが現実。

上層部はそんな経験がないので分からないのでは。結局入れなかった。 

88 保育園に通わせていますが、習い事が休日しかできません。もし、保育園から習い事に送り迎えを

してくださるサポートさんがいたり、保育園で、英語やサッカー、ピアノなど、別料金でも習い事

ができるようになればいいな。と思います。子どもと一緒にいる時間を大切にしたい思いと、仕事

をして、お金を稼ぎ、良い暮らしをしたい思いと、いつも悩んでいます。仕事が在宅でも、できる

ようになったら、もう少し余裕があるだろう、とそれか、住んでいる地域（立川）にもっとやりた

い仕事があればいいな。と思います。 

89 １歳までなんの心配もなく一緒にいたかった。育休明け（１歳の誕生日）の保育園予約を広げてほ

しい。もしくは１歳枠を広げてほしい。各自で園見学は良いが、情報は取りまとめてほしい。（延長

保育料やその他費用、おむつの持ち帰りの有無等をその都度聞くのは大変だし、一覧になれば差も

減ると思う）園のおむつは全て持ち帰らずに済むように、シーツも園で洗ってほしい。 

90 とにかく保育園の待機児童を減らしてほしい。家の近くの保育園に入れたいが前年度の収入がない

と入れないとの事ですが、働き始めたら、どこに子どもを預ければ良いか悩んでおります。 
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 自由意見 

91 １歳児クラスからの保育園入園はむずかしいと知り、０歳から入園、フルタイム勤務で、保育園の

点数も高いはずなのに、認可保育園には入れず、認可外にやむなく入園させました。両親での子育

てや父母の平等な育児参加を推すのなら、保育園に希望時期に入れないのはおかしいと思う。待機

してもこの先認可保育園に入れる保障はないので大変きびしいです。 

92 保育園に子どもにとても冷たい先生がいる。仕事のため保育園に入所させたいが、とても怖い。施

設を増やしてくれてありがたいが、保育士の質の向上にも力を入れてほしい。資格のない、パート

の職員の人たちの方が、愛情を感じられて、子どもを安心して預けたいと思える。 

93 保育園について現在仕事の日以外は家庭保育となっているが、子育てをしている身としては家事を

する、用事を済ます等の時間がとても貴重。そのためお休み（仕事が）の日でも預けられるように

なると大変助かる。 

94 就労しているから保育施設に入れることは自然な流れだと思いますが、保育園を退園したら困るか

ら就労し続けなければ、と思っている部分もあります。就労しているしていないにかかわらず、施

設を利用し続けることができれば、もっと選択の幅がひろがるのにな、と思います。（転職したくて

も、なかなか踏み出せないのは、退職してもし、次の就職先が決まらなかったら、保育園を退園さ

せなければと考えてしまうので）。 

95 保育園入園の決定発表をもう少し早くしてほしい。出来れば１歳までは自分の手で子どもを育てら

れる環境にしてほしい。 

96 上の子（１歳）が待機児童です。認可保育園が難しいので、認証保育園で希望を出していますが、

定員枠は空いているのに保育士さんが足らないので募集できない状況をよく聞きます。なので、も

っと保育士さんが増える（働きやすく）なる環境を整えていただくことも必要かと思います。 

97 私が（母）カゼ等で、病気の時など、２～３時間、予約なしで下の子を気軽にみてもらえる所があ

ると大変助かります。現状は、事前に登録や予約が必要なので。 

98 保育料が高くなってもいいので、認可保育園の保育内容（生活発表会や運動会、入園式、卒園式）、

主にイベントを充実させてほしい。入園のつどいはあるが、名ばかりで何も行われない。ただ、ク

ラスに入って子どもが遊び保護者はそばで見守り、終了でした。運動会は園庭がないため開催され

ませんでした。近くの体育館を借りて、できないものかと思います。以前は、立川市外の保育園に

通っており、生活発表会や運動会で頑張る娘の姿を見られたが、立川市に引っ越してきて、保育内

容がシンプルでイベント行事がないことにがっかりしています。前の保育園に戻りたいです。 

99 立川市は他の市や区より保育利用時間が短い。１９：００までの所がほとんどでフルタイムで働い

ていると１９：００までのお迎えは難しい。立川市以外では２０：３０頃まで開園している所が多

いので、きちんと周りの地域に合わせてほしい。 

100 子どもを保育園に預けているのですが、仕事が休みの日（平日）は、特に乳児クラスでは登園を断

られることがあります。平日しかできない用事があったりするので、休みの日も預けたい日もあり

ます。保育園では立川市で“仕事が休みの日は休むように”となっているとのことですが、仕事が

休みの日の度に、“預けたいです”と言うのが言いにくく、預けにくいです。もうちょっと預けやす

くなればなと思います。 

101 現在無職で、子どもが幼稚園に行っている間に、パート等仕事をしたいが、保育時間が短く、また

園の行事等で午前保育や休み等があり、就業しにくい。一時保育も人数が限られていたり、午後か

ら預けるのは難しいので、預けやすい施設等があると働きやすい。一時保育の定期利用枠も広がる

と下の子を預けて働けるかもしれないと思っています。土日も預けられる場所があると助かります。

パートだと認可外に預けるのは費用面で厳しく、働くメリットが少ないので。 

102 待機児童解消を目指している事は、どの自治体でも同じです。私としては、働いてくれる保育士さ

んにとって魅力のある環境にする事にも力を注いでほしいと思っています。保育士さんが、「立川市

で働きたい。住みたい。」と希望するような施策を実施してほしい。子どもの命を預かる責任実働時

間の長さに対して、決して給与は高くない。給与は高くする事はできないにしても優遇措置を設け

て、働きやすい環境にする事は目指すべきと思います。社会的地位の向上、手当ての充実、負担軽

減（モンスターペアレンツからの精神的苦痛を自治体レベルで守るなど）、立川市が日本全国の新し

い待機児童対策のモデルケースを作ってください。 
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 自由意見 

103 他の市より充実していると思うが、まだ保育園が思ったように利用できない。働く時間が少しなの

で、認可保育園の申し込みができなかった。→基準を下げてほしい。これからは時間を増やしたい

ので。上の子は幼稚園、下の子は別の場所の保育園なので、むかえが大変。これから小学校に入る

年になると、学童が入れるか心配。なかなか思うように働けない。２０２０年からの変更点がまだ

よく分からない。認証保育園の補助金をもう少しでもいいから下げてほしい。居宅訪問型保育につ

いてもって広めてほしい。（利用してみたいが、よくしらない。）一時預かり、定期利用の預かり時

間を７：３０～１８：３０までに拡大してほしい。（仕事のときにあまりつかえない。） 

104 現在認可保育園を定期利用していますが、平日親が仕事が休みの場合も保育園を利用できるように

してほしいです。父母が不定休のためなかなか歯医者や美容院に行けず、他施設の一時保育を利用

するよりは子どもが普段通って慣れている保育園に預けたいと思います。また週５日保育園を利用

している世帯と同じ基準で保育料を払っているので、一時保育料をさらに支払うのは負担になりま

す。また、土曜日保育を依頼するとあまりいい顔をされないので利用しづらいです。 

105 仕事が休みの日（平日）も保育してほしい。 

106 今、通っている保育園は、仕事以外で子どもを預けないで、と、保護者にきつく言いますが、例え

ば年の離れた兄弟の保護者会等、未就学児を連れて行くと、支障が出る行事もあります。それでも

理解してくれず、何のための保育園なのかと思います。他の施設に預けるとお金がかかります。親

は仕事以外で施設を利用すると、全てお金がかかります。子育て支援に力を入れるというならば、

無料か低料金で一時的に預かる施設を造ってほしいです。学童も、学校から離れているので、学校

内に作ってほしいです。 

107 親の就労に関わらず保育施設の利用ができたらいいのにと思う。でも保育施設が増えてくれてとて

も良いと思った。 

108 認定こども園を増やしてほしい。２人目を産んだとき保育園の人は上の子を通わせられるのに働い

ていない母親は１人でみなければならず、不公平を感じた。子どもは平等では？親は平等ではない

ですね。 

109 保育園によって開園時間が７：００～のところと、７：３０～のところがあり、我が家は７：００

～の園に入れず、７：３０～の園に通っています。両親ともに通勤に１時間かかり、始業が８．１

５のため、いろいろな制度をやりくりして何とかやってはいますが、なぜ開園時間に差があるので

しょうか。７：００～の園に入れていれば、こんな苦労はないのにと感じます。 

110 一時保育が高いと感じます。もっと時間を自分で決められたり、安くなったり１０回利用したら割

引などあると助かります。これから働きたいと思っていますが、保育園は増えても学童がいっぱい

だと聞きました。１年生のうちに幼稚園より帰りが早いし、学童を増やしていただけないと働くこ

とが厳しいかなと思っています。 

 

（２）小学生の保護者 

 自由意見 

1 保育所をもっと増やしてほしい。幼稚園を増やして、プレ保育の待機をなくす、園児をばらけさせ

てほしい。 

2 今妊娠中なので保育園に入れるかが本当に不安です。子どもが小さいと、すぐ熱をだしておむかえ

に行かなければいけないので経済的にも不安です。 

3 保育園に入りやすくしてほしいです。 

4 ただ今保育園の待機中です。待機がなくなってほしい。中学校の給食子ども服のリサイクルを区役

所などで無料でもらえると良い。周りの子どもは皆さん習い事をしている。平等に習い事ができる

ように、児童手当を増やしてほしい。児童手当は中学卒業までですが、高校進学した後も手当がな

いと不安。医療費無料だと通院も気軽にできる。 

5 一人娘（６歳）はぜん息の持病があり、夜間の発作がたびたび（主に秋と春ですが）あることを考

えると自分が仕事を探して勤めに出ようという気力がなえてしまいます。祖父母も地方に住んでま

す。欲張りを承知で看護士さんが預かり施設に居てもらえたら助かるなぁ、と思ってます。（日中は

普通の活動ができるレベルであったとしても急に悪化することもありえます） 
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（３）中学生・高校生世代の保護者 

 自由意見 

1 子どもが行きたいと思えるような学校をつくってほしいと思います。市営の保育園はたてもの自体

がふるくなっているので子どもを通わせるのが少し不安です。（ズボンに木のこまかいのがささって

いたりする為…）子どもが安心してすごせる園にしてほしいです。 

 

（４）小学 5 年生子ども本人 

特にご意見はありませんでした。 

 

（５）中学 2 年生・高校 2 年生世代子ども本人 

特にご意見はありませんでした。 

 

（６）ひとり親（18 歳未満の子どもを扶養する配偶者のいない父または母）家庭の保護者 

 自由意見 

1 保育園が夜７時までしかやっていないので、８時にしてほしい。その分、ファミリーサポートを利

用している。結局、出費がかさむ。 
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３ 地域子育て支援事業（子育てひろば・病児保育・ファミサポ等）について 

（１）就学前児童の保護者 

 自由意見 

1 日祝日に仕事があったりするので、気軽に預けられると助かります。未来センターの一時預かりは

土日祝はハガキ抽選となるので、申し込むこと自体が面倒に感じますし、先の予定すぎて読めない

（予定が）。また、保育時間ももう少し長いといいなと思います。 

また親が休日の日でも気軽に預かってほしい（認可保育園）。 

病児保育も定員オーバーで預かってもらえないこともあるのでもっと増えるといいなと思います。 

2 柏町に住んでいます。近所に子育て広場がなく、息子（１歳）と 30 分以上かけて歩いて「ひまわり」

か「にこにこ」に行っています。昔はこぶし会館にもあったと聞きました。こぶし会館なら歩いて

15 分で行けて便利です。ぜひ復活させてほしいです！子育て広場に行く回数が増えると思います。 

3 各地域で同じ月齢の親子で集まれる機会があったら知り合いも増え、相談もしやすい場があったら

いいなぁと思います。 

4 病児保育の数が少ない為、キャンセル待ちなどで、受け入れてもらえず、仕方なく仕事を休まなく

てはいけないので、多く預かってくれる体制を希望する。 

5 一時預かりや、ファミリーサポートなど、利用を考えたが、登録制などのことを考えると利用する

のを躊躇してしまう。もう少し手軽に預けられる仕組みがあるといいと思う。幼稚園を決める際に、

一つずついろんな所から情報を集めるのが大変だった。重要な点だけでも良いので、一カ所にまと

めた見やすいものがあると良かったと思う。 

6 子育てひろば、託児つきの企画も充実して大変助かっています。希望としては、預かり保育が未来

センター以外９時からなので、８時半から預かってもらえると助かります。今後は①小学校、中学

校での授業の充実（塾に行かなくても良いよう遅れている生徒には補習や個人の能力に合わせた学

習）、②子どもの権利、憲法の学習（子どもたちに自分は幸せに生きる権利があるということを知っ

て、いじめや虐待から逃げる、声を上げるように主張できるように）、③政治への関心を高めるため、

こども模擬投票を実施してほしい。授業でも討論を取り入れ自分たちの未来を作り、平和を継続で

きる社会を作っていけるよう教育してほしいと思います。 

7 週に２、３日ですが、いつも未来センターの子育てひろばを利用させていただいています。育児が

ほぼ 1人で抱えているので、自分自身の息抜きにもなっており子どもも大変喜んで遊んでいます。6

カ月ごろから利用していますが、子育てひろばで不満を感じた事が一度もありません。先生も、利

用している方々のマナーもよくすばらしい環境だと思います。休館の日は、立川駅周辺をショッピ

ングしたり外出しますが、子どもと一緒に入れるお店が少し少ないように思います。カフェをもっ

と増やしてほしいです。子連れママが 1 番ホッとできる場所はカフェなのではないでしょうか。駅

近のエレベーターがいつも臭いので変えてほしいです。 

8 育児支援ヘルパー事業について。以前、急な用事により申し込もうとしたが、1週間以上前からの予

約が必要と言われて断念した。当日でも受け付けてくれるとうれしいです。 

9 仕事をしているしていないにかかわらず、小学校低学年以下の子どもを保護者の用事がある時に預

けられる所があるといいです。 

10 病児保育の受け入れ人数が増えると助かります。なかなか予約がとれないので。出産後、初めての

育児で分からないことだらけ、全然眠れなく不安な時にツイッターの子どもと同じ月に生まれたマ

マたちの交流タグを見つけて質問しあったりぐちをこぼしたり、成長を報告したりでき、すごく心

が救われました。立川市でもＳＮＳを使ってもっとママたちが交流できる場を作っていただけると

良いかもしれません。ツイッターは全国のママとの交流でしたが、立川市がやっているのなら近く

のママと知り合いになれたりしてよいかもしれません。 

11 産休明けで仕事に復帰する必要があり、産前から認可外の保育施設を中心に探しました。結果的に

見つかったので良かったのですが、見つからなかった場合の一時保育やファミリーサポートセンタ

ー、ベビーシッターのやりくりや費用を考えて、産休中も心が休まりませんでした。育休、育休後

を前提とした支援は多くあると思いますが、産休明けの人が安心して仕事に復帰できるようサポー

トがあるとうれしいと思います。産休明けで利用できる一時預かり施設は少なく、利用日数に上限

があったりするので仕事で利用する場合それだけでは乗り切れないと感じました。 
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 自由意見 

12 子ども家庭支援センターや健康会館をよく利用させていただいています。育児に悩むことが多いの

でとても支えていただいています。 

13 実家が遠く子どもをすぐに預けられる場所（人）がない。ヘルパー制度に登録しているが、ハード

ルが高い（手続き設定打ち合わせ等がめんどうな制度）ためなかなか利用できない。 

14 ファミリーサポートの利用料金を安くしてほしい。保育園の送迎をたのみたくても１回７００円で

１日１４００円かかってしまうと利用できない。市が少し負担してもらえると助かる。 

15 育児休業の延長を自動（めんどうな手続きなし）でできるようになっていればよい。保育園の当選

発表はもっと早くに知りたい。点数が分かるなら自分は何番目か知りたい。こんにちは赤ちゃんっ

ていう事業は、よく意味がわからなかったなあ。はやく帰ってほしかった。身長体重はありがたか

った。 

16 「気軽にストレッチ講座」等参加してみたいのがあっても、６５歳以上を対象のものが多々子育て

世代に対する講座もぜひ増やしてください。 

17 子育てひろば、児童館（０～３歳）を朝から夕方まで使用できるようにしてほしい。 

18 立川市は子育て環境が良い街だと思います。都内の区から越して来てそう思います。今後も支援や

制度の充実に期待しています。フードバンクや子ども食堂など、食に困っている人に手を貸せるし

くみがあれば、支援したいと日ごろから思っています。ファミリーサポートについて、支援者の顔

やプロフィルなどが公開されると、安心して頼みやすいなーと思っています（まだ未利用です）。 

19 ファミリーサポートセンターについて、とても良い事業であると思いますが、登録されているヘル

パーさんの意識が低く感じました。 

20 出産前は病院等がたくさんサポートしてくれるが、出産し、退院した後は、急にサポートが無くな

り、特に初めての赤ちゃんの場合は、わからないことだらけに加えて、ママの体調も悪く、睡眠不

足で心も体もいっぱいいっぱいになってしまうので、もう少しサポートできる仕組みがあるといい

な、と思います。ママの心のゆとりが赤ちゃんとの楽しい時間を過ごすことにつながると思うので、

ママに優しい立川市になってほしいです！すべての子どもが親に愛され、安心できる家庭を作れる

よう、すべては「ゆとり」だと思います。☆そして虐待から子どもを守ってほしいです。 

21 下の子が出産する時に、上の子を預ける先を、探すのに、本当に苦労しました。そこで、「緊急一時

保育」というものを知り、市役所に問い合わせをしたところ、『未就園児』が対象で利用できると言

われました。また、上の子が幼稚園に入園してしまうと、この制度は、使えないと言われました。

おかしい！と思います！もし、私が出産だけでなく、ケガなど入院した場合、この子は、どこに預

ければいいのでしょうか。「緊急一時保育」には、「保護者の死亡、病気、出産等」と書いてありま

す。なぜ、幼稚園に入園した子を除外するのでしょうか。こんな、中途半端な制度は利用できない

と思います。 

22 子育ては外に出ないと本当に孤独です。外に出ようと思う、思わせるイベントなど何かあればいい

と思うのですが、むずかしいです。保育付きの講座などもっとあればいいなと思います。 

23 どんな「子どもに関する施策」をしているのか、よく分からない。先日、くるりん広場を初めて利

用したが、さまざまなイベントをしているのに今まで知らなかったため、参加してみたいイベント

に参加できなかった。（月齢制限があったため）、他の子育て広場でも各広場のイベント情報が分か

るとありがたい。 

24 週に１回でいいので子育て広場の時間をのばしてほしい。お昼寝の時間とかぶってなかなか行けな

いので 

25 子育て広場の利用時間を増やしてほしい。ららぽーとやＩＫＥＡ等の商業施設と連携し、市運営の

子育て広場をオープンしてほしい。南口から北口までベビーカーや車いすでも移動しやすくしてほ

しい。 

26 子育てひろばを日曜日も開けてほしい（子どもを遊ばせる場所の増設）。 

27 子育てひろばを週２日ほど利用していますが未就学児の利用時間は午前のみなので、少し家を出る

時間が遅くなると遊ぶ時間がほとんどなくなってしまいます。実家の近くや以前住んでいた地域（い

ずれも２３区内）は時間によって利用が制限されることはなくお昼を食べるエリアもあり、いよう

と思えば１日中でもいられる場所でした。午前中に忙しい日は午後から遊びに行く事もできました。

お外で遊べるようになる前の赤ちゃんにとって児童館は貴重な遊び場です。時間によって利用を限

られることなく、好きな時間に行って遊べる場所になったらうれしく思います。 
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 自由意見 

28 子育て広場はとても助かっておりますが、利用できる時間が短くて少し残念です。月齢によって区

切られてしまうことが多いため 午前中しか利用できない事が多く困っています。他市では９：０

０～１７：００という施設もあるそうです。大変かとは思いますが、ご検討をおねがい致します。 

29 実家が遠く親が亡くなっているなどしてすぐに頼れる人がいなく、保育園など行かずずっと家庭で

子育てをするのはとても大変です。４０℃近い高熱があっても病院も行けず育児をしています。待

機児童解消に取り組むだけでなく、家庭で育児している家庭にもしっかりしたサポートが欲しい。

一時保育もすぐ定員で必要な時使えません。親が病気の時はその日に預かってくれるような制度が

欲しいです。子育てひろばには助けてもらっています。父母以外に「大きくなったね。」「すごいね、

こんなこともできるね。」と声をかけてもらえることが子どもにとっても親にとっても救われます。 

30 くるりん広場が月火お休みなので、休みなしか、せめてもう１日平日を増やしてほしい。時間帯で

区切られていて、午後に利用したいが、もうじき利用できなくなりそう。 

31 今は働いていないので特に不自由は感じていませんが、子どもが急な病気になった時などに預けら

れる場所が充実すると働きやすいと思います。立川市だけでは限度があるので参考までにですが、

企業や社会が子育てに対して理解があると良いと思います。例えば急に病気になった時に気軽に早

退できるような環境が出来ればいいと思います。 

32 子育て広場にお世話になっています。（なないろ広場）いつもありがとうございます。来年に子ども

が生まれる予定です。今後もご支援いただけると幸いです。 

33 市内に昭和記念公園という素晴らしい公園はあるが、近所に行きたいと思えるきれいで充実した遊

具のある公園が無いのが残念。砂川みたいに全ての学習館に子育て広場があれば良いのに。砂川は

アクセスが悪く、行きづらい（行きたいのに）。いろいろ工作とか楽しみを提供してくれるので、子

育て広場より児童館の方が楽しい。個人でやってる習い事教室の情報提供が欲しい。地域の会館で

格安で受けられる定期的に通える習い事があるとうれしい。切迫など妊娠時にリスクがあり、実家

が遠方で頼れない人は、２人目３人目を産みたくてもちゅうちょしてしまう。１人目がいると、市

内で産みたい場合で、夫のみサポート出来るという人向けに、子どもと一緒に入院、安静に格安で

宿泊できる施設があるとうれしい。 

34 もっと土日祝でも使える児童館が増えると助かります。保育園の延長時間をもう少し長くしてもら

えると働きやすくなってとても助かります。（３０分だけでも）。保育園ではお迎えが遅くなる時に

給食を出してもらえると助かります。緊急時の預かり先があると近くにご両親が居ない人たちでも

とても生活しやすくなります（小さい子ども）など。 

35 発達支援の事業所の情報が詳しく聞けたり見られる所があるといい。新規事業所ができる時も情報

が入ってこない。受給者証を取得するのに他市と比べて時間がかかるので、スピーディーに対応し

てほしい。 

36 子育て支援の充実を希望。環境やコミュニティの整備を願いたい。高額な税金を納めているにも関

わらず、全く恩恵は感じられない。低所得者支援ばかり。 

37 病児保育室をもう少し充実させてほしい。インフルエンザ等の感染症の時は、利用枠が少なく、数

日間仕事を休まざるをえないため。 

38 病児保育をする施設をもっとふやしてほしい。保育園へ預けられず、仕事を休まざるを得ないこと

が多く、働きづらい。 

39 病児保育室の数が少なく、時期によってはキャンセル待ち５番目という事もある。もっと、利用で

きる病児保育室を増やしてほしい。健康相談や発達相談も平日開催が多く、とても利用しにくい。

また、子ども未来センターは立川の西の地域からだと非常に遠く利用しにくいので、誰もが利用し

やすい場所に作るべきである。保育園も同じ認可園でも園舎を立て直している所もあれば古いまま

の所もあり不公平感がある。もっと一定の補助や対策をすることは出来ないのか。 

40 病児保育が少ない為、利用できません。増やしてほしいです。 

41 子育てひろばが豊富であることに驚いた。現在、利用しているがとても良いと思う。一時保育やフ

ァミリーサポートを今後利用したいと考えていて、働く保護者にとって、とてもありがたく思う。 

42 定期的な健康診断をもう少しわかりやすくしてほしい。例えばハガキを送るとか（３歳児けんしん

以外）紙を配布するだけではなくてせっかく、母子手帳があるのだから記入もれなどを防ぎたい。

集団の健康診断の医師の流れ作業感が目にあまる。たくさん児童がいて、大変なのはわかるがきち

んと個別をみてほしい！！！この時に発見できていたらという事がありました。 
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 自由意見 

43 子育てひろばについて、子育てひろばを利用したいのですが、自分が利用したい時間だと対象月齢

から外れてしまうのであまり利用できていません。（４歳と１歳）我が家の近くの子育てひろばは、

午前→１．６カ月以上、午後→１．６カ月以下なので上の子は幼稚園に行っているため、午前は利

用できず、午後は上の子がいるので利用できません（午前に来てと言われます）。利用時間が逆だっ

たら利用できるのですが（午前→下の子、午後→上と下の子両方利用できることになる為）週の何

回かでいいので、逆の時間の日もあったら助かると感じています。 

44 ２３区から子育て環境を求めて引っ越してきたが、制度についてはもう一声と思う所が多い。例え

ば病児保育では病気によって定員が決まる。利用するには親側の事前準備の手間が多すぎて「それ

なら仕事を休んで自分で看た方が早い」と思ってしまう。 

45 栄町は子ども広場がないので作ってほしいです。週１のあけぼの町の臨時広場では足りないし、駅

前の広場や高松町広場が最寄りであるが遠くて、時々しか連れていけませんでした。 

46 子育て支援に対して、所得制限を設けないでほしい。親の収入に関わらず子どもの権利として一律

に支援するべきだと思います。 

 

（２）小学生の保護者 

 自由意見 

1 病児あずかりについて（小児科併設）９：００に受診して実際のあずかりは１０：００、それから

都心の勤務地へ出勤すると１１：３０、お迎えも早い…。全く役に立ちません。心痛めながら子ど

もを１人で留守番させることが多いです。保育園同様７：３０～ｏｐｅｎしてください。 

2 子育ての施策をしっかりと考えてくださりありがとうございます。立川市全体で積極的に取り組ん

でくださっていることを、さまざまな場で感じます。核家族の我が家にとって、ファミリーサポー

ト事業は大変ありがたく、素晴しいご縁をいただき感謝しております。できれば図書館等の公的機

関も市の運営により、温かみのある施策を今後も続けてくださいますようお願いいたします。 

3 子どもに難しい病気があり、保育園に申し込めず、アルバイトを辞めざるをえなくなった。病児保

育でもないし、普通の保育園もＮＧ、今後のことを考えると経済的な不安はすごくある。そういう、

ちょっとイレギュラーなパターンの子どもをあずかるまたは子どもをつれて働ける場や現実的な

（ファミリーサポートセンターは現実的ではない）サポートができてくれるとうれしい。 

4 子どもがちいさいうちは、病児保育室に大変お世話になりたすかりました。今では大丈夫ですが、

当時は体調をくずすことが多く、病児保育がない地域の人は大変そうでした。 

5 緊急時の家事支援事業や産後のヘルパー事業について、あらかじめ予約が必要（１週間前など）だ

と思いますが、予定が分からないからこそ支援が必要です。本当の緊急時、「まずここに連絡すれば

何とかなるかもしれない」という気持ちになれる子育てを希望します。常に事前に準備が必要で、

それが出来ないと使用できないサービスは、本当に困った時に連絡しようと思えません。また発達

障害の（グレーゾーンの子に対する）学童保育も拡充を希望します。枠が少なく就業をあきらめる

親もいます。その子に応じた対要が必要と思います。 

6 常勤だったとき子どもが１～６歳のときは病児保育室をたびたび使わせていただきありがたく思い

ました。予約がとれるかいつもドキドキで、今は２カ所に増えましたが、もっと増えたらよいと思

います。ファミリーサポートの方にもとてもお世話になりました。子どもが小学校になると職場は

保育の送迎がなくなるとの理由で車通勤は認められなくなり、夜勤にもはいれないかとのプレッシ

ャー、短時間勤務の終了、結局小学１年で自分が子どもより１時間も早く家をでることにとまどい、

退職してパートになりました。やはり祖父母が（特に祖母）が近くにいないと女性が常勤で働くに

は“カベ”がいっぱいあると実感します。お金があればベビーシッターなどで解決できますが、多

くの方がそうではないと思います。 
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（３）中学生・高校生世代の保護者 

特にご意見はありませんでした。 

 

（４）小学 5 年生子ども本人 

特にご意見はありませんでした。 

 

（５）中学 2 年生・高校 2 年生世代子ども本人 

特にご意見はありませんでした。 

 

（６）ひとり親（18 歳未満の子どもを扶養する配偶者のいない父または母）家庭の保護者 

特にご意見はありませんでした。 
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４ 学校について 

（１）就学前児童の保護者 

 自由意見 

1 学校等の施設の老朽化に伴い補修建て直しをしてほしい。 

中学校の給食を全校取り入れてもらいたい！！ 

2 中学校の給食を完備してほしいです。早急に！！ 

3 立川市立の中学校に給食がないということを知り、かなり驚いています。日本の首都、東京である

にも関わらず、中学に給食がないとは…言葉が見つかりません。小学校の給食センターを新しく建

てた時に、まかなえるようにする等できなかったのでしょうか？小学校まで、あんなに栄養の考え

られている給食が出ておいて、育ち盛りの中学で注文制の弁当とは。差がありすぎだと思います。

近隣の市でも実施しているのに、なぜ立川市の中学校は給食がないのですか？引っ越しも視野に入

れ、考えなければと思っています。早急に実施されることを強く願っております。 

4 学校給食の安全を第一に、中学給食も楽しみにしています。 

5 中学校の給食センターを。 

6 とても子育てしやすい町だと感じています。ただ、イメージとして、教育の先進的な試みはＪＲ立

川駅周辺から立飛地区の小学校にかたよっているところがあります。上砂、西砂、一番町地区は何

となくのんびりしているような…。立川市全体で、活気ある学習活動がみられるといいなぁと願っ

ています（科学については特に）。 

7 立川に３月に引っ越してきて●●小へ今年から入ったのですが、宿題は少ない、校庭は使えない。

近くに公園が無く、児童館や図書館も近くに無く、学校や幼稚園から帰ってきてからの時間をいつ

も持て余しています。 

8 小学校へ就学予定をしております。小学校から近隣の学童まで少し距離があるため、道中が心配で

す。校内に放課後ルームとして教室をいくつか開放してもらい校外へ生徒を出すことなく預かって

いただけると安心できるという保護者の方もいらっしゃると思います。 

9 小学校の給食室を残していただきたいです。私自身毎日楽しみに温かい給食をいただきました。子

どもたちにもその楽しみを教えてあげたいです。なにかしらの災害時の時のためにも、重要性があ

ると感じております。 

10 中学生も給食が食べられるようになると子どもの成長にも良いし、仕事で多忙な親の負担も減って

良いと思う。 

11 タバコの害については小学生のうちから教えた方が良いと思います。小学校の通学路の防犯カメラ

をもっと増やしてほしいです。保育園と比べるのはおかしいかもしれませんが、小学校の給食が品

数、量とも少なそうであれで栄養が取れるのかとても心配です。 

12 中学校給食のセンター方式導入は賛成ですが、小学校給食の単独校方式のセンター化には反対です。

現在の住居購入の際に、単独校方式の小学校の学区内を条件に購入しました。単独校方式の小学校

給食の継続を強く希望します。 

13 まだ就学前ですが、就学後に同じ市内にもかかわらず、学校によって、宿題量、５時間授業の開始、

長期休みの日数などなど違いがかなりあることをよく聞きます。それによって、学校ごとの学力の

差、のちには中学校での学力差が開いていくことになりかねないので、出来うる限り、公立学校の

義務教育に関しては、市内で統一してほしいと思います。 

14 学童の待機児童ゼロ。希望すれば６年生卒業まで学童に入れることを強く希望します。犯罪、不審

者が多く大変心配です。仕事をしているので子どもだけで留守番させることに強く不安を感じます。

性犯罪、性被害にあわないよう身を守る教育や、性教育に、力を入れてほしいです。学校の授業で

あつかってほしいです。ＳＮＳトラブルについても。中学校の給食スタートを早めてほしいです。

社会に出てから特に重要な、討論、議論、プレゼンテーション力などが上がるよう授業でたくさん

取り込んでほしいです。 

15 学校の教育ボランティアに参加する機会があったのですが、授業中にうつろな子がたくさんいます。

一日の大半、たくさんの事を吸収するこの時期に興味の持てない内容でいすにしばりつけられるの

は子どもの将来にとって残酷な時間だと思います。立川市だけのことではないと思いますが、幼稚

園や学校など、子どもが自分の希望ではないにも関わらず長時間居なければいけない場では興味を

そそる様な内容、授業の仕方を考え直さなければ、もったいないと思います。 
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 自由意見 

16 共働きで子どもが小学校へ上がった時の不安、通学路、が特に。 

17 教育に関する予算が少なすぎる。１年生のクラス担任が精神的な問題を抱え休職するにあたり、代

替の担任がすぐには見つからなかった。同様のケースが多々あり、順番待ちと説明されたが、多数

あることならばあらかじめ予備の教員を多く確保すべき。美術館、科学館、博物館等の文化施設が

ない。地方都市在住の方がよほど文化的に豊かである。都心から一つくらい誘致してほしい。ＰＴ

Ａが時代にそぐわない、行政も変革に働きかけを。現代の父母の状況にそぐわない慣行があいかわ

らず続いている。学校行政もＰＴＡをあてにしていて変えようという機運につながらない。子育て

によい環境作りを本気で考えているならば、親をあてにするようなことはまずやめてもらいたい。

加えて、行政の方でもＰＴＡのあり方を変えるよう働きかけないと巨大組織はあらたまらない。早

めに行動してほしい。 

18 中学校で給食をしてください。 

19 小学校内で放課後、帰宅しないで校庭で遊んだりできる制度を立川市でも行ってほしい。学校まで

距離があると遊びに行きづらい。図書館が砂川町の近くになくて困っている。 

20 小学校の保護者会などの間、子どもを１人で帰宅させなければならない状況をなんとかしてほしい。

１年生でカギをもたせて１人で留守番ということが、あたり前のように学校でお手紙にかかれてお

り戸惑いました。（近くの児童館も当日休館日で、困っている方もいらっしゃいます。） 

21 子どもが小学生ですが、外国籍のお子さんや、発達に特性が見受けられるのに全くケアがされてい

ないお子さんがたくさんいるように感じます。早急に各学校への情緒支援級の設置と発達特性への

偏見をなくしていく保護者のための教育や、保護者の同意がなくても、子どもが特性で困っている

時にケアを受けられるようにすること。決まった日だけでなくスクールカウンセラーが学校に常駐

してくれること。スクールカウンセラーの質が、各学校によっても違うことも気になります。子ど

もの学校生活が平和であることを望みたいですが、たくさんのお子さんが通われる学校ではずっと

平和ということはありえないと思います。何か子どもが困った時に安心して相談できるシステムを

作ってほしい。同様に外国籍のお子さんの保護者の方が、学校からのお便りが理解できず、困って

いるように思います。英語、スペイン語、ポルトガル、中国など、主な言語で、すぐに通訳できる

タブレットや、翻訳ソフトを導入してほしいです。 

22 中学校も栄養のバランスを考えると、体づくりに大切な時期なので、給食にしていただきたいです。 

23 小学校の登校時間を早めていただくことはできるのでしょうか。８時２５分までの登校だと、来年

新一年生になるにあたり、子ども１人で、約１時間、家にお留守番をさせることに、大変不安を感

じ、どこに相談すれば良いのか困っています。安全な小学校の敷地内で過ごせるよう、早めの登校

ができる環境を整えていただかないと、会社を退職せざるを得ない状況で、小１の壁に悩んでいま

す。 

24 立川の中学校の給食を実現させてください！！コンビニのお弁当はリーズナブルで味も良いのにな

ぜあんなにマズイ弁当を契約しているのか？と中学生を持つ親の方々が言っているので心配です。

中学校用の給食センターを作ってください！ 

25 中学校の給食を早期開始してほしいです。 

26 学童とは別で、放課後教室を作ってほしい。他の自治体の公立の小学校は、一度帰宅せずに過ごせ

て、うらやましい。出欠連絡は、アプリを使用する等、簡略化できないのか。連絡ノートの受け渡

しと聞いたが、なぜそうしているのか。ペーパーレスに対する取り組みはされているのか（書類配

布が多いとききました）。ＰＴＡの必要性があるのはわかるが、負担をへらせないか“ＰＴＡ”とい

う形をとらなくてもいい方法はないのか。私自身が小学生だった時と比べ、現在の環境や教育のあ

り方は、変わっている事と思います。昔ながらのやり方も残っている事とは思いますが、どの様に

教育現場がかわっているのか、環境先生含め楽しみにしています。 

27 他から引っ越してきたが、予想以上に小中学校の本部ＰＴＡなどに地主の力が強く関わっているよ

うに感じる。昔からのならわしが子どもたちの教育においての平等に良いものか考える必要がある

と思う。地域の意見を聞く＝地主の意見を聞くにならないように市には注意していただけたらと思

う。透明性のある市政に期待します。 
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 自由意見 

28 発達凹凸、グレーゾーンの子どもたちの療育の充実をお願いしたいです。通常級でクラスの人数が

多いと行き届かず、子どもの困り感も増すのでクラス少人数制にしていただきたいです。（現在は１

クラス４０人です）すべての子どもたちが、いかなる差別を受けることのない社会で生活できるそ

のための人格形成ができる親も共に成長していける社会に、立川市であってほしいです。 

29 小学校も演劇発表会をなくしたり立川市の小学校の連合音楽会をなくすという話もあり、情操教育

の面でどんどん薄れている様に感じる。保育園を増やして待機児童解消を図ることだけが子育て支

援だと思っているように感じます。市内にある通級もことばに関する教室は一校しかなく遠くの地

域に住んでいる人は通いづらい場所である。また、中学に入ると、言葉面の通級はなくなってしま

う。公立中学校に入学するために非常に高額な制服を購入しなければならず、非常に負担が大きい。

制服を着ること自体は問題ないが、なぜそこまで高額である必要があるのかなど考えられたことは

あるのでしょうか。 

30 グレーゾーンの子どもたちが増えています。発達支援について相談の窓口はあるものの、実際問題

としてその子たちが実際に活動しながら学校生活になじんでいけるような放課後スクールが充実し

たら良いと思います。受給者証有無に関わらず行けると学校も助かるだろうし、親も気軽に通わせ

られたらお互いにメリットがあるのではないでしょうか。 

 

（２）小学生の保護者 

 自由意見 

1 発達障害の息子を育てていますが、特別支援学級は通級の利用しかできず、情緒の固定学級が必要

だと感じました。知的レベルが低くないのに、学習を落ち着いてできる場所が無いため、本人の持

っている力を伸ばせないままになってしまうと感じます。同じ障害を持つ他の保護者も同じ意見が

多かったのでぜひ考えていただきたいです。 

2 市立中学校の給食をお願いしたい。校庭に芝生スペースを作りはだしで過ごせるようにしてほしい。

学校の体育館に空調設備をつけていただきたい。 

3 教科書やサブテキストが多すぎて、荷物が重すぎると思います。フルカラーでなくてもいいし、Ａ

４判でなくてもいいと思います。もう少し荷物を軽量化するか、置きロッカーなどを作っても良い

のではないかと思います。 

4 中学校を完全給食にしてほしいです。 

5 両親ともフルタイムで働いています。できれば小６まで、安心して預けられる場所を早急に作って

ほしいです。学童は来年４年ですが、入れるかわかりません。フルタイムでどうしても帰って来ら

れないので、優先して学童に入れる仕組みを作ってほしいと思います。 

6 中学受験に対して武蔵野市や２３区内の様に積極的に考えてほしい。例、林間学校や修学旅行など

の泊まりを必要とする学校行事の開催日時。６月は困る。２月の受験後に設定してほしい。考慮さ

れていらっしゃる自治体も実際存在する。立川市もできるはず。引っ越しまでは考えていないが考

慮いただけない場合は考える必要があると思っております。 

7 給食の牛乳ですが、サイズが全学年同じと聞いています。１年生に６年生と同量の牛乳を飲めとい

うのは厳しいと思います。特に、担任の方から全て残さないよう言われるそうで、おなかも痛くな

るし、給食が苦痛になっているようです。何とかしてほしいです。 

8 障害者が差別されないのはあたり前のことですが、小学校では発達障害の子どもを大事にしすぎて、

他の子が暴力をふるわれる、さけぶ、授業中に音を出す、立って歩くと学級崩壊がおこり、担任が

倒れたりし、子どもの心があれました。普通の子どもが落ちついて、普通に子どもの心をおさえつ

ける必要がない権利を与えてほしいです。保育園でも小学校でも“あきらめるしかない”という空

気で子どもにきいたところ「とてもくやしいし、悲しいけど、あきらめるしかないんだよ…」とい

う言葉がでてきました。普通に勉学できる環境が欲しいです。また、学校公開だとその子はかくさ

れているので、抜きうちで現状をみてほしいです。たくさんありますが、本当に切実なのは上記で

す。 
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 自由意見 

9 通常のクラスに発達障害の子が入って一緒に過ごすのは視野の広がりやバリアフリーとして良い

が、席を立つ、歩きまわる、まじめにやっている子の邪魔をするようになると、クラス全体が勉強

に集中できなくなる。何人かならまだしも１／３以上などになる現状だと、他市との学力差も気に

なる。また、ＰＴＡや地域の出席しばりもきつすぎる。小Ｐ、青少健どちらも大切かもしれないが、

働いている母親にさらに夜の会合も出せたら、子どもはずっと一人や子ども同士で２２時などまで

過ごす。それで子どもが荒れてしまうのは本末転倒だと思う。 

10 特別支援教室の充実、就学相談を受け、支援学級の認定を受けたお子さんが普通学級に行ったとき

特別支援教室での学習を受けることができず困っている保護者の人と話をしました。希望する人は

特別支援教室を全員利用できるようになってほしいです。特別支援教室を利用している子どもへの

偏見が子どもや保護者が抱いているのを実感しました。支援教室を利用している子どもたちへの正

しい理解をしてもらうために小学１年生から児童、保護者を含め啓発をしてほしい。道徳の授業な

どで子どもたちに理解を促してもいいのではないかと思いました。 

11 ●●●小設立で保護者が危惧していた以上に学校が荒れてしまい、とても残念です。行政のルール

にしばられずに柔軟な対応を求めています。子育て世代にとって、最大の関心事は学校です。一刻

も早く先生を増員する、キラリの人数枠を増やす等の対処をお願いします。 

12 市の子育て支援はとても良いと思います。幼稚園までは特に心配もありませんでしたが、小学校は

違いました。ケガをしても連絡もなく、親が気がつき事情を聞く事もあり、顔に消えない傷が残っ

てしまいました。別の学校でもクラス崩壊、登校拒否児童の増加等良くない話ばかり。せっかく幼

い時に問題なく過ごせても学校で教師などから暴言などで傷つく子どもたちが本当に多いと思いま

す。学校で暴れる児童の親は学校に来ません。真面目にがんばっている子どもたちがヒドイ環境に

いる事は“良い市民”を育てるには支障が大きすぎると思います。 

13 中学校の給食をお願いします。母親の就労状況、子どもの健康、などを考えてください。アンケー

トにあったどの項目よりも今一番必要としています。 

14 市は発達支援に対する意識が薄いかなと思われます。学年の途中でつまずきがでてきたら病院や教

育相談にかかり、キラリや支援級もこれまで経験しましたが、手続きまで診断書や面談等で時間も

かかり、その間本人（子ども）の心がないがしろになった時期もあったので、支援が必要な時には

早急な対応をしてほしい。でも教育関係者にはとても感謝しています。また、特別支援級は立川で

は知的学級なので、そこもかなり敷居が高く感じるようです。「名称名」を「知的及び情緒支援級」

と改名した方が実用にかなった対応ではないかなと思います。また、学校がすべてを受け入れてく

れる親子さんの要求も無理なものもあり対応不能になる前に放課後デイの案内や教育相談につなげ

市独自の学習対応教室など、工夫した支援の場を建設していただけると幸いです。特に発達支援が

必要な子は９、１０歳の壁をのりきれるかを第一条件に自己肯定を大切にした教育をお願いしたい

です。 

15 子どもが給食が少ないと言うことがあるので金額をあげてもよいから多くしてあげてほしい。この

まま市の中学に行くことになると給食ではないので不安。注文できる弁当はおいしくないときくし、

たくさん食べる中学生になってからお弁当作りは大変だと思う。仕事もあるので朝は忙しいので早

く中学校給食をはじめていただきたい。 

16 教科書が多い、ランドセルが重い、学校に置いておくべき。水筒も重い、水をのめる程のきれいな

水（サーバーをおくべき）ロッカーなどがせまい。トイレや校舎がきたない。いじめがある。 

17 小学校の放課後事業については、保護者の負担が大きいので縮小してほしい。暗黙の了解でなかな

か退会できないＰＴＡで半ば強制的にかり出されるのも、ヒマな人ばかりじゃないのでやめてほし

い。 

18 中学校給食の早期実現を希望します。他市町村では出来ているのに、立川だけできてないのはどう

してですか？仕事をしている母親が増えている今、少しでも子どもとかかわる時間を。 

19 中学校を給食にしてほしいです。 
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 自由意見 

20 一小に通学していますが、建物が新しくなり、転入や越境の子が増え、クラス人数も多くなり、先

生の目が届いていない事もあり、トラブルが多いです。また、学童保育も６年生まで利用可能と聞

いていたが、人気すぎ（定員が少なすぎ）て、一般的なフルタイムでも２年までしか利用できませ

んでした。１年生優先とのことですが、短いパートタイマーの方でも入れており、長く預かってほ

しいフルタイムの中学年が利用できないのはおかしいと思います。どうせ入れないから、学年が上

がれば願書を出さなくなり、待機人数が減ることにはつながっていますが、本当に必要なのに入れ

ない悩みなのを分かってくれているのでしょうか？サマー学童も高学年は入れません。冬休みや春

休みもあります。祖父母も遠くて頼れない家族はどうしろと？と思ってしまいます…。 

21 小学生の子どもが（低学年～中学年）安心して遊べるのは校庭だと思います。お友達と遊ぶために

声を掛ける、約束をする、外で遊ぶ。これらは遊びを通じて社会を学ぶうえでとても大切なことだ

と思っています。大人の目がなくても、子どもたちが伸び伸びと放課後校庭で遊べるよう校庭開放

を進めてはいかがでしょうか。防犯やケガなどの課題もあるでしょうが、もし立川市が積極的に行

えれば、これは子育てのＰＲに出来ると思います。 

22 一昨年ＰＴＡ活動に参加し、積極的に活動する親と子どもに時間的にも経済的にも厳しく参加でき

ない親を両極端に見てきました。全ての親が平均的に協調できる環境をつくるのが行政の使命では

ないでしょうか、期待してます。 

23 通っている小学校は放課後に一度家に帰ってからでないと校庭では遊べない事になっています。通

学時間は２０～３０分かかり、近所にも広い公園がないので、放課後そのまま校庭で遊んで帰って

来られる様になるとありがたいです。 

24 学校給食について、真剣に考えてほしい→小学校の単独調理校の重要性（食育）、中学校給食の実施。

子どもの安全な居場所の確保→学童保育の充実放課後教室の地域差の解消。一度離職した人が再度

仕事を始めることが可能な環境整備→現在の制度は育休、産休の人をターゲットにしているように

見受けられる。子どもが自由に遊べる広場、公園の設置→ボール遊びなど可能な場所の提供。学校

の老朽化改善→雨もりくらいは早く対応してほしい。学校も大切なインフラなので建て替えも視野

に入れて考えてほしい。（「暑くて寒い」と聞きます。）今の財政状況で「何ができて、何を工夫すべ

きか」を考え、子どもたちが安心して生活し、学習できる環境を整えてほしい。 

25 行動に問題がある児童に対して、担任と特別学級の先生とのコミュニケーションが全く取れていな

い。その児童の放課後等、学校外の行動について全く把握しようとしていないのは、特別学級を設

置する意味がないと思います。学校内のみを把握していれば良いというのは、その児童、周囲の児

童に対して、あまりにも無責任すぎると思います。保護者との面談も“義務”だからしているとし

か思えません。大切なことを伝えられていない気がします。（保護者に）できればそういう児童に対

しての接し方を周囲の児童や他の保護者に対して教えていただけるとありがたいです。 

26 中学校の給食の早期実現を希望します。食べる量も多くなり、お弁当だと栄養もかたよりがちにな

り、成長期には栄養士さんの献立でバランスの良い食事が食べられ、何より、中学校では教科書の

量も増え、お弁当もプラスで持って行くと荷物が増えると思います。数年前に給食センターを新し

くしたのにもかかわらず、中学生の人数にも対応できる規模の施設を造らなかったのかとても不思

議です。 

27 すべての子どもの成長発達に欠かせない「給食」が、西砂地域（現住所）では中学校から業者の「ラ

ンチＢＯＸ」かお弁当を持ってくるかどちらかになるとの事で「ランチＢＯＸ」は冷たくておいし

くないとの事で利用率が４０％台と伺っています。共働きの世帯が増えているのに、毎日お弁当を

作るのは親にとっても大変な負担ですし、冷凍食品の多用は栄養の面でも気になる所です。ぜひと

も市内の全小中学校における「給食」の充実をお願いしたく思っています。 

28 立川第四小学校の自校式給食の存続を求めます。両親が共働きの家庭の多くは夏休みに子どもを安

心して預けられる場所があるとうれしいと思います。 

29 小１になった時に、保育園では７時からあいていたのに、私が家をでる時間よりも学校の登校がそ

れよりもおそく、かぎをもたせ、かぎをじぶんでしめて家からでる状況に突然なり、大変困りまし

た。そのため保育園の時の友達と待ち合わせをさせ、一緒に外で２人でまたせ時間になったら２人

で学校に行ってもらうということをしていました。学校をはやくあけてもらえたり、学童をあけて

もらえるなどできればと思っていました。 
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 自由意見 

30 担任の言動により不登校の子が増えています。わが子もその１人です。担任は謝罪はするものの全

く変わらず毎年保護者からの苦情は絶えず。楽しいはずの学校が勉強も苦痛になっているようです。

学校は担任は１人１人の子どもと心から向き合う人ではなく、自己満足の教育をしているだけ。頭

が良ければ教員になれるのか。教員採用試験に人格、適性検査の導入希望。特に人格を見抜けるす

べは何かありませんか。先生のたった一言で子どもの運命が大きく変わることだってある事をしっ

かり理解して教壇に立っていただきたい。 

31 子どもが四小に通ってます。自校式給食がとてもおいしく、これからもずっとこの体制を続けてほ

しいと思ってます。センター式もいいと思いますが、自校で作っている人の姿を見たり、栄養士さ

んに直接話を聞く事で苦手な物を頑張って食べる事ができたりします。どうか、今の体制を残して

いけるようにお願いします。 

32 凸凹的発達の子への支援がとぎれる、一貫してない、質が低い、質の高い支援を提供できる支援者

が少ない、支援への取組みが後手であると感じます。子どもに関する施策は前だおしにするのでも

良いと思います。せっかく幼児期に良い支援を受けられても小学校入学でとぎれてしまったり、適

切な支援を受けられず、子どもの状況、状態が悪化してしまったと聞くことが多いです。また、学

年が上がるたびに情報共有がされていないため、いちから担当の先生へ説明しなければならなかっ

たり、担当の先生の認識不足、知識不足、経験不足により、子どもの状態が悪化したという話も聞

きます。病院、子育て支援センター、学校の先生、放課後等ディサービスといった各分野と支援方

法等が共有できていないように感じています。先進的な施策をされている区を参考に、多摩地区の

先進的支援を行う市となってほしいです。 

33 小学校の学区を行政の都合でコロコロと変えないでほしいと思います。児童にとって地域の子ども

たちとの交流の機会が制限されてしまい、成人するまでもその後も機会は得られません。これは将

来の地域社会にとっても損失です。地域の人たちにとっても所属意識を薄れさせます。小学校の特

別教室や体育館にエアコンを導入してください。子どもたちの豊かな学びや健やかな発育に欠かせ

ない施設にエアコンは不可欠です。体育館を使った全校行事で暑さのために体調不良者が出ている

のはひどすぎます。中学校にも給食を導入してください。成長期の子どもに食事の機会を確実に提

供するのは行政の責任だと考えます。 

34 同じ立川市の小学校でも、学力差があるのはなぜ？教科書も学習時間も同じなのに差があります。

他市と比べても学力面が劣っているのはなぜでしょうか？上砂町学校区内での、ハンマー男、露出

魔等々情報共有が全く出来ていない。防犯対策が弱くないですか。メール配信登録をしていてもた

まに来る不審者メールは２～３日たった物。学校からのメール内容担任から子どもたちへの連絡も

クラスによって差があり子どもにもしっかり伝達されていない。メール登録の意味はあるのか？し

っかり活用できているのでしょうか？ 

35 姉が４年生になった時学童に入れず、怖がりで一人で留守番出来なかった為、４月１日からは春休

みで１日留守番させなくてはならず、弟は２年生で学童に入れたのにもかかわらず、休ませて２人

で留守番させたり、仕事中にも気になって仕方ありませんでした。春休み、夏休み、冬休みは小学

校で一時預かりをしていただけると本当に助かると思います。思わぬ事故防止になると思います。 

36 学校での道徳やモラルの向上、育てる、教え方を考えていただきたい。全体的に荒れている子が多

いように思う。（普通級で）通学路に放置自転車があったりあぶない●●●●●気軽に発達支援を受

けられるよう連携がとれると不登校がへるのでは？学校も落ち着くと思います。専門の知識が必要

だし、勉強会をひらいていってほしい。障害児者の理解と交流級のお子さんたちとの関わり、トラ

ブルがあるなら解消できるよう支援があればと思います。 

37 ●●小と●●小の合併については、子どもたちにとってのデメリットばかり多すぎて、一体誰のた

めの合併なのか、誰にとってメリットがあるのか全く理解できない。結果としてまともな卒業アル

バムさえもらえなくなった子どもたちの“ガッカリ”は大きく、思い出としても残せなくなった。

あまりにもかわいそうだ。給食センターの食事も子どもには評判が悪く、おいしくないと言う。な

ぜ時代に逆らってセンター方式にしたのか疑問。 

38 希望です。中学校の昼食の給食化をお願い致します。私は中学校も給食だったので、普通そうだと

思っていて、立川市が違うと知ってショックでした。数年前、食中毒が発生して１カ月ほどお弁当

になった時はしんどかったです。その後給食が再開してありがたく感じました。高校でお弁当にな

るのは仕方ないと思いますが、中学校は…。給食化をぜひ！ 
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39 算数少人数について：必要性が分かりません。レベル分けでもなく４０人が３０人になっただけ？

単元ごとにクラスが変わり落ちつかない。いつもの授業と違うメンバー、席順で落ち着かない。落

ち着かない中での勉強であれば、レベル分けにして本人にどのレベルで勉強したいか？を選ばせる

のがよい。でなければ通常クラスで通常に授業し、必要のある子に個別で「とり出し算数」で指導

をする方が効果が確実にあります。 

２年学級制：１年でクラス編成を変える場合とどう違うか？メリット、デメリットがあると思いま

す。検討したうえで１年ごとになっているのだとは思いますが、２年ごとの方が落ち着きがでるよ

うな気がします。情緒支援級（個別支援級）の設置、現在知的に問題はないが集団に適応できない、

または集団の授業についていけないお子さんの通える学校がなく学校に行きたい気持ちを持ちなが

らも行く場所のない子がいます。早急に情緒級（個別級）を設置し、普通学級でつらい思いをして

いる子を救ってください。なお、情緒級は程度別タイプ別に分けないと勉強の進度のよい少人数ク

ラスとのイメージから殺到し、必要な児童が参加できない可能性や静かな環境で勉強したい児童が

おしゃべりやちょっかいの隣の席になると参加できなくなるなど。ただ設置したからで終わらず、

子ども側にたった視点で設置してください。また普通級との交流を活発にし、６年生で普通級に戻

れるような目標のクラスもあると中学への見通しもあり良いと思います。結果中学での不登校や特

別学級の利用も減るので小学校のうちの個別支援級設置は確実に立川の未来を明るくします。 

公立学校の見直し：今までのさまざまな慣習を見直す時が来ているのでは？学校は勉強だけを教え

るのではないと言いながら私たちの子ども時代より小テスト、単元テスト、テストが多いです。そ

して常に「評価」されます。のびのび過ごすことはできません。朝登校した後、朝会や読書ではな

く集中力を高めるような遊び時間をとりいれてもいいと思います。また学校の先生の負担が大きく、

それが子どもたちに直結しないか心配です。補助の先生を増やしていただくと、児童の心を指導す

る時間も出来、自己肯定感を増えると思います。幼稚園保育園で楽しく過ごした子どもたちも小学

校でどんどん自己肯定感をなくし自分はダメだからもっと悪くなろうと悪循環に陥ります。自己肯

定感を学校全体、家庭全体であげることができるように立川市の子育てプランが子どもたちを幸せ

に導くことを願います。 

40 学童が地域によって充実度（入れる率）に差がある。また学童に入らずとも給食のない日や早帰り

の時に放課後教室があれば、それでカバーできる家庭がたくさんあります。学校以外の学場、上記

のような学級を設置しても適応できない子は必ずでてきます。フリースクールの実態を調べ、必要

であれば公的援助をＮＰＯ（フリースクール）にしてもらいたいです。また、立川市の大空学級に

は通信学級システムの「すらら」などの導入をするとより良いと思います。ホームエデュケーショ

ンをしている家庭にも公的な支援があるといいです。社会との接点がなくなるので遊んでくれるお

兄さん、お姉さんの派遣とか…カウンセラーの派遣とか、それが大空学級とつながると家から一歩

出ることができるかもしれません。 

41 荒れている中学があるというのを耳にし、今この時代で何でそんな事になるのか理解ができない。

放置しているのかかくしているのか対策を考えているのかは分からないが、今すぐにでも手を打っ

て、小学校から転校が始まっている現状を打破してほしい。 

42 ＜小学校に関しまして＞現在立川市には知的支援級はありますが、情緒支援の固定クラスはありま

せん。知的に問題がなく、発達に凸凹のある子どもたちはキラリを利用していますが、平均週１、

１～２時間のレッスンです。通常クラスで過ごす時間で困っている子どもたちは多い様です。担任

の先生１人では大変かと思いますので、子どもたちが安心して過ごせる様、全クラス２人対制など、

先生の補充が出来れば良いと思います。先生方も発達に特性がある子どもたちにより良い指導がで

きる様、勉強会などで理解していただければと思います。分離教育の心配もありますが、情緒支援

個定クラスが立川市にも出来れば良いなと思います。 

43 情緒障害の子どもたちにももっと目を向けてほしい。キラリでは足らないと思います。二小のあけ

ぼの学級はとても良かったです。２年生から６年生の間でとても成長することができました。（娘も

私も）せめて一人週に一日通級日があったら良いのにと思います。いろいろな事情はありますが、

障害のある子は親がしっかり関わりをもつことが大事だと実感しています。どうしたら両親が子ど

もと関われるのかケースバイケースの対応ができる所があると良いのですが。 
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44 学校の設備に関しては、だいぶ整えられているのではないかと思います。ですが、実際に学ぶ場、

育つ場としてはまだまだ改善点があるのだと思われます。こちらの調査書にあてられた子どもの生

活を見ていると、学校で言われた事で傷ついて積極的になれずにいるようです。先生方はご尽力く

ださっていると思いますが、子ども同士の社会で奇妙なヒラエルキーが構築されていき、言いたい

ことを言えばつまはじきにされる等の多様性とは対極になるような空気になっていることを強く感

じます。市で対応できる範疇を超えているとは思いますが、こちらを何とかしないと子育ちが難し

くなるように思えてなりません。 

45 小学校の学区について不満があります。自宅の学区は１０小なのだが近所のお友達はみんな柏小に

行っていて安全面も考えて柏小がいいと訴えたが人数の受け入れが難しいといって受け入れてもら

えず１０小に入学しました。五日市街道、平成新道と大きな通りをわたり毎日通学しています。五

日市街道はシルバーさんもおらずあぶないと思います。安全面で今も不安です。今年度は柏小の受

け入れがＯＫになっている事。年度によって受け入れがＯＫになったりダメになったりするのはど

うかと思う。下の子は来年入学予定ですが近所のお友達は柏小へ入学する事に。我が家は上の子が

いる為に１０小に入学予定です。近所なのに学校がバラバラなんて、これっておかしくないです

か？？ 

46 長期休暇開けの給食の始まる日が昭島市に比べて遅いと思います。振替休日が日野市に比べて立川

市は多いと思います。夏休み中に立川市の他の小学校では自由参加型で午前中のみ勉強を教えてく

れる取り組みを行っているそうです。ぜひ西砂小学校でも実施していただきたいです。昭島市では

放課後子ども教室を毎日実施しているそうで、子どもも喜びますし学童に入れなかった時期など大

変助かったと聞いております。短時間就労の方、学童の様に毎日ではないが時々利用したい。など

といった方にはありがたいサービスだと思います。我が家も近くに助けてもらえる親戚が居ないの

で、ファミリーサポートを利用する以外に選択肢がない状況です。ファミリーサポートですと事前

に予約をしてみていただく方を探せれば頂ける事が可能ですが、みつからない場合や急用などには

対応していただけないのが現状です。毎日実施していただけると大変助かります。ご検討の程よろ

しくお願い申し上げます。 

47 ●小の学力が気になります。先生の対応にも申し訳ないが不満です。何か意見するとモンスターと

思われるのでだまっていたいのですが。授業の進行具合、子どもの話を聞くと信用できるところが

少なく、また先生によって子どもへの対応に差があるのも不安です。●小と●小に子どもが多く行

ってるので●小も増やしてほしいです。 

 

（３）中学生・高校生世代の保護者 

 自由意見 

1 中学生の職業体験はとても大事だと思いますが、あまりチャンスがありません。小学生向けの[キッ

ズドリームチャレンジ］はとても良いのですが、中学生向けの同じ様なプログラムは市で考えてく

れたら、ありがたいです。今の中学生は将来自分が何をするか不安に思うのは少なくない、毎年少

なくとも２回以上違う職業に参加できたら、きっと自分の好きな仕事や夢を見つけると思います。

考えていただけたら、うれしいです。ありがとうございます。 

2 低所得層にはギリギリ入らない世帯は、教育費の負担が重い。本当は塾に通わず、学校がしっかり

勉強の面倒を見てくれるといいと思う。担任や現役教師ではなく、退職した先生が放課後勉強を見

てくれるような場所が、学校にあれば…中高生が体を動かして遊べる場所がほしい。（西砂町から近

い、昭島市のエコパークのような、ボールも使える場所は多くの子が行っている）。 

3 子どもの学校のクラスが学級崩壊した際、見守りに入り、先生方と関わった際、今一歩問題の家庭

に踏み込めずもどかしい思いをされていました。プライバシーの問題もありますが、家庭内の状況

が良くない家庭のお子さんが多いです。学校の先生方の声を聞く機会を増やすなど、情報を共有し

ていただき、子どもの為に動いてほしいです。 

4 義務教育で地域格差を感じます。一小、一中に多くお金や機会が与えられてます。立川市は子ども

の教育に力を入れてない。教育の水準を上げることを考えてほしいです。 

5 中学校のランチカード制度を廃止してほしい。クオリティーが低すぎる。（子ども２人共利用してい

ません。まずいからという理由です。）給食センター調理の完全給食に切り替えてください。 
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 自由意見 

6 娘に、正しい「性」についての教育をしたいが、なかなか、親子だと話しにくいことがあるので、

学校や地域で、正確な性教育をしっかりとてもらえるようにしてほしい。学校でも保健体育の授業

は、あるようだが、感染症のこと等、自分の身を守れるように教育する場や、講座があったらいい

なと思います。 

7 公立中に、給食がほしい。私は、熊本育ちで、中学給食あったので、中学で給食がない、という、

正直、信じられませんでした！！食育、大切です。学校で朝食もあるところもあるくらいなので。 

8 下の子が小学校で２年間いじめにあいました。何度も話し合いを重ねましたが、何の対策もとって

くれませんでした。１クラス３０人を一刻も早く実現し、スクールカウンセラーの常置も。立川市

が教育にかける費用、少ないと思います。放課後子ども教室にしても各自治会に丸投げ。こんなや

り方は都内で立川市だけです。ぜひ市でコーディネーターを立て責任持って運営してください。 

9 スクールカウンセラーが、今は週一なので、週二くらい来てほしいです。 

10 小中高校において、特別支援学級の連携を図ってもらいたい。 

11 校庭の芝生化を全校でしてほしいです。地方から出てきて、初めて芝生ではないグラウンドを見て、

砂煙の中遊ぶ子どもたちを見て衝撃を受けました。芝生の上をハダシでかけまわってほしいです。

なかなか進まない中学校給食を早急にお願いしたいです。 

12 私立中学に在学していますが、公立中学だと地域の農家へのお手伝いなど地域活動への参加があり

ますが、私立国公立に行った子どもたちにはありません。市に納税していますし、公立中学以外の

子どもにも参加させてほしいです。公立中学校で配布されるお知らせや手紙で私立国公立の子ども

が参加できるものがあれば配布してほしいです。私立中へ進学したことにより、市からの子どもに

関する情報や施策を感じる機会が減ってしまった気がします。小学校のイメージを引きずったまま

地元の中学に進み悩んでいる子も多いのではないでしょうか。 

13 中学校でのお弁当システムを早く見直して給食にしてほしい。毎日（部活もあるので土日も）お弁

当を作る時間分、労力がへれば子どもと朝むきあえる時間がとれる。片道３０分かかる通学、１０

ｋｇ近い荷物を成長期の子どもが背負うのは大変。かばんも重さにたえられず、すぐにこわれてし

まう。早く置き勉をみとめてほしい。 

14 中学校の給食実施をお願いしたいです。中１の娘は小学校の時給食は温かくてとてもおいしかった

と時々言っています。毎日お弁当を作っていますが、働く私にとっては毎朝時間との戦いなので苦

痛です。 

15 もっと市の学校、部活にお金をかけてほしい。息子の中学校には野球ネットがなく、ボールが飛ん

できて、ケガをした事があります。ネットがあれば守れたかもしれません。学校は教育委員会へ申

し出をしているようですが、いまだにもらえないと言っていました。すぐに対応をしていただきた

い、すぐに対応できる市になってもらいたいと願います。 

16 現在中学生ですが市内での中学校の差（いじめ、環境、先生、学力の基準など）に不満です…同じ

ような成績でも中学校によって内申がちがうようです。 

17 中学校も完全給食にしてほしい。 

18 学校への持ち物、教科書、ノート、ファイル、部活動に必要なもの、弁当等、毎日リュックのヒモ

がちぎれてしまう程、重い荷物をかついで登校しています。「置き勉」はダメだと学校での決まりは

分かります。自宅での勉強も必要ですから。今の時代、タブレットなどありますからタブレット一

つに教科書を入れることもできます。もちろん費用がかかるのも分かりますが、現在の子どもたち

（小学生も含めて）の毎日の荷物の重さをどうにかしてほしいです。不審者などあっても重い荷物

を持っていればにげることもできませんし、なにより、体に負担がかかりすぎです。 

19 少子高齢化のため、学校（特に中学校）において子どもの人数が少なく２クラスしかないのは困る。

統廃合するのは難しい事と思いますが早く着手して充実した学校生活を送れる様に願います。 

20 中学校の給食制度にしてほしい。 

21 一小の建て替え後に思ったことです。学童の人数枠が変わらなかったことに疑問を持ちました。２

クラス／学年→３クラス／学年になることによって、学童を希望する家庭が増加することが見込ま

れるのに変わらなかったのはなぜでしょうか？一小の校庭だったところに学習館を併設し、利用者

から“子どもの声がうるさい”からと学校の体育館利用時に子どもが音の大きさ等に配慮しなけれ

ばならないというのは本末転倒ではないでしょうか？先を見据えた上で計画を立て遂行していただ

きたいと考えます。 



37 

 

 自由意見 

22 子どもは小さい時、（小学校低学年頃）学校で、友達とけんかをして、顔にひっかき傷をつくって帰

って来た事がありました。でも、その日のうちに学校の担任からＴＥＬがあり、けんかの原因とわ

だかまりを解決してちゃんと子どもをなっとくさせて、家に帰してくれました。親が安心して学校

にあずけられて、きちんと情報を伝えてくれた事が、すごくありがたかったです。心のコミュニケ

ーションが、子どもはもちろん、親もすごく大事だと思います。 

23 今はどうなんでしょう。発達障害の子たちが通えるクラスが中学校では各学校に設けられているの

でしょうか。同じ学校で通うことができたら、ハードルも低く、本人の負担も少なく通える気がし

ます。 

24 中学生の部活動の支援をしてもらいたい。コーチを充実させて種類を増やしてもらいたい。中学生

にとって運動は大変大事だと思います。ＳＮＳにより事件にまきこまれることがあったり、いじめ

の原因となることがある。ＳＮＳの利用講習会を実施してもらいたい。学校教育の範ちゅうではな

いかもしれないが、現実に問題になっていることには対応してもらいたい。立川の子育て支援は進

んでいると思います。これからも時代に合わせた子育て支援に取り組んでください。 

25 立川市立の公立中学、小学校だけではなく、市内の高校生、市内にある高校の全国大会出場なども

広く伝えてほしい。また市としても援助してほしい。中学校の教員に対して、障害者差別解消法に

ついて研修を行ってほしい。適切な配慮がなされていない。中学校の時のことだけではなく、その

子どもの一生につながる教育とは何かを考えて、支援をしてほしい。いわゆる「お利口さん」だけ

を大切にするようなことはしないでほしい。 

26 娘はアレルギーがあり、幼稚園は毎日、お弁当でした。小学校では、今まで娘のような重いアレル

ギーの子がいなかったとの事で最初は面倒だと担任からは言われましたが、校長先生、栄養士の方々

の協力でいろいろと対応してくれました。今は娘の時よりもアレルギーの子どもが多いかと思いま

す。お友達と同じようなメニューが食べられる事は、子どもはもちろん親も本当にうれしかったで

す。大変でしょうが、アレルギーの子どもの為にも給食よろしくお願いします。（娘は給食が大好き

でした）自分の地区は上にあがるとなかなか学童に入れません。２、３年生の頃は１人で留守番は

心配で仕事を辞めました。せめて夏休みは学童に希望している２、３年生は入れたら安心して働け

るのに…と思います。 

27 立川市では、全ての小学校に通級を設置していますが、普通のクラスでの支援が不十分ではないで

しょうか。子どもが長い時間過ごすクラスでの支援が必要です。適切な支援員の配置がなければ、

担任の負担も、当事者の子どもの負担も大きすぎます。知的の支援学級とは別に情緒の支援学級を

作って、交流級をうまく活用する（もちろん、十分な支援員の配置が必須）ことが、ベストと考え

ます。それが難しいのであれば、適切な支援員の配置をお願いしたいです。また、支援員、教員の

発達障害の正しい理解と適切な対応を望みます。子どもだけでなく、保護者に対しても、発達障害、

知的障害、ダウン症など、さまざまな障害のことの啓発をお願いします。子どもの頃から正しく理

解することが、社会全体の理解につながると思います。 

28 市内中学校での給食実施。（小学校の頃の方がおいしかったです）小学校高学年よりほぼ毎日６時間

授業にするのではなく、隔週でも土曜日学校にしてみては？高学年、特に６年生に関しては何もか

も大変で、夕方は疲れすぎて宿題がおろそかかになり次の日居残りになる事もしばしばあります。

また疲れて帰宅して毎日同じ繰り返し…今の子どもたちは忙しく過ごしており、放課後遊ぶ時間（チ

ャイム帰宅のため）は全くないです。もう少し子どもらしく過ごさせてあげてほしいです。わが子

の小学校時代によく思っておりました。 

29 小学校での発達のおそい子などの支援級をもっと充実させてほしいと思います。休日も子どもが学

習できる場所をつくってほしい。（学習館など…） 

30 中学校に給食制度を設けてほしいです。 

31 中等教育学校のように、公立の市内の中学校も完全給食をめざしてほしいと思います。 
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（４）小学 5 年生子ども本人 

 自由意見 

1 学校でテニスやバトミントンがあればいいなと思う（授業）。 

2 学校のトイレの所にドアを付けてください。男子がしているところがたまに見えてしまいます。 

3 学校での指導方法、行事、義務教育のあり方にもっと子どもの意見を取り入れてほしいです。それ

ともう一つ、不登校の子ども学校に行っている人と同じ様に教育がうけられる。市に気がねなく、

書面などでなやみを相談できるシステムを作るなどといったことを行う。または他の子とちがった

考え、感性を持った子どもでも、その子に合った教育指導など、そういった個人を尊重する取組み

をしてくださるととてもありがたいです。こんな変な文を読むのも大変だとは思いますが、がんば

ってください。 

4 学校の安全 防災とびらが１、４、６年生側にしかなく、防災とびらを使用する避難訓練でも２、

３、５年生は使用できなかった。もし１、４、６年生側にいたときに火災がおこったり、２、３、

５年生側で火事（おきないと思うけど）がおきたとき、正しい判断をできるかどうかが不安です。 

5 学校をもう少しきれいにしてほしい。通学路をもっと安全に。 

 

（５）中学 2 年生・高校 2 年生世代子ども本人 

 自由意見 

1 市立中学校で生徒の自由や権利の尊重が減り、教員の干渉が多くなっている。 

2 学校にスマホを持ってきてはいけない意味がよくわかりません。授業のじゃまになるのであれば、

授業中に使わせなければいいと思います。いじめ問題につながると考えているのなら、学校にスマ

ホを持ってきていなくてもどうせスマホをもっていることにはかわりないので、イジメが増えると

かそんなことないと思います。スマホもってきた方が調べものは楽になるし、友だちとのコミュニ

ケーションも増えていいことばかりですよ。あとお菓子も。 

3 学校の部活動の講師で暴言を言う先生がいる。先生はお気に入りの生徒がいる。 

4 吹奏楽の練習をしていると苦情がくるので、吹奏楽部の練習棟をつくってほしい。 

5 学校から出る課題を減らしてほしい。 

6 給食をおいしくしてほしい。 

7 正直、給食がおいしくないのでなんとかしてください。 

8 学校のトイレをキレイにしてほしい。（立川一中）北校舎にクーラーをつけてほしい。学校の棚、机、

イスをきれいにしてほしい。スポーツ広場をつくってほしい。 

9 トイレをキレイにしてほしい。（立川一中のトイレ）北校舎のクーラーをつけてください！！（立川

一中）立川一中のトイレがいつまでたってもキレイにならない。はやくしてほしい！！ 

10 中学校（立川第一中学校）のトイレ、水道を変えてほしい。北校舎にはあまりクーラーがないから

つけてほしい。立川のどこかにコストコを作ってほしい。 

11 トイレの改修工事 ＵＳＪを作る。 

12 一中の体育館が寒すぎるので暖房を付けてほしい 一中のトイレをキレイにしてほしい。 

13 一中のトイレを新しくしてください。 

14 一中のトイレを変えてほしい 北校舎にクーラーをつけてほしい 体育館にもクーラーをつけてほ

しい 置き勉強ありにしてほしい。 

15 立川市立川第一中学校のトイレをすべてきれいにするのと、北校舎にクーラーをつけてほしいです。 

16 立川一中のトイレと北校舎のクーラーを取り付けてほしいです。あとは学校が全体的にきたなすぎ

ると思います。（床、カベ等）そこまで重要じゃない事でたくさんお金を使うより、学校の施設など、

有意義なことに立川市のお金をまわした方がいいと思います。 

17 立川一中のトイレと北校舎のクーラーをとり入れてほしいです。トイレはきたないから。クーラー

なくて大変だから。 

18 中学のトイレをきれいにしてほしいのと北校舎にクーラーをつけてほしい。 
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 自由意見 

19 立川一中のトイレをきれいにしてほしい。あと立川一中の北校舎にクーラーをつけてほしい。あと

立川一中の体育館にクーラーをつけてほしい。立川一中をリフォームしてほしい。立川一中のプー

ルの更衣室をかえてほしい。立川一中のプールを室内プールにしてほしい。立川一中にタブレット

ではなくパソコンを置いてほしい。 

20 学校のトイレをきれいにしてもらいたい。学校の北校舎にクーラーをつけてもらいたい。ショッピ

ングモールを増やしてほしい。 

21 一中のトイレをきれいにしてほしいです。北校舎にもクーラーをつけてほしいです。学校の雨もり

を直してほしいです。できれば、学校自体をきれいにしてほしいです。 

22 登校時間がはやい。授業中眠い。 

23 一中のトイレをきれいにしてください一中の北校舎にクーラーをつけてください運動道具を新しく

してください（例えば…ボール、ハードルなどいろいろ）。 

24 学校のトイレをきれいにしてほしいです。教材をへらしてほしいです。学校の北校舎にクーラーを

つけてほしいです。学校のてんじょうをなおしてほしいです。 

25 立川市立立川第一中学校の全てのトイレをきれいにして、全ての教室にクーラーをつけてほしい。

あと、学校にもっとものの入るカギ付きのロッカーがほしい。 

26 学校（一中のトイレ）をキレイにしてほしい。（汚すぎだから） 

27 一中のトイレをきれいにしてください！北校舎にエアコンをつけてください！体育館の更衣室をき

れいにしてください！立川第一中学校 コストコを作ってほしい！ 

28 一中のトイレをきれいにしてほしいです。一中の北校舎にクーラーをつけてほしいです。 

29 学校のトイレをきれいにしてほしい。北校舎にクーラーをつけてほしい。 

30 立川第一中学校の北校舎にクーラーをつけるのと、トイレをきれいにしてください。 

31 一中のトイレをキレイにしてください。北校舎にエアコンをつけてください。体育館の更衣室を広

くキレイにしてください。自転車通学をＯＫにしてください。） 

32 学校のトイレをきれいにしてください。学校の教室にクーラーをつけてください。学校全体を改装

してください。 

33 立川一中のトイレをきれいにしてほしい。また、北校舎のクーラーもつけてほしい。 

34 一中にクーラーをつけてほしい。宿題はいらん。駅に駐車、駐輪場を増やしてほしい。 

35 学校のトイレ（一中）キレイに！テレビとかで政治のことで、バカみたいに小さいことで争ってい

ることを止めてほしい消費税を下げてほしい。北校舎のクーラー（一中）人間のみにくい争いを止

めてほしい。 

36 学校のトイレをきれいにしてもらいたい 北校舎にクーラーをつけてほしい 吹奏楽部に新しい楽

器がほしい。 

37 立川市立第一中学校のトイレをきれいにしてください。とてもくさくてきたなくてつかいたくあり

ません。あと北校舎にもクーラーをつけてほしいです。夏のときにあつくてしにそうです。子ども

たちがすごしやすいかんきょうをつくってほしいです。コストコもつくってほしいです。そしたら

立川市はもっといい市になると思います。立川市以外の人もくる人気の市になると思います。以上

です。 

38 学校（高校）におかしの自動販売機がほしいです。 

39 部活の休みを増してほしい。セーラー服を増してほしい。教科書が重たい。 

40 学校の給食の時間が毎回１０分程度なので、もっと時間をのばしてほしい。 
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（６）ひとり親（18 歳未満の子どもを扶養する配偶者のいない父または母）家庭の保護者 

 自由意見 

1 障害を持つ子だけでなく、ボーダーラインのお子さんが、現在通常級で、周囲の保護者からひどい

差別を受けてます。子どもも対応しきれていない様です。まだ入学したばかりの小学１年生のお子

さんが、大人からいじめを受けると言う異常事態を立川市は放置したままです。市が子どもの人権

を侵害していることに早く気付いて早期の解決を願います。無理やり、２つの小学校を統合するだ

けして、市は見て見ぬふりをし続けています。先生方も限界を超えて対応しているのを、助けてく

ださい。このまま放置し続ければ、大惨事を招いてしまうかもしれません。調査と言う事だけで、

何も変わらなければ、この用紙も資源の無駄使いです。 

2 不登校の子どもたちが増え、現代生きづらい世の中になっていると思う。そういう子どもが、もっ

と学校等通学がしやすくなるよう学費の負担を減らしてほしい。いろいろなケースの子どもたちへ

の新たな一歩をふみ出せるよう市報などでも一般的な学校以外でも情報が得られるようにしていた

だきたいと思います。例えば、１０人いれば１０人の考え方や物の見方があるように、いろいろな

方法で進学の道がみつかるよう情報を調べ教えていただきたいと思います。 
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５ 健康・医療について 

（１）就学前児童の保護者 

 自由意見 

1 24 時間救急がほしいです。立川は病院がたくさんあるのに、府中の救急病院に行けと言われます。

子どもに何かあった時にここに行けば大丈夫と思える所があると安心します。何カ所にも電話して

府中まで行くのは大変です。この話は何人もの人が言っています。よろしくお願いします。 

2 以前住んでいた市では離乳食講座が段階ごとに細かく設定されており、試食もあってとても助かっ

た。立川でもやればよいのにと思う。一方歯科検診はこまめに公費でフッ素塗布できたりするので

とても良いと思う。住んでいる保育園でもやっていたら良いのにと思うことがある。 

3 子どもの健診を健康会館だけではなく、いろいろな所でできるようにしてほしい。 

4 健康会館での相談やフッ素をぬってもらったりといろいろと利用させてもらってます。ありがとう

ございます。 

5 乳幼児健診や歯科健診を行ってくれるのはありがたいですが、日にちや時間の指定がもっと幅広く

もうけられるべきだといつも感じています。 

6 東大和市から転居してきました。公費で行える予防接種が、立川市の指定医療機関でしか受けられ

ないため、かかりつけ医院で接種できず、予防接種のためだけに、新しくクリニックを受診しなけ

ればなりませんでした。近隣市のクリニックも、指定医療機関に加えていただけると助かります。

ほんの１ｋｍほど住所が変わっただけで、いろいろと違うことが多くて不便です。 

7 ロタウイルスワクチンを定期接種化してほしい。風しんワクチンについて、女性妊婦の同居者は無

料で受けられることは知っていますが該当しない人（特に男性）も受けられるようにしてほしい。 

8 健康会館での健診は西砂の人は遠いし、駐車場は停めにくいし、車がない友人は駅からも遠く子連

れでは行くのが大変だと言っていました。建物も古いですし、交通の面でも便利な所に子育て関連

の施設を造ったりしていただけるとうれしいなと思います。また、健診時間も長く、子どもが複数

人いると、とても大変なので、もう少しスムーズに終わるような対策があるとありがたいです。／

他の市では出産すると選べるカタログギフトをもらえる所もあると聞きました。そのようなサービ

ス等があるのとないのでは、これからどこで家を買い、子育てをしようかと考え中の人にとっても

１つの決めるポイントとなると思います。正直、子育てをしている家庭に住みやすい市かと言われ

るとそのようには感じないので、これから市民の意見を参考に良い環境づくりをしていただけるこ

とを期待しております。 

9 西砂町に住んでいると近くに小児科が少ないと感じる。 

10 病気で仕事を１カ月休職したことがあったのですが、保育園には変わらず通うことができ、とても

助けられました。（子どもの相手をする余裕がなくなっていたので。）ありがとうございました。子

どもの市で集団で受ける健診を、土日にも行っていただけると助かります。あるいは、平日でも曜

日を自由に選べるなど、働いている人でも受診しやすいようにしていただけるとうれしいです。 

11 子どもの夜間の病院が少ないので２４時間受け入れてくれる病院があったら安心です。 

12 インフルエンザ予防接種の助成について。なぜ、児童の助成が無いのでしょうか。子どもは２回接

種。１回が安くても３，５００－かかります。２回で７，０００－。兄弟が居ると大変です。周り

では、お金がかかるからと打たない方も多くいらっしゃいました。小さい子は自身で予防をする事

が難しく、保育園でもあっという間に流行ってしまいます。重症化を防ぐ為にも、ワクチンの接種

は必要だと考えます。 

13 仕事をしながらだと、なかなか病院に連れて行く時間がもてず、困っています。仕事が終わってか

らだと、病院は終わっているし、だからといって、何度も早退する訳にもいかず…。もう少し、遅

い時間まで対応してくれる病院があると、とても助かります。 

14 立川から府中に引っ越しましたが、立川がよく戻って来ました。住環境等は満足していますが、立

川通りを北へあがればあがる程皮膚科や耳鼻科が少なく困っています。また、小児科もあるにはあ

りますが、午前だけの所が多く、小学生になると学校も休ませる程ではないけれど受診したい時な

ど行く病院がなく困っています。午後、小学校が終わってからでも受診できる小児科が増えてほし

いです。そのためにわざわざ府中まで受診しに行っているので体調を崩しやすい時期になると負担

が大きくなり大変です。 
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 自由意見 

15 １歳半とか３歳児健診の眼科をもうちょっとよくやってほしい。うちの子はその後の就学児健診で

も見逃されたり小学校に入ってからの健診でやっと遠視であることがわかりました。だいぶ大きく

なってからの矯正なのでたぶんもうずっとメガネだと思います。遠視はむりすればみえてしまうの

で私には全く気付けませんでしたが医者が診ればわかるものなのではないでしょうか。幼稚園時代

に視力検査が一度でもあったらまた違ったかもしれません。 

16 ごったがえす小児科を見ると少々税金が心配になります。あまりに気軽に無料で行けすぎなのでは

ないかと、１０円でも２０円でも１回につき支払があっても良いように感じます。とっても有り難

いことなのですが。少しの鼻水で病院に行ってたくさん薬をもらって、これが本当に必要な医療な

のか考えさせられます。 

 

（２）小学生の保護者 

特にご意見はありませんでした。 

 

（３）中学生・高校生世代の保護者 

特にご意見はありませんでした。 

 

（４）小学 5 年生子ども本人 

特にご意見はありませんでした。 

 

（５）中学 2 年生・高校 2 年生世代子ども本人 

特にご意見はありませんでした。 

 

（６）ひとり親（18 歳未満の子どもを扶養する配偶者のいない父または母）家庭の保護者 

特にご意見はありませんでした。 
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６ 安心・安全について 

（１）就学前児童の保護者 

 自由意見 

1 玉川上水から国立音楽大学の線路沿いの道がとても狭いので拡張していただけると助かります。朝

は大学に通う歩いている学生と通勤ラッシュの車と自転車で無法地帯です。事故が起きて人が亡く

なるんじゃないかとドキドキして自転車を漕（こ）ぐことがあります。子どもを乗せながらだと本

当に怖いです。大学側にはかなりのゆとりがあり、木が植わっているだけの箇所が続いています。

木は防音対策で植えているのだと思いますが、電車が横を通過しているので防音効果対策がそんな

に必要なのかなといつも思います。それより通っている大学生や住民の安全性の方が大切な気がす

るのになぁと思ってしまいます。よろしくお願いします。 

2 子どもの健康を守るために厳格な受動喫煙防止策の施行を望む。立川駅周辺は他駅と比べても歩き

タバコが多いと感じる。 

子どもの安全を守るためにも不審者情報をもっと早く広く教えてほしい。 

3 施策ではありませんが、立川昭島線（153 号）は交通量が多く、また通学等で歩いている子どもも多

いにも関わらず、ガードレールがなく危険だと思います。子どもを歩かせるのに日々心配しており

ます。ガードレールを設置していただきたいです。 

4 歩きタバコの撲滅。街灯の整備。 

5 立川市の北口の方に住んでおりますが、子ども 1 人で歩かせるには危険な細すぎる歩道が多い。立

川通り以外でも車道と歩道を分けた通園通学が安心してできる道をつくってほしい（車の交通量が

多いため）公園のタバコのポイ捨て、ゴミがまだあるので管理をちゃんとしてほしい。 

6 子どもを遊ばせるうえで公園のゴミのポイ捨てが最近気になっています。本来は利用者のモラルと

マナーの問題ですので行政に対策をしてもらうことではない案件かと思いますが、総じてたばこ類

アルコール飲料のビンカンスプレー缶など多くは大人が出したゴミの印象です。 

7 子どもが安心して暮らして行ける街づくり（歩道の整備、地域の見守り、不審者情報の共有）をし

てほしいと思います。また、交通手段が乏しいので放課後習い事へつれて行くのに大変。もっと充

実させてほしいと思います。 

8 （世田谷区のように）駅周辺に限らず住宅地での歩きタバコが非常に多く、大人でも特に子どもに

はとっても有害です。取り締まりがないとやってしまう一人一人の意識を変えてもらいたいです。 

9 健康会館まで公共交通機関で行くのも、一番町からではキツイ。もっと駐車場の広い場所でやって

ほしいです。子育て世代は大半が車移動である事を理解してほしい。公園も同じく、遊びに行きた

いけど、あそこは車が停められないからと断念する事も少なくないです。子どもが小さくて大変だ

からこそ、車で移動しなければならない現状に理解をもとめたい。 

10 喫煙禁止区域での喫煙が非常に多いと感じます。駅前でのティッシュ配りで認知向上も必要かも知

れませんが取り締まりを強化する事を優先してほしい。 

11 砂川町６丁目周辺にすぐに行ける小児科が少ないので子どもが具合が悪い時に不便を感じます。こ

の他にもスーパー保育園や児童館など子どもや日常生活に必要なことをするのに周りにないものが

多いです。また国立音大前の線路沿いの道や踏切等危ない道（せまいみち）が多いので子どもと一

緒に通ったり、将来小学校や一人で出かける時に通らせるのが不安です。子どもたちのために整備

をよろしくお願い致します。 

12 街灯を増やしてほしい、街の中が暗いので、習い事で少し遅くなると、怖い。家庭の事情で送迎が

できない事もあるので。 

13 道路（通学路）が狭くあぶない所は、工事等し見直しをしてほしい。施設も大事だが、行くまでの

道も配慮ください。 

14 防犯の面で、防犯カメラをもっと増やしてほしい。また、登下校の際、横断歩道にシルバーセンタ

ーの方など立っていただき、安全防犯の面での取り組みを強化してほしい。この取り組みを生かし

また、あいさつなど基本的なことをできる子になってほしい。 

15 砂川地域に児童館や図書館がないので小学生がイオン等に遊びに行っている！！子どもが安心して

遊べる居場所がない！！武蔵村山の小学校では（９小）毎日、放課後教室の様な子どもの居場所を

提供しているらしく、１４：００～１５：００頃までのパートタイムの方でも学童に入れることな

く安心して働けるらしい！！ 



44 

 

 自由意見 

16 スーパーやドラッグストア、コンビニの入り口での喫煙を撤廃してほしいです。小さな子どもが通

る場所に喫煙所がある意味がわかりません。子どもの処方せんを持って薬をもらいに行くことも多

いので、喫煙所に関して厳しく取り決めをしていただきたいです。 

17 武蔵砂川駅近辺の玉川上水沿いは歩道がせまく、ベビーカーだと道を選ぶので整備してほしい。 

18 歩きタバコをしている人が多く、子どもと歩いていて怖いなと思うことが多い。喫煙所をなくすの

であれば、歩きタバコを取りしまってほしい。無理ならば、個室型の喫煙所を作る等けんとうして

ほしい。 

19 次年度小学校に進級するが、登校時は大人の目もあり、地域が意識して子どもを守ってくれている

と感じるが、自分が働いて帰ってくる夕方６：００ごろは見守りもなく、学童から帰ってくるであ

ろう時を思うと心配でならない。こういう取組をしているとか、知ることができる何かがあるとい

い。 

20 公園の草が伸びすぎで、利用できない事が多々あった。通園、通学路の歩道が狭くて、危険と感じ

る事がある。子ども未来センターを利用してみたいが遠いので利用しにくい。駐車場３時間無料や

くるりんバスの停車（乗り継ぎ料なし）などのサービスがあってもいいと思う。近くの市民だけが

利用しやすいというのは不公平感がある。健康推進課や子育て推進課の方と窓口やＴＥＬで話す事

が多いが、みんな感じが良くて話しやすいです。 

21 小学校の通学路が、狭い道路で車と面しているのが立川市の特徴だと思う。一つひとつの交差点に

大人が立っていると、いいなとは感じている。でも実際それをやること、続けることはむずかしい

とも感じる。それでも実現すれば、街は確実によくなると思う。育児支援ヘルパー事業はとても良

かったので今後の（未来の）母たちの為にもぜひ続けてほしい。 

 

（２）小学生の保護者 

 自由意見 

1 南砂小の子どもは国分寺市のにしまち児童館を利用しますが、児童館前の横断歩道には信号がなく、

大変危険です。市の枠を越えて、安全対策を行っていただくことはできないのかなと思います。 

2 子どもたちだけで安心して安全に過ごせる施設を増やしてほしい。防犯カメラを増やすなど防犯を

もっと強化してほしい。学校の先生と個人的に話ができる機会がもっとほしい。通学路の道路をも

っと広くしてほしい。 

3 以前と比べると増えてますが、通学路に防犯カメラを設置してほしいです。学校の周りは設置され

ていますが、人通りの少ない所など通学路ですが、まだまだ不安な所もいくつかあります。すべて

に設置するのは予算的にむずかしい事はわかっています。すべてではなくても学校ごとに保護者に

アンケートとって、どこが危険な所か年に一度でも確認してみるのでも良いかと思います。もう１

つ街灯があるのですが、通学路に暗い所もいくつかあります。夏は日が長くて特に気にしませんが、

冬は日が暮れるのが早く、夕方のチャイムの頃は暗くなっている時期もあります。街灯がもう少し

明るくなってくれるとこどもも帰り道の不安が少しはやわらぐと思います。 

4 西砂町には児童館がなく、図書館も五日市街道沿いにあり、子どもだけで行くにはあぶないです。

子どもたちがよく遊んでいる公園や通学路でも不審者情報をよく耳にします。９月に市の職員さん

や警察の方、校長先生、ＰＴＡで地域の危険箇所を確認して回りましたが、その後変わりが無く、

対策もなされていません。西砂町から健康会館へのルートが電車はのりかえが必要で、バスはあり

ません。小さな子どもをつれていくには大変だった覚えがあります。健診は近所の病院でもできる

ようにしてほしかったです。 

5 通勤、通学で自転車に乗っている人の運転が怖くて、１人で小学校に行かせる時不安。ものすごい

スピードを出してたり、高校生？とか他もだけど構わずすり抜けたり。道が狭いから、本当に危な

い。小学生よりも大人とかが特に。 

6 都内みたいに防犯カメラを多く設置してほしい。役所に行かなくても子どものための役所などの情

報がほしい。 
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 自由意見 

7 西砂地区、残念なことに子育ての環境がまだまだです。子どもたち、登校中の安全もまっ暗な中（電

灯がくらい）泣きながら帰る子どもたちもいます。（こわくて）中学校では給食中に豚臭により具合

が悪くなる生徒たちもいる状況で、大変困っております。ニオイがあまりにもひどいので、対策を

してほしいです。西砂地区は子ども世帯がこれから増えていく地域ですので、住みやすい安全な通

学路等をもっとよくしていってほしいと皆さん希望されている日々です。 

8 歩道がせまくて、子どもが自転車にのるときあぶない。信号のない細い道で、車がスピードをだし

ていて危険。 

9 スクールゾーンを守らない車が多い。 

10 下校中に不審者が現れることが入学以来２～３回あり、強い恐怖を感じます。子どもたち自身に、

護身術や正しい逃げ方を教え込むような機会をぜひ設けていただきたく切にお願いしたいです。（そ

の他地域ぐるみでのパトロール、呼びかけなど、防犯の機運を高めて、予防にも力を入れていただ

きたいです。）いつもありがとうございます。 

 

（３）中学生・高校生世代の保護者 

 自由意見 

1 信号機がない横断歩道をなくしてほしい。暗い夜道がないようにしてほしい。 

2 子どもの通学路の安全チェックを再考してください。帰宅時のシルバー人材の活用等、よろしくお

願い申し上げます。 

 

（４）小学 5 年生子ども本人 

 自由意見 

1 夜、街灯がたまについてないことがある。 

2 道がせまい。 

3 進路のでこぼこをなくしてほしい みどりや自然を多く感じる事ができる場所。 

4 もうちょっとだけ、あかるいところをふやしてほしい（冬は特にくらいから）。 

 

（５）中学 2 年生・高校 2 年生世代子ども本人 

 自由意見 

1 立川駅で変な人を減らしてほしい。立川駅に行くのが少し怖い。 

2 車道がせまくて自転車にのっているときあぶないので自転車で走るレーンを作ってほしい。 

3 立川市の緑が減ってきています。減らさないでほしいです。何でも便利なものがあればいいという

わけではないので、環境や空気が悪くなるような建物はいりません。 

4 立川市立立川第三中学校前のふみきりの道路を一方通行にするか、広くするかして安全にとおれる

ようにしてほしい。とてもせまくて、雨の日などは車にぶつかることが多い。 

5 立川駅周辺にキャバクラやホストが多すぎる。タバコの吸いがらが本当によく落ちているので、タ

バコの販売をやめてほしい。 

 

（６）ひとり親（18 歳未満の子どもを扶養する配偶者のいない父または母）家庭の保護者 

特にご意見はありませんでした。 
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７ 学童保育所・児童館について 

（１）就学前児童の保護者 

 自由意見 

1 学童保育についてですが、各学童によって指導員の方の対応にばらつきがあるようです。忘れ物を

したら外で遊ばせない、おやつは最後、等言う所もあれば、さまざまな企画を考える所があったり、

子どもに対して罰のようにする所はどうなのでしょうか？子どもによっては学童に行きたがらない

子もいるようで、市の方で定期的に視察等することはあるのでしょうか？ 

2 保育園は本当に入所しやすくなったと感じる、継続的就労のため学童保育の拡充を希望。 

3 パートでも学童を週２～３日利用できるようにしてほしい。学童にかわる放課後（１６：００くら

いまで）子どもが安心してすごせる場所がほしい。小学校の低学年をもつ親でパートタイムを続け

にくい現状があります。 

4 柴崎町にも児童館の設置、学童保育受け入れ人数の増員を希望します。 

5 西砂地区に、児童館が欲しいです。低学年までの子どもに松中まで行くのは遠いし道のりも危険す

ぎて行かせられません。 

6 西砂地区にも児童館を作ってほしい。松中小学校の近くに児童館があり、平日はランドセルを背負

ったまま寄れ、休日はイベントがたくさんある。他学年との交流、親ではない大人との交流があり、

とても良い環境だと思うが西砂小から行くには遠すぎる。学校から帰ってきて自宅でゲームやイン

ターネットばかりで子どもの大事な時間がもったいない。もっと友人と遊んでほしいが、公園に行

っても知らない子ばかり。約束をしなくても遊べる環境が欲しいです。徒歩圏内に児童館を作って

ほしいです。小、中学生が安心して過ごせる場所を作ってほしいです。 

7 幸町エリアは他の地域と比べると小学校の学童保育や児童館などの子どもの安全を見守ってくれそ

うな施設が少なすぎる。他の学校では３学童があったり定員も多いのに幸小は１つしかなく、２年

生でも落とされる。落とされた家庭の親（特に母方）は仕事を変えたり時間を短くしたり辞めざる

を得ない状況になったり。保育園は安心した環境の下で生活していたが小学校になると急に放り出

された感覚で子育てしづらい環境です。共働きが当たり前の世間です。子どもたちが安心して日々

過ごせる社会を一刻も早くつくっていただきたいです。支援の程よろしくお願いします。 

8 他市に比べて、児童館のイベントが少ないです。例えば小平には、「体操教室」「パパと遊ぼう！」

等未就学児のイベントがあり男性の参加も多いので、自分１人でも気兼ねなく参加できています。

地元にそういったのが少ないのがとても残念です。 

9 来年から小学校へ入学するが、夏休みや連休などの子どもの過ごし方が心配。両親が祝日なども関

係なく週６で働いているので１年生のうちはどこでどう過ごさせれば良いか悩みます。児童館など、

子どもを安心して過ごさせることができる施設がもっと増えてほしいです。今は家から近くない所

にあるので、子どもだけで行かせるのも心配。 

10 幸小の学童が、学校から離れたところにあり、とても不便です。安全上のことも含めて、何とか校

内への設置を希望します。 

11 サマー学童を四小でもやってほしい。 

12 児童館を入りやすい雰囲気にしてほしい。 

13 学童を増やしてほしい。 

14 柴崎町には、児童館がなく、結局１回しか育児休業中に行けませんでした。柴崎町にあれば、２回

取得した育休中に「近いから行ってみよう」と言う気持ちになれたと思います。一小の学童の受け

入れ人数が少なく２年生でも受け入れができない子どもがでてしまいます。３年生まで学童に入れ

ることができれば、安心して子育てと仕事の両立ができるのでないかと思います。※地域によって

子育てのしやすさの格差があるように感じました。小学校は新しくても他のことが全然充実してい

ません。 

15 来年４月に小学校入学予定の子どもがいます。保育園や幼稚園は、働く親のために延長保育や土曜

日、長期休暇を利用できるが、小学校に入る途端に、預け先がなくなってしまう。学童保育は、４

時間の短時間勤務では申し込みできない。ランドセル来館や、休日は児童館などに行ってもらうし

かない。仕事の日でも、学童を皆利用できないのであれば、放課後ルームや、長期休暇（夏休み等）

利用できる施設をもっと増やしてほしい。 
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 自由意見 

16 幼稚園でも土日あずけられる所が欲しいです 土日は上の子のピアノの発表会、サッカーの試合、

結婚式など行事があり、連れて行くのが難しい行事があるためです。小学校１年生は４月早帰りの

ため、パートのお母さんは働きづらいし４月だけ学童とはいかずに、やむなく休職していますので

１年生４月だけあずけられる施設がほしいです。 

17 学童を増やしてほしい。もう少し働きやすい環境が欲しい！ボールなど使える公園が市内にないの

で困っています。 

18 ある学童保育所において、複数回訪問したが職員はいつも職員の部屋にかたまっており、子どもた

ちはおのおの自分の席に座って歓談しているだけ。聞くと●小から校庭使用を断られているので外

遊びができないと言う。子どもの体力低下を危惧しながら、生活のために共働きせざるを得ない家

庭の子は貴重な成長期に室内にとじこめられ、体力をつける機会をも与えられない。●小は地域の

スポーツ少年団などよりまずは自校の生徒である学童保育所の子どもたちに校庭を開放すべき。大

変な憤りを感じている。速やかにこの異常事態を解消してください。お願いします。 

19 小学校へ入学してからの夏休みなど長期休暇の際の子どもとの時間の過ごし方に悩む。長期休暇中

にも学校へ行く日があったり、学童へ（夏休みだけなど）入れると良いと思う。 

20 もし保育園に入れたとしても、小学生になれば学童に入れない問題もある。保育園は親が送迎する

が、学童は子ども自身で行くことができる場所にないとむずかしいので、どこでも希望の学童に入

れるようにしてほしいと思います。 

21 学童保育について先日学童保育の制度が変わり、無資格の方でも関われる（保育の一員になる）と

いう報道があったが、現在でも人数など不十分だと聞き、子どもを預けるのに不安があり仕事をど

うするか悩んでいます。保育のプロにみていただきたい、人数を充実させてほしいと思っている。 

22 兄（二小、小４）ですが、父母ともにフルタイムですが、小２から学童に入れず放課後ルームで過

ごしました。他の学区では学童がもっと充実していると聞きます。二小学区も、より多くの人が利

用できるようにしてほしいです。 

23 共働きのため、学童以外に、夏休みや冬休みなど長期の休みにランドセル来館など、子どもだけで

歩いて通わせられる施設が砂川町になく、小４の子どもを１人で留守をさせている。仕事中、大変

不安である。立川市全体でむらなく、施設を開設してほしい。 

24 児童館などの施設が古い（わかば児童館、わかば図書館）授乳室やおむつ台、子どもイス付トイレ

（親子トイレ）など改善してほしい。水遊びできる公園を増やしてほしい。親子複数集まれる場所

を（集会所やホール）増やしてほしい。（国分寺は市民が無料で借りられる場所が多い） 

25 就活中の身で、認可保育園に入園でき、（第一志望の所は難しかったですが）保育園に預け、仕事が

できるようになった事は、待機児童が、少し解消されたという事で、市の取組みに感謝しています。

子どもがこれから大きくなり、小学校に入った際は、放課後のすごせる場所がちゃんとあるのか、

そこが今から少し不安を感じます。 

26 学童保育所の開所時間を早めることはできませんか？保育園では７：３０から預けられたのに小学

生になったとたん３０分以上も遅くなるのはとても厳しいです。会社もそのような理由から遅刻す

ることは許されないので、結局半日休暇を利用することとなり、「たった３０分のために」と思って

しまいます。 

27 新潟県長岡市には、「てくてく」や「ぐんぐん」という子どもがたくさん遊べる施設があります。本

やおままごと、遊具もたくさんあって、のびのび遊べる場所です。田舎と、東京で土地の広さが全

然違うのは承知していますが、公園だけでなく室内で広い、子どもが遊べる施設があったらいいの

に、と思います。子育て広場と同じ感じですが、小さい時に数回行きましたが狭いと感じました。

上の子どもは小学生ですが、学童が遠すぎて、大変でした。もっと学校の中か、近くにしていただ

くことはできないでしょうか。乳児、幼児の保育児童の待機問題はたくさん話題になりますが、学

童に入れなくなることも親にとってはとても問題ですし、心配でした。保育の面でも、保育園や幼

稚園はいろいろと特色があったり充実していたりよくみていただいていますが、学童保育の設備、

保育の内容なども、もっと力をいれていただけたらありがたいと思います。共働き家族が増えてい

るので、小学校に行ってもたくさんの子どもたちが夏休み、冬休みなどの預け先がなく困っていま

す。何か対策があったらうれしく思います。 
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 自由意見 

28 柴崎町に児童館（もしくは、それに似たようなもの）を作っていただきたいです。学童に入れない

子は低学年にもかかわらず一人で居る環境です。昔と今は違います。共働きの家庭も多く存在しま

す。フルタイムではなく、パート等で短時間だけど働いている方も多いです。学校の放課後クラブ

もありますが長期休みの時は開催されません。土日祝も。少しでも安心できる場所づくりを積極的

に考えていただきたいと思います。 

29 学童保育の利用について、申請の時点で就労していない親にも利用できるようにしてほしい。申請

時に就労していない場合、子どもが小学生になり就労を始めたくても子どもの帰宅も早いので短時

間の仕事しか選べず、就労時期が大きく遅れてしまうこともある。 

30 学童保育について、上の子どもが３年生になる時預かっていただけなくなりました。もう少し預か

っていただきたかったと思っています。夏休みなどの長期休暇がとても困ります。 

31 小学校へ進学予定ですが、近隣の小学生は、学童が一年生までしか通えないと聞きました。せめて、

小３まで、可能であれば、小６までは、学童に通えるのが理想です。学童に入れなければ、仕事を

やめるしかありません。民間の学童は、高額な上に、遠方にあり、利用は現実的ではありません。

困っている人、これから困る人がたくさんいます。本当の支援を期待しています。 

32 学童保育を申し込みたかったが、１５時まで働いていないと受け付けてもらえなかった。１３：３

０までの人も、受け付けてもらいたい。学童の確保が出来ないと不安で１５時まで働く事ができな

い。なぜ、預け先を先に確保してから働く事が出来ないのでしょうか。 

 

（２）小学生の保護者 

 自由意見 

1 児童館は一部の子どもが利用し、地域によっては全く利用できていない子どももいる。児童館事業

だけに力を入れるのではなく、子どもが利用する図書館、学習館、昭和記念公園、マンガパークな

どの事業を充実しても良いと思いました。 

2 西砂地域に低学年が安心して利用できる施設が少ない。児童館が遠い、公園での遊具がない。西砂

小の放課後教室の回数が少なすぎる。 

3 柴崎町には児童館がありません。第一小学校の学童保育所も、２年生になると入所できる人数がか

なり少なくなり、３年生はほぼ入所できません。２年生ではまだ放課後一人でいることは心配で、

入所できない子どもが安心して過ごせる場所がありません。柴崎町だけに児童館がないのはおかし

いと思います。ぜひ柴崎町にも児童館を作ってください。保育園の待機児童が多いことも、早急に

改善していただきたいと思います。 

4 学童が足りていないと感じます。充実させてほしい。預けたいと思う世帯が預けたい期間通うこと

ができる様になることで、親も安心して働くことが出来ます。今五小に通っていて、第３学童に通

っていますが、２年生になると今の学童にいられる子は数人（定員が少ない）とのこと。２年生に

なり学童に入れるのかが今からとても心配です。 

5 富士見町にも夏休み、冬休みのみに利用できる学童保育のような施設があったら良い。（とても助か

ります） 

6 現在わが子を放課後学習教室に通わせています。立川市は子どもの為のさまざまなイベントがあり、

赤ちゃんの時からたくさん参加してきました。季節の行事や図書館での読み聞かせ、学習館での夏

休みの工作等、子どもの心を育てる上で本当にありがたいと思っております。子育て相談も活用し

ました。しかし今感じていることは教育（学習面）でのアクションが欲しいということです。もち

ろん各家庭で塾にでも行けば良い…というところですが、子どもの勉強意欲に市が協力してくださ

ったら、もっと素晴らしい立川市になると感じています。期待しています。ありがとうございまし

た。 

7 学童のひとり帰りについて、現在当方は学童を利用していないが、冬季で真っ暗な夕方の時間帯に

小さな子がランドセルを背負って帰っていくのをよく見かける。防犯の観点からも一律お迎え制に

するべきではないか。夏季の明るい日中でさえ犯罪者はいる。子どもの安全対策のためご検討いた

だきたい。 
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 自由意見 

8 柴崎町には児童館がない。学校のある日は毎日放課後クラブがあるが、長期休み時は子どもの居場

所がない。特に低学年は友達と約束もうまくできないことから、長期休みは友人とのコミュニケー

ションが気軽にとれる所がない！放課後クラブが盛んなことからか柴崎は地域で子どもをみられて

るため市では児童館のような設備を作らない。と聞いた。学童待機児童も増えている中（共働きも

増えているし、２世帯住民も減っている。）柴崎にだけ児童館のような設備がないのはおかしいと思

う。 

9 緑町に子どもの居場所がありません。児童館などの施設が遠くて、一人であそびに出せません。近

くに何かつくれないでしょうか。 

10 若葉児童館をきれいにしてほしい。現在の若葉台小がけやき台小へ移動した際には大きな図書館、

児童館、公民館、スポーツ施設として使えるようにしてほしい。 

11 学童保育所の定員数を増やしてほしい。学年が上がるほど入所倍率が上がる為、フルタイムで働か

ないと入れない、またはフルタイムでも入れない人が増えている。他の市では待機児童がゼロの所

もある、小学校の児童が減り、空き教室があるはずだが、なぜ活用しないのか疑問だ。母親を働か

せる方向で国は動いているのに、立川市の母親は無理してフルタイムで働くか、働かないかのどち

らかの選択をせまられている。子育てする上でとても住みにくい市だと感じる。 

12 学童保育の数が不足してると聞きます。放課後の学校の体育館（校庭）を平日は開放して、スポー

ツ少年団など、スポーツ等で体力づくりができる環境を作ってほしい。学童保育所まで歩く道のり

も親としては心配でした。校内を有効利用すれば、新たに保育所を建てなくても対処できると思い

ます。 

13 子どもが小学校へ入学したのを期に、パートタイム就業をしたがフルタイムでないために子どもを

預けられる場所が少なくて困った。ランドセル来館を利用しているが屋内のみで外遊びができない

のが気になる。昭島などでは放課後子ども教室などが毎日あると聞いた事があり、とてもうらやま

しい。小学校で遊んでいてくれるのであればもっと安心して働けるし、フルタイムでの就業も検討

しやすいのにと思う。どうか検討していただきたいです。 

14 保育園に関しては定員を増やすことや新しく開設する等の対策が採られているように思いますが、

学童保育所についてはこうした対策が遅れているのではないかと感じています。特に夏休み中のサ

マー学童は開かれている学童がごく少なく、小学校高学年になると、長期休業期間における居場所

確保が困難となる場合が多いと思います。学童保育所についても定員拡大やサマー学童の新設を要

望しますが、その際、職員の配置の緩和については慎重に検討していただければと思います。 

15 学童入所を高学年であっても入所できるようになるといい。年齢は高くても精神的な心の成長がと

もなっていない子もいる。 

16 扶養内で働きたいのに、どんどん時給があがり働きづらくなってきている。学童も夏休みだけの場

所をもっと増してほしい。 

17 今利用している学童保育所は児童館と併設されていてとても利用しやすいです。今後もっと併設を

増やしていただけると有り難いです。 

18 学童の定員を増やしたそうですが、荷物の多い日、雨の日、暑い日、夏休み、トータルで４０分近

い道のりの移動が大変であると思います。この頃は雨の中行くならば学童を休ませようかと考える

ようになりました。本当は何か災害が起こった事を考えると学童へ行かせたいです。全生徒ランチ

ボックスにしてください。お弁当を忘れたりランチボックスを注文しわすれ、ランチボックスを注

文したつもりができていなかったなど昼食を食べられない子がたまにいるそうです。義務教育なの

に自己責任で昼食が食べられないのは、中学生には厳しいのでは？以前ランドセル来館をさせた時、

１８時少し前から雷雨になりました。児童館に今から迎えに行く事を電話し、屋内にいさせてほし

いと伝えました。児童館に着いたのは１８時を少しすぎた頃、子どもはまだ雷が光る中、児童館の

外でかさをさして１人で待っていました。私が迎えに行く事は伝えてくれたかもしれませんが、電

話をしなくても決められた時間をすぎても、大丈夫、帰ると子どもが言ったとしても雷がならなく

なるまで屋内にいるように引きとめてくれなかった。もう下校後の預け場所に児童館はないと思い

ました。授業がある日はまだいいとして、長期休暇の事を考えると学童に通わせたいと思う。 

19 学童が少ない、高学年でも学童に入れたい。両親が帰宅するまで一人で待つ子どもの心が心配。無

事大人になれるか不安になる。 
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 自由意見 

20 学童をもっとキレイに過ごしやすい空間にしてほしい。現在通っている学童があまりにも古くて不

衛生に感じる。 

21 他自治体では放課後、親の就労に関わらず毎日学校で過ごせる等の場所があると聞きます。立川市

内でも一小にはそのような場所があると聞き、同じ市内でも学校による格差があるように思います。

短時間勤務の就労ですが通勤時間等含めると子どもの帰宅に間に合わず、しかし学童の基準にも合

わず、結果留守番をさせることを不安に思いながら就労しているのが実情です。短時間就労の家庭

にも学童利用の拡大を希望します。 

22 柴崎町に児童館がないので、放課後に困る事がある。暑い日、寒い日、雨の日など遊べる場所がな

い。早急に子どもが気軽に遊びに行ける、学区内の室内施設を求める。 

23 子どもが小さい時に親を介護するダブルケアが増えています。そのような方の為にも就労していな

くても、子どもが放課後過ごせる場所が増えると良いと思います。学校も子どもにとっては安全な

場所なので放課後子ども教室の日数が増え、そこで学べる事がいろいろ増えると良いのではと思い

ます。（利用日数によって料金を加算で） 

24 放課後子ども教室は学校によって実施日数が極端に違うし、実施していない学校もあります。とな

りの市ではほとんどの小学校が週３、４日は放課後教室があり、安心して遊ばせられるそうです。

私の子の学校は月に１回しかなく、あまり意味のない状況。せめて週２、３回実施してもらえると

保護者もたすかるし、子どもも楽しいと思うのでぜひお願いします。 

25 幸町地区は学童が少なく、３年生で学童に入れず困っていた方がたくさんいました。元安楽亭が学

童になるとは聞きましたが、幸小学校の子はあまりあちらに住んでいる子はいないし、大きな道路

を渡る必要があるので、希望者は少なく、今と状況が変わるとは思えません。学校には空教室もた

くさんあるので、ぜひ学校内に学童を作っていただきたいです。学童に入れないと、仕事をやめな

くてはならなくなり、困ります。 

26 病児保育室は使いたくても、保育時間が短い為、遅刻、早退しなくては利用できず、当日朝受診の

結果あずかれないこともあるとのことなので、結局４時間（片道）かけて、遠方の祖母か祖父に来

てもらっています。台風等で学校が遅くはじまる日、子どもに「○時になったらカギを閉めて行き

なさい」と言っても無理なので、朝学童がやっていると助かるかなと思います。核家族で共働きの

家庭は多いし、これからも増えると思います。どのように支えて働きやすく、子育てしやすいよう

になるのか、考えていただけるとありがたいです。ファミリーサポートセンターさんは事前の予約

が必要で突発では使えず、調子の悪い時も使えない。子どもは夜中～明け方調子が悪くなるので毎

日大さわぎです。学校の放課後子ども教室の後は学童で預かってもらえません。１、２年生のうち

はカギはもたせていなかったので、仕事が遅い当番の時は放課後子ども教室に参加させられません

でした。放課後子ども教室後も預かってもらえるとありがたいです。（おやつは無しで良いので） 

27 夏休みや冬休みなど長く学校が休みの時に学童のように通える場所があると、高学年になってから

も仕事があっても安心だと思う。土曜か日曜のどちらかでも市役所が開いていると仕事で平日行け

ない時助かる。 

 

（３）中学生・高校生世代の保護者 

 自由意見 

1 小学２年で学童に入れなかったのは本当に困りました。その当時はフルタイムで働いていたため、

結局民間の学童に入りましたが、いじめの問題などもあり途中でやめざるを得ませんでした。学童

も外遊びができなかったので学校内での放課後のサポートがもっとあれば助かります。夏休みや年

末年始に学校の校庭開放がないことも不満です。子どもの遊ぶ場所が少ないです。 

2 住んでいる地域に公園等自由に遊べる場所がない母子でも行かせやすい（金額や自宅から近い所に）

学習塾があると助かります児童館を増やしてほしい。 

3 柴崎学童保育所の早期増設 指定管理者制度でもよいので、柴崎第二学童の早期設置を希望します。

待機児童が多いのに学童が一か所しかないのは柴崎町くらいです。柴崎会館の活用を。就労＝納税

世帯の児童の安全が守られることなくとても不安な毎日です。 
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 自由意見 

4 子どもを育てて困った事の中で、学童に入れなかった時の子どもの居場所がないことでした。児童

館には帰る時間が決まっており、仕事が終わり帰宅する頃は、もう児童館は、閉館になっている。

廃校になった校舎内など活用して、放課後子どもが安心していられる場所があればと思います。ま

た、病児保育の場も増えれば、働きやすくなるのではないでしょうか。 

5 柏町に児童館が無いので作った方が良いと思います。 

6 児童館など安心して遊べる施設が、遠くて利用できない。公園で、ボールや野球などできる広々し

たものが近くにない。自治会など、新しく出来た地域では、はっきりしておらず、子ども会もどこ

へ入れば良いのか分からなかったりで、入らなかった。 

7 児童館の所在が偏りがある。四中学区にはない。⇒市のサービスを享受できてない。子どもの外遊

びの充実のためにも公園をもっと充実させるべき。砂川公園にはなぜ遊具がないのですか？改修前

にはボール遊びのできるスペースがあったのに、なくなった。広場のようなところでしていてもお

こられる。長年ボールがあたってフェンスがゆがんだからと言ってボール遊びを禁じられた時があ

った。 

 

（４）小学 5 年生子ども本人 

 自由意見 

1 上砂児童館にカードがなくても自由に入りたい。 

2 児童館の紙をなくしたい。 

3 上砂児童館にはいったときにカードがなくておこられて、だからカードがなくてもはいれるように

してほしい。 

4 児童館のカードをかかなくても入れるようにする。 

5 児童館はカードがなくても入れるようにする。 

6 児童館でカードがなくてもはいれるようにしてほしい。 

 

（５）中学 2 年生・高校 2 年生世代子ども本人 

特にご意見はありませんでした。 

 

（６）ひとり親（18 歳未満の子どもを扶養する配偶者のいない父または母）家庭の保護者 

 自由意見 

1 子どもが高学年になって、学童へ通えなくなった時、夏休み等の１日中休みの日に預ける場所がな

い。ランドセル登校（夏休み中）のある学校は、学区域外で、通うには遠すぎる。また時間も短い。

対応策を考えてほしい。 

2 学童の１日保育について、１日保育の場合朝８～９時の間に登所で、それ以外の時間からの利用は、

病院や冠婚葬祭以外は認められないようですが、これはどうなのでしょうか。他の理由でも親が承

認し、事前に学童へ報告する事で可としていただくべきではないかと思います。家庭の事情もあり、

習い事であれば子どものやりたいという権利にも反しているように感じます。その辺をぜひご検討

いただけますと幸いです。午前中は休みがとれて、子どもと過ごしたい。でも午後からは仕事に行

かなければならない。そういう事もできない事が悲しく思います。 

3 学童保育所が土曜日のみ早いおあずかり時間なので平日同様となる様お願いしたい。 
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８ 公園や遊び場・居場所について 

（１）就学前児童の保護者 

 自由意見 

1 子どもたちがもっと自由に遊べる場所が欲しい。特にボール遊び禁止が多すぎて何もできない子が

多い。運動発達の面でも自由な公園が欲しい。緑道も大人の健康優先で子どもたちへ何かしてほし

いです。 

防犯カメラの取り付けが多く安心です。地域の方々とのかかわりの機会があればより安心感がでま

す。 

2 立川市の公園の施設が小さい子どもを遊ばせづらい。遊具が少ない。近所の保育園が公園に遊ばせ

に来られるが、人数が多く、保育園に通っていない子どもをもつ親子にとってはその時間帯は気を

つかってしまい遊ばせづらい。近所の公園はコミュニティの形成には重要な要素であり、遊具が魅

力的で子どもが行きたがると、子ども、親同士の交流は増えると思う。特に２～３歳は家庭でイヤ

イヤ期と向き合うので、その時期の子どもが遊べる遊具を強化してくれると出かけやすい。雨の日

の交流や遊びの場が少ない。 

3 公園はあるが、ボール遊び禁止などでボールで遊びたくても遊べない所が多い。 

4 子どもと一緒に参加できるイベント（リトミックなど）が増えたらうれしいです。 

5 公園が狭いので自由に遊ばせられない。道も狭い。緑が少なすぎる。子どもがもっとのびのび遊べ

る環境を作ってほしい。地域のお祭りなどイベントを増やしてほしい。おじいちゃんおばあちゃん

と子どもを交流させる場を作ってほしい。（例えば、老人会と子ども会を交流させるなど。） 

6 立川市柏町のあたりは公園がとても少なく公園があってもゆっくりと遊ばせることもできません。 

7 公園とか道路でスケボーしている人が増えてすごくうるさい。スケボーする場所を作ったり、警察

の見回りをふやすなどして注意してほしいです。 

8 高校までの無償化。泥や砂場遊びをたくさん経験させてあげたいが、家ではできないし、公園の砂

場は衛生面が気になりなかなかできません。主に週末に利用できる全天候型の屋内遊び場（砂場や

ブランコなど屋外の公園と変わらない遊具）が欲しい。有料施設はたくさんあるが、料金が高くて

ひんぱんには利用できない。 

9 ボール遊びができる公園の確保、あるいはつくってください。ますます減ってきていると感じる。

子どもの体力の低下、当たり前だと思います。 

10 公園をキレイに保ってほしい。汚くて、誰も利用していないような公園をキレイでみんなが集まる

ように改善してほしい。 

11 雨でも幼児が体を動かし遊べる（室内）場所があったらと思います。 

12 公園が少ない。特にトイレ付きの公園をもっとつくってほしいです。 

13 親子で安心して遊べる場所をもっとつくってほしいです。ショッピングセンター等有料で遊べる場

所は増えたと思いますが、無料で思いっきり遊べる場所がいいです。短時間勤務（3時間位～）がで

きる仕事がもっと多くあるといいなと思います。 

14 家の周辺に十分に遊べる公園があまりなく（小さい公園はありますが、子どもがすぐあきてしまい

ます）、行く場所に困っています。雨の日はさらに困り、結局ららぽーとに行ったり家の中で過ごし

て終わることが多いです。雨の日でも遊べる大型の無料施設があるといいなと主人と話しています。

例えば足立区にあるギャラクシティという施設のような場所があるともっと住みやすく、子育てに

も困らなくなります。あとは昭和記念公園の入園料の補助券などがあると助かります。 

15 公園の設備で老朽化したものは安全性もあるので新しいものに変えてほしい。 

16 土日など一時預かりを利用する事も考えたり、子どものイベント事などに参加する事も考えていま

すが、車を運転しない私にとってイヤイヤ期の子どもを連れての移動はなかなか大変です。また土

地勘もないので住んでいる地区ごとの詳しい情報があるとうれしい。（住所が書いてあるだけではよ

く分からないので地図付きの） 移動についてはもう少しバスの本数が増えるとうれしい。もしく

は各地区の一時預かり所や子育てイベントが増えるとうれしい。あと、近くに小さな公園があるの

ですが、遊具が少なかったり、すごく古くて使うのが怖かったりするので、公園をきれいにしても

らえるとうれしいです 
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 自由意見 

17 以前は東京大田区に住んでおりました。上の子どもたちはそこで育ってきました。立川市は正直、

公園が全く整備されていないと感じました。砂川地区は土地があるにも関わらず公園が無いに等し

く遊具もほとんど無く不安でおります。一度大田区の公園を見ていらしては？と思う程にとても残

念に思っております。子どもたちが伸び伸び育つには充実した安全な公園づくりも大切だと思って

おります。事実、上の子どもたちは「あの時あの公園でこんな遊びをして楽しかったよね」と末だ

に話しております。ぜひご検討を。本当に何もないです砂川上砂川地区。 

18 子ども連れで入れる（遊べる）場所が欲しい。 

19 子どもがいろいろ気にせず遊べる公園などか少ないと思います。立川市内ほとんどの公園でボール

遊びや鬼ごっこをしていると、近所の方や通りがかりの人に「うるさい」など注意されます。 

20 公園があまりないのと、自転車を乗る練習する場所がなく困っています。来年から小学校に入りま

すが、保育園とは全く違うと聞きます。どんなことをするとかどんな所かとか、事前に子ども（親）

も見たり、知る機会があるといいと思います。学童に申し込みはしましたが、今は車通勤で帰りに

保育園に迎えに行けています。学童に迎えの際、車はＮＧと聞いたのですが、スペースを借りると

か、なにか車でも行けるようにしてほしい。働く母親が増えていると思うので、学校で放課後長く

いられるようにしてほしい。 

21 子どもが安全に伸び伸びと遊べる公園を増やしてほしい。（現在の公園、遊具があまり無かったり古

かったりして遊びづらそうなので。）  

22 幼稚園が後わったあとに遊べる遊び場が欲しい。公園の設備、綺麗さがもう少したもたれると良い。

保育料が高い。 

23 柏町に住んでいるのですが、柏町には子育て広場がありません。上の子が小さい時は柏町に近いこ

ぶし会館で出張子育て広場があったのですが、無くなってしまいました。とても行きやすい場所だ

ったので、復活してほしいです。 

24 子どもが１日中遊べるような広い場所（室内）があると便利です。（小額）（無料）１カ所で良いの

で作ってもらえると便利。おもちゃなどは児童館と同様で十分。夏など外で遊べない時に過ごせる

と助かります。せまいと子どもがすぐあきて何ヶ所もめぐる事になり、大変でした。歩きまわる１

歳半～３歳で幼稚園にいっていない子が過ごせる所があまりないです。 

25 高松町、曙町で公園があるとうれしい。遊具、ボールが使える広場、子どもだけでも安心して遊べ

る場所。長期休みのとき、小学生が自由に遊べる時間を確保してもらいたい。児童館以外にも、学

校など開放してほしい。 

26 一部の迷惑な近隣のせいで子どもが自由に遊べなくなっている。何かあれば話し合う姿勢を見せ一

声かけてほしい、と伝えているのに威圧的態度で歩み寄りが見られず、ひどい時には監視するよう

に見てきたり、にらみ付けられたり、庭で遊んでいるだけで、庭をのぞき込まれたり。こどもの多

い地域だからこそ、子どもが外で遊べないのは無理な状況で何かされるのではと心配な日々を過ご

しています。こういった状況を少しでも改善したい。 

27 子どもの遊び場をもっと増やしてほしい。 

28 保育園や学童が日曜祝日夏休みなど、同じ所で、お友達と一緒に過ごせるようになると、子どもへ

の負担が少ないのかなと思います。土日、祝日が休みでない仕事だと、それだけで、他の人にも負

担をかけ、子どもたちも、楽しくすごせない。 

29 子どもがのびのびと、安全に遊べる公園や施設をもっと増やしてほしい。特に公園、市営プールが

少ない。 

30 放課後、学校で預かってもらえる（学童ではなく）ものがほしい。名古屋市ではトワイライトとい

って日曜、祝日以外は夏休みや長期の休みでもあってとても助かりました。 

31 公園遊具の充実。 

32 幼稚園に徒歩で通っているのですが、歩道の白線が消えてしまっているのでぬり直してほしい。保

育後に園庭であそぶ事が禁止されており、公園ではボールあそび禁止。すべり台やブランコも長く

はあそべないし、もう少しアスレチックな用途で遊べる（つかまる、バランス、工夫し考える）も

のの設置をしてほしい。小学生など、公園でＤＳなどゲームをしている姿を見ると、残念だし、小

さい子も興味をもってしまい見に行く姿も見られる。 

33 小学生も放課後（学童以外）預かってもらえる場所を作ってほしい。毎日でなくても、必要な日だ

け利用できる所。（できたら小学校ごとに） 
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 自由意見 

34 立川市内の公園はキレイに整備されているところが多く、安心して利用できる。 

35 近所に子どもが思いきり遊べる場所がなく、遊んだとしても気をつかいながらなのでつかれてしま

う。金銭的な援助も必要だと思うけど、子どもには思いきり遊べる場所も必要だと思う。幼稚園の

送迎をしているとあぶないなぁと感じる場所がいくつもある。 

36 立川駅周辺はある程度栄えてはいるが子どもとのんびりできるカフェが少ない。キッズスペースが

あるようなカフェがもっと他の駅にも欲しい。健康会館に行くまでが遠く歩いていくとかなり大変、

なので乳幼児健診がある時など立川駅から送迎バスがあるとうれしいと思います。 

37 スケートボードやバスケットコートアスレチックなどスポーツ施設を増やしてほしい。子どもたち

が安全で自由に遊ぶことのできる環境を増やしてほしい。 

38 小学生高学年から中高生の居場所がなかなかない。児童館等は寄りつかず、友達とでも、１人でも

気軽に利用出来て、少し大人の目がある様な場所などがあると良いと思う。 

39 公園が少ないと思います。特に広場のみのところが多く、大人の方がベンチに座っているだけ等。

もっと小さい子どもの遊具などがあると助かる。歩道や自転車道等ももっと確保してほしい。全体

的に緑が少ない、鳥も居ない、自然がない 昭和記念公園を立川市民は割引などで利用できるとあ

りがたい。年パス割引だけでも。駅はすごく便利なので、緑がもっとたくさんあったらもっと住み

やすい市になると思います。 

40 子どもの授業が終わるのが遅く、高学年になるほど友達と遊ぶ時間がなくなる。また公園では雨の

日、猛暑の日などは遊べず、子どもが遊べる場所も少ない。なので、放課後、校庭や教室で帰宅せ

ずに、かねの鳴る時間まで遊べたら保護者も安心できる。学童ほど、長時間であったり、生活を管

理してくれなくても良い。幸小、柏小学区には、近くに児童館もない。 

41 働く母親がすごく増えたから、仕方がないのかもしれないが、この調査は、働く親のためのものだ

と思う。働かず、自分の手元で一生懸命子育てをする母の子どもたちのことも、もっと考えてほし

い。平日の放課後に公園に行くと、荷物を遊具に置いてる小学生が居たりして、楽しめない幼児や

低学年がいます。たくさんの遊具があったらいいです。公園なのに、すべり台と砂場だけだったり。

大きな公園のあいている部分に遊具を増やしてほしい。または、アスレチックのような遊具があっ

たらいいのに。 

42 無料で遊べる施設を増やしてほしいです。 

43 子どもが、自由に、遊べる施設が、せまいことです。公園でのボール遊びができないとは、どうい

うことでしょうか。守っている子どもは少ないと思いますが。あと、私たちが住んでいる所の近く

に、児童館がありません。一番近くても、歩いて行くには、遠いので、隣市の児童館に行くことの

方が多いです。夏休みの長期間の休みには、そちらを利用しています。街灯が暗い、道が狭いのに、

車の通行が多いなど、危険なところも多いです。あと、市報などを見ていても、子どもに関するイ

ベントより、お年寄りメインのイベントが多いように感じます。小さい子向けも、平日の午前が多

いです。共働きで、土、日に、習い事を集中して入れている為、興味あるイベントがあっても参加

できません。平日の夕方からでも参加できるイベントがあれば、いいのにと常に思っています。も

ちろん、親など、大人同伴になると思いますが。他にも、いろいろありますが、立川市に住んでい

て、住みやすいし、とても良い所だと思います。しかし、子育てに関しては、他の市より、育てに

くいし、施設が少ないし、充実していないと思います。私が、知らないだけでしょうか。もし、知

らないとしたら、それも問題ありだと思います。 

44 公園の遊具が少なすぎる。老朽化して撤去されても新しいものが出来なかったりただ広い広場のま

まになっている所が多い。水遊び場がない。公園内での制限も多く、広場にしているならばボール

遊び専用スペースなどを設置してもいいのではないかと思う。公園にいるのは子どもではなく大人

の喫煙者などで吸いがらをその場に捨てたりするのでますます子どもを遊ばせづらくなっている。 

45 柏町４丁目には安全で楽しめる公園が全くありません。非常に困る。どの公園も①暗い、②危ない

（道路にすぐ出られる）③狭い、④遊具ない→古い⑤ベンチもきたない。 

46 安全に遊べる公園が増えると良い。 
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 自由意見 

47 公園が少ない。小さな公園しかない。遊具も古い。公園がうっそうとしている。小さな子ども用の

遊具（すべり台、ブランコなど）や小中学生がボール遊びをできるような広いスペース（→金あみ

で区切る（遊具の所と））合体した大きな公園を作ってほしいです。柏町、１丁目、２丁目付近。立

川市計画生産緑地地区を一部でもいいので解除していただき、大きめの公園を作ってほしいです。

遊具は、アスレチック風や、また丘や自然があるような公園もいいと思います。 

48 西砂町に住んでいますが、ちかくに大きな公園がありません。子育てセンターも年齢によって、時

間や曜日が限られているため、上の子どもの小学校や習い事などの予定と合わず、なかなか利用で

きません。いつでも利用できる場所があるとうれしいです。 

49 公園の砂場、ブルーシートはかけてあるのに古い落ち葉だらけで残念です。 

50 子どもが公園でボールでサッカーの練習をしていたら児童館の先生に怒られました。禁止となって

いるようですが、いつ、どこで練習したらいいのですか少し考えていただきたいです。 

 

（２）小学生の保護者 

 自由意見 

1 ここ近年公園が整備されたところが増えた為、子どもの遊び場が増えました。 

2 学童以外の放課後子ども教室を増やしてほしい。 

3 砂川学習館の周辺にはテニスコート、ゲートボール場、グラウンドは有るのですが、ちゃんと子ど

もたちが遊べる公園（遊具がそろっている）が有りません。もう少し子どもたちの環境を整えてほ

しいです。砂川学習館、夏休みだけじゃなくて、自主学習スペース（子どもたちに）を開放してほ

しい。 

4 ボールを使用できる遊び場が少ない。小さな公園はたくさんあっても、広い公園が少なく、つい小

さな公園でボールを使用したり、道路でボールを使用する事になる。小さな公園では、物損もだし、

他人に危害を及びやすい。道路では事故の要因にもなる。土地はあるのだから有効に活用してほし

い。 

5 仕事をもつ母親が増え放課後の子どもたちの過ごす場を見つけるのが難しくなってきていると感じ

ています。我が家でもお家の人が不在の家にはあがらない約束をしています。放課後安心して過ご

せる場を整えてほしいと思います。府中市のように教員を目指す学生たちのボランティアを活用し、

利用審査のない放課後の学校で遊べる制度があれば良いと思います。学童に行っている子も行って

いない子もみんなで遊べると学童卒業後もスムーズに関係を築けると思います。また他市の児童館

と比べ、低年齢の子どもへの関わりが消極的な印象をもっています。子育てで悩みや孤立を感じや

すい幼児、乳児をもつ親へ東大和市の幼児サークルのように積極的に導いてもらえる職員や児童館

があると仲間ができて負担が軽くなると思います。東大和市のサークルとその後のひっこしで立川

市のサークルに入ったのですが、立川市は全くノータッチだったので。乱筆で申し訳ありません。 

6 アンケートの実施、ありがたく思います。子どもは十小地域ですが、近くに児童館はなく、近くの

公園（青柳公園）はブランコが何年も壊れたままだったり、草がうっそうと茂っていたりして放課

後にのびのびと遊べる場所がないなと感じています。それでトミンハイムに小学生が集まり、住民

の方にも迷惑をかけてしまっている様です。市内の公園の整備…放課後に子どもが安心して体を動

かして遊べる場所を整えていただくととてもありがたいと思います。 

7 砂川方面（柏町方面）の遊具のある公園がありません、昔と変わっていない様なのでそろそろ考え

ていただきたい。 

8 ボールの蹴れるような公園をたくさん作ってほしい（フェンスを高くする等の）子どもが外で元気

に遊べる施設（無料で）の場所を多く作ってほしい。 

9 有料ではない広い公園があると助かる。（ボール遊びができる公園が少ないので） 

10 新しいホテル、商業施設はもうじゅうぶんあるのではないかと思います。子どもの遊べる場所、芸

術、科学など、無料あるいは低料金で過ごせる場所がほしいです。 

11 道路で遊ばせている親がいます。自転車競走などモラルが低下しています。子どもを遊ばせる場所

について広く知らせてほしいです。 

12 公園が汚い、遊具が少ない、こわれているのに直さない。安全に遊べない。働いてない人も預けら

れる学童のような施設がない。他の市よりも遅れている。 
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 自由意見 

13 図書館児童館が近所にないため、放課後などに子どもだけでは行くことができないので困る。児童

公園をもっと整備してほしい。 

14 ボール遊び（野球やサッカー）ができる場所が年々少なくなってます。公園などでのボール遊びが

危ないのもわかりますが、キャッチボールやリフティングも近所の公園ではできないです。 

15 遊具のある公園が少ない。多少のけがはあってもいいのではないかと思います。危険な事がわから

ないのは反面、そういう経験がないからではないかと思います。公園での子どもの声が“うるさい”

というのは少数の意見ではないでしょうか。少数になった子どもたちにこそ、未来を担う子どもた

ちにこそ、予算を増やしてはいかがでしょうか。不審者対策、シルバーさんに公園の見守りをして

もらうのも良いかと思いますが…。 

16 子どもの遊べる場所（公園など）の充実、また環境の整備（ボールの使用など）自治会（子ども会）

への加入の推奨。 

17 もう少し公園を増やしてほしいです。特に曙町にはほとんど子どもが安心して遊べる公園が少ない

と思います。 

18 ボールが自由に使用できる公園を作ってほしいです。以前、ネットをはる等してボール使用の公園

の計画があったと聞いておりましたが、実現せず、とても残念に思いました。ぜひ実現させて、子

どもたちがのびのびと遊べる公園をお願いいたします。 

19 息子は小学生でサッカーが好きですが、土日は近所のお友達と遊びたいのでクラブチームには入っ

ていません。近所の公園はボール遊び禁止の看板があり、私道でボール遊びは危ないと注意され、

家の庭で遊んでいたボールが隣の家の車に当たり、結局サッカーなどのボール遊びはどこでもでき

ません。せめて人のいない公園ではＯＫだと助かります。子どもへの施策はとても充実しています

が、子どものあやまちやささいなイタズラへの許容はなくなってきていて、大変そうだなと感じま

す。 

20 放課後子どもが安心して過ごせる場所、勉強できる場所をたくさん作ってほしいです。図書館内に

常時自習できる場所がほしいです。自分の子どもへより良い支援のため情報集めや、担任の先生、

医師、コーディネーターさんへの説明調整でとられてしまうことが多い親の労力、時間、気力を当

の子どもへ向けられるようにしてほしいです。子育てに力を入れようとしているのに、２４ｈ内科、

外科などすべての科で子どもを受け入れられる病院が市内にないです。小児ＥＲほしいです。「この

子には今どういった支援が必要か」ということを関わっている支援者全員で話し合えるようになっ

てほしいです。 

21 立川柴崎町ではボール禁止の公園が多く、サッカーや野球を思いきりできない。昔はそんなことな

く思いきりあそんでいたのに今の子たちはかわいそう。最近、日野市で新しく公園が出来ました。

ネットがちゃんとついていて安心してサッカーやバスケができるスペースがある。立川にもその様

に気軽にボールであそべる公園が出来たら、子どもたちはのびのびあそべるのではないでしょう

か？ゲームあそびもへらして外で遊ぶようになる気がする。 

22 ボールＯＫの広い公園を増やしてほしい。 

23 昔に比べて公園に置いてある遊具が少ない気がするのでもう少し増やしてほしい。 

24 公園を増やしてほしい。とても小さい（ベンチのみとか）誰も利用しないような公園ばかりあって、

まともに子どもが遊べる公園が少ないと思います。昭和記念公園は有料な上に、子どもが遊ぶ遊具

があるエリアまで駐車場からだいぶ遠く、小さい子ども連れにはとても不便です。あと、暑い時や

雨の時にも無料で子どもたちが思いきり遊べる場所があると助かります。 
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 自由意見 

25 公園について…規模の大きい昭和記念公園は充実していますが、普段使う小さな公園はボール遊び

ができる所がありません。バスケのゴールがあったり、ランニングコースがあったりスポーツがで

きる公園があるといいと思います。特別支援学級は学区外になり送迎は親の大きな負担でした。ま

た子ども会に入っても学校が違えばなかなかなじみづらいです。キラリを週一回利用しています。

苦手な所をサポートしていただき、大きなクラスでもいろいろなことに取り組めていて大変有り難

いです。利用手続きにかなり時間がかかりましたので、キラリを必要としている人が必要な時に使

えるようになるといいと思いました。また、回数が増やせるとより良いです。お友だちや顔見知り

も増えて楽しそうに過ごしています。どの学校にも特別支援学級があり、普通級にももっと自由に

交流したり、キラリも他の自治体にあるような自由度の高いものだと有り難いです。子どもの経験

の幅も大きく広がり、周知、理解も深まると思います。学校の先生にシワ寄せがいかないような、

何か良い方法はありませんか。子ども会について…子ども会に入会し、活動することは子どもにと

ってはもちろん、親にとっても有意義だと考えています。子ども会の役員をしていますが、負担が

かなり大きいと感じます。 

26 放課後、子どもの遊び場が少ない。公園でボール遊びができない。 

27 親子で無料で遊べる大きな施設があるとうれしいです。（屋内、屋外あり雨の日でも利用できる）（山

形県のタントクルセンターのような施設）。 

28 親が働いている、なしに関わらず、子どもが安心、安全に過ごせる居場所の確保をしてほしい。低

学年でも歩いて行ける場所にあるべき。その様な居場所があれば、学童の待機児も減るのではない

かと思う。学校の空き部屋、公民館、学習館等、空き施設を有効活用し子どもの居場所を！！ 

 

（３）中学生・高校生世代の保護者 

 自由意見 

1 近年、公園での遊具撤去や禁止事項が増え、子どもたちの遊び場が減っているように感じます。ぜ

ひ、公園の整備充実を進めていただきたいと思います。 

2 ボール遊びができる公園が欲しい。 

3 外遊びでボールを使える公園をもっと増やしてほしいです。 

4 立川市でも高齢者が増え、子どもが公園で遊んでいるとうるさいと怒られたりボールを使うな、な

ど厳しい現実があります。子どもが外でのびのびと遊べる、地域で子どもを育てる事が必要だと思

います。それと公園の遊具が次々と危ないという理由で撤去されたりするのはいかがかと思います。

地方にも住んでいましたが、必ずどこの公園にも乳児が利用できるブランコ（箱型？椅子型？とい

うか）がありました。乳児も楽しく利用できる公園の整備をぜひ考えていただけないでしょうか。 

5 子どものスポーツができる施設が少ないと感じます。特にバスケットボールは、ドリブルをつくと

音がひびくので、近所ではできません。近くの体育館も、小学生が使えるゴールがなく、中学生ゴ

ールが使える曜日も少ないのでなかなか行けません。せっかくプロのバスケ選手がくる立飛アリー

ナができたので、子どもたちがのびのびとバスケができる環境を作ってほしいです。 

6 子どもが安全にある程度自由に遊べる公園が少ない。 

7 子どもたちが自由にあそべる公園が少なく、あっても固定遊具が撤去されがち～がらんとした何も

ない広場のような公園が多い気がします。広場があっても野球などできなかったり、規制があり、

自由が奪われているように思います。小学生以上のお子さんたちは、放課後や休日は友だちと自由

にあそべる時間、場所が必要だと思います。子どもたちにとって魅力的な施設を各地域に設置され

ると好ましいなと思います。 

8 立川市では、ボール遊びができる公園が１つしかありません。（広報より）学校の授業の中でしかボ

ールに親しめないのは残念です。他市では、家族で、気軽にキャッチボールバレーボール等をして

絆を深めていました。立川市では、お金を払って昭和記念公園でボール遊びをするので、経済的に

も、行動も制限されて息苦しいです。また、小学校の校庭も放課後使えない、遊べないので、子ど

もはどこで体いっぱい遊ぶのでしょうか？小学校の先生の事情も理解できますが、犠牲になるのは

子どもです。広場はサッカーや野球チームが使用していますよね。気軽に個人でボール遊びができ

る場所が欲しいです。 
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 自由意見 

9 子育てをすることで、一番ストレスだったのが、子どもが自由に遊べる場所が少ないことです。公

園は、ボールを使うことができないなど、興味を持ったことを、好きなだけやらせてあげる場所は

ありませんでした。ルールを守ることは、大切ですが…。「禁止」することで、子育てがうまくいく

とは、思えません。 

10 ボール遊びができる公園があるといい 保育つきの運動（イベント）は気分転換になって良かった。 

11 子どもが自由に遊べるところが少ない…全くない。子ども同士または親子でキャッチボールをした

くても、柏小学校の場合、サッカーはＯＫだが野球はＮＧ。埼玉の方へ行くと小さな広場に高いフ

ェンスなどがあり、近所の子どもが思い思いに遊ぶことができている。子どものこと、親子の関係

を築く為にもキャッチボールくらいできるところを多くしてほしい。自分が子どもの頃は、家の裏

や表の道路でキャッチボールできたのに…。 

12 子どもたちが雨の時とかに室内で運動できるような施設等（安く利用できる）が増えるといいなぁ

と思っています。立川は、商業施設ばかりで、お金を持っていないと遊べないような事になってい

ると思います。また、お金を持っていないとお友達からも誘われないようになっており、いじめ等

にもつながりつつあるようです。何か、スポーツで体を動かす機会をもてるような施設を期待して

おります。 

13 公園はボール遊びは原則禁止と聞いたことがありますが時々、サッカー、野球、テニス等の練習を

している人もいて、そのボールが車道にとびだすことがあり大変危険です。そのような遊びをして

いい場所を明確にしていただきして良い場所にはきちんとネット等の対策をしていただきたいで

す。 

14 小学生が放課後遊べる児童館はあるが、中高生が利用できる施設や科学館など、大きい子向けの施

設が少ないと思う。武蔵野プレイスのような施設が出来ると良いと思う。 

 

（４）小学 5 年生子ども本人 

 自由意見 

1 仲間はずれがあって、つらくなって、いつもびくびくしながらすごしています。あと、わたしをさ

ける人が二人いて、暴言もいくつかしてきます。楽しく遊んだりできる場所をつくってください。 

2 広い野球が出きる広場がほしい。 

3 一輪車ができるところ。（手すりがある（２本）） 

4 公園が少ないから家の近くに公園をつくってほしい。人気の少ない道をへらしてほしい。 

5 公園に、バスケットゴールがあればいいなと思います。以上です。 

6 室内で遊べる所を作ってほしいです。児童館がありますが、それ以外は公園などしかなく、室内で

あそべる所がありません。なので、作ってほしいです。 

7 立川市若葉町２丁目らへんは公園が少なくあったとしても小さいのでバスケやおにごっこなどがで

きる公園を作ってほしいです。 

8 芝生の自由で、遊べる場所が増えてほしい。 

9 もっと広い公園があって、ボール系ができるところがほしい。 

10 子どもたちで自由に仲良く遊べる室内野球場がほしい。 

11 立川市の公園に、ゴミ箱をもっと設置したらいいと思います。それから、屋内に、子ども用に遊べ

る部屋が、もっとあったらうれしいです。 

12 公園をもっとふやして、また公園でボールあそびや、スポーツをできるようにしてほしい。 

13 ボールを使ってもいい広い公園が無い。公園の遊具バリエーションが少ない（すべりだいだけやブ

ランコだけ）などだからアスレチックみたいなところを増やしてほしいお願いします！！ 
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（５）中学 2 年生・高校 2 年生世代子ども本人 

 自由意見 

1 空き地などの広くて自由にあそべる場所がほしい。 

2 遊べる公園やもっと設備のいい場所をふやしてほしい。 

3 遊ぶ場所がもっと増やしてほしいと思った。 

4 日常生活の中でバスケができるところが少ないのでもっと体育館を増やしてほしい。 

5 中学生ぐらいの人が野球やサッカーができるところがほしい。ストリートバスケのコートをつくっ

てきてほしい。 

6 立川市に、今のよりももっとすごい公園があればなと思います。（長いすべり台ブランコシーソーな

ど） 

7 環境が整ったバスケットコートが少なかったり、あっても利用できる日時が限られているように感

じる。 

8 お年寄りにばかり目をむけないでください。「ボール禁止」の公園なのに、年よりばかりゲートボー

ルやってて、おかしいと思う。どうしてもだめなら、子どものためだけの公園をつくってください。 

9 もっとサッカーとかができる公園にしてほしい。今自分は、下手くそでチーム内でも、ちょっとき

らわれているから、練習してうまくなりたい。そしていつかは、日本代表になりたいから。 

 

（６）ひとり親（18 歳未満の子どもを扶養する配偶者のいない父または母）家庭の保護者 

特にご意見はありませんでした。 
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９ 「子どもの権利」について 

（１）就学前児童の保護者 

 自由意見 

1 私も虐待された経験があり、中学生の時に“子どもの権利条約”に関して学校で学び、この条約が

私たちを助けてくれると信じて生きていました。でも、周りはなかなか気づいてはくれず、あると

き２人で逃げるように引っこししました。だから、もっとこの条約について広めてほしい（子ども

たち）そして、どうしたらいいのか、どこに相談したらいいのか、助けてくれるところはあるのか

など、知識を広めてください。あなたは人間で、生きる権利、幸せになる権利があるんだよ！と、

心から願ってます。 

 

（２）小学生の保護者 

 自由意見 

1 子どもたちに子どもの権利について学ばせても正直興味をもつ子は少ないと思う。（小学生くらい

は）なので、大人が子どもの権利について学び子どもに接するのが子どもにとって良いのかな、と

思う。 

2 「子どもの権利」というものがあるのを知らず、読んでみていつも自分の時間の都合で怒ったりし

ているのを反省してちょっと泣きそうになりました。「子育てしやすい町」とかも大事だと思うので

すが、折に触れて今回のように子どものことを各家庭で親と子が考え話し合ったり、「子どもの権利」

というものについても、もっとたくさんの人が簡単に目にできるようにすると疲れて怒ったり、気

が狂ったりしそうになるほどつらくなっても、われに返って子どものことをもっと考えてあげられ

る気がします。「子どもの権利」が本当に印象的でした。職場でこの権利を知ってるか聞いたら（子

どものいる人）みんな知らないけど、胸がキュンとしたとかいろいろ考えちゃった、と言っていま

した。全ての子どもが子どもらしく楽しく生き生きとした生活できますように。 

 

（３）中学生・高校生世代の保護者 

 自由意見 

1 子育ては大変ですが、少しずつ少しずつ育てやすい環境ができてきているように思います。今後の

施策にも期待します。「子どもの権利」がさらにみんなに広く浸透すればいいなと思います。 

2 子どもの権利を周知させることは大事だと思います。親保護者教育者などが、常に自分の意志を押

しつけていないだろうか、と自問しながら、子どもを１人の人間として向き合うことが重要だと考

えています。私も含め、大人が子どもの失敗に寛容になり、子どもの立ち止まり考えている悩んで

いる時間を尊重できるようになると、子どもの権利を子ども自身が自覚できると思います。 

3 子どもの権利はとても大事だと思う。しかし、中学、高校にもなると、口が達者になり、自分の都

合で権利を主張する時があり難しい。 

4 子どもの権利条件の内容を子どもにも理解できるようにわかりやすい言葉で周知することが必要。 

5 このアンケートを機に、「夢たちブック」を拝見しました。また、子どもの権利条約についても内容

を確認しましたが、この条約の第２３条に定められている“障害を有する児童”についての内容が、

「夢たちブック」の中にはほとんど反映されていないと感じました。本年４月には「立川市障害の

ある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例」も施行されていますので、次回の計画作成

の際には、その点に留意していただければと思います。 

6 「子どもの権利条約」を決めるよりも、大事なこと、早く決めるべきことがあると思います。子ど

もに条約を理解できるか、どの位心に響くかは、疑問があります。最近はテレビでも優秀な番組が

あります。命を考えたり、友情や自分を大切にすることなど。道徳の時間にそういったものを見る

のも良いのではないでしょうか。家だとあまり重い番組は見ない子もいますし、じっくり見られる

となにか感じるものがあるかもしれません。子どもの心に響くやり方を考えられたら、よいと思い

ます。 
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 自由意見 

7 「子どもの権利」について、すべて良いと思わない。悪いとも思わない。いろいろな事を法律や条

例にし過ぎているように思います。明確で良いかもしれないけれど、幼稚園や、保育園等で、ゴミ

の分別を徹底して教えた方が良いと思う。細かい分別も。ポイ捨て当たり前等、できない大人が多

すぎる。（家で教えるのは、当たり前）。 

8 発達障害を持つ子どもが増えています。一人一人に合わせた支援が必要ですが現状の公立小学校公

立中学校では期待できず手厚く生徒一人一人を見てくれる私立の中学校へ行く選択をしました。学

費が高く家計が苦しいです。収入に合わせた手当てもありますが両親がフルタイムで働いていると

それなりに収入もあるため全て該当せず、学費を払うために働くことがとても不公平に感じます 

「子どもの権利」を考えているのなら、どんな子どもでも生活し学んでいけるような支援を早急に

考えてもらいたいです。特に公立の小学校では全ての学年において先生を２名以上常時配置し、手

厚く支援してほしいです。先生たちも子どもの発達障害についてもっと理解する姿勢を持ち学んで

ほしいです。 

9 「子どもの権利」を知られることも大切ですが、そこだけでは、本当に心の中に響くとは思いませ

ん。生まれてからの家庭環境や乳幼児期を過ごす場所やその中で働く大人も、きちんと理解をして

いるのか。心が欠けて見える。子どもにとって（一人ひとりの個性障がいの有無またはグレーゾー

ンの子も含む）安心して過ごしやすい、生きやすい存在であるためには、義務教育の授業の中で年

齢別にあったコミュニケーションをとり、ディズニー本（ホスピタリティ）や心理学をきちんと優

しく理解すると、周りの見方がわかり、自分を大切にする、他人も大切にできる。人との関わりが、

大人になっても“何が大切なのか”考え、見極め、常に成長の土台になる。 

 

（４）小学 5 年生子ども本人 

特にご意見はありませんでした。 

 

（５）中学 2 年生・高校 2 年生世代子ども本人 

特にご意見はありませんでした。 

 

（６）ひとり親（18 歳未満の子どもを扶養する配偶者のいない父または母）家庭の保護者 

特にご意見はありませんでした。 
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10 悩みや困っていること、相談先について 

（１）就学前児童の保護者 

 自由意見 

1 子どもに関する相談をできる場所の一覧があればありがたい。 

2 未来センターで発達相談を受けています。ていねいで親身なアドバイスや相談にのっていただけて、

感謝しています。 

3 現在第３子妊娠中です。産後の職場復帰は希望していますが、（パートです。）時期に関し、迷い不

安があります。産後の体調、体力に対する不安、子どもとの時間をうまく取れるかの不安等。夫婦

共に実家が遠く、気軽に子どもたちの世話をお願いできません。ファミリーサポート、一時預かり

等うまく使って、息抜きもしたいですが、金銭面の負担も大きくなる為、迷いがあります。友人に

も頼めない事はないと思いますが、よほどの緊急時以外は頼らずにいた方が、関係性はうまくいく

と思います。一時預かりがもう少し負担が少なく、また預け先が多くなれば良いと思います。（一時

預かりの予約が埋まっている事が多々あると聞きます。） 

4 子ども家庭センターの就学相談でお世話になっております。近い身内がいない土地での子育てで、

相談できる場があり、とても救われております。 

5 園での５歳児相談のありかたがあいまいなように感じる。よく説明などもされずに相談を受けるよ

う強く言われて、大変不快な思いをしたし、その後のフォローも特に見られず、残念な気持ちにさ

せられて終わった。 

6 未来センターで発達相談を受けている。就学後、相談窓口がないこと、小学校での情緒系の支援が

全校で行われてなく、４、５月に入所、見学さえ出来ないという状況に、他市への転出も考えてい

る。もう少し充実してほしいと思う。 

7 子育てに悩んでいる世帯はたくさんいると思います。保育園や幼稚園や子育て広場を利用している

方は、悩みなどを相談できていると思われますが、家に閉じこもっていて、幼稚園や小学校入学ま

で、相談できる人がいない世帯は特に支援が必要だと思います。そのような世帯をアウトリーチす

る支援体制の確立ができたら、親の負担軽減につながるのでは、と感じます。 

8 双子のうち、１児、（今回の対象児）に発達障害があるうえに、母親は、精神科を定期受診していま

す。母親へのサポートはもちろんだが、父親に対するサポートを充実していただける助かります。 

9 発達相談、就学相談などの充実。一度相談したら、その後も気にかけてほしい。 

10 子どもではなく親が発達障害（グレーゾーンでも）で子育ての相談をできる窓口があったらいいな

と思います。 

11 気軽に相談できるとうたっていますが、本当に親身になっていますか？相談しても当たり障りのな

い、どこかで聞いたことのあるようなうわべだらけの言葉だけ並べて、相談内容をファイルしてい

るだけではありませんか？子育ては孤独だと感じます。相談は誰にでもできますが結局一人です。 

 

（２）小学生の保護者 

 自由意見 

1 発達障害の子ども持ちです。相談ができる窓口はたくさんありますが、全て「子どものために」の

目線。発達障害児（いろいろな傾向パターンがありますが）の親は、子どもの支援のために気を遣

い、お金も使い、時間は拘束され、暴言暴力でののしられ、それでも家事をこなして毎日を過ごさ

なくてはならず、本当につらいです。不安が強く、母親と離れられず、でも人に合わせることもで

きないため、買い物や家の周りのことさえできず身辺自立も難しいためやってあげることは膨大で

睡眠時間もとれません。親に余裕がなくきっと障害児本人もつらいと思います。 

2 教育支援課の教育相談、●小のスクールカウンセラー、●小の先生方、通級きらり、●●学童保育

所、放課後デイサービス●●●●、相談支援事業所●●●●…などを利用していますが、横のつな

がりが全くなくて本当に困ります。何か子どもが事件を起こすと上記の全て（他にも病院もありま

す）に同じ話をして回らなくてはなりません。どうにかしてください！！ 

3 子育てについて相談する機会が何度かありましたが、非常に事務的な対応で、相談しても理解して

もらえないと感じるような職員さんがいらっしゃるのが残念でした。 
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 自由意見 

4 上の子どもが幼い時、家庭支援センターの相談員の方に大変お世話になりました。悩みを安心して

話せる第３者の方がいることはとても大きかったです。悩みが深いほど、身近な人には相談しづら

い気もします。その時に安心して思いを吐き出せる場があることは大事に思います。頑張ってるお

母さんたちを応援してくれる市政であってほしい。子どもたちが集まりたくなるような自習室をつ

くってほしい。 

 

（３）中学生・高校生世代の保護者 

 自由意見 

1 相談先が身近にないことの改善。妊娠出産育児健康に関連する教育を小中学校で実施。子育てして

いる人たちの現状把握→施策への反映。 

2 １７年子育てをして一番つらかったのは産後～３年位でした。ママ友というのは不安定で、価値観

も違い、子どものために付き合うのはストレスでした。情報が欲しかったので、市の相談窓口が気

軽にあるといい。同年代ではなく、子育てを終えた世代の母親が、話し相手になってくれる１対１

のカウンセラー。（ハローワークのカウンターのような）小児科探しや、多方面で一緒に考えてくれ

る人が必要。母親同志のサークル等は苦しい。子どもの比較ばかりしてしまうので。産後うつだっ

たのか？当時は毎日死にたいと思っていました。女性が家事も子育ても得意だと思われていること

が負担でした。よろしくお願いします。 

3 子どもと言いながら、学童だけが子どもではなく就職をした子どももいる。学校だと何かあった場

合、先生に相談をすれば良いけれど就職をして、問題に直面した場合にどこに相談に行っていいか

わからない。と言う事もあるので、大人さまの相談場所を教えてほしい。学年のカラーでだいぶ、

その学年の子どもたちの雰囲気が変わるから親が役員をしていないと子どもたちの状況がわからな

かった。学校側も言わないから子どもの話を聞いて、授業にならない、学校外に出ていく、お金の

恐喝があり、自分の子を守る為に私立に通わせるという手段を選ばないといけない。でも家計に負

担がかかる。私立に行かせるのは余裕があるだけではない事を知ってほしい。 

4 教員ですが、家庭や生徒自身に問題があっても、児童相談所やカウンセリングぐらいしか対処法が

分かりません。おかしいな？と感じて保護者面談をしても、保護者自身が気付かなければ生徒は何

のケアもされず、放置状態です。児童相談所は、対象者の年齢層が広く、中高生に対するケアは幼

児の緊急性に比べて、後回しになります。目立つような行動がなければ、彼らは、より良くなるた

めのチャンスを失います。教員も忙しすぎて、関係機関を紹介するのみ。やはり保護者に任される

のです。仕事で忙しかったり、関心がない親を指導、助言するような大人がいると、子どもの問題

も、もう少し減ると思います。 

5 私の子どもは発達障害で教育相談へ２～３カ月に１回程度相談へ行っています。子どもの学校での

様子や現状を報告していますが、どこまで悩みを打ち明けてよいのかわからないでいます。悩みを

打ち明けても解決策がないので悩みは解消されないこともわかっています。教育相談は、どこまで

頼ってよいのでしょうか？ 

6 乳児健診のように、思春期にもやってほしい。外側からのアプローチがあると、相談しやすいと思

ったので。今はだいぶ落ち着きましたが、小学校後半～中学校の頃の反抗期がとてもとても大変で

した。けれど、相談できる場所が立川にあるらしい…とわかっていても、なかなか一歩が出ずに苦

しんでいました。子育て相談、教育相談をさせてもらって大変助かったので、踏み出す入り口を広

くしていただければ、もっとたくさんの人が利用できるのでは…と思いました。 

7 いろいろな病気などで、不登校になりやすい子の気持ちを先生方に理解してほしい。 

 

（４）小学 5 年生子ども本人 

 自由意見 

1 児童相談所をもっと多く設置する事 悩み→今は特にないけど「相談したい」と思う時に「めいわ

くかけられない」とも思って１人で全部責負う事。 

2 将来のことをきいてくれる所があったらよいと思う。 
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（５）中学 2 年生・高校 2 年生世代子ども本人 

特にご意見はありませんでした。 

 

（６）ひとり親（18 歳未満の子どもを扶養する配偶者のいない父または母）家庭の保護者 

 自由意見 

1 仕事、家事の合間に時間をつくるのが難しく、相談したくても身近にならないのが残念です。 

2 離婚前に市の相談窓口へ伺いましたが全く相談にならないというかとても残念な思いをして帰った

のを思い出しました。わりと軽いお話し相手的な方がいらしたのでそこへはむしろ行かない方が良

かったです。お年も上の方だったのでギャップも感じました。死んでしまわない様に…くらいに追

いつめられていると行く場を選ぶのもむずかしいのでどこかのセクションで振り分けていただけた

らとも思いました。このアンケートも紙ではなくハガキにＱＲコードなどでどこかへジャンプでき

て答えられたりすればこちらも市役所の方もお金もかからないのでは？と思います。 

3 子どもが幼少期の時は、保育園、スーパーの赤ちゃん休憩室の助産師さん、健診等子育ての相談場

所がたくさんあるが、大きくなるにつれて相談できる場所は減り、思春期の子どもについて相談で

きる場は、ほとんど無い。 
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11 その他 

（１）就学前児童の保護者 

 自由意見 

1 立川市内在住ですが、地域によって施設数の違い、利用できるサービスの差がありすぎると感じま

す。中心部になかなか行けない為、便利とは言えない地域にも施設を充実させてほしいです。 

2 母子手帳のデザイン改正。 

3 産後３カ月、子どもが２人になり子育ての大変さも変わり、悩みも増えました。上の子が保育園の

送り迎えの時だけちょっと気軽に見てくれる人が何度居てくれたら！と思ったことか。近所に歩い

て５分もかからない保育園があるのに、職場とは反対方向の家から徒歩 20分以上かかる保育園に通

っている大変さ。もっともっと子育て中の人に耳を傾け、どんどん声を取り入れ子育てしやすい立

川になっていってほしいです！ 

4 幼稚園の後や土日に習い事（体操やピアノなど）が市の講座で安めに出来たらうれしいです。 

5 バスに乗る時、子ども連れは（特に乳幼児）危険を感じる。運転が荒いので足を痛めたり、バラン

スをくずして倒れそうになることが多い（抱っこして、ベビーカーを折りたたんで持っていると特

に）。とにかく子連れに不親切に感じることが多い。幼稚園なども遠い。一時預かりの予約がとれな

く、困る。バスの本数が少ない。市役所の子育て支援の方、感じが良い人と悪い人の差がありすぎ

る。気軽に相談できない。 

6 立川は子どもの施策に力を入れている方だと思います。 

歩いていて子どもも多く見ます。 

土日に無料で預かってくれたらそういう施策があったらよりいいと思います（ママの通院リフレッ

シュのため）。 

7 第３子を初めて立川市で妊娠出産したのですが、地域担当の保健師さんが、とても優しく親切な方

です。妊娠初期から産後も悩みを親身になって聞いてくださって、身内や知人にはあまり相談でき

ない内容ということもあり、とてもありがたかったです。事務的な対応とは違う、温かなサポート

をしてくれる方で、そんな保健師さんがいる立川市で出産、子育てができること、心地良いです。

保育所や学童の待機児童の解消は切に願いますが、知人や友人には立川市での子育てをすすめたい

です。 

8 健康会館の立地が悪すぎる。バスでもマイカーでも行くのが大変。 

9 立川駅周辺施設に行くのに車では行きにくい。駐車場がほしい。 

10 保育士に対する賃金面を含めた労働環境の改善。 

11 子どもが乳児の時は、ひたすら孤独な育児をしていたように思います。保育日にあずけられる程の

就労をしていなかったので一時預かりを利用しようにもキャンセル待ちばかりでリフレッシュもで

きず、子育て広場も親づきあいやトラブルで次第に足が遠のき、まさに「ワンオペ」でした。実際

に子どもを産んでみて初めて、少子化の理由が分かりました。母の負担が重いと感じます。市には、

一時預かり（就労に関わらず）の施設の充実をぜひお願いしたいです。よろしくお願いします。 

12 夫は全国転勤のある公務員で「出張」もあります。そのようなわけで幼稚園の謝恩会の出しものだ

とか、なり手がいない役員だとか、小学校の委員だとかを負担させられるのが本当につらかったで

す。子ども 1 人につき 1 回は役員をやるというルールなので、子どもが多ければ多いほど負担のふ

える懲罰のようなモノです。私は周囲に、絶対 3 人も産んではいけない、やめた方がいいとアドバ

イスをしています。 

13 子どもが多い場合、職に就くことが困難な女性がおり、世の中の全ての女性が働きたい人ばかりで

ない。世の中の施策が働く女性ばかりにクローズアップされており、多くの子どもを育てる専業主

婦家庭にも経済面での支援がなければ少子化の解決にはならないと思う。妻が、心にゆとりをもっ

た子育てができるようになるためにもそういう世の中になることも祈ります。よろしくお願いしま

す。 

14 今の時代、仕事と育児の両立はかなり難しいと感じている。夫婦の両方の親が健在であっても、70

歳以上の今も働いており、我が家は子育てを夫婦 2人のみで行う。（この枠についての理解が低いと

感じる。）子どもが年中だが小学校一年～三年は、妻とも話し、妻は子どもの為に仕事を辞める事を

決めている。保育園も３歳まで認可には入れなかったし、学童も入りにくいと近所の方にも聞いて

いる。子どもが成人するまでは臨機応変に対応していく予定です。 
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15 立川市は他の市に住む友人からいつもうらやましがられます。子育ての支援やイベント等が多いと。

確かにそう思いますが、自分から動かないと実際は利用できずなので、これからはどんどん参加し

てみようと思います。あと鬼公園の青いゆらゆらする遊具を新しくしてほしいです。 

16 小学生を対象とした催しを増やしてほしい。科学や宇宙、化学、数学など学力や成績とは関係のな

い”知識”にふれる、増やす機会が多いと、たとえ、学校の勉強がイマイチでも何かきっかけを与

えられるかもしれないから。 

17 産後ヘルパー制度を利用した際、支払いが金融機関での振込用紙のみでした。双子をかかえ育児で

疲れ切っているから利用したのに支払いは銀行払い。銀行にいけるぐらいならそもそもヘルパーな

んてたのみませんが？立川市の制度やサービスはいつも市民のその先を考えていない、利用者によ

りそってないうわべだけのサービス、子どもの学校での補習での指導者からの舌打ち。今、立川に

住んで子育てしていることを心底後悔しています。もっとまともな市に住んでいれば良かったです。 

18 保育ありの市民講座をたくさん増やしてほしい。1 人目が保育ありの講座にたくさん参加して、そこ

でリフレッシュが出来、知り合いも増えました。ママ向け以外の講座は保育が無いので参加したく

ても参加ができません。一時保育は 2000円～4000円もするので気楽に利用ができません。高すぎま

す。保健師さんは健診の時に毎回「ストレスがたまる様なら一時保育を利用しましょう」と言うけ

れど、高すぎて現実的ではありません。子どもに対するイライラがひどかった時に健康会館で受け

た心理相談がとても良かったです。一番近くの児童館の中にある子育て広場の先生の一人がこわく

て、子育て広場に行けなくなってしまいました。子育て広場の先生は優しい先生にしてほしいです。 

19 立川市の情報提供がＰｕｌｌではなくＰｕｓｈ（Ｗｅｂ、町内掲示板等）にしていただけると情報

を見逃したりすることが少なくなるのではと思う。立川市の予算で子どもたちがオリンピックを見

られる機会を作ってもらえたらよいと思う。 

20 立川市の子育て事業の情報が少ない。道が悪くて、ベビーカーがおしにくい。 

21 高収入であるが故に保育料や手当てが差別されることは避けるべきであると思う。そういった制度

を進めるのであれば、一家で収入が高い方ではなく、一家庭で見るべき。また保育園への入園にお

いて書類にウソを書いている人も散見される。よりしっかりと判断されるべきではないか。 

22 数カ月前に立川市に転入したのですが、先日の３歳児健診に行った際、流れの悪さに驚きました。

その他にも、市役所に保育士やスタッフのいる託児所が無いなど、子育てに関して不便さを感じる

ことがあります。 

23 子育てしにくいと感じることが多くある。子どもの声がうるさい。ここで～してはいけないなど。

周りの大人の目が気になる。泣いているだけでじろじろ見られる。せめられている気がする。外で

のびのび遊ばせられない。ボールはダメ。自転車はダメ。どこですごせば良いのか。確かにマナー

の悪い親もいる。でも、子どもは成長するために遊びや経験を必要とする。日々、疲れる。冷たい

社会だと思う。子どもを育てるとはこんなに重圧を感じるものなのか。 

24 図書館にいつでも勉強ができる（本が読める）自習室があるといい。武蔵村山大南図書館のような

もの。立川市は少ない。発展している市なのになくて驚いた。あいているスペースを有効に使って

いただきたい。こぶし会館も２階とか老人のたまり場になっている。子どもが将来、「図書館で勉強

してくる」と言えるような環境が望ましい。 

25 土曜も勤務していたりするため、せめて土曜日だけでも保育園や学童がみてもらえると本当に助か

ります。決まりでは土曜日就業に限るになっていますが、それをもう少し考えていただきたい。職

場の研修が土曜日にあることもあったりするので、誰にも子どもを来てもらえず出席できなかった

りが多々あり上司にいろいろ言われます。そういう状況が続くのもとてもつらいです。 

26 個人的には特に不満はありません。子ども乗せ自転車が駐輪しやすい駐輪場が増えたらうれしいで

す。機械式の駐輪ラックは駐輪しづらく、利用をためらってしまいます。（今回のアンケートと関係

ないと思いますが） 

27 地域のイベント（児童館など）や育児相談など、子どもと一緒に市及び地域と関われるツールは少

なくないと思いますが、日々仕事と育児に追われ、きちんと情報収集できていないため、参加でき

ないのが現状です。 
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28 現在自宅で同居の義母の助けをえながら子育てしています。近所には祖父母が近くに住んでいるに

もかかわらず徒歩 1 分の保育園に通わせている人がいます。子育て環境の格差があると思います。

自力で子育てしている人が損に感じるシステムはいかがなものでしょうか？また保育園を充実さ

せ、子どもを家庭から引き離すような社会の流れにも不安を感じます。私のように、仕事も家庭も

両方から理解を得られ、整った環境にいる人は少ないと思いますが、家庭とは何か子どもとは何か

をよく考える必要が社会にはあると思っています。とにかく、家庭で子育てをしている人が損に感

じるような子育て支援策はやめてください。 

29 仕事子育てが忙しい中で回答しています。設問が多く、途中で子どもの世話をしたり中断があって、

適切に自分の状況を回答できていない箇所があるかもしれません。（どうでもいいかと思いながら〇

をつけたところもあります。あまり回答を絶対視されても困る）仕事が時間中に終わらない時は、

平日の残業が出来ないので土日でカバーしたりせざるをえない。それも難しい時もあり、職場に保

育機能があれば助かると思う事がよくあり、取り組みが進むことを願います。 

30 2 年前に立川市に転入し、今回「市民意向調査」を行っていることを知りました。子育て状況や、い

つも考えていることなど伝える事ができる良い制度だと思います。今度ともよろしくお願いします。

期待しています。 

31 自分自身が育休もなしで仕事復帰しましたが、保活がとても大変で苦労しました。フルタイムで働

く母親は子どもがいても独身男性と同じレベルで働かないと仕事を続けてはいけないので産む時期

も計画し体も無理してギリギリまで働き大変です。せめて正社員の女性の保活がもっと苦労しない

ようにしてください。保育園の延長料金にしてもどうしても必要なので利用しているのでもっと補

助金を入れるなり優遇してください。専業主婦やパート、アルバイトにそこまで支援など必要でし

ょうか。フルタイムの働く女性をもっと優遇してください。男性並みに働いて納税して家事育児も

しても非難しかされないので、制度だけでもまともに受けたいです。 

32 インターネットでの回答にしてもらいたい。 

33 必要なさまざまな情報が全体にはなかなか伝わりづらいのを感じます。金銭面で、差が出る（生活

や進学など）のは残念に思います。子どもの直接的なサポート（保育士さんや病院など）をしてく

ださっている方々へもっと待遇の向上を願います。いつもありがとうございます。 

34 今年度まではさまざまな手当てを受けることができ、有り難く思っています。（母子家庭なので）た

だ前年度の所得により、ほとんどの手当てがなくなってしまうので、今後生活していけるか不安に

思っています。東京は物価も家賃も高いので、生活しにくいなあと思うことが増えてきました。母

子家庭（ひとり親の家庭）がもう少しお金の心配をせずに暮らせる制度ができればいいなあと思い

ます。 

35 立川市大好きです。これからも頑張ってください。もっと良い地域になることを願っています。 

36 今は保育園に入れてとても助かっていますが、「学童に入れるか」「中学校で給食（お弁当は負担が

大きいです。夏にくさる）は出るのか？」等先々の不安はなくなりません。親に頼ることはできず、

逆に親の介護のことも考えると…体力の限界がいずれ来るだろうなと思っています。”働く”ってこ

とにフルタイムだと私は思っているので、ちょこちょこ休む社員はパート 責任のある内容の仕事

はできず、キャリアアップは考えられないです。就労人数は増えても、責任ある仕事ができる人は

増えていないのでは？ 

37 児童館イベントをもっと増してほしい。立川市の端っこに住んでいるので、駅の方の児童館やイベ

ントになかなか行けない。バス代も高いので、例えば 3 歳までの子を持つ親はバス代半額や１００

円無料にしてほしい。行きやすくなる。仕事をしてない人はどこに連れて行こうか毎日悩むのでそ

ういうサービスがあってほしい。妊娠した人にもらえる物をもう少し良い物がほしい。マタニティ

ーマークくらいしかないので正直あまりいらない雑誌についてる。カフェインレスの飲み物や葉酸

のサプリ、妊娠線クリームなどをつけてほしい。 

38 子ども広場（支援センター）のスタッフの質が良い悪いがはっきりしており、プライベートな質問

（夫婦のなれそめなど）をされたり、子どもがすぐに注意を受けたり（親が子どもから目をはなさ

ないのは当然だが常に側についていないと注意される。また自由に遊んでいるとあぶないとすぐや

めさせられる等）するためあまり行きたくないと思ってしまう。 

39 緑町は子どもに関する施設が少ないと思います。小学校や中学校、児童館など本当に遠く不便です。

特に小学校は遠く 1年生が重いランドセルを背負って片道３０～４０分かわいそうです。 
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40 小さい子どもを家で 2 人育児しています。（０歳と２歳）かなりの時間を使ってのアンケートで困り

ました。もう少し簡易な物なら多くの方のアンケートをもらえる気がしました。 

41 保育園無償化ぜひお願いします。公立保育園を無くさないでほしいです。保育士の質を落とさない

ように働きやすい環境で長く勤められるようにゆとりをもった人員配置にしてほしいです。国の基

準だけでなく立川市独自に手厚い人員配置にできるように補助してほしいです。小さな子どもが安

心して遊べる公園や室内の施設をもっと充実させてほしいです。病児保育してくれる場所をもっと

もっと多く増やしてほしいです。 

42 ０～２歳の子育て広場はあるが、満３歳の子育て話せて遊べる場所が少なく幼稚園に入るまで苦労

した。９月に行われる教育フェアはいろいろな人とふれあえたり、幼稚園の情報が知れて大変良か

った。市の広報で子育てに関する情報をもっと配信してほしい。 

43 幼稚園を無料にしたりするより、学力向上するために国が支援できることをしてほしい。お金を持

っている人だけアメリカンスクールに入れたり、塾に小さい頃から通い特別な学力が身につけられ

るのでどんどん差がでてくる。子どもが平等に学力が身に付くよう支援してほしい。国のお金を無

駄に使ってほしくないと思う。 

44 引っ越してきて年は浅いですが、立川には魅力的なスポットがたくさんあります。IKEA やららぽー

と駅前の発展。だけれども子どもたちもたむろしているスポットにもなっている。よくも悪くも。

自治体などの協力だけでなく、企業との協力で子どもたちの居場所づくりというのも大切ではない

かなと思います。 

45 共働きだと保育料は必然的に高くなります。そして平日は仕事なので、子育て広場等は利用できま

せん。一方で母親が働いていない家庭では毎日のように子どもを子育て広場で遊ばせて（無料で）

いてこのひろばを運営する税金を高収入世帯が補っていると思うと納得できません。であれば高収

入世帯もすべて一律の保育料にすべきです。頑張って働いた人なのだからそれだけの給料があって

当たり前です。保育料をもう少し考えてください。 

46 少子高齢化が深刻化しているのは承知していると思うが、妊婦加算や自宅を購入すると住宅手当が

なくなるなど、物理的に２０～３０代への負担が多すぎると感じる。寿命もこれから１００歳を超

え生かされる時代になる。立川市としてこの少子高齢化への対策をどのくらい、どうやって今後取

り組んでいくのか。 

47 今年度は何とか保育園に入園することができましたが、距離が遠かったり、交通の便が悪かったり

と、なかなか希望の園への入園が厳しいと感じました。待機児童を０というのはどこの保育園でも

良いからとにかく入園させると言うことなのかなと感じます。毎日のことですし、通園にも自転車

や電車バス等天候不良やラッシュとかぶったりと負担もかかるので少しでも希望の園に入園できる

環境になってほしいです。 

48 求職中ですが保育園には入れましたが就職をしなければならない期間が短すぎてとても不親切だと

思いました。３カ月以内（実際は２カ月半）ではとてもすぐ仕事を見つけられそうにありません。

もう少し長くしてはいかがでしょうか？ 

49 自営業の手伝いのため、０歳児で一時保育を利用しています。利用先の保育園に日数制限がなく（０

歳児は１日１人の枠）、電話がつながった人からの先着順受付ですぐに予約が埋まってしまいます。

月初にスマホ（予約日に）、固定電話をリダイヤルし続ける状態です。（スマホだけで１００回ほど

かけています）未来センターの様に利用日数の制限があると良いなと思っています。１０月に赤ち

ゃんとシネマシティで映画をみるイベントに参加しました。チケットを市役所で購入しましたが、

駅前の窓口サービスセンターやシネマシティでも取り扱いしてほしいです。生の声を拾うために子

育て推進課の方たちが子育てひろばなどに定期的に通われてはいかがですか？ひろばに通う母親た

ちは保育園探しの苦労など話し合っています。 

50 立川市は外見や経済のことにばかり力を入れているように見えます。子育てしやすい市とは思えま

せん。例えば「こども未来センター」も大人たちが使いやすい施設にしか見えず、なぜ「子ども」

と名前をつけたのか不思議です。子育てと子どもたちのことを本当に思うのなら、公の力で、子連

れの居場所、小学生中学生の居場所を作るべきです。思いっきり遊べる場所がありません。いつも

周りに気を遣い、子連れが肩身のせまい思いをする市だと思います。公園も少ない。児童館も狭い。

どんどん家でゲームの子が増えています。どうにかしてほしいです。 
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51 立川市の商業施設に子どもの一時預かりをつけてください。武蔵村山イオンモールにあるモーリー

ファンタジーのことです。結局親が同伴必須になると、リフレッシュも買い物もできません。商業

効果も大きいと思います。ぜひ立川伊勢丹や高島屋に働きかけをお願い致します。ほんの２時間で

もいいんです。どうかお願いします。 

52 立川市には近隣の多摩地域に比べて、子育て支援がとても充実していてとても住みやすい市だと感

じています。多摩地域でも比較的経済的に余裕がある人もいる地域なので、保育料の負担の段階を

もっと増やした方がよいと思います。 

53 このアンケートはネットでやった方が良いと思います。 

54 子どもに障害があると分かった時、（生後５カ月）外に出たいと思える精神状態でもなかったのに、

子どもの発達相談に行ってと電話で言われた。もっと家に話を聞きに来るなりの個別の対応をして

ほしい。保育園見学では、障がいがあるというと保育園側が受け入れを渋るような対応をする時が

ある。市役所でも保育に関する相談でひどい対応を受けた。もう一度、対応について話し合い、一

律の気持ち良い対応をしてほしい。相談をうけますよ。で実際相談に行っても解決するどころか、

傷つけられて終わる事しか今のところない。何が子育てサポートなのかと思う。どんな子どもでも

気持ちよく生活し、充実した人生を送れるような市になってください。今のところ立川市は最悪と

感じます。 

55 インターネットでアンケート可能にしてほしい。 

56 できることはしていってください。立川市が子育てしやすい町ＮＯ．１になることを願っています。

市民１人１人の血税を、悩み、１人でないてる人たちが、笑顔になれるよう使ってください。 

57 私は現在育休中ですが、今後今の職場を離職し転職したいと考えています。そのため、保育園を確

保したかったのですが、応募期間後に退職を検討していたため、もし受かっても無効になるのか疑

問で市役所へ問い合わせました。すると窓口の担当女性の態度がひどく、ぶっきらぼうに応対をし

ておりとても不愉快な気持ちになりました。問い合わせが多く忙しかったのだと思いますが、しっ

かりとした対応をしてほしいと思います。 

58 小さな子どもを育てる時に、周りに面倒を見てもらえる親類縁者がおらず、何かあった時（母親が

病気、遠方の親威の急な不幸のあった時等）に、子どもを父親が見ることは、よくあることだと思

います。祖父母が故人となって、子どもから見て頼れるのが父母のみ、という家庭もたくさんある

と思います。いろいろな事情で、父母が突然、乳幼児の育児にかかれなくなった場合の、乳幼児の

ための中長期的な養護施設が地域にないことは、夫婦と子どものみの核家族にとっても不安なこと

ですし、シングルマザーや、特殊事情の妊婦にとっても不安なことで、悲劇な惨事が起こるかもし

れません。各種法人などと、業務提携し、市民に周知し、そうした逃げ道や、利用法もあると啓発

していくことも、小さな命を生かしていくためにできる行政ではないかと思います。 

59 国は少子化対策と言って来年の１０月には幼稚園や保育園が無償化になるとされていますが、立川

市は市民税は上がるし、ゴミも有料化されていて子どもが３人になった私の家族は市民税が安くな

らないのかなと思います。周りの市と比べて市民税が高いような気がします。 

60 ホームページなどで子育て広場の内容や月のイベントなど新しい情報がほしい（利用方法など） 子

育て広場などのＨＰには場所くらいしかのっていなくてわかりづらい。 

61 調査票が長すぎて、子育て中の親にとって記入することが一苦労でした。今では、アンケート記入

で給料をもらえる時代なので、そういう配慮がないと回答率は下がっていく気がします。 

62 未就園児を連れて行ったり、幼稚園や小学校に子どもが行っている間に少しだけでも作業（パート）

ができる場所が欲しい。封筒作りなど出来高給でもいいので少し社会とかかわりたい。普通のパー

トだと、子どもに何かしら負担や寂しい思いをさせてしまうかもしれないのでそれはせめて一番下

の子が小学校に入ってからにしたい。 

63 障害児保育が不十分です。保育園にも具体的な障害児保育の専門を作るか、専門の保育士を育てる

必要があると思う。（難聴（手話）専門の保育士、（園）目が不自由な人専門、肢体不自由専門など）

いわゆる、発達障害に分類される自閉注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）ＨＤ等、知的障害は専門機

関と連携して支援できる専門の幼稚園はあるのは知っています。（特別支援学校の幼稚部）その年齢

までの０～３歳までが十分な支援をうけられない。また幼稚園のため、夕方見てくれる場所がない。

合理的配慮ができていないと思う。すぐに対応していただきたい。 
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 自由意見 

64 全部で何分ぐらいかかるアンケートなのか始めに書いてあると良い（小さい子どもがいるとなかな

か時間がとれない）。 

65 立川出身という事が誇れる教育の町にしてほしい。 

66 子どもの孤立、虐待を防ぐ仕組みを作っていただけたらと考えています。兵庫県明石市の「こども

スマイル１００％プロジェクト」という取組があり、これを立川でも導入できないでしょうか。乳

児検診未受診世帯への児童手当は手渡しで、親に会うのではなく、子どもに必ず面会することを徹

底しているそうです。児童相談所や警察との連携も必要になると思いますが、ご検討いただけます

と幸いです。 

67 市のホームページが使いづらく新しい情報を知りたいのに（広報にのっていた事を確認したい時な

ど）そのページがすぐにでてこなかったり、ホームページには記載されていなくて困る。広報をず

っととっておくのは難しいので新しい情報はのせていただきたい。立川市の公園は遊具が少なくて

遊びがいがない。武蔵野市や昭島市などを見習って遊具を積極的にとり入れてほしい。 

68 リフレッシュ目的であずけられる施設をふやしてほしい。 

69 昔と比べると落ち着きのない子や元気のいい子がクラスにいるだけで、すぐに学校へ文句を言う親

が多すぎる。何でも学校の責任にしているように感じることがあった。昔はそういう子どもはクラ

スに普通にいたし、その子の個性でもあると思う。いろいろな人がいる中で成長できることもたく

さんあると思う。最近は注意欠陥多動性障害(ADHD)や発達障害など早い時期から対応してくれるけ

ど、関係ない保護者が敏感に反応しすぎだと思う。障害のあるような子もクラスの一員として安心

して過ごせるような社会になってほしいです。保護者が学校へ文句を言いすぎるのもどうかと思い

ます。 

70 子どもとでかけるのに、くるりんバスを武蔵砂川やその周りのルートをまた走るようにしてほしい

です。 

71 どんどん共働き世帯が増えていますので、土日の行政サービスをもっと手厚くしていただけるとあ

りがたいなと思います 

72 現在、子どもを保育園へ預けるための申し込みをしましたが、利用できるのかどうか毎日不安です。

いつから利用できるかも分からず、職場にも復帰目安の報告がしづらいです。確実に利用できると

いう保障があれば育児休業も取得しやすいと考えます。 

73 ファミリーサポートや一時預かりなど、母親がリフレッシュできるような制度があり、新生児訪問

時等にそれらを「ぜひつかってくださいね！！」と言ってくださる雰囲気、すばらしいと思います。

保育園や学童にも大変お世話になり、ありがたいです。しかし、長女は次年度３年生、学童に入所

できるか不安があったり、保育園からも「勤務日以外は極力家庭保育でお願いします」と言われる

と、どうしても仕事に割く時間を減らすしかない現状があります。子どもが小学生のうちは学童に

入れる地域もあるので、希望すれば入所できる余裕があるとうれしいです。子どもとゆっくり過ご

せる時間は家庭でも工夫しなければいけないと思います。 

74 市としては、とてもよく子育てのことを考えてくださっていると感じます。だだ、実際利用するか

というと利用しないものも多いなという印象です。仕事で忙しく、施設を利用しようと考える余裕

がなかったり、情報も身近なネットから通勤時間に収集するので、相談所が増えてもという感じで

す。経済的な心配をせず、家族としっかり向き合って時間に余裕のある生活をしたいのですが、と

てもできる気がしません。社会全体の意識や価値観が変化していくように、働きかけて、家族を大

事にしていける環境をつくっていただきたいです。 

75 恵まれた環境で子育てをさせていただいております。市にも園にも友達にも感謝しています。 

76 子どもを育てるにはとてもお金がかかります。経済的な援助、人的援助、物理的など、その人が必

要な援助がうけられるようになるといい。人はいるけど金がない、金はあるけど人がいないなど各

家庭により状況は変わると思います。 

77 立川に引っ越ししてから、日々生活する中で立川に住んでいて良かったと実感できることがあまり

ない。立川に住んで良かったと実感できるようにしてほしいです。 

78 バスの利用が多いので、乳児連れの際、ベビーカーを置ける所があったり乗り降りしやすいバスな

どがあるといいなと思う。（タクシー等も含めて） 



71 

 

 自由意見 

79 乳医療証を免許証サイズにしてほしい。世田谷区経堂にある、「子ども子育て総合センター」の様な

場所が欲しい。１Ｆをよく利用していた。広いスペースで、時間に関係なく（年齢で、時間が区切

られているなどない）自由に遊べる所が、利用しやすかった。広いので、生後３～４カ月から、３

～４歳の子がいても危険は少なく、子どもも年齢の違う子と遊ぶ事もできるので、良かったと思う。 

80 父親の育休取得を義務化してほしい。 

81 この様な調査、ネットでも送れる様にしてほしいです。来年から、保育料無料は親としてうれしい

と思います。私の場合は一人っ子だった事もあり、何も補助金が出ず、収入があるとはいえ、同じ

子どもなのに恩恵が受けられず、不公平な思いをしました。 

82 子育てについて、考えさせられる良い機会となりました。今後、子育てしながら自分ができる事、

協力できる事など考えながら過ごしていきたいと思います。そして、一番困っている問題は何かを

知りたいです。明確になれば、そこに協力していける人は、増えて行くと思います。 

83 前に住んでいた場所は、予防接種の期間の開始１カ月前に用紙を送ってくれていたので、なくした

り、忘れることもなかったので、そうしてほしい。公園の遊具が古かったり、魅力的なものがない。

車で行けるような公園がない。（駐車場無料で） 幼稚園の子どもの様子が気になるので、自由に見

られるようにしたりカメラで自宅から見られるようになると不安が減ると思う。子どもの友達との

関わりが気になるので。 

84 近くの保育園には空きがなく入れませんでした。来春の申し込みも近くの園（２つ）は募集が０で

した。もっと受け入れ人数や園を増やしてほしいです。また、保育園の申し込みの必要書類の提出

が数日おくれてしまいました。連絡したところ１次にはもう反映されないとの事。厳しすぎます。

結果が出るのが２月なのに〆は 12月上旬で早く、提出の際に締め切りがあることを説明されません

でした。これ以上の育休延長は難しい為、2019 年４月に保育園に入れないと会社を辞めなければな

りません。私は 40 歳をこえているので再就職は厳しいです。もっとちゃんと話を聞いてほしいです。 

85 時期的にも忙しい年の瀬に合わせて、時間に余裕のない子育て家庭に送付するアンケートとして内

容が煩雑すぎるし、ページ数が多すぎる。もっと簡潔にまとめてほしい。イライラした。無作為に

選ばれたとはいえ、妊娠中、しかも間もなく出産予定日でしかも２人育児中という状況を全く考慮

せずというのはどうかと思う。 

86 施設があっても市の北側ばかりだったり、車でないと行きにくい場所であることが多い。 

87 仕事をしている親も、もっと子育ての情報や学びを受けられる場所や機会を増やしてほしい。（夕方

や休日に、子どもと一緒に参加できる会など。）発達に関する理解が子育て中の親にもっと広まって

ほしい。同じ親だからと思っても、理解されず親子で苦しい思いをしている人がたくさんいる。啓

発活動を小中学校、幼保の保護者向けにもっと進めてほしい。発達支援に関する教育体制を学校だ

けではなく、子どもが関わるところすべてで連携できるようにしてほしい。情緒障害児向けの固定

級を早急に設置してほしい。 

88 西砂町はここ最近、非常に宅地が進み居住者が増えたにも係らず、保育園や小学校、中学校の増設

が遅れていると思う。西砂町は立川市の最西部に位置しており、中心部からは、離れていますが、

もう少し、教育環境について目を向けていただきたい。 

89 平日休みの土日必須で働いている人のことをもっと考えるべき。地元に親友人がいない人はどのよ

うにすればいい。時短で働くのも、保育園が短いからしかたなくだ。経済的に苦しい。まるで制度

を利用できてよかったですね、みたいな書き方がかんにさわる。市の保育園にも入れないから他の

市の無認可に入れている。窓口の対応もいまいち。 

90 西砂に住んでいるのですが、端なのもあり、子育てひろば等行くにも少し距離があり不便に感じて

います。近くの公園も小さかったり、遊具が少ない所が多く物足りなさを感じます。出来るのであ

れば公園や児童館など、子どもが利用できる場所をもっと増やしてほしいです。 

立川には親子で行けるカフェやレストランが少なすぎます。遊びスペースを設置している飲食店が

増えるように市から働きかけたり、作ってはいただけませんか？外で少しお茶をするだけでもリフ

レッシュできるのですが、そういう機会が少ないので。 
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91 子どもが最近重度障害児になったのですが、障害を持つと今まで遊んでいた子たちと関わる機会が

なくなってしまいます。幼少の頃から、世の中には色んな人がいること（障害あるなしにかかわら

ず）を知る、ということが、差別やいじめ等の偏見を持たない人に育つために必要なことだと強く

思いました。色んな人たち、子どもたちと関われるような場所作りをお願いしたいです。小さけれ

ば小さいほど、受け入れる心も広いと思うので。 

92 立川市の子どもの施策に関し、期待しております。 

93 アンケートをやる際は年末は避けた方がよいと思います。 

94 紙のアンケートではなく、電子媒体での調査をお願いしたいです。 

95 校内外での子どもの見守りスタッフ増加 情緒障害固定学級の全校導入 土日の預かり保育の充実 

未就学児よりも小学生低学年児へのフォローの充実 よろしくお願いいたします。 

96 このような調査は、とても大切なことだと思います。ＰＣやスマホでスキマ時間にできるよう、Web

上の調査にすれば、もっと広く多くの市民から意見を集められるのではないでしょうか。 

97 保育園申し込みに必要な勤務証明書について 転入して間もないこともあり、保育園の利用の資料

集めが遅くなってしまった。いただいた勤務証明書の記入を会社にお願いしたが、時間がかかるよ

うで申し込みの期日に間に合うことができなかった。会社へメールで添付できる様、ＰＤＦでも発

行可能にしていただきたい。（会社の本部が海外のため、非常にやりにくかった） 

98 この調査ですが、年末はさけていただけると助かります。（いろいろ忙しいので） 

99 アナログのアンケートは、効率が悪いと思う。 

100 母子家庭における保育面経済的援助（学習面サポート）。をもう少し充実させてほしい。保育では、

日祝保育があれば、非常勤ではなく常勤で雇用してもらえるところが多いので。小学生になっても

そのような保育場所があると助かる。男性より女性の給料が低いので（産休育休が入ったり）、サポ

ート何かしら欲しい。住居サポートも充実させてほしい。都営住宅等すぐには入れないので。 

101 他市と比べて子どもと一緒にランチや食事ができるお店が少ないです。希望としては、子どもいす

（ベルト付）、子どもが遊べる遊具やおもちゃがある場所 いつも八王子などに行っています。立川

で子連れでゆっくりランチができません。 

102 子どもたちやその親たちのために、いろいろな活動をしていただいていると思いますが、子を持つ

親たち全てがそれを知ることのできるようにしていただきたいです。今回の子育てに関するアンケ

ートで、父親に関する質問が少ないように思いました。実際には、家事をどうにかこなしているに

も関わらず、ことある事にいつも怒鳴られ、正直家事もしたくなくなる様な環境にあります。仕事

をしながらの家事、育児がどれだけ大変か、世間一般に知られていないからこそ起きることだと思

います。 

103 出産してからは、行政サービスにお世話になっている実感が強くあります。市役所の方も親切だし、

保育園に入るまでは子育て広場もよく利用しました。子どもが生まれたことで興味を持ったので、

朝日新聞取材班による「子どもと貧困」という本を読みました。職業として手をさしのべられる立

場になるには、公務員でなければならなかったり、カウンセラーの資格が必要だったりする様で、

何もできないことがもどかしいです。もっと関われる人が多くなったら良いなあと思っています。 

104 知ってほしいこと、知らなきゃいけないことはぜひ、発信していただきたいと思っています。 

105 現在、仕事はせず育児中ですが、今後また働きたい希望はあります。しかし認可保育園はいっぱい

で入所できず幼稚園だと開始時間も遅く私の専門職では復職しづらい状況で困っています。来年上

の子が小学校に入学予定ですが、現在働いておらず学童も入れないのでそれも悩んでいます。仕事

したい気持ちがあっても子どものためにあきらめなくてはいけない人がいる事もわかってほしいで

す。（幼稚園も開始時間をどこの園でも早くからはじめてくださるといいです。） 

106 市内での資源が全域に平等な条件になるように、市内北西部にも設置していただきたいと思います。 

107 父親が働かなければお金にならないので、子どもが多い家庭には時間もお金も足りない為もっと補

助がほしいです。子ども３人以上を優遇してください。 

108 情報収得がしやすいようにしてほしい。 

109 アンケートの量が多すぎる。 

110 他の市や区に比べ、立川市の子育て支援はやや手うすな印象がある。これから子育て世代も立川に

は増えてほしいし、他の市や区よりも子育てしたい町になるよういろいろと参考にしながらやって

いってほしい。 
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111 最近引っ越してきて、立川市で初めて子育てをし始めましたが、広い敷地が多く、子育てがしやす

いと感じています。その一方で、良い施設のメンテナンスがあまり行き届いていない様にも見受け

られます。とてもよい素材が多いので活用方法を見直してほしいです。保育課の方々に親切な方が

多く、夫婦ともども話しやすくてとても助かっています。座談会などあれば意見交換しやすく良い

かと思います。共働きには生活しにくい日本社会がそもそもの根底理由だと思います。 

112 取りあえず持ち家か否かで就学援助に差をつけるのはやめてほしい。今年度のある小学校では学級

崩壊が見られたと聞いていますが、普通に授業を受けられない子（発達や知的障害）や指導力に難

のある教師などきちんと把握されていますか？ごく普通の子があたりまえに授業を受けられない学

校とかはないようにお願いしたい。別件で、０～３歳（幼稚園就園まで）健康会館には大変お世話

になりました。（一部略） 

113 アンケートごくろうさまです。このようなアンケートもとても大切だと感じますが、少し送付時期

が、いろいろと忙しい年末の時でしたので、時期を考えてくださるとありがたかったです。忙しく

て、もう出さなくていいやと思われる方も多いのではないでしょうか。 

114 障害をもった子に関してどのような支援があり、どのタイミングで申請するかも自ら情報をもらい

に行かないと教えてもらえないということが産んだばかりの時不安でした。自ら情報をもらいに市

役所へ行ってもイマイチ的を得ない回答や情報でガッカリして市役所をあとにした事もありまし

た。もっともっと「いろいろな」子どもを育てやすい市になってもらえることを期待致します。 

115 求職活動をすると保育所が決まってから来いと言われるが、求職あつかいだと保育園には入れなく

て働くことができないので困っている。公園でのゲートボール等の老人がいばっていて怖い。 

116 現状に満足しているので、この状態を維持し続けていってほしい。 

117 サポートセンターの子ども預かり、ヘルパーに支払金額が全て自己負担となり、家計の負担となる。 

118 非常に手間がかかる設問を答える人がどれだけいるのかとても疑問に思います。この調査で導かれ

た施策が市民の意見を反映しているのでしょうか。御意見を広報等でうかがいたいと思います。 

119 立川市で子育てを始めて５年近くたちますが、とても子育てしやすい地域だと感じています。幼稚

園にも希望通り入ることができ、（プレに通ったり、兄弟がいたわけではなかったのですが）休日や

夜間子どもが具合が悪くなっても、市は違いますがある病院ですぐに診察してくれるのでとても助

かっています。１つ希望を言わせていただくと現在水泳や体操の習い事を安く習わせていただいて

おり、幼稚園の月謝が少し高めなので非常に助かっています。よくみかける“～学習館”にピアノ

など所有している所もあるのでピアノ教室等も実施していただけるとうれしく思います。 

120 市営の保育園を法人化させてほしくないです。子どもたちが先生との別れなどがかわいそうです。 

121 日、祝保育（通常の保育利用時間）を充実させていただきたいです。未来センターは遠くて利用で

きない。日祝に子どもたちを見てもらえる人がおらず、職場で休みを固定してもらっているので、

ほぼ６勤になり、身体的にも精神的にもつらい。子ども未来センターの日祝の応募についても、兄

弟で１口にしてほしい。１人だけ預かってもらっても仕事に行けないので何の意味もない。応募じ

ゃなく登録している人は預けられるようにしてほしい。普段預けている保育園で日祝保育をしてい

ただけると本当に助かります。病児保育ももう少し通いやすい駅周辺などにも作っていただきたい

です。シフト勤務、ほぼ母親ひとりでみている家庭にもう少し便利な環境にしていただきたいです。 

122 親子が気軽に参加できる楽しいイベント。古い小学校をきれいにして近隣の住民も休日など図書館

や校庭を利用できるような環境。 

123 保育園が増え、待機児童が減るのはいいことだが、子どもの将来のために共働きして貯金したり、

しないといけない。そのために、子どもともっとゆっくりしたくても共働きしないといけない。小

さい子のための保育園もいいが、高校大学とお金がとてもかかる所への補助が手厚くなれば、こん

なに子どもが小さいうちからたくさん働かなくていいし、子どもともっとゆっくりできるのになと

思う。 

124 ３歳の子どもを育てながら、同居義父が闘病中のため、通院などの面倒をみています。これから、

ますます、育児と介護看病、など、子と親をみなくてはならない方が多くなると思います。そうい

ったことへの対策など、どの程度市で考えているのかが知りたいです。 
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（２）小学生の保護者 

 自由意見 

1 住み心地もよく、市の楽しい企画もたくさん参加させていただいています。自分の子ども以外の子

どもとも関わる機会が多いので、視野が広がると思います。おおらかにすこやかな子どもを応援し

て行きたいです。児童館の企画は本当に参加しやすいようです。 

2 教育現場（学校から）日々の取り組みはよく知らせてもらっています。その他に市の広報などあり

ますが、いずれも公的機関からの周知で大人はみな受け身でいるのみだと思います。職場など大人

の世界で人権尊重などの啓発や学びの機会があると良いと思います。 

3 私は上砂町に住んでいますが、徒歩で行ける所に子どもに必要だと思う施設がとても少なく困って

います。ぜひ上砂川小学校の周辺にも図書館、児童館、サマー学童を作ってほしいです。また、子

ども未来センターのようなイベントをたくさんやっている場所が、徒歩や自転車で行ける所にあっ

たら子どもの世界はすごく広がるのではと思います。ぜひぜひ、ご対応いただけるとありがたいで

す。 

4 政令指定都市から転入したので、行政サービスの悪さが目につきます。医療費が小学生からかかる

なんて信じられません。今まであったサービス以下になっているので不満が多いです。 

5 ほとんどの家庭が核家族となりうる中で、母が途中でキャリアをあきらめる状況が多々あります。

子どもを預けられる場所が充実させることによって正社員のまま仕事を続けられることができま

す。また子育てについて気軽に相談できる場所もあると心強いです。また広場などで遊ぶことが少

なくなっているのもさみしいですが、都会では仕方のないことと思っています。 

6 ＰＴＡ、学校役員、自治会など、子どものためと言いながらそのために夜子どもを残し家を空ける

ことが多くなり何のためにあるものなのか、よくわからないです。時代は変わっているのですから、

こういったものの在り方を考え直していただきたいと思います。 

7 立川駅の近くは子どもの施設などもきれいで充実していると思うが、その他の所はあまりだと思う。

図書館もいろいろな図書館でこども向けのコーナーを充実させてほしい。 

8 子どもの育ちの為にもっと大人が幸せになる必要があると思います。子どもから見て尊敬できる、

輝く大人に見守られて育つ子どもが増える事を願います。大人のストレスを解消できる場、相談で

きる場、自分の言いたい事をしっかり伝えられる仲間、受け入れてもらえる場所をたくさん作れる

といいと思います。父親、母親そして社会全体に子育ての重要さをもっと知って、理解してほしい

です。家族を大切にする事が何よりも大切だとみんなが思えると幸せな子どもたちが増えると思い

ます。 

9 塾などに行けない子や勉強する環境を作ってほしい。(自習室など） 

10 私は小さな子ども（三歳くらいまで）は、母親のそばを離れることなく安心して育児ができる環境

を作ることがその子にとって心身共に将来にわたり大きく影響すると思っています。つまり保育所

を増やす事より母親が働かなくても（または近くで働きながら）育児ができる支援の方が大切だと

思います。それには金銭的な援助や母親の再就職（または復帰）など、現実的には難しい。でもそ

んなことが当たり前のような世の中にいつかなるといいなと思います。また、育児は母親だけがす

る、というのは人間の歴史から見ても不自然で自分も苦しかった。いろいろ調べて連絡するという

余裕もない。２人目以降は上の子のママのつながりで楽に育児ができたと思うが、１人目のときは

何もかも初めてで孤独だったように思います。１人でがんばらなくてもいいんだよ、ということが

もっと広まればいいなと思います。 

11 学童保育に子ども３人低学年時はお世話になりました。出産前後通して常勤で仕事を続けられたの

も市の支えが大きいです。夏休みの学童保育に参加できて助かったことが思い出に残っています。

私は末子が５年と成長してきたので、職場のママたちにも祖父母が近くにいなくてもファミリーサ

ポートセンターを利用してここまできたことを伝えたり、支えたり、応援できればといつも行動し

ています。立川市を応援しています。感謝しています。 

12 仕事（フルタイム）をする母親として常に感じます。男女平等に仕事できる場は、増えていると思

いますが、まだまだ世の中の男性は意識が低く「家事そして育児は母親がやるべきもの」と当たり

前のように思いこんでいるということです。特に育児は両親の協力がないと成り立たないと毎日身

にしみて思います。男性の人が積極的に育児する、当たり前のこととして行うという立川市、東京

都になってほしいです。 
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 自由意見 

13 子どもと一緒にアンケートを考えてみました。考えさせられることも多くあり、普段の生活から“子

どもとは”“子どもと親との関わり方”など、深く考えてなかったので、良い機会となりよかったで

す。きっと書いたところで何も実生活は変わっていかないでしょうが、親の心の変化は少しでも“気

づき”となってよかったと思います。 

14 少しでもお役に立てればと思います。よろしくお願い致します。 

15 中学生の子どもが家以外で落ち着いて勉強できる場所がありません。羽衣町には図書館がないため、

友だちと遠くまで自転車で出かけて行きます。試験前に時間も体力もムダに使っています。中学校

の教室、または児童館の一室を試験前だけでも自習室として開放してほしいです。子どもが注意欠

陥多動性障害(ADHD)と ASD です。学童では対応してもらえず、放課後等デイサービスを利用し始め

ましたが利用者が多く利用できる日があまりありません。毎日通所出来るよう事業所を増やしてほ

しいです。小２の子が一人でも出かけられる図書館がほしいです。羽衣町にはなぜないのですか？

児童館はマンガばかりです。地域の学力が低いのにもうなずけます！！ 

16 子ども３人を育てる為に母親である自分も働きに出て少しでも家計を楽にしたいという思いがある

が、旦那は仕事で帰宅時間も遅く平日は頼れないので、この状況での就労は私の体力的にも精神的

にも、現実的にも難しいのでとてももどかしいです。ワンオペ育児をしている親でも働けたり稼げ

たりするような仕事のあっ旋や就労支援の場を増やしてほしい。 

17 地域によって子どもが多い所と少ない所があるので、不動産取引にも干渉してはいかがでしょうか。

都営住宅についても、子育て世帯を優遇してほしい。 

18 多胎児を抱える母親（家庭）に対して相談し易（やす）くしたり、コミュニケーションの場を設け

ているが、なぜ年子を抱える母親（家庭）に対しては何も行われていないのか疑問です。さまざま

な悩みや苦労はたとえ一人っ子でも、年の差のある兄弟でも変わらないとは思いますが、それでも

多胎児の育児が大変なのはすぐに理解できるので、多胎児保護者向けの会が作られるのは至極当然

だとは感じますが、年子の育児もかなり大変なのにそういった会が開催されないのはなぜなのかず

っと理解できません。 

19 学校の放課後に行われる活動などは安く、定員も無いため利用しやすいが、一方見守りは仕事をし

ていない保護者が担うことも多く、人手が足りていない状況も出てくるため、値段を上げてシルバ

ー人材を雇ったりなどが必要ではないだろうか。働きたい女性もいるかとは思うが現実父親の収入

が上がれば母親が育児に専念できる家庭も多いように思う。仕方なく働いている母親は多い。 

20 回答に３時間もかかりました。協力の依頼状をみても、協力をお願いしているというよりは「５年

に一度実施しているから、無作為抽出で選ばれたのだから回答するように」といった押しつけ感が

ありました。回答数を上げるためにも、市民レベルに視点を下げていただき、工夫が必要と思われ

ました。 

21 現在妊娠中のため、パートの仕事を出産前に辞めることになりました。今後働きたいと思っても、

保育園に預けることができるとは全く思えません。保育料が無料化になることで働きに出たいと思

う人は増えるだろうし、通勤に便利な地域の保育園はますます人気になると思います。立川の幼稚

園はまだ働くお母さんに優しい場所とは言えないのが現状だと思います。保育園の充実、小学校の

給食の自校方式の存続、中学校給食の早期実現を願います。 

22 立川市で子育てをするうえで、他の市や区にはないメリット、またはこれに関しては自信を持って

取り組んでいるというようなものを作ってほしい。 

23 過去、保育園を使用していた。フルタイムで仕事を持ち、また役職を持っていたが、３．１１東日

本震災を機に退職、保育園側の理由も分からなくないが、役職を持ち仕事をしていると、わが子が

二の次でまずは社員の安否優先の日本社会、まだ一歳だった娘、親としての葛藤、娘をすぐに引き

取りに帰れない自分。そのことから長年勤めた会社を辞め、積みあげたキャリアも捨てることに。

主人の協力など一切なし。男性は子育て理由に仕事など休めることなどなく、もっと保育園の在り

方や病児保育の在り方を考えてほしい。子どもを持って働く事の難しさ。サービス業に就く親にと

って、日祝年末年始はとても困った。仕事をやめ、現在は主婦だが娘はお母さんが毎日お家に居て

くれているのが一番うれしいと言ってくれている。子どもを長時間預けなくてはならない母親の働

き方も考えてもらえる様な世の中になることを願いたい。女性は本当に大変だと思う。 
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 自由意見 

24 小学校へ行ったとしても低学年の時期はまだまだ母親の力が必要であり、やっと手が少し離れたの

ではなく、まだまだ目をかけ手をかけ、日々気にしてあげなければならないと思いますが、共働き

が増え、なかなか学校とのやりとりがうまくできなかったりと、難しい現状あります。もっと支援

が必要だと思います。いじめは大人の目が離れたすきに行われ、授業の合間に（休み時間）事は起

きます。 

25 他の自治体に負けない？？魅力ある施策を考えてほしい。出産～教育まで、立川市に住んでて良か

ったと思えるようなことを考えてほしい。具体的な提案はないけど、子どもがたくさんいても収入

制限でしばられたりでお金がかかるだけ。３人同時の保育園入園であれば３人目は保育料無料とか

あるけど現実的に３人同時に通うことはそうそうないし、新しく決まりが改定されても収入制限が

あって、何もおいしいところがない。学童保育等は充実してきている様に思う。立川市あげての子

どもたちの学力向上になるような施策を考えてほしい。 

26 学校、習い事、ＰＴＡ、子ども会すべてにかかわっていますが、この数年は保護者の私が毎年疲労

で倒れてしまいます。育児中の世帯が減少する中で、代わってくれる方もいません。フルタイム共

働きなので苦しいです。行事が充実しているのは悪いことではないのでしょうが、負担をもう少し

軽くしてほしいです。学校や自治会にも窮状は言いにくいです。ほかのみなさんも同じような状況

かもしれないのに私だけわがままは言えないな、と思ってしまうからです。私は実母と同居育児な

ので、ほかのご家庭よりは余裕があると思われているのでしょうか。同居には同居の忙しさがある

のですが…私自身も「ワンオペ育児」が話題になる中で同居育児は楽をしているように思われてい

るような気がしてしまい、何かと頑張りすぎてしまいます。 

27 子どもたちをぜひ守っていってください。 

28 フルタイムで仕事をしていると、いつも時間が足りない状況で１日ずーっと急いでいる感じです。

もっと、子どもとの時間を増したいといつも思っています。この時間不足の中、今後、学校の役員

などをやれ！と言われたらどうしたらよいのか、不安でいっぱいです。 

29 子どもがまきこまれる事件が多く、これからとても怖い。ＳＮＳなど、見えない所が増えてくるの

も不安。子育てをしやすい環境が広がるといい。 

30 アンケートをさせていただくことで、普段あまり考えないことを考え、そして気づきをいろいろな

角度からいただきました。ありがとうございます！三小はさんさんクラブの保護者の見守りボラン

ティアが本当に少なく、大変なようです。市で何とかしてもらえないでしょうか。なくなってしま

うと、困る方が多いようですし…。 

31 特にありません。子どもたちが生き生きと過ごせる環境づくりをおねがい致します。 

32 障害者ですという診断書がある人との差がひどい。料金免除や放課後ディの利用など。グレーの子

でも病院からの意見書があればサービスをうけられるようにしてほしいです。障害者枠だけでなく、

グレー枠ができたらいいのにな…すべての料金を同じように免除してくれとは思わないけど子ども

ともっとあそんだりでかけたりできるよう、駐車場料金免除はグレーでもほしい。 

33 小学校２年、３年あたりは１人で大丈夫なことを増やしていきたい時期ではありますが、まだまだ

心配なところがあります。児童館や放課後の学校開放などの充実がとても頼りになります。例えば、

コンビニやファストフード店はまだまだ大人にならないと利用するのは難しいですが、小学生向け

のそのような施設があると見守れつつ、社会のしくみも知ることができ、親とのまちあわせなどに

使えたりすると大人（親）も子どもも安心できる気がします。 

34 市役所が少し遠く、シングルマザーとしては平日日中に市役所に行くには仕事を休まなければなり

ません。駅の出張所や未来センターで子どもに関する手続きがもう少しできるようになると良いの

にな…と思います。でも、シングルマザーとしていろいろな制度が整っているので過ごしやすいで

す。ＲＩＳＵＲＵの招待など活用したいですが、市役所まで行けず一度も活用できていません…。 

35 立川市民として知らない事が多く知る機会が増えればと思います。 

36 日頃仕事と子育ての両立で自分に余裕がない時は時間におわれ心をゆったりとして子育てできてい

ない気がする。休日の方が注意することが少ない、職場では子、親の介護休暇というものが最近あ

るが、子の介護休暇は小学生未満までしか使用できず、あっても意味がない。子どもが病気の時は

小さい大きい（学年が）に関わらず、取得できるようになれば良いと思う。子育て支援を必要とし

ている世代は親の介護も考える世代でもあると思うので、子育て、家族の介護支援を平行してどち

らでも使用、利用できる制度の確立を望みます。 
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 自由意見 

37 羽衣町には図書館がないので、できれば設立してほしい。ムリなら６小の図書室を平日も休日も特

に夏休みにもっと利用できるようにしてほしい。（子どもが本大好きなので）錦図書館までは一人で

行かせられない。また羽衣児童館兼学童は外で遊べるスペースが狭いので、やはり６小を開放して

長期休みの居場所を広げてほしい。 

38 子どもの検診、予防接種、学校の保護者会など土日もしくは平日夜でできることをもう少し増やし

てほしいと思います。お父さん行事は土日開催で考慮されているのに、お母さん行事は平日に多い

のは不公平だと感じます。（休日出勤して平日休みを振替で取り対応することが多く、職場の理解を

得るのに正直苦労しています。）保護者参加型の学校行事が月末月初に多いため、仕事上の繁忙期と

重なり、参加のやりくりに苦労しています。中旬もしくは下旬（月末は除く）に変えてほしいです。 

39 立川市の子育て対策、素晴らしいと思います。待機児童０が望ましいですが私の職業は保育士。さ

まざまな状況の子どもたちと毎日向き合っています。保育園でフォローしてもやはり基本は家庭。

家庭で過ごす時間が多い子は気持ち安定しているのです。私も親として子どもにはゆったりとした

態度で接するように心がけています。社会全体で子育てをして、競争も大切ですが、子育て期はゆ

ったりとした働き方が望ましいと思います。 

40 特別支援学校での高校生がのるバスがない。自立をかかげて学校側はなくしているが、重度の子は

１人で道もあるけないのに電車をのる練習をするのか？何よりスクールバスにのっていってもらっ

ているおかげで仕事に間に合うのに、スクールバスがなくて私が学校までおくることになったら仕

事をやめるか、午後からの仕事にしなければいけない。なぜ東京都、学校、立川市は高校生はどん

な障害でもスクールバスをのってはいけないことにしたのか。親の負担が大きすぎる。 

41 障害がある子どもなので、このアンケートは私にとって意味がないです。ランダムに送ってるのは

わかりますが、障害をもっている家庭には答えづらいです。障害児をもっている家庭のことも考え

てアンケートを作ってください。 

42 生産、育児に関する支援の充実、防災、防火の充実、ひとり親家庭の支援と見守り。 

43 土日の児童館の開館、スポーツ施策（イベント）、音楽などの文化、社会活動など、十分行っている

と感じています。立川市が広いためか、活動場所が限られていることが少しだけ不便に思います。

本調査ではなかった学校教育について、意見交換があればと思いました。 

44 子どもが安心して利用することができる。送迎サービスがあると助かるなと思います。昔は習い事

というと近所の先生のお宅等、わりと通いやすいところが多かったように思いますが、近年ではバ

ス電車または車となり一人では通わせられなくなっていると思います。そこで送迎＋先生からの連

絡のやりとりなどを一任できるようなサービスがあれば利用したいですが、安全、信用、そのあた

りが課題となりそうです。 

45 あて名の子は障害を持っているので今回のアンケートは対象者としてふさわしいのか（設問が健常

児対象と思えた）疑問であった。（子ども家庭部さまにおいても障害における書類のやりとりはして

いるので把握しているはずである）障害のことは福祉課に…ではなく、分けへだてなく子ども家庭

部さまにおいても独自のさらに他より一歩先をゆくような２１プランが出てくることを期待してお

ります。 

 

（３）中学生・高校生世代の保護者 

 自由意見 

1 女性の社会進出復帰に関して、子どもの精神面や居場所（特に低学年）が気になっております。学

童はどこも定員オーバーで、長期休みの際１人で留守番しているのを見ると、学童の補充だけでな

く、男性女性の働き方ももっと変えていくべきだと思います。 

2 立川市で育児をして１５年。上の子より下の子の時の方が明らかに育児がしやすくなったと感じま

す。保育料や高校（私立）が所得に関係なく無償になると、親も子も選択肢が増えると思います。

中学生では塾に行っていないとなかなか高校受験は厳しいようなので、全ての子が平等になるよう

な対策をしていただきたいです。 
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3 児童手当の制度では、３人目月１万をいただけたこと、ありがたかったです。今年で最後、来年か

らは高校の就学支援金制度にお世話になります。金銭面での援助は助かります。教室に居ることが

できなくなり、適応指導教室や通級指導教室、教育相談室にお世話になりました。経験した者にし

かわからない苦しみ、公立学校のしくみ、学ぶことの権利を考えさせられました。今もなお苦しん

でいる親子がいます。排除されることなく、どんな子でも認められる世の中であってほしいと願い

ます。 

4 子育てを終えたシルバー世代が意外と子育て世代に理解がありません。公園でのボール遊び禁止（シ

ルバー世代はゲートボール O.K）、子どもの遊び声がうるさい（シルバー世代の時の方が子どもが多

く外で遊ぶ事も多かったので今よりにぎやかだったはず）、その他の世代でも子連れ（幼児）に席を

ゆずらない等子育てをしづらい環境となっています。子どもと普段接することのない世代との交流

を増やし、相互理解を深める機会を増やしていただきたいです。 

5 経済的な面として、一律の無償化（教育費や子どもの医療費など）は反対です。やむを得ない経済

的な理由は別として、親も教育や子育てに相応な負担があることで、親としても責任感などが出て

くると思います。無償というのはありがたいですが、何でもかんでもという流れには違和感があり

ます。子育て支援は大事ですがメリハリのある予算配分を期待しています。親の世代の負担が大き

いと思います（仕事をフルでしている現役世代）。子どもと接したくても、時間がないと思います。

退職された方で教育に従事されていた方や、お世話好きの方など、子育てにかかわれる方はたくさ

んいると思います。といった方がご活躍できるような場をつくり、予算を配分できるような施策を

つくってほしいと思います。（放課後に学習できる場、遊べる場など。そういった組織があることも

知っていますが、活用されているのか状況を知らないので申し訳ありません） 

6 私は立川に引っ越してきて立川が大好きになり砂川の人たちによくしてもらい砂川の人になりまし

た。これからも立川を誇りに思いたいと思います。もっと立川、砂川のアピールをしてほしいです。 

7 子どもがいじめにあい、転校させました。我が家は私立から私立への転校で大変に恵まれていまし

た。つらい最中には「世界中にはたくさん学校があるから必要ならばアフリカの果ての学校に行っ

ても良い」とくり返し声かけしました。同じ様に遠くはなりますが、立川市内でいじめや不登校の

生徒は自殺の道を選ぶ位なら、違う学校に通わせられる旨をぜひ伝えていただきたいです。大事な

大事な宝物ですから大切にしたいです。 

8 小さいお子さんに対しての施策は前よりもどんどん良くなっていると思いますが、逆に高校生以上

の大きい子どもたちに対してもう少し何かあるとうれしいのですが…。 

9 立川市立の中学校に通学していないので、施策についてはピンときません。立川市立の中学校在籍

ではなくても、立川市民なのだから、平等に情報、参加をお願いしたいと思います。税金を払って

いるのですから。そのあたりは不満におもいます。何でも市立の中３生には無料で勉強を塾の先生

が来て教える制度があるとか。私たちの税金が、なぜ、偏った使い方をされているのか理解できな

いです。 

10 教育する経済格差は感じる。子育てにお金がかかりすぎる スマホも一人一台の時代、塾代も高い 

中学時代は部活を一生懸命して、いろいろな学びをしてほしいが昔の様に部活ばかりという時代で

なくなっているのが残念 子どもを見守るのは大切だが、生きていく中で不条理な事もたくさんあ

るので、いろいろな経験を通して乗り越えられる生きていく力をつける教育をしてほしい。特に義

務教育では少し厳しめでも良いと思う。若いお父さんは参加して子育てしている人が多いのでとて

も良いと思う。 

11 発達障害があるので、今では、キラリ学級など、充実してきたと感じます。息子の時は他校へ行っ

ていたので。そういった、あらゆる障害について、学校に専門家をおよびし、講演会をしてほしい。

例）いじめや、セーフティーなどは、現在ありますが、こういった事について、先生方、保護者に

向けた理解を、深めてほしいと思う。 

12 どの子も幸せな人生を送ることができるように、支援するように施策を考えてほしいです。 

13 子どもに関する施策の内容について知らない人が多いのではないでしょうか？ 

14 上の子が大学受験の時、放課後や休日に自宅以外で自習するスペースが家の近所にはなく不便でし

た。昭島市では、夜２２時まで開館の自習スペースが利用できると友人に聞いて、西砂図書館など

にもそういうスペースがあると良いのにと思っていました。中高生が自習できる場所を市内にたく

さん作ってほしいです。 
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15 スマホを子どもに与えてしまうことで、子どもの成長に必要なことがどれだけ失われているかとい

うことをもっと子育て中の親に知ってもらいたい。地域ぐるみで、学校ぐるみで…スマホのルール

をもうけ、それを徹底して守れるようにするなど、具体的で現実的な対策が必要。子どもが友達と

一緒に、頭と体を使って遊び込める、「場所」と「時間」を保障することが大人の役目だと思う。夜

間保育、休日保育は、子どもに、負担をかけているだけだと思う。大人の都合に合わせるのではな

く、父親が早く帰宅できるようなシステムを、母親にばかり負担がいかないようなシステムを！！

社会全体がもっと子ども中心に考えていかないと、日本の先はまっ暗だと感じる。 

16 立川市に限らず、補助や控除が条件によって、受けられない。真面目に働き、子育てに向き合い、

納税していて、所得が有ること、補助控除の対象外です。不正、不当な事をして、補助、控除を受

ける人が、周囲に堂々といました。もっとちゃんと調べるなり、公平にしてほしいと思います。 

17 深夜のコンビニでウロウロしてる子どもたちをみかけます。２～３人とかで。（小学校中学年くら

い。）親御さんが遅いのか、留守なのか…。気になるが声をかけられない。知らない人に声をかけら

れる事に今は敏感なので。 

18 立川駅周辺の整備ばかりされていて、そこから離れた地域の者たちは施設の恩恵を受けられていな

いので、離れた地域にも充実した施設を造ってほしいです。マンガパーク等、一度も利用した事が

ないです。 

19 「あて名の子ども」は、スポーツクラブへ通っている為移動時間の都合上、祖父母宅で生活してい

ます。両親は、定期的に会ったり連絡をとっています。その為生活面などは祖父母が結構きびしく

見守っています。学習面に関しては、両親に常に連絡をとり、見守っている次第です。この調査票

はあまり、参考にはならないではないかと思っています。 

20 新しいマンションが多くできている地域で保育園や教室が不足していると聞きます。これから、引

っ越しや転入を考えている人用に施設の申し込み状況などが調べられるようになると良いと思いま

す。 

21 地域自治会で子育て世代が活動しなくなっている状況があります。地域で助け合ったり相談しあえ

る場が必要であると感じています。また高齢化社会になっていく今、高齢者と子どもたちのつなが

りも多くしていく企画、子どもだけを考えるのでなく、高齢者が子育て世代と一緒に子育てにも関

わっていただくことで、両世代に良い影響がでてくると思います。子ども（次女）は１８歳です。

来年は大学生になります。今まで大変お世話になりました。ありがとうございます。協力できるこ

とを子どもたちと一緒にしていき“子どもたちが生き生きと過ごせる地域”にしていきます。 

22 見た目ではわからない障がい（発達障がい、軽度知的障がい）のお子さんを早期に見つけだし、適

切な支援を早いタイミングで行えるようになってほしい。本当に困っている方はそういった親御さ

んだと思う。 

23 子どもが３人いますが、子どもの周りの世界がゲームやＳＮＳに大きく影響を受けすぎていて大き

く変化していて親のこちらがとまどいをかくせません。今後どのような成長への影響が出るのか少

し不安を感じます。児童館で友だちと関われる場所があることはそんな中でも少し安心感を持てま

す。 

24 子どものために、保育サービスの充実よりも、家族として家庭ですごす時間や、親が子育てを積極

的に行えるような働きかけが大切だと思う。保育サービスによる、長時間保育は親にも子にも負担

だと思う。基本、子どもは家庭で育ってほしいと思う。（支援が必要な家庭は別として） 



80 
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25 例えば組体操が禁止になったのが悲しい。無理していると感じたら、担任でなくてもアドバイスし

てけば良いし（６年生時、担任に希望を聞かれ、ぜひやってほしい！なくなるのは悲しいという意

見だったのに、市？都？がストップでした。担任もやる気でした。）、危ないからやめるでは、子ど

もたちからうばっている物が社会にあるのでは？それをやめるなら問題になっているＳＮＳをどう

にかしてほしい。 ボール以外に体を動かせる遊びはあるが、ボール禁止でない、公園で遊んでい

る子どもたちは生々している。うちのまわりでもたまにそんな姿が見られるが…遊んでいてもシー

ンとしてスマホやゲームしている子が多く、悲しい。［保育園について］現状は全員調べるのは難し

いが、本当に必要な人が入れず、勤務時間を長く記入してもらったら…上手に書類を記入し、本当

に必要なの？という人が数名毎年入っている。学童も同じ。［中学部活］外部のクラブチーム等に入

る子が多く、学校によって充実していない。入りたい（入りたかった）部活に出合えない子はかわ

いそう。［公立小中］魅力がないから私立受験？行けない子（経済的）たちにももっと魅力ある学校

生活を。 

26 市の子育て支援の手紙等の確認の回数が多すぎる。 

27 一人一人の子どもが、子どもだからとないがしろにされる事なく一人の人間として尊重されるべき

存在である事を望みます。親の都合で振り回される子どもが一人でも減少するよう手厚い支援を望

みます。 

28 立川市の中学高校に進学した子どもに対しての施策でしょうか？乳幼児がメインの事が多い様です

が、意見を尊重し、市外の学校に進学した場合は除外ですか？市税の使い道が不平等と感じる。収

入によって制限されたりもそうです。別の中学に進学してから施策について一切実感がないし、情

報もない。子どもの人数が多かった世代についても検討してほしい。成人式も市外の進学の子ども

は、別のエリアに席をつくるって本当ですか？参加したくないと言っております。検討してくださ

い。 

29 市立の公園や屋外プールが少ない 公園は遊具が決まりきっている。駅前のゲーセンなどに大人の

目が少ない。公立小中学校の先生がいじめや不登校への対応に熱心でない。高校が少ない。中央図

書館を利用する際駐輪場が遠くて面倒なので足が遠のく。小学校の自転車免許など内容にバラつき

があり地域によってレベルの差がある。地域によって遅くまで子ども同士で外で遊んでいる。子ど

も会は意義があるが大人の負担が大きい。楽に続けられる方法を考えないとどんどん消滅していく。

イベントの告知が不十分。バス網が不便で子どもが小さい頃は足に困った。 

30 塾や習い事等で、帰りが遅くなるので、細い道の街灯の発光ダイオード(LED)化。柴崎体育館を夕方

から学習スペースとして開放。柴崎町に児童館を造ってほしい。 

31 子どもたちの未来の為にこれからもご尽力ください。 

32 中高生になり勉強する場がなくて探しています。図書館はいつも席が空いていません。塾に行って

いる子は自習室がありますが、行っていない子どもは困っています。都立図書館もなくなってしま

ったので昭島の学習会館をお借りしたこともありました。 

33 市営住宅、都営住宅、応募しても当たらないです。どうすれば良いですか。以前、福祉課で訴えた

のですが、何ともなりませんよね。何十年でも応募しないとだめですか。生活できないんです。疲

れています。 

34 子どもたちの為にしたい事はいくらでもあるが、大人が忙しすぎて自身の時間など全くないに等し

い。子どもの為に、と考えている大人は多数だと思うが大人も生活を見直し、大人も暮らしやすい

社会を作ってほしい。特に男尊女卑を強く感じる世の中、女性が安心して暮らし生活できるように

なっていけたらと思う。家事の負担など母親にのしかかる負担は大きく、男性が子どものころから

中高生にかけても、家事や身のまわりのことができるように育てる必要を強く感じる。女性の精神

的負担が大きすぎる。子どもを守り育てるためには、まずは大人社会の見直しからはじめてくださ

い。大人が幸せでないと、子どもを幸せにはできません。 

35 現在中学生ですが今時の中学生はまじめな子が多く、勉強などもテストの時などきっちりやります。

が塾に通っている子は、塾のフリースペースで自習できるが行ってない子は自習するスペースがな

いのが現状。立川は勉強を静かにするスペースが無く、（図書室はダメですよね？）大人の見守りが

ある自習スペースは必要なのではと思います。 
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36 小さな子のいるお母さんのリフレッシュ目的で安心して子どもを２時間～４時間くらい預けられる

サービスがあると良いと思います。（月に１、２回程度利用できる）少しリフレッシュできれば、子

どもへのイライラが少し解消したりして子どもに虐待をする事の予防になったりすると考えられる

ので。 

37 子どもが小さかった頃は、保育園に入れず、幼稚園になったり、苦労はしたが今は、保育園に入り

やすくなり、うらやましく思える。１０年前は、本当に大変だったけど、子どもが大きくなるにつ

れ、中高生の子の政策などがあればいいと思うようになった。 

38 あて名の子どもが障害児のためあまりあてはまらないことが多かったかと思います。すいません。

障害のある人が住みよくなるような市になることを願います。 

39 公園、児童館、図書館など子どもだけで利用する場所が充実していない。地域格差を感じる。 

40 自分の住んでいる地域の子どもたちを見知っている、大人が増えるような地域社会になってほしい。

見知っていないから「おはよう」「お帰り」とのあいさつが気軽にできない子どもが大声を出すこと

遊び回ることを、できるだけ容認できる地域社会になってほしい。１０年先２０年先は今の子ども

たちが社会を支える主体になることを意識する地域社会になってほしい。 

41 ひとり親で子どもを育てる家族の住める市営住宅の確立を願います。 

42 兄弟が生まれた時、母親は人生で最も大変な時期を経験すると思います。そんな時ほんの１～２時

間でもだれか預かってくれる人がいたら歯医者や買い物、どちらかの子とゆっくり向き合えると思

います。高齢化社会で時間のある人々も多いと思います その方々に多少時給を渡してお願いでき

る（預けられる）制度があるといいのではないでしょうか ぜひご検討くださいませ。 

43 図書館などにもっとしっかりとした、自習室を希望します。中、高生を持つ親として、定期テスト

などの時などに使用する自習室が立川にないと言っております。 

44 立川市にというより国に対しての意見になってしまうのですが、サラリーマン家庭で、３人の子ど

もを育てるということは経済的にとても大変です。１人っ子の家と子どもにかけられる１人あたり

の金額は全然ちがいます。このような状況で、子どもを３人、４人と持ちたい家庭はでてこなくな

ると思います。少子化対策をしっかりやっていかないと、そもそも結婚しない人も増えると思いま

す。現在、パートで、夫の扶養の範囲で超えないよう働いておりますが、こちらも子ども１人と３

人が一緒なのも疑問です。夫も不規則な勤務態勢なので、フルタイムで働くことは考えてませんが、

子どもの数によって、扶養範囲の拡大を希望したいです。 

45 子ども、障害者（児）関する市での新しい制度が出来たら（検討されていること）早く知りたいで

す。あまり関係ないかもですが、サンサンロードでのスケートボードをしている方々特に夕方、夜

が、学校等から帰宅するときに怖いと子どもが言っていました。 

46 立川市内にある朝鮮学校に通う子どもたちへの教育保障について考えてほしい。現在、国や都から

の助成が無い中、立川市からの補助金は年間１人当２４０００に止まっています。補助制度が開始

され何年になるでしょう？物価の変動のみならず本来の子ども権利の観点から要綱の見直しが必要

です。朝鮮学校がなぜあるのか親はなぜ送っているのか…もっと行政の方たちが知ってほしいです。

また、日本の学校に通う外国ルーツの子どもたちへのさまざまな配慮が今後より必要になってくる

と思います。少数者が我慢するだけにならないようにしていただきたいと思います。小さな声が立

川行政に届くことを願っています。 

47 真剣に子どもたちの為に取り組んでくださり安心しました。 

48 アンケートの量が多すぎます。もう少し少なくしてほしかった。 

49 特にありません。 

50 あて名の子どもの他に障害のある子どもがいます。自閉症で一見障害があるように見えない為、歯

医者さんなどで、じっと待っていられない時に親のしつけが悪い、とどなられたりすることがあり

ます。療育センターなどの歯科は予約がなかなかとれなかったり、連れていくのも遠くて大変です。

障害児をみてくれる、病院が増えるといいなあ、と思います。待合室等で変な目で見られることも

多いので障害児マークなどあると少しは良いのかな、と思います。 
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51 立川市で出産し現在高校１年まで子育てしてきたが、立川市で良かったと思える事が残念ながら一

度もない。東京２３区内で子育てしている友人の話を聞くと幼児期の“子育てひろば”の充実は本

当にうらやましかった。施設がきれいで遊び道具の種類なにより時間制限がないのがうらやましか

った。私の頃は１０～１２時が多く、日野市まで、モノレールで行ってそこの子育て広場（市営）

を利用させてもらっていた。（食事スペースも完備していて１日過ごせた為）小学校にあがっても学

校の設備のひどさにおどろいた。特に悪臭がただようトイレはひどくＰＴＡで清掃したがおいつか

なかった。中学校も扉のあかないトイレが２／３で休み時間中にお手洗いに行けないと子どもが言

っていた。また中学では給食が、「ものすごくマズイ」と子どもたちがうったえ、給食制度も利用で

きず毎日弁当を作った。勉強においてもどうしても先生の手がまわらないのか、英語の単語など学

校の勉強だけではおいつかなかった。中３で塾に行かせたが、経済的負担がとても大きかった。学

校の先生の負担を少なくしていただき本来の勉強の指導に力を入れる時間を作ってあげてほしい。

受験も大きく変わるとの事、塾で勉強してきた子たちだけが上位行に進んでゆく現実を変えていか

ないと社会も良くならないと感じます。お金がなくても、子どもの才能をのばせる社会を考えてほ

しいと思います。 

52 立川駅中心ばかりでなく西砂地区側にも子どものいろいろな施設を充実させてほしい。西砂町は立

川市の端なので、赤ちゃんを連れての健康会館はとても遠くて大変。 

53 いくつか、問の必要性ないと思うものがあり、答える気がうせてしまった。重なる問、つながる問、

本当に必要ですか？ 

54 子どもは子どもらしい方が良い！また、親が一番大切にしたいのは常識！！節度、あいさつ、親切

…子どもは大人を見て育つこともよく考えてほしいです。足のひっぱり合いや、他人の非難ばかり

して、不倫…。主張ばかり強い政治家…果たして子どもの見本となるのでしょうか…。残念ですね。 

55 今後もいろいろな面でよくしていっていただけたらと思いますが、どこまで良くなるのか？と期待

も大きくなります。 

56 乳幼児期の保護者の育て方についての考え方と実践が一番大切だと思います。そのためには“親と

なる大人の心がまえ”というような内容の啓発をさらにすすめるべきだと思います。行政色の強い

内容ではなく、心に響くと言いますか、積極的に足を運びたくなるようなものがどの世代に対して

も定着できるとよいと思います。子育ては世の中づくりの基本です。 

57 どんなに条約を、作っても、人間そのものが、同一では、ないので、すべての人が優しいわけでな

いし、それに今の日本の、教育や、普通という価値観や、みんなと同じじゃなきゃ不安、右ならえ

右じゃ、社会が、良くなるには、ものすごく時間がかかると思います。このままじゃ日本人は、い

なくなるかも…‥ 

58 私は出産まで中高の講師をしておりましたが、出産と同時に仕事をやめました「自分で育てるから

生むのだ」という考えで、他のお子さまを教育しながらわが子を預けることに納得がいかないから

です。世間では保育所が足りない、預けられない、（待機児童）のことばかりが優先されていますが、

専業主婦で子どもと向きあう母親のことは、なおざりになっている様な気がします。極論ですが、

生んでから預けられないと悩むこと自体が理解できません。また、出産するお母さま方も、きちん

と子育て出来るのかどうかメンタルな面も含めての面接など必要だと思います。小さなお子さまの

お母さま方のマナーのなさに驚きます。母親の勉強会、マナー講習、最近でもデパートなどでベビ

ーカーで並んで話をしながら歩くことが、迷惑だということくらいお勉強してほしいです。地域を

よくするなら、母親の教育が大切だと痛感しています。保育所を増やせば良いというわけではない

と思います。専業主婦で子どもと向きあっているお母さまにこそ、目を向けるべきだと思いますが。

正直、預けるつもりなら「生むな」と言いたいです。人まかせの子育て族に手厚い待遇は必要ない

です。１人親などは例外として。 

59 西武立川駅北口の駐輪場、増設願。西武立川駅北口には、市の駐輪場と私営の駐輪場が２カ所あり

ます。１日預かりを私営の方が止めてしまい、電車に乗るのに預けたいのに市の駐輪場が通勤時間

帯で、満車になり駐輪場難民になってしまいます。出かける時、子どもも「かけ」だと言ってます。

ＪＲ立川駅ばかり整備せず、立川の田舎、西武立川駅にも税金を使ってください。 
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60 保育園の数は増えたと思います。仕事もフルタイムではない人も子どもを預ける機会が増えました

が、心や体の病の人たちももう少し堂々と子どもを預けることができるようになるともっと良いと

思います。また、保育園の数の割には学童保育が少なく感じます。保育士はもちろん、指導員など

をもっと優遇してたくさん採用してほしいです。大変なお仕事ですが社会的地位が低いと感じます。

でも、立川市は以前に比べても子どもを育てるのにとても援助の手が差しのべられている印象です。

アピールしてほしいです。 

61 中学校（市立中学）の評価等を保護者あてアンケートを取ったりしているが、子ども（生徒）にも

アンケートを取ってみてはと思います。親から見た中学校の問題点を検討する前に、当事者の意見

を聞くのが第一かと思います。身勝手な事を言ってくるかもしれませんが、切実な意見もあると思

いますし、保護者から何年も提案している課題が改善されない事があっても、生徒たちからの直接

的な意見のほうが、訴えかける力があると思います。 

62 少子高齢化をひしひしと感じながらこの１５年、子育てをしてきました。家族単位ではなく、地域

の、社会の宝として皆さんが子どもたちと一緒に育てていくような社会になればいいな、と思いま

す。各世代の分析ではなく、交流ができたらいいな。若葉小の跡地がそのような場に新たになれば、

とてもうれしいです。 

63 引っ越してきて何年もたってないので、立川での子育てがほとんどなく、答えられない所もあり申

し訳ありません。 

64 市の図書館は蔵書が貧弱なので、充実させてほしい。 

65 他の地区の学校に通っていても、参加できるしくみがほしい（他の地区（立川市以外）の学校に通

っていると、中学生が参加できる催しの情報が入ってこない）。 

66 自習スペースがあるといいと思います。中高校生が図書館ではなく、勉強などができる、机といす

がある場所が便利だと思います。 

67 特になし。 

68 日本は豊かな国になったことで生活の差貧富の差も教育費用がかさむ中、子どもの人数が増えるほ

ど生活は苦しくなったと感じていて、教育格差が生じている感が否めない。子どもが高校大学（ま

たは専門学校）で学ぶことはゆくゆくは社会のための経済の発展につながるものと思います。きち

んとした学業を身につけ、社会人となる為の基礎として学ぶ費用は国が保障して、子どもは国の宝

経済発展の礎として、社会が育てる構造を育むことこそ、家庭のゆとりを生み地域のつながりを育

み、働けば働くほど疲弊する忙しい母親を減らしてほしい。今は全てが、個々の家庭の中の判断に

ゆだねられ完結されがちで、協力も得られにくい。助けあい思いあえる社会を創ってください。 

69 今まで、保育所や学童と、小さな子どもの親に向けた取り組みが主だったと思います。もう少し中

高校生に目を向けた取り組みをしてほしい。調べものがあって図書館に行きたくても、少し距離が

あり、休館日は一緒。調べたものをまとめたくてもスペースがない。勉強も同じく、スペースがな

い。夜、児童館に行く子は、夜親の帰りのおそい子ども。夕方には、家に帰る子どもがほとんどで

は？普通に試験前に勉強ができるスペースを作ってほしい。 

70 子どもたちが大きくなると、市のイベント等から気持ちが離れますが、予防接種などの通知を頂い

たり、健診にも連れていったり、その時々でとてもお世話になりました。職員の方の対応に嫌な思

いをしたことはなかったです。あらためてお礼申し上げます。 

 

（４）小学 5 年生子ども本人 

 自由意見 

1 学区の中に駄菓子屋さんを作ってほしい。 

2 夏休み、冬休み、春休みをもう少し（１日でも）のばしてほしい。でかく星座を見られるような望

遠鏡があるところがあるといい。 

3 塾や勉強という理由で自由な時間を定めないでほしい。 

4 友だち関係６人いるけど３人３人でわかれて１人と絶対あそびたいときに結局全員であそんでしま

う。 

5 友達があんまりいないこと。いやだってといっているのにやめてくれない男子がいること 

6 みんな信号を守ること。 
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7 友達との関係です。 

8 もっといっぱい本がある図書館があってほしい。 

9 なにもやっていないのに暴言をはいてくるおじちゃんがいるのでやめてほしい。 

10 勉強がきらいでサッカーしたいのに無理やり勉強させられる。 

11 全部のおもちゃ、ゲーム、スマホとかが、売っているところ。野球場ができる。東京オリンピック

が立川になにかの競技する場所ができる。 

12 もうちょっと、近くにゲームセンターや都会にもあるようなお店がほしい。ＣＤなどもあつめてい

るから、ＨＭＶさんや、タワーレコードさんがほしい。（近くに）韓国ファッションの洋服がほしい。

（近くにできてほしいです。）でも、一番ほしい店は、ＣＤ（アルバム）屋さんです。（ＨＭＶさん

など…） 

13 中学生との交流。 

14 障害の人に対する支援をもう少ししてほしい。 

15 たまがわミライパークのたまがわのカフェスペースを誰でも自由に出入りさせてほしい。このアン

ケートが難しすぎる。もっと施設や遊べる場所を増やしてほしい。有名人がたくさん来てほしい。

ドラマの撮影は、予告してほしい。公園がもっと増えてほしい。にぎやかな町にしたい。犬と一緒

に遊べるドッグランを建ててほしい。Ｗｉ－Ｆｉを飛ばしてほしい。公園に犬も入れたい。お店を

もっと増やしてほしい。学習館がほしい。 

16 武蔵砂川のロータリーを早く完成させてほしい ゲームをもうちょっとやらせてほしい 中学受験

したいです！ 

17 ゲームをやらしてほしい。フォートナイトの大会を開いてほしい。 

18 立川にドッグカフェを増やしてほしい。 

19 立川市にいろいろな習い事ができるところを身近なところにつくってほしい。 

20 ドッグカフェを増やしてほしい。 

21 ドッグカフェをもっとふやしてほしい。 

22 図書館でカードがなくても、本をかりられるようにしてほしい。 

23 原宿みたいなところ＆新大久保。 

24 ジュースがでる蛇口。 

25 スポーツの無料の習い事教室をつくってほしい。（テニス、サッカー、陸上、プールなど） 

26 好きな人の悪口をいわれる。好きではない、ふつうの女の子といっしょにいたのを、友達が写真を

とって、笑い物にしてきた。 

27 １０月には５時１５分ではなく４時３０分にチャイムが鳴ってしまうけど、１０月の前半はまだ５

時１５分まで遊びたいです。なぜなら友達とたくさん遊びたいからです。 

28 今ぼくは、母のことで悩んでいます。母は、おこるととてもこわくて暴力などをふってきます。も

うちょっと、控えてくれれば家で過ごしやすい。 

29 友達に自分のひみつをおしえるとけんかになったときひみつをばらすといわれて、抵抗ができない。

でもひみつをおしえないというと、うその情報をばらすといってくるから秘密がばれたくない。 

30 しずかに、勉強ができるところができればいいなと思います。 

31 家族のりこんがあり、立川にひっこしてきたのですが祖父と父が仲がとても悪く、父は今現在、無

職。父にはかの女ができて、そのかの女の家ばかりにいるので、家にかえらない日がほとんど。一

方、母の方は一年前に再こんしていて、子どもが生まれている。というのが私のなやみです。が、

祖父や祖母などに大切にされているので、まあたのしい生活がおくれています。 

32 立川市の有名な物をもっと世間にしらせてほしい。 

33 立川市は木とかを増やしてほしい。 

34 友達といっしょに、他の友達にみつからないで、ゲームや、宿題ができる無料な場所がほしいです。

塾にいる女性の方が、少しコワイです。 

35 立川市内に、自由に、ダンスなどをれんしゅうできる場所がほしいです。 

36 「ストレスをためさせないでー。」「自分勝手な行動するなー。」「こっちがどれくらいがまんすれば

いいんだー。」「リア充死ねとか意味分かんねー。」 

37 もし、静かにみんなで勉強ができる場所があればいいと思います。 
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38 きれいでのみものが自由にのめてしずかに勉強ができる場所がほしい。 

39 早くねたいので宿題を減らしてほしい！！ 

40 遊ばなくなったこと話すことができない。 

41 わからない。 

42 飛行機の音何とか防げないですか？夕やけチャイムをその時期に合わせてほしい。（例えば８月は日

が長いから５時半１０月はびみょうだから５時とか） 

43 図書館をもっと広く、たくさんの本をおいてほしい。 

44 将来のこと。 

45 母のこと。 

 

（５）中学 2 年生・高校 2 年生世代子ども本人 

 自由意見 

1 高齢者のこともいいけど、若者のことにも目を向けてください。 

2 西武立川駅の駐輪場を増やしてほしい。※西武立川駅の駐輪場の少なさ、ひどすぎる！！大学生の

息子もほんとうに困っています。どうにかして！！  

3 いじめは絶対なくならないと思う。注意したりしても、「いじめ」って言葉があれば「いじり」もい

じめになる。あまりふれすぎると何もできなくなりそうだし、つまらなくなりそう。いじめはだれ

も解決できない。大人ができない事が子どもにできるわけない。スクールカースト、差別、年功序

列がなくならないと減らない。精神障害の理解者もすくない。子どもより前にちゃんとした大人が

ふえてほしい。 

4 公民館を利用したいのですが、個人なので１カ月に予約というよりは、前日、当日に使用したいと

思うことが多いので、その日の利用がなければ貸し出してほしい。高校生のバイトなしには利用料

金が少し高く思うので、そこの改善もよろしくお願いします。 

5 立川市にホームセンターが無いので出来たら便利だと思う。 

6 休みが少ない。（夏休みはいいけど冬休みと春休み） 

7 毎日生きていてつらい。生きている意味がない。だれからも認められない。自分の事より姉か妹の

方が大切。死んだ方が良い 

8 彼女ができない。ブスでも彼女ができる世の中にしてほしい。 

9 立川陸上競技場をタータンにしてほしい。電子系の教科書にしてほしい。 

10 勉強できる場所、静かに。 

11 今ある自然の資源を考え、教材をタブレットや端末にまとめてしまえば、持ちはこびや移動が楽に

なると思います。 

12 バレンタインくらい学校にお菓子をもっていけるようにしてほしい！あとスマホも日常的にもって

いけるようにしてほしい！真面目に。 

13 立川にジャニーズショップがほしい。もっと都心まで早く行きたい。 

14 最近の親は、自分の意見をおしつけて、子どもがおさえつけられているところが多いから、もっと

子どもの意見を聞いて子どもばなれしたらいいと思う。でも、それとは逆で、子どもの立場の方が

上になったり、親が子どもに注意できないという家庭もあるから、そこもどうにかしてもらいたい。

でないと「最近の子どもはおかしい」、「頭が悪い」、「めいわく」などと思われてしまうから。 

15 裏でひそかに行われているいじめに気がつかず、本人が自殺をするまで、教師が気づかないという

状態を直してほしい。少しのいじめでも目にとめてほしい。「今はそういう年頃だから」などで理由

をつけて、解決しようとしない教師がいなくなってほしい。 

16 テニスコートをふやしてほしい。コストコをふやしてほしい。Ｗｉ－Ｆｉのつながる、そして充電

できる公園。ターザンロープが足りない。公園の時計や水飲み場をふやせ。 

17 コストコを立川にほしい。食べ物、乗り物をやすくしてほしい。学校の通学時間をおそくしてほし

い。 

18 家の近くにコンビニが欲しい。ＢＴＳのグッズを売ってほしい。立川五中３ｋｍ圏内にコンビニが

４つもあるのに家の周りには少ないから空き地をコンビニにしてほしい。マックもほしい（砂川町） 

19 芸能人に会いたい。家の近くにジャニーズ事務所があってほしい。 
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20 勉強する気がでません。 

21 コストコがほしい。 

22 節約志向を小さい頃から定着させるべき。 

23 もっと気軽に自分のやりたいことをしたいです。 

24 もっと施設を増やして、スポーツ施設や食べ物屋を増やしてもらいたい。 

25 性的指向（ＬＧＢＴ）などの理解が深まればいいなと思っています。それがきっかけで自身を責め

てしまう人も少なくないと思います。 

26 もっとレストランが増えてほしい。 

27 シェアサイクルを作ってほしい。 

28 駅前にもう少し中高生なども行ける店を増やしてほしい。 

29 アニメオタクがさげすまれるのはおかしいと思う。日本は同調の国なので、一人が悪い事をすると

周りの人たちがそれにのってしまうので、とても良くない。みんな同じ事を言って自分自身の意見

を言おうとしない。別にみなにあわせる必要なんてないと思う。たとえたくさんの人が同じ事を言

っても、自分の意見が勇気をだして言う方がいいと思う。 

30 畑をつぶして住宅街をつくりすぎだと思う。 

31 スポーツ用具店は多いと思うのですが、特定のスポーツの店が少ないのでもう少し増やしてほしい

です。自分は卓球をやっているので、卓球専門店を出してほしいです。後、西砂地区からのくるり

んバスをもう少し増やしてほしいです。少し本数が少ないかと…。 

32 モノレールの乗車代をもっと安くしてほしい。 

33 誰でも自由に使える、少しさわがしくて人が多い位の自習室が欲しいです。立川市はアニメなどが

とても充実していてグッズショップも多く、ありがたいです。これからもイベント等を開き、アニ

メも、立川も盛り上げてください！ 

34 立川市は今もとても充実しているから、これからもこの調子でどんどん市民のために活動してくれ

ればそれでいいです。 

35 最近はネガティブに考えることが多くなって、やる気があまりでない。 

36 自転車に乗っている警察が、左側通行をしていないのに、しろと注意してくるのをやめてほしい。

警察が自転車をよこにならんではしっているのをやめてほしい。 

37 中央線の「杉並三駅問題（西荻窪阿佐ヶ谷高円寺駅が平日、停車土休日、通過という問題）」につい

てアンケートを皆にとってほしい。 

38 私のまわりでは、結婚前の性交渉が当たり前のように考えている友人ばかりではありません。大人

の現代の感覚で、このまま無責任な肉体関係によって、かわいそうな赤ちゃんや子どもがふえるの

は悲しいです。なので、一番大切なことは、肉体的関係は大人が互いへの責任をもち、結婚した大

人だけにふさわしいことを教育にとり入れるべきだと私は思います。大人の倫理観を正さなければ、

不幸な子どもはふえつづけると思います。 

39 マジックを趣味として、学生マジシャンをしたいと思うので、イベントがあれば、ぜひ呼んでもら

いたいが、名前を書けないので仕方がなく、あきらめようと思う。 

40 生きることにいっしょうけんめいになってて、他のことが考えられなくなってきて、これから先が

生きていけるかが不安。しょうじき、今の世のなかが良いと思わないし、生きたいとも思わない。

はやく良い自分にかわりたい。 

41 くるりんのぬいぐるみがもっと買いやすくしてほしいです！！ 

42 このアンケートを通じて立川がより良いものになれば良いなと思います。 

43 小学生の頃、母親の再婚相手の方が私に自作の問題集プリントをつくってくださったのですが、問

題が解けるまで他の事が一切許されず、毎日嫌々勉強をしていたことで、『勉強』自体が一種のトラ

ウマ（心的外傷）のように感じてしまい、中学生の頃から、どうしても勉強を始めることができま

せん。今年で、高校二年生になり、大学への進学を目指したいのですが、自主的に勉強をしたこと

がないため、まったく勉強方法というのが分かりません。今、通っている高校も受験勉強をしたく

なかった為、試験の無い通信制を選びました。塾にも二校通っていましたが、長続きしませんでし

た。自分には勉強が向いていないのでしょうか。 
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44 駅にベンチがあると便利だと思います。（子どもも保護者も他の人も座ったりできる）電柱を無くし

てほしいです。エレベーターの周りが暗くて使いづらいので改善してほしい。 

45 コストコがあってほしい。 

46 ゲーム施設を造ってほしいです。 

47 料理ができる場所を作ってほしい！！ 

48 コンサートやスポーツの大会が開催できるような大型アリーナ、もしくはドームをつくってほしい

です。 

49 自然をこれ以上減らさないでください。毎年、虫や植物を観察してるので、自然が減るほど私にと

っての「立川のよさ」や「立川に住もうと思う気持ち」が減少していく気がします。 

50 母がちゃんと話を聞いてくれません。 

 

（６）ひとり親（18 歳未満の子どもを扶養する配偶者のいない父または母）家庭の保護者 

 自由意見 

1 子どもが、かわいいのは、どの親も、ほぼ一緒だと思うのですが、思春期や反抗期の子どもを、見

守る時期の親のケアが、今大変だと思っています。私は、男ですし、子どもも、１５歳と１７歳の

むすめ二人です。子どもも親になればと、気長にかまえているしかないと思うので、だけど、数年

間、大変だと思っております。のりきれるか不安です。 

2 どうしても夢をかなえたいと私立高校への進学を希望され、何とか頑張って卒業させられそうです

が、（現在３年生）授業料（他にも部活や交通費などの出費も多いです）のために一生懸命働いても

収入が増えた事によりもらえていた手当等がもらえなくなり、結局生活は苦しいまま何も変わりま

せん。卒業後は専門学校へ進学したいとの事ですが多額の費用がかかります。収入が上ったからと

言って楽になったはずとの考えで手当てを打ち切ったりするのではなく、理由があって収入を上げ

なければならない家庭もある事を理解していただきたいです。それと偽装離婚等で不正に手当てを

受け取っている人たちを徹底的に調べて返納させてもらいたいです。 

3 子そだて支援＝就労支援だと思います。私は第２子出産後夫と死別しましたが、仕事があったので

（産休中でしたが）収入面での心配がなく、子育てをすることができています。（ただ仕事があれば

良いということではなく、休暇が取れたり、ある程度子ども優先にできなければあまり意味があり

ませんが）立川市に良い会社をたくさん作ってください。お母さんが生き生き働けたらいろいろな

ことに余裕が生まれ、子どもも輝くのではないでしょうか。 

4 運よく保育園に入れたとしても、子どもの体調変化での保育園からの呼び出しに、職場は冷たいも

のです。耐えてきたつもりですが転職をくり返しました。小さい子をもつ、採用は、求職中は厳し

いです。保育園等の施設も必要ですが、なにより、職場の理解が必要ではないでしょうか。また保

育園に子どもを預けながらも日中、パチンコ等で遊んでいる方も多々おられます。生活保護の方も

そうですが…。そういう方を見ると、必死で働き必死で子育てしている自分が情けなくなると共に、

そういう方に対して、怒りがこみ上げてきます。 

5 働いて食べさせていかなくてはいけないが立川市さんでも病児保育やヘルパー制度が設けられてい

るがまだまだ足りないと思います。どうしてもご老人が増える現状があるので意見の数としては少

ないですが子育て、労働の両立がうまくとれる様にもっとしっかり考えていっていただけるといい

と思います。 

6 一人の親として子どもに負担をかけないように老後のことも考えてしまいます。大学に行くにもお

金がかかるのは厳しいです。 

7 子育て推進課の方々や福祉の方々にはいつもとてもよくしていただき、心おだやかに生活をおくら

せていただいております。皆さまのあたたかい対応に感謝しております。母子になりご迷惑ばかり

おかけしてしまった事に申し訳なく思っています。ありがとうございます。 

8 市民会館ステージ招待は全く興味にかみ合わず、残念な内容です。映画のチケット招待の方が良い

のでは？通学費用に援助があると助かります。またはバスのパスなど。子どもが地域の活動に参加

できて、知り合いがたくさんできるよう子ども会の活動などもっと活発になると良いと思います。 

9 子育てしやすい市だと思います。 
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10 子どもたちをとりまく環境はそれぞれ違い、全てに配慮する事はむずかしいと思いますが、例とし

て、私は１人親になった直後、実家のある立川に戻りましたが、すぐに両親が介護状態になり、子

育てと、介護の日々で仕事をするのは無理でしたので、年金など免除の手続きをしました。今、自

分の老後がとても不安です。子どもへの負担が多大になるのではと、恐怖に感じています。今と未

来に希望のもてる子育てができるよう私もがんばりますので、市もご支援いただけたらありがたい

です。 

11 学習支援ボランティアの皆さまには大変お世話になっています。進級後も支援が受けられると助か

ります。 

12 発達障害の認定はされていなくても日常生活にサポートが必要な子どもが安心して過ごすことので

きる施設が増えるとうれしいです。 

13 いつも本当にお世話になっています。いろいろな面で子育て推進課の方々には助けていただき感謝

ばかりです。安心して子どもたちと生活していけること本当にありがとうございます。これからも

お願い致します。今回のアンケートについて、個人が特定される内容だと感じています。 

14 今現在、ひとり親家庭の為、さまざまな支援をしていただき大変感謝しております。私自身は実家

が近く、子どもがいて働く事に不自由はそんなにありませんが、そうではなくなった時に一番の不

安は出勤日に子どもが病気になった場合の預け先です。安心して預けられ急な病気でも対応してく

ださるシステムをこれからも増やしていただけたらうれしいです。 

15 待機児解消でどんどん保育園が増えているが、本当に入所したい人が入れず…というケースをいく

つも聞いています。立川は大きい道路狭い道路といろいろあります。広い方は歩道もきちんとあっ

たりしますが、子どもたちの通学路で見直してほしい所がいくつもあります。 

16 柏町付近は児童館が少なく、小児科もあまりなくインフルエンザなどの流行性の病気の時は混雑し、

かかりにくくなるので増やしていただきたいです。 

17 健康会館をもっと広い場所または車などで行きやすい場所にしてほしい。全天候型の遊び場を作っ

てほしい。 

18 子どもに合わせた時間の中で就労することが難しい。短時間ＯＫ、長期休みはお休み可能など母親

が働きやすい環境や職を求める。障がいがある子もない子も一緒に、放課後伸び伸びと過ごせる場

所が欲しい。親ではなく、地域の大人の見守りによって地域でいろいろな子どもたちを育ててほし

い。天気の悪い日など特に、体を思いきり動かせる場所の提供（学校の体育館開放や広いスペース

の開放など）立川市内にも屋内施設の広い遊び場が必要。育ちにおいて体を動かすこと遊ぶことは

大切。子ども時代の遊びを大切にしてほしい。公園が不潔、特に砂場。安心して遊ばせられない。 

19 ３人の子どもを育てています。保育園幼稚園と経験していますが、保育時間の長い保育園の方が、

子どものことをよく見てくれている。子どもの性格を分かってくれる先生が多いように思います。

保育園の方が大人の数も多い分、それだけ多くの大人の目で子どもを見てくれている。“見守ってく

れている”と感じます。幼稚園はいろいろと独自性をアピールするところが多く、“子どもそのもの

を受け入れる”という本来大事にしてもらいたいことが後回しになっているようにも思います。幼

い子どもを預ける側としては、いろいろなことをやってくれることよりも、子どもに合ったものが

何かを大事に考えてほしいと思います。また、子育てについていろいろアドバイスをもらうことが

多い（講演会、先生から、地域の人などから）が、“それは分かっている”と思うことが多く、それ

をやるためには、親の方も余裕がないと全く無理なことで、日々のストレス、疲労などもあるため、

なかなかアドバイスを基に、楽しく子育てができていないと感じています。 

20 各児童館のイベント等も子育て広場（子ども未来センター内）のようにＨＰ上で申し込みやイベン

トカレンダーが見られるようにしてほしい。子ども未来センターで行っているリトミックやベビー

ヨガ等のイベントが無料で受けられることがとてもうれしいです。内容にもとても満足しています。

回数がもっと充実するとなお良いです。保育園の入園について不安があります。少しでも待機児童

が本当の意味で減るよう、今後も御尽力いただければと思います。 

21 ２３区は医療費無料なのに、立川市では費用負担がある事と歩道が狭いなど通学路に危険を感じる

事。見晴らしがよく整備されて遊具がたくさんあるような公園が少ない事などが、立川市は子ども

を育てるのに向いている（育てたいと思う）地域や市ではないな、と思っています。（知人におすす

めできない。）また、バスや電車の利用が便利でない所も子どもが大きくなったらどうしていくか不

安です。 
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22 中学校も、完全給食にしてほしいです。食育の面からも必要だと思います。みらいセンターで楽し

そうなイベントも多いですが、私の地域から（一番町）は、参加しにくいです。就学支援シートの

提出も、みらいセンターだけだったので、不便でした。一時預かり、夜間や休日、乳児の預かり場

所などどんどん増え、本当に必要な方には良いことだと思いますが、やりくりしながら家族でみる

という考えが減っていきそうなのが気になります。慣れない所に預けられるのは子どもも不安だと

思うので、本当に保育が必要な子が安心して過ごせる預かり場所であるとよいと思います。勤務証

明を、学童、保育園用など、数枚職場にお願いしなければならないことがあるので、１枚にまとめ

られると助かります。 

23 夏休みなど長期休みの時に子どもを預けられる所を増やしてほしい。公園に遊具を増やしてほしい。

利用したいと思う人が条件をクリアしなくても入所できる保育園、学童がほしい。夜間、休日に診

てくれる小児科（病院）がほしい。立川の救急病院は夜間、小児診てくれるところがなく、いつも

府中の小児総合を案内される。 

24 子どもの体が弱く、アレルギーなどもあり定期的に通院が必要だが昨年夫の収入が一時的に少し多

く、今年は医療証がなくてつらい。学童保育を利用したことがあるが、おやつなどがジャンクだっ

たのが気になった。学校との連携が出来ていないのも不便だった。近くに歩いて行ける児童館がな

い。相談に行ったが話にならなかった。 

25 保育施設は増えたが、学童保育所が少なくて、１年生の時にとても困る。病児保育室も少ない。受

け入れ時間も遅いので、利用できなかった。学校での人間関係等の悩み相談ができる所が少ない。

週１回のスクールカウンセラーでは話したい時に話せない。消費税が上がることで、成長する度に

必要な衣類やくつ等の値段が上がるので、さらに家計的に厳しい。給与は上がらないのに…。幼児

教育無償化は良いが、その後にもお金がかかるのだから、全てのお子さん平等に給食代や教材費等

の無償化も考えてほしい。 

26 児童館が少ない。学区に１つあることで学童虐待児童の居場所ができる。小さい子から中高生まで

タテのつながりで育つことができる。不登校児や発達にでこぼこがあり学校で生きづらさを感じて

いる子どもたちへの支援が周辺の自治体に比べ遅れている。学校支援員のあり方や情緒級の設置な

ど、他の自治体のよいところを積極的に取り入れてほしい。早期、継続的発達支援がまだ行き届い

ていない。早期からの相談、療育機関を増やすこと、サポートブック導入でとぎれない支援を行う

こと。 

27 ランドセル来館を利用している子どもについて…春、夏、冬の長期休みはランドセル来館が無く、

児童館は９：００からなので、親と一緒に８：００頃家（普段学校へ行く時間）を出ると、児童館

前で４０分以上待っていなくてはならず、とても不安です。登録している子どもは、８：００や８：

３０から中に入れる様にしてほしいです。公園の時計が合っていないので、合わせてほしいです。

公園の砂を定期的にきれいにしてくださり、ありがとうございます。 

28 大きなイベントで子どもと一緒に参加できるものがほしいです。 

29 子育てで経済的負担が大きくなるのは、実際は高校生以上になってからの事が多い。が、現実は、

１５歳までの支援しかない。進学の為の経済的支援や、奨学金制度を充実させてほしい。 

30 子育てをしている親に常識がない人が増えている。叱る事ができない。周りにいる人もできない。

幼少期にきちんとするべきだが、わが子が通っていた幼稚園でも、ことなかれ主義だった。幼稚園

でも小学校でも一部情熱を持っている先生もおられましたが、先生方にも余裕がないのだと思う。

育児学級の延長のような物で、常識というより、親としての心得を伝えられる環境があるといいと

思う。まずは、親の意識と周りの協力、助け、先生方には余裕が持てる環境を切に願う。 

31 学校を建て替えてほしい。（立川一中）道を整えてほしい。電柱をうめる。ＴＶや雑誌などの撮影を

たくさんしてほしい。私の金欠を解消してください。欅坂４６に会いたい！けやき坂４６に会いた

い！けやき坂４６の加藤史帆さんに会いたい！！（１番の願い） 
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第３章  各設問におけるその他の記述  

第１節 就学前児童の保護者 

問１ 続柄 

その他の意見なし 

 

問６ 子育てを主に行っている人 

両親、祖父母 

主に母親、祖父母 

主に母親・祖母 

 

問７ 子育てに日常的に関わっている方 

英会話教室・体操教室 

インターナショナルスクール 

叔父（2件） 

おば（4件） 

おば、塾 

ご近所の方 

子の姉 

児童館 

託児所 

見影橋保育園 

療育施設ドリーム学園 

兄 

兄・姉（2件） 

姉 

姉たち 

姉妹 

子育て広場 

児童館 

習いごと 

曽祖母（ひいばば） 

祖母 

認証保育園 

無認可保育施設（2件） 

立川特別支援学校 

療育園 

療育施設 
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問８ 子育てに、影響すると思われる環境 

療育園 

立川特別支援学校 

土日に会う祖父母やいとこ、おじ、おばなど。 

知り合い 

祖父母・いとこ(2件) 

祖父母 

親の友人関係 

小学校～も含めて 

出掛けた先 

習い事(3件) 

習いごと（プール） 

児童館や支援センター 

児童館 

子育てひろば、イベント 

子育てひろば（2件） 

公園、子育てひろば 

一時保育（月に２回） 

療育施設（3件） 

ファミリーサポート 

広場 

病院、発達支援教室 

病院 

母親の職場 

習い事（ピアノ、水泳） 

父親の職場 

親類(4件) 

児童館の子育てひろば(2件) 

児童館 

子育て広場 

教会 

お友達 

インターナショナルスクール 

一時保育 

 

問 9-1 祖父母等の親族にお子さんをみてもらっている状況 

母親の実家が近くないため 金銭、時間、身体面のため。本当に緊急時。 

他県から来るので移動時間等の負担が心配 

祖母には時間的制約はあるが安心してみてもらえる。 
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祖母、叔母も仕事をしているので時間の制限や身体的負担はあるが、見てもらえる。 

祖父母等、親族の身体・精神・時間的負担が少し心配 

祖父母も仕事の為、必ずしもみてもらえる環境ではない 

祖父母の体力を考え、短時間にかぎって安心して預けられる。 

祖父母の身体的負担が大きくではないが、多少心配ではある。 

祖父母に仕事を休んでもらわないといけないので、その負担が心苦しい 

祖父母にも持病があるため、必要なときだけお願いしている 

祖父母が年なので預けるのが少しこわい。不安。 

少し心配 身体的。 

主に年のはなれた兄弟も、みてくれます 

実母は遠方のため義母に２歳で初めて来てもらった。祖母の介護もあり２３区であるため頼みにくい。頼

んでも断られることもある。 

実際にはまだ預けたことがない。その状況になっていないが、祖父母の仕事が休みの時は、みてもらえま

す。 

金銭的負担も大きく、心配である（緊急時のみ） 

緊急時だけなので特に心配はない 

義母なので、気を遣ってしまい気軽に頼めない 

基本的には元気であまり心配はないが、ごくたまに祖父に嫌みを言われたり、少しずつ年はとってきてい

るので、少し心配にはなっている。 

遠方より来てもらっているため、負担が大きい。 

遠方の為準備が必要で大変な部分がある。 

遠方に住んでいて、本当に緊急の時のみお世話になっているので、そこまで負担ではないと思う。 

安心して預けられるが曽祖母（ひいばば）の介護で負担が心配なこともある。 

安心しては見てもらえているし、環境的にも申し分ないがやはり年齢的につかれるだろうなと少し心配に

なる 

まだみてもらったことはないが選択肢２・３（身体的負担、精神的な負担）が心配である 

まだみてもらったことがないのでわからない 

本当の緊急時以外は見てもらえない（遠方のため） 

祖父母にも都合があるので常に暇なわけではなく、いつもみてもらえるわけではない 

祖父母などの時間的制限が心配である 

祖父母全員就労の為、時間的制限がある 

少し遠いので1カ月に一度２～３時間程度しか見てもらえない。 

身体的精神的な負担金銭面時間など負担が多く申し訳ないが安心してみてもらえます。 

しょうがない 

大きな負担ではないが体調等考慮して頼める。 

忙しい人たちであり、家が近くにないので頻繁には無理 

選択肢２・３（身体的負担、精神的な負担）が少し心配 

１時間以上かかって来てもらわないといけないので本当の緊急だけなのでほとんどたのんだことがない 
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問 9-2 友人や知人にお子さんをみてもらっている状況 

預ける友人には、身近に祖父母がいるので、我が家で預かるということがないので、一方的になってしま

うので、なかなか預けにくいのが現状。 

友人、知人でごくたまに見てあったりするが、家族と違い、多少気はつかう。 

本当に緊急時しかたのまない。たのめないと思っているのでまた預けたことがないが、緊急時（現在妊娠

中のため陣痛時など）は預けられることをお互いに確認している。 

まだみてもらったことがないため 

まだその状態になったことがない 

ファミリサポートさんが埋まってしまっていなければ大丈夫です。とても人気の方なので。 

ファミリーサポートセンターを利用している。 

緊急時のみなのでお互いさまと思っている 

お互いに信頼し合える仲で、困った時はお互いに頼り合っている 

いざとなったら頼めるが、まだ頼んだことはない 

 

問 10-１ 気軽に相談できる先 

幼児教室の先生方 

幼児教室 

妹（3件） 

信仰している宗教 

職場の同僚(9件) 

職場の上司(2件) 

宗教コミュニティ 

児童発達支援事業所 

子ども未来センター発達相談 

姉妹 

姉妹（上の子どもたち） 

姉、父 

姉（2件） 

一時預かりで利用している保育園の先生。 

療育センターのリハビリの先生 

未来発達センター 

ファミリーサポート 

発達相談の担当 

パートナー 

職場の同僚、先輩、上司（特に子育て経験者） 

塾の先生 

キラリっ子ファミリーカフェ 

教会の人 

インターネット情報 
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問 14-1 平日の教育・保育事業の利用状況 

療育機関 

療育園 

幼稚園プレスクール 

体育館の託児施設（市外） 

祖父母 

週１でプレスクール 

子どもみらいセンター一時あずかり 

幼稚園のプレ保育（8件） 

保育園の一時預かり 

プレ保育(2件) 

プレスクール 

発達相談センター 

立川ドリーム学園 

一時預かり保育 

 

問 14-4 平日に定期的に教育・保育の事業を利用されている理由 

親の自由時間 

兄弟の習い事（送迎） 

自身の通院や健診のため 

下の子がいるから 

出産したばかりの為 

病院リフレッシュ 

育休中 

育休中のため退屈しないように 

子育てをしている方が妊娠中である。 

就労して、保育園に入れたかったが就労していなかった為、幼稚園に入れることになった。 

母親が用事の際、平日みてくれる人が近くにいないため。３歳以下の子が３人いて、母親の負担が大き

いため。 

 

問 14-5 平日に定期的に教育・保育の事業を利用していない理由 

利用したいが、上の子の時に保育園に落ち幼稚園に入園。今下の子を保育園に入れると２つの施設かけ

もちになるので大変かなと思い利用してない 

来年から幼稚園でまだ今現在入園年齢ではない 

歩きでは遠い、車なし 子どもも長くあるくことができない 

保育園に申請中です。（認可保育園） 

父が外国人のため、頻繁に両国を行き来しており通わせづらい。 

申請中の為 

児童館などにつれていっているので、預ける必要がない 
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現在育休中の為 ４月～利用予定 

現在、アレルギー等、通院中のため、２年保育を予定しています。 

育休中のため（11件） 

来年春から幼稚園のプレに入園予定 

幼稚園に来年4月から入園する 

まだ幼稚園に行く年齢じゃないため 

入園希望申請中 

他人に見てもらうのは非常に不安 

ただいま申請中（４月～希望） 

第2子妊娠中のため、預ける必要性が現在は無いが、産後は預けることも視野に入れている 

専業主婦のため働き口をさがすところから始めないといけないため 

４月から入所希望している 

２カ月前までフルタイム勤務のため、保育園を利用していた 

2019年度4月に保育園入園希望で現在申し込み中 

 

問 15 平日の教育・保育の事業として、「定期的に利用したい」と考える事業 

無償化、補助金の範囲が不明確。それがわからないと認可以外考える余裕がない 

病後児保育 

認可保育園や認定こども園の一時保育 

通常の保育の他に、専門の方による、英語、運動、ＰＣなど経験させてくれる園 

障害児向けの預かり保育があれば利用したい（未就学児） 

就職先の福利厚生として用意されている託児所 

保育園の一時保育（3件） 

病児保育、病後児保育7：00～19:00まであいている所をつくってほしい 

デイサービス 

商業施設の遊ぶ所に保育士をつけて短時間あずかりをしてほしい 

産後ドゥーラ(産前産後ケア)さん。産後の大変な時期子どもだけ家事だけなどではなく垣根のない

サポートしていただける。 

 

問 16-1 土曜日・休日や長期休業中の「定期的」な教育・保育事業を毎週ではなく、月に１

～２回程度で利用したい理由 

母親の育児ストレス 

父親は休みだが母親が仕事の際父親だけでは不安 

夫とすごすため デート 

病院へ行くため子連れで行くのは大変（2件） 

美容室等の使用 

年の離れた、中高生の兄弟の学校行事・面談等に行く時。 

年に数回でよい 祝日授業日がある 仕事先、学校のため。 

日曜は休みたいが、時に祝日は働きたい。 
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土曜はほぼ仕事 

土曜に仕事がある時があります。平日業務では処理しきれない時があります。 

土曜日に預けられれば仕事を選ぶ幅が広がるから 

土、日、祝も就労のため 

上の子どもの行事 

終わらなかった仕事を終わらせるため 

就労開始後、土曜勤務が始まる為 

主人が土曜日も仕事で子ども３人の育児についてサポートが欲しいため 

子どもが４人いるため、習い事、学校行事がいろいろある 

子どものエネルギー消費のため 

仕事が終わらない 

仕事が医療系で、休みが土・日・祝関係ないため。日・祝も働けないと、就活でかなり制限がかか

るため。 

兄弟の用事 

兄弟の学校・習い事事情で 

休日出勤すると代休がもらえる為（子どもの熱などで有給が少なくなる） 

家族で行えない養育環境を提供する為 

不定休のため 

母が土日出勤のため父親一人で2日間子どもをみるのが少し負担があるようなので 

パートに行きたい為 

父親が仕事で不在で母親一人のため家事等を集中的にしたい 

たまに面倒を見てもらえる時間が、仕事の時間とかさなるから。 

主人が休日仕事。1人障害があるので、2人連れて出かけるのが大変 

祝日は出勤のため 

祝日は、主人が仕事の為 

持病の療養のため 

自己啓発のため 

子どもの発育の為 

急な用事など 

家事 

上の子の習い事があるため 

近くに親がいない。ストレスが夫婦でたまっている 

 

問 17-1 「幼稚園（通常の就園時間の利用）」をして、土曜日・休日や長期休業中の「定期的」

な教育・保育事業を毎週ではなく、週に数日程度で利用したい理由 

利用ができないと仕事をはじめても続けることが困難なため 

毎日仕事の為、数日に減らしたい（子どものため） 

不定期に出勤になる 

不定期で仕事をする予定のため 
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美容院、歯科、病院 習いごとなど 

年末年始やお盆、ＧＷなどカレンダーどおりの休みではないため 

妊娠中のため、体を動かした遊びやお出掛けに制限がある。 

長期休みで子どもが幼稚園離れをしないため。 

多人数であそばせたい 

生活リズムの乱れを整えるため 

自分の通院のため 

子どもに負担をかけすぎないため 

子どもが一緒だとケンカがふえて、もめることが多いため 

仕事を入れたい（5件） 

仕事（パート）を始めたいから（2件） 

兄弟の学校・習い事事情で 

休み明けの登園拒否を防ぐため 

家族一緒に過ごす時間をとりたいため。 

夏休みなどに預けられなければ働く選択肢はほぼないから。 

下の子の育児 

下に妹がいるため子どもが遊べるように 

リズムが乱れるので休み中でも登園日がほしい 

幼稚園生活が始まっても支障がないように 

友人や先生と遊ばせてあげたい 

本人が希望するため（友達と遊べるから） 

病院 

下の子（２歳男児）にてがかかり、夫の帰宅もおそい為、長期休業中の育児がものすごく負担にな

るので。 

仕事がしたいので 

子どもを安全に友達と遊ばせたいので 

子どもたちが友達と遊びたがるので 

親が遊ぶにも限界がある。だんだんあきてくる。 

上の子と向き合うため 

３カ月に１回、病院での検査があるため。 

 

問 18-1 病気やケガで普段利用している教育・保育の事業が利用できなかった場合に行った

対処方法 

プレスクールを休んだだけ。母親は無職 

母が在宅作業に切りかえて子どもを看た 

母親の仕事場につれていった 

母親が育休中なので自宅保育 

父の平日休みの日に対応してもらった（シフト勤務のため） 

父親の職場に連れて行った 
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祖母がみた 

祖父母にどうしようもなくて預けた 

主婦の為なにも利用していない 

仕事へ帯同 

おばあちゃんにみてもらった 

遠方より両親に来てもらって看てもらった 

育休中のため家で面倒をみた。 

育休中なので自宅で看た 

 

問 18-3 病児・病後児保育施設等に子どもを預ける場合、どのような事業形態がよいか 

病気の子どもを預かってくれるだけでありがたいので特に形態は問わない 

通っている保育園で、別室で。 

いつもの保育園に併設されているとうれしい 

 

問 18-4 病児・病後児保育施設等を利用したいと思わない理由 

枠が少なくて利用できるかどうか直前までわからない。 

利用料がかかるうえ、時間が短く、ろくに仕事ができない。準備も大変。病気をもらってきてしまうこ

とも多い 

利用中に他の病気をもらってしまうのではないかと不安 

利用する事で手続きや申し込みの手間がかかりそう 

母親が面倒を見るべきと周りの批判を受けた 

病児たちお互い病気・感染症が移るのが心配（11件） 

病児は親が看た方がよいと思うため。（気軽に仕事を休めるわけではないが・・・） 

病気時は子どもが不安になると思うのでそばにいてあげたいです 

病気の時は子どものために休み、そばにいてあげたい（3件） 

病気の時は看てあげたい。 

病気の時はなるべく安心させたい 

病気のときくらい家でのんびりさせてあげたい 

体調不良時に慣れない環境は子どもの精神・身体的に負担が大きい。 

体調が悪いときくらい一緒にいてあげたい 

他の病気を移されると困る 完治に長引きそう 

祖母がみてくれている（3件） 

先に受診して、２５００円お支払いした場合、その日何時間仕事ができるか考えると休んで親が対応す

ることが一番金額的にみてかからない 

親族に看てもらえる 

親の責任 

親に見てもらえるので。病児の場所が遠いので 

親が対応するべき！！ 

親が仕事休めない場合は、祖母が家にきてくれる。 
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親が看病しないとかわいそう 特に授乳をしていたため、違う病気をもらってきそうでこわい 

親がそばに居るべきと考えているため。 

詳しいことがよくわからない。登録していない。施設が遠い 

受け入れ人数が少ないため、最初からあきらめている 

手続きが大変 

手続きがかなり面倒だったので、翌年からはやめた。 

時間が遅い（あずける） 

私が小さい頃、カゼでも一人で寝て、天井を見ていた。これでは人は育ちません。人にも同じ事をしま

す。 

子どもの近くにいてあげたいから 

子どもの気持ちを大事にしたい。 

子どもに負担がかかる気がする。 

子どもが体調悪い時まで預けたくない。 

子どもが精神的に不安定になるのではと心配なため 

子どもが人見知りなこともあり、病気の時はなるべく家で、看てあげたい 

子どもがかわいそうだから 

子どもの気持ちを考えると親がそばにいるのが良いと思うため 

子どもが体調不良の時はそばにいてあげたいから。 

子どもがつらい時や受診を必要とする場合、母が看てあげたい子の精神的にも 

子どもが弱っている時にはそばに居てあげたい 

子どもが熱をだした時は親がみてあげたい 

子どもがかわいそう 

混んで利用できない 発病の当日は利用できない（急な対応のため） 

空きがないことが多い 

近くにない。市民の意味ない 

休みが無くなってしまった場合には利用を検討する。病児保育室には登録済。 

慣れない場所ではゆっくり休めないと思うので。 

慣れていない所に、しかも体調が悪い時に行かされるのは、子どもがかわいそう。 

遠い（3件） 

医師の診断をとるのに休みが必要なため、利用料まで余計にとられるたけ。 

以前利用した際、別の病気をもらってきたため 

利用手続きの手間がかかる 

利用可能時間にお迎えが間に合わない。 

他の病気の子と同じ部屋での保育で治癒に役立つと思えない。子どもの精神面でも不安 

フルタイムなので具合の悪い時くらい、家で看てあげたい 

病児保育施設の受け入れ人数が少なく入れないため 

病気の時は家でゆっくりさせてあげたい 

病気のときぐらいは休める仕事環境であるべきと考えている 

病気中は子どもも心細いと思うので側にいてあげたいと考える 
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病気したからかわいそうだから家で静養 

慣れない所だと子どもがかわいそう 

なるべく休める所（自宅）で休ませてあげたい 

突発で熱が出てしまうと急には預けられないので。 

どうしても仕事をしなければいけない事情があれば例外的に利用したい 

どうしてもという時以外はなるべく親が看てあげたい 

同居の祖父母になんとかお願いできる。 

手続きが煩雑 

できれば母親が看て安心させたい。 

定員いっぱいというイメージ 

昼食のお弁当を用意するのは厳しいです。近所に病児保育者施設がない。病気の子を連れて遠くまで行

きたくない。慣れない場所、知らない先生のところに預けたくない 

ダウン症児も受け入れ可能とかがわからない。 

体調が悪く気持ちも不安定になるため両親どちらかがみたい 

制度が臨機応変な印象ではない 

施設の利用時間が短く結局仕事を遅刻、早退になるのでお休みをとった。不便である。 

さすがに病気の時はかわいそうで知らない人には子どもが不安になると思う。 

子どもの気持ちを考えると病気の時くらいは一緒にいてあげたい。 

子どもが不安な時には親が看たい 

子どもが病気の時は、一緒にいてあげたい 

子どもが少しかわいそうに思う（2件） 

子どもが親に甘えたい気持ちがあるから 

子どもが嫌がると思う 

今年は休みをとれたので利用したいと思わなかったが、休みがとれないようなら利用したいと思う。 

具合がわるい時は子どものそばに居てあげたい 

お弁当を持たせるくらいなら自分で見る。ゲリの時は何を持たせたらいいか。受け入れに時間がかかり、

結局半日休むことになるから、あまり意味がない。 

 

問 18-6 「休んで看ることが非常に難しい」理由 

連続して休むことが難しい。休めば休むだけ仕事がたまってしまうため。 

約１カ月、ウィルス性胃腸炎で登園禁止になり、会社はできるだけ休みをとらせてくださっていたが、

かといって仕事をやらなくてもいいわけではなく持ち帰りで仕事し、睡眠時間をけずるのに限界を感じ

た。 

朝一番のスタッフが自分１人なので最低、中番の人が出勤するまではむずかしい 

代わりの人を探すのが難しく周わりの人は、嫌な態度ととられてしまうので休みづらい 

続けて休めない 

職場が忙しく言いにくい 

実家の都合 

自分の仕事があるから。 
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自分にしかできない仕事がある 

自分でなければできない仕事があった。ｅｘ）講師、重要な会議、仕事上の約束→代わりがいない。 

仕事は休めるが、平日日中は極力少ない時間で済ませたい。 

仕事の都合、これ以上は休めない。 

仕事に支障が出るため 

教員のため、授業を人任せにしたくない。また、できない。 

教員なので、児童や他の教員に迷惑がかかる 

教員で代講ができないため 代わりのものがいないため 

急な休みで他の人に迷惑がかかる。 

休んでしまうと迷惑がかかる為 

休むと生活費が 

休むことによる損害賠償が生じるため 

休みはとれるが、続くと休みにくい 

休みづらい 

休みがとりにくい 

休みにくい 

連日の休みは大変申し訳ないため、祖父母に頼ってしまう 

病気は急なので急に仕事は休みにくい 

一人いればいい 

パートタイムなので休めばその分給与が減るだけ 

人数が少ないから 

どうしても仕事が休めない日だった 

人員が足りない時は休めない 

職場に迷惑をかけてしまう。当たり前だけど仕事をかんたんには休めません 

社員不足、かわりに頼めない 

シフト制なので、急に休めない。 

子の通院（病気ではなく落ち着きがないので漢方の処方のため都心の病院へ通院している）で結構休ん

でいるのでそれ以上に休みにくいため。祖父母に看てもらえるならなるべく自分は休まないようにと考

えました。 

勤務先が忙しく人数も少ないので休みにくい 

看護学生（実習などがある為） 

代わりがいなかった 

ある程度休みをもらったら完治するまで休暇をもらうのが気がひける。 

アポイントのある仕事で休みづらい。 

 

問 19-1 日中の定期的な保育や病気のため以外に、私用、親の通院、不定期の就労等の目的

で不定期に利用している一時預かり等の事業 

立川市での研修受講の際に女性センター内の託児所 

保育園の土曜保育本当に助かった。 
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保育つき講座（立川市）に参加した 

父の職場の託児所 

職場内の保育所 

マンション内での一時預かり 

病児保育 

ショッピングモールに付属する施設 

 

問 19-2 現在利用していない理由 

立川市の保育施設の事がまだよく分からない。引っ越したばかりだから 

利用場所がわからない。 

利用手続きが面倒。 

利用するための登録等がめんどう。 

利用してないだけ 

予約取りづらい、１カ月以上前に予約しないとダメ。実用的でない 

本人がイヤがる 

保育園に預けられるため 

保育園に通園している為 

普段、フルで預けているのでこれ以上は子どもの負担になる。 

敷地内に住む祖父母が見てくれるから 

必ず利用できるとは限らないから。 

非常時には利用したい。ファミリーサポートセンターに登録はしている。 

突発的に予約がとれないため 

断られる。 

ただいま、申請中の為（２０１９年４月～希望） 

他人にまかせるのは心配 

祖父母に預けられるため 

生後２カ月で利用の機会がない 

身内に頼む 

重症心身障害児のため 

手続きが面倒 すぐに預けることができない（予定が入った時点では手続きする時間を過ぎている） 

手続き・準備が面倒 

子どもの障害を理由に断られた 

子どもが不安定になりやすい 

月齢が低く検討していない 

近くに親がいる為 

急な利用は断られた為 

急な親の通院で利用したかったが、空きがないとか、事前に面接が必要と言われどこも利用できなかっ

た。 

希望する日が空いてなかった 
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完全母乳で離れられない 

下の子がいて手続きに行くのも大変 

利用の予約方法がめんどくさい。ウェブとかで簡単にできたらと。 

利用するのにもいろいろ手間がかかる 

両親に見てもらうため（どうしても必要な時のみ） 

予約がとりづらい（人気で） 

まだ利用する様な事象が発生していない 

まだ歩けないので利用できない 

まだ小さいのでわからない 

まだ産まれたばかりだから 

他の子の病気がうつらないかまたは、うつさないか心配 

保育園に入園しているのに、自分の所では私用で利用ができない事が納得がいかない。他の自治体とく

らべ不公平と感じているため。 

平日は保育園なので、土日くらいは子どもと一緒に行動してあげたいから。通院も。 

年長年中ファミリーサポートを学校入学になったら利用したい。まだ小さいのでファミリーサポートセ

ンターを利用するのが不安である。 

認可保育所で十分助かっています 

登録のため面接や写真が必要だけではなく、利用する場合、どのような物が必要なのか書いてほしい。

（歯ブラシ、コップ、上履き、昼寝布団など細かく） 

手続きがよくわからない（登録など）。他人に任せるのが少し不安。 

常に予約がいっぱい 

他人に看てもらうのは不安 

祖母にみてもらえるため。近くに住んでいてまだ元気 

そのような用事はない 

シングルマザーなので利用料はかからないが、入園の際準備する費用がかかる。 

混んでいて利用できない 

今後利用するつもり 

今後利用してみたい（年齢） 

これ以上子に負担をかけたくない 

子どもに負担がかかる不安がある。 

こどもが慣れるか少々心配の為 

子がてんかんがありあずかってくれる所がない 

親はどうしても必要な用事があります。もう少しリーズナブルのお値段で近隣に事業が利用できる場所

があるとありがたいです。（人手不足もあるので難しいとは思うのですが） 

上の子の行事で利用したかったが、対応できないと断られた 

今子どもが2カ月ぐらい。ちょっと小さいです。 

一時保育を通園している園でリフレッシュのための保育は拒否された。他園でも「保育園児」はあずか

れないと拒否されたため、預け先がないので。立川市では就労している親は疲れてのリフレッシュ休暇

はできないシステムらしいですよ。就労していては疲れて休んではいけないそうです。不思議ですね。

専業主婦の母はリフレッシュできるんですってね。 
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一時預かり枠が少ない 

あて名の子の病院へ行くのに上の子をファミリーサポートセンターへ３日ぐらい利用はしました。 

預ける勇気が出ない（一時預かりなど）。子どもが離れられるかが心配。幼稚園に通い始めたから、幼

稚園の預かり保育を利用したい。 

預かり保育が嫌だというので（つまらない、先生が厳しい など） 

空きがない 

 

問 20-1 私用、親の通院、不定期の就労等の目的で、利用できる一時預かり等の利用理由 

幼稚園の長期休業期間中の預け先として 

有事の際 

不明 

病院など 

入院 

日曜日祝日の就労 

通院、学校行事など 

通院（3件） 

体調不良の時 

祖父母の介護 ほぼ毎日 

親の病気 

親の体調不良 

親の介護看護、めんどう 

上の子のピアノの発表会に未就学児を連れて行けないので、土日保育園の一時保育があれば良いと思っ

た 

自分の通院や用事 

自分の親もみてもらうのが困難な時 

自分がカゼをひいた時等の通院 

市役所は平日しかやってないのでその用事など 

市が実施している健診が午後からの事が多く、兄弟を健診に連れて行くとあて名の子のお迎えに間に合

わないので仕方なく利用している。 

急用 

学業 

家事 

家さがしで、不動産を見るのに、時間があわない 

保育園の利用の中で。私用（自分の病院、休息、髪を切る、買い物、半日でそうじ） 

年明けに出産予定のため 

通院等 

その時の都合による 

親族の緩和ケアをする時など 

自分が病気等で通院を必要とする時 
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子どもを同年代の子と遊ばせるため 

子どもの発育 

親の通院、健康診断など 

親の介護、抗がん剤で月２回通院しているため 

ＰＴＡ行事 

２人目を考えているので、妊娠時の体調不良時。 

 

問 20-2 私用、親の通院、不定期の就労等の目的で、利用できる一時預かり等の事業で利用

したいと考える事業 

有給休暇取得時の私用であっても定期的に利用している保育園で預かってほしい 

目的の場所の最寄りのサービス、または子どもが慣れている所。 

認証保育所 

日曜仕事の為日曜保育（小学生も預けられるとありがたい）してくださる施設を必要としています。 

土曜保育 

通っている保育園。親の休みは、基本、子どもも休ませなくてはならない。 

託児所付きの遊び場があったら良いと思います。（足立区の様に） 

実家・義実家にお願いしているため、利用する必要がない 

児童発達支援施設 

よくわからない 

通園している保育園 

ショートステイ 

しょうがい児をあずかってくれる専門の施設・場所 

お金がかからない事業が希望 

いつも通っている保育所 

 

問 21-1 保護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族の病気など）によりあて名のお子さんが泊

まりがけで家族以外にみてもらわなければならない場合の対処方法 

出産（入院1カ月） 

預け先がなく過労がひどかったが、子どもが危険であることを承知の上で自宅で見ていた→ケガをした 

 

問 23-2 現在、子育てひろばを利用していない理由 

療育施設に通っているため。 

里帰り中のため 

利用できる時間がない（6件） 

幼稚園入園後、行く機会がなくなっていった 

幼稚園入園まで利用していた 

幼稚園の時間帯で参加できない 

幼稚園に通っているので 

面倒臭い。 
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本人が年齢的に子育てひろばでは満足しなくなったから 

忙しい（4件） 

母親は、そのようなコミュニティが苦手 

母が妊娠、出産のため 

保育園に入る前は利用していた。 

保育園に通園しており利用する必要を感じていない 

保育園に通園しているため、土日は４歳ということもあり、近所の公園で満足している。 

保育園に通っているので、平日行く必要がなくなった。 

保育園に通っているから 

保育園に子育てひろばがあるが、仕事があるので行けない 

保育園に行っているため（4件） 

保育園と仕事でいっぱいいっぱい 

保育園で十分 

平日保育園、土日は家族ですごすので行くことがない 行く時間がない 

平日は保育園に行っているため 

平日は就学している為利用できない 

平日は仕事、土日も忙しくなかなか参加できない 

雰囲気の居心地が良くなかった 

雰囲気があわなかった 

病気が気になる為 

年齢に合わなくなった 

入りにくい 

日中仕事の為 

日時が決まっていて？タイミングが合わない 

土日にやっているところが少ない。 

土日しか休みがないので、なかなか利用できない 

土・日やっている所が少ない 

定休日と仕事上お休みの日が、かぶって行けてない。 

駐車場がない 

知らない環境に行くのに勇気がいる 

大きくなったのでひろばでは、遊びがもの足りない 

他のママさんとの付き合い？に不安 自宅から少し遠い 

前は利用していたが通園するようになって利用しなくなった 

人と話すのが、ニガテ 

親の介護（施設）訪問や病院等へ通うことが多い。帰宅が遅いので一緒に連れていく。 

新しい場所に行きなじむまでの勇気がない。（パワーがない？） 

職員と合わない。信用できない。 

上の子に手がかかり行けない（行きたくても） 

上の姉妹がいるので時間がない。 
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上に幼児２人いるので、忙しい。 

障害児なので受け入れてもらえない 

小さい子向けのオモチャなどが多く、年齢的にもう満足できなかった為。 

就労のため 

就労していない時は利用していました。 

時間と日にちが合わない 

時間が合わない（2件） 

時間がない(7件)。 

時間がない（合わない） 

私用で２カ月くらい忙しく、行けなかったため。 

子どもがよく風邪をひく 

子どもが０歳児の時は利用していてとても助かりました。現在はその時に知り合ったお友達と遊ぶこと

が増え利用していませんが子育てひろばの存在はとても大事だと思います。 

子育てひろばの規模では子が満足しない程、成長してしまった。ため、ゆっくり話せない。 

仕事しているから（7件） 

仕事が休みの日が休館日（2件） 

仕事で平日行けない。子育てひろばで相談したくとも。 

仕事で忙しい為 

仕事しているのでそんな時間ない（3件） 

仕事でつかれているので、土日は家にいたい 

今後利用したい。 

今後利用する予定 

行ったが友達ができなかった 

行ける日が無い（2件） 

行く勇気が出ない。 

行く時間がない 土、日にやってない 

行く時間がない（8件） 

行きたいが、時間がない 

行きづらい雰囲気 

好ききらいがはっきりしているため。 

休みの日は買い物や用事があり利用する時間がない。 

感染症を防ぐため 

外へ連れ出すことが多い 

外に出かける事が多いので 

開所時間が短い 仕事をしているため平日に行けない 

開いている日時は仕事をしている 

下の子が小さい 

下の子がいるから 

引っこしたばかりで分からない 
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育休中は利用していたが、復職してからは利用していない。 

以前は利用していたが年齢が上がり、子育て広場より、外でまたは、室内あそび場（有料）の場所を利

用する方がのびのび遊べるため。 

以前は利用していたが子どもが行きたがらなくなったため 

以前は利用していたが仕事復帰して（保育園入園）行けなくなった。 

以前は利用していたが、現在は保育園に通っており時間が無いため 

以前は子育てひろばに行っていたが、幼稚園に行く様になってからは行っていない 

以前に連れていったが、現在は仕事の為、つれていけない。 

利用しようと思うが行動していない 

利用しにいく暇がない 

利用時間 

幼稚園の先生に相談 

幼稚園に入園前はよく利用していたが習い事などで今は時間がない 

幼稚園に通っているため（2件） 

幼稚園があり、行く必要がなくなった 

めんどくさい。よくわからない。 

ママ友たちの子どもたちと遊んだりしている 

マナーの悪い母親や子がいて気が休まらないため 

まだ長時間の外出をしていない 

まだ生後２カ月なので 

まだ小さくわからない 

まだ小さいから、これから利用する予定 

まだ月齢がひくいので。 

まだ小さいので 

まだ小さいため2カ月くらいから利用したい 

まだ４カ月の為、もう少し大きくなったら利用したい。 

まだ3カ月なのでこれから？ 

保育園に入る前はしていた。今は保育園に通っている為必要ないです。 

保育園に入所している為 

保育園に通園中なので行けない 

保育園に行っているので 

保育園に行き始めたから 

保育園で十分 

保育園に通っているので家庭内か保育園と相談する 

平日は仕事のため保育園に行っているため利用しない 

病気が心配たまに乱暴な子がいるからイヤ 

年齢などで分けられ合わない 

日常、保育園に通っているため他の親子とかかわる必要がないため 

近くにありとても利用したいのですが、児童館に行くとほぼ風邪をひくため二の足を踏んでいる。そろ
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そろ児童館に出向いて子どもの登録をしたい。冷暖房が不十分で足先が冷えてとてもつらい 

そろそろと思っているが、まだ行っていない 

全員子どもを拉致する児童相談所のスパイです。絶対に相談をやめてください。 

狭い、親づきあいがしんどい 

少し前まで保育園に通園していたので不要だった 

就業の為利用できない 

就園してからは必要なくなった 

下の子をメインで利用 

時間がない（用事、上の子のお迎え等） 

時間が合わない。ほぼ土・日休みだから（ひろばが） 

混んでいる。あまりきれいではない。 

子どもの多い所にいってカゼを引かせたくない（心疾患があるから） 

子どもに障害があるため、利用しにくい 

子どもとの時間を過ごしたいため必要性にせまられなければ行かない。他の親の愚痴等はききたくない。 

近所の方に協力してもらえる。 

近所（一番近い）の子育て広場の先生があまり良くないから 

親が人づきあいが苦手 

産まれて６～７カ月頃は利用していたが、人見知りが強く泣くようになり、行くのをやめてしまいまし

た。 

上の子の時は利用したがしたの子とはなかなか行ける時間が無い。時間があったら家でのんびり過ごし

たいから 

上の子がいるから、子育てひろばでは物足りない 

今の時期、ノロやインフルが怖いので 

忙しくて行けない（3件） 

忙しい、家のそうじ 

以前は利用していたが、保育園に入園し必要なくなった 

以前は利用していた 

以前はよく行っていました。大きくなってきたので。 

行こうと思えない 

行きたいが行く時間がない。広場が休日はやっていない。 

兄姉がいるので、自然と遊んでもらえる環境があるので。 

６歳の子どもは遊んでない（同年代の子がいない） 

３歳ですが、遊ぶおもちゃなどが低年齢の子向けのものが多いのでひろばで遊べません。 

２歳以上だと利用しにくい（せまい）（おもちゃが小さい子用） 

１人で双子を連れていくのが不安 

１人で２人を見られるか心配 

1～3歳まで利用現在は時間もなく近所で遊ぶので足りているため（年1～２回利用） 
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問 29 母親が育児休業を取得していない理由 

無職だった 

妊娠してやめた 

退職をしたが、同じ職場に復帰（１年後） 

退職(2件)。 

切迫早産の為、入院した為。 

職場で産休、育休後に復帰されなかった（しなかった、できなかった）方がかつていたとは聞いており、

職場に取りにいく雰囲気を感じていた。 

職場が遠いので、退職した。 

就労年数（期間短かく、またパートの為育児休業の条件に満たさなかった。 

主婦である 

自営業の為、育休らしい休み方はできない。 

自営業のため（3件） 

個人事業主としてやっている為 

育児休業を拒否されたため退職した。 

育児休業は取得できないと言われたので退職した。 

派遣（正社員ではなかったので）だったので、辞めるしかなかった 

パートなのでそもそもとれない。なのですぐ復帰した 

日本にいなかった 

つわりが重く、仕事もハードだったため退職した。 

つわりがひどく退職した 

つわりがひどかった 

そこに戻りたくなかったから 

自営で自宅仕事なので。 

産後すぐ夫の海外駐在が決まったため 

くびになった 

 

問 29-5(1) 育児休業期間の希望より早く復帰した理由 

迷惑がかかると思ったから 

保育園に入園が決まったから。 

保育園に入れないのは困るため年度途中は無理 

復帰を急がなければと思った。 

美容師のため、長く職場を離れられない 

年度の切り替え時期だったため 

長期間の休暇ができなかったため 

長くは育休をとれない職場の雰囲気。 

退職したくなかったため 早期復帰の要請があったため 

職場中で子どもをみながら復帰してほしいといわれたため 

職場の規定にあわせて 
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職場で、２人目以降は１年以内に復帰する暗黙の了解があるため。 

職場からの要望 

上の子が年度途中で認可保育園へ入れたため、そのタイミングで復職せざるを得なかった。 

仕事は同じでしたが、会社が変わってしまった為、その時期の復帰でした。 

仕事から長く離れることに不安があったため 

会社の育休取得の問題 

会社から、半年以上休むのは困ると言われた。（圧力をかけられたわけではないです）また、ブランク

が長くなるのが不安でもあった。 

育児休暇が１歳の誕生日を迎えた４月末までと決まっている為。 

育休期間終了のため 

育休が終わる前に復職する必要があった。１０月生まれだが（３歳）４月入園の方が入園しやすい（受

け入れ人数）ので仕方なく4月に入園とした。 

育休がＭＡＸ１．５歳までだった 

引っ越ししたため新規での入園となったため上の子だけの申し込みだと入れないと言われたため 

職場への負担の後ろめたさ 

職場の都合 

職場の人員不足によって 

職場での立場上＋人手不足 

社内の都合で 

産休前より職場の人員が少なく1年取るのも気が引ける程であったため。 

雇用１年未満で、手当金が入らなかったため。 

会社の制度で１歳６カ月がMaxの育児休業期間だったため。 

３歳０カ月で入園できなかったら退職しなければならなくなってしまうから 

１年６カ月（最大ときまっていた） 

０歳で復帰しないと１歳時～では保育園に入れない 

 

問 29-5(2) 育児休業期間の希望より遅く復帰した理由 

予約入園制度を利用したため 

受け入れ月齢に達しなかったため 

ゆっくりしたかったから 

待機児童になってしまったため 

 

問 29-7 短時間勤務制度を利用しなかった（利用できなかった）理由 

利用すると不利益を受ける 

利用したところで責任ある立場なので残業などで対応する必要があり、無意味。零細企業で頼れる人が

いない。 

祖父母に保育園の送迎をお願いできたから。 

正社員じゃなくなる。 

就業開始を遅くはできるが、終了はそのまま（通常）だったので、とても大変だった 
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仕事柄難しかった。 

職種の特性上、短時間勤務ができない。 

上司が一人くらいの子育てで短時間とるのは認めないような発言（たいしたことないだろう） 

仕事の内容的に難しい 

８(短時間勤務制度）について確認もできなかった。 

 

問 30 父親が育児休業を取得していない理由 

里帰りしていた 

本人が取得しようと思わなかった 

本人がとる気がなかった 

母親が面倒をみられるから 

母親が専業主婦のため、また祖母の助けがあったため、取得の必要がなかった。 

母が一緒にいられるため 

父親が育休をとる必要を感じていなかった 

普通に休みを数日とった 

必要がなかった（3件） 

配偶者が退職したため。 

日給月給の職場の為、１週間程休んだ。（その間無給と有給） 

特に取得してもらう必要がなかったから 

転職して間もなかった為取得しづらかったです。 

転職したばかりだったから。 

男性で育休取得している実績がない 

単身だった 

専業主婦だった為 

職場の育休制度の有無は不明だったし前例もなく取れる雰囲気は皆無。 

就職したばかりで育児休業を取りにくい雰囲気があった。 

取得する気が無かった 

実母がお手伝いに来てくれたから。 

自宅作業ができる仕事なのできりかえてくれた。 

自室での自営なので、休んだら、収入がなくなる。 

自営業の為（17件） 

自営なので育休は論外でした。 

妻に続いて、次年度から取得したかったが、上の子が（４歳児クラス）からの保・入園だと、定員がほ

ぼ空きゼロになるため（3歳児）で入園させた 

妻が退職したため 

勤務時間を調整した。 

帰宅が早かった 

海外に単身赴任中だったから 

会社代表のため 
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会社に制度がない気がする 

家のことや子育てが苦手であるため 

夏休みや有給で少し休んだ 

育児休業を取得してほしいと思わなかった。 

育児休業ではなく有給休かを取得。 

育児休業ではなく数日有給休暇を取得した 

育児休業がないため 

育児はあまりしないから 

育休を取得する気がなかった。 

育休を取得することを考えなかった。 

育休を取るつもりはない。 

育休ではなく、休暇をとった。 

育休ではないが出産の時は何日か休みをもらえる職場だった。 

まだあまり理解されていない職場である 

本人の希望により 

本人が取る気が無い 

ほぼ自営の為 

母親が働いていないため 

母親が専業主婦になった 

配偶者が産休を取得 

日本にいなかった 

父親が育休を取る考えがなかった 

単身赴任でいない 

退職 有給消化中だったため 

そんな制度はない 

そもそも取得する気がない。 

祖母の力をかりられたので必要なかった。 

そのような発想はなかった。育児は母が担うものとの考え方。 

その考えがなかった 

取得する必要性を感じなかった 

取得する必要が無いため 

取得しようと思わなかった。 

仕事を休んだら生活できません 

支援休暇等で十分だった。 

自営なので育児休業などはない 

自営業のため自由に休める 

自営業なので父親が休む＝収入が０になるため 

サラリーマンではないので。 

今後５日程度の育休を取得する予定がある 
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子育てに関わる気がなかった 

教員なので必然的に無理と思い、父親に頼まなかった。 

考えていなかった 

外国で生まれた 

生まれてすぐではなく、少したってから取得した。 

生まれた日から5日だけ休める制度 

育児休暇は１週間取得した 

育休を取得できても実際に利用している男性はほぼいない 

アメリカにいたため自由にできた 

５カ月まで里帰りをしていた為。 

１馬力なので休む選択肢はなかった 

 

問 30-5(1) 育児休業期間の希望より早く復帰した理由 

配偶者専業主婦のため 

取りにくい雰囲気 

 

問 30-5(2) 育児休業期間の希望より遅く復帰した理由 

その他の意見なし 

 

問 30-7 短時間勤務制度を利用しなかった（利用できなかった）理由 

提案すらなかった。 

 

問 32 自分にとって子育てを楽しいと感じることが多いと思うかどうか 

里帰り出産の為まだ一緒に住んでいない為分からない。 

前はつらい事も多かったが、今は６歳なのでだいぶ楽になり楽しい事のが多い。 

時折つらい事もある。 

仕事がお休みの時ぐらい 

つらくはないけど腹が立つことはある 

つらいと感じることのほうが多いがそれを上回る喜びや充実がある 

つらいと言うより難しいと感じる。悩むことが多い。 

児童相談所から家庭訪問の場合玉砕になる 

イライラする 

7（楽しい）：3（つらい）ぐらい 

 

問 34(1) 配偶者が実行している家事・子育て 

別居中 

同居していない。 

土日のみ入浴させている。 

土日、休みのみ少し家事と育児 
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土・日の（入浴 子どもの食事の世話 買い物 食事を作る 習いごとの送りむかえ） 

爪切り、髪切り 

通院のつきそい 

単身赴任で不在のためできていない 

週に一度子どもとお風呂に入る 

歯磨き 

子どもと一緒にでかけてくれる。 

子育てに関する事務及び手続き 

子どもと出かける、など。 

仕事から速く帰ってくれば手伝ってくれるが年に数回。週末は疲れてねている。身体的に余裕があれば

手伝ってくれるが期待できない。 

妻の話を聞く。 

教育 

家計の管理。 

家や家電の修理や修繕 

むしろスマホをかくしたりと邪魔をする。 

別居中 

夫唱婦随 

洗濯物を干す 

七五三etc積極的になってほしい 

ゴミ出し(5件) 

ごみすて、犬の世話 ならいごとの送迎 

学校の宿題をチェックする 

お風呂掃除 

アイロンをする 

１週に一度半日みてもらっている 

 

問 34(2) 配偶者が実行しているいないに関係なく、家事・子育てで参加してほしいこと 

満足している 

忙しい時にフォローしてくれる事 

保育園の準備、必要品の補充 

病院に連れていく 

特になし（2件） 

大掃除、物の処分（不用品） 

全てかわってほしい日がある 部分的ではダメ 

十分やってもらっていて満足 

十分です 

十分に行ってもらっている 

習い事の付きそい。 
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自分（父親）の両親との関係をうまくする。 

歯磨き 

子育ての悩みなど共感・共有したい。 

子育てに関する情報を調べること 

子どもを寝かしつけるのも、私が一緒じゃないと子どもが寝ない。食事は、つくってほしい願望はある

が、できないので、強要はしません。 

子どもの病院へ付き添い 

子どもの成長を見守る 

子どもと一緒に出かける（母不在で）。または留守番する 

参加というより、生活していくためには、一緒にしてあたり前。 

細々とした家事や用事も面倒くさがらずにやってほしい 

今のままで十分 

今のままでいいです 

教育 

休日早起きしてほしい 

感謝の言葉を口にする（お互い） 

家事ハーフで実行 

家計の適正化、進路や教育方針について情報収集し考える 

一緒に居るがタバコ吸って見ている様でみてない。 

やってもらっているのでなし 

やってくれるが、いいかげん、きちんとしていない。汚い 

やってくれているので 

もっと子どもに関わってほしい 仕事を言い訳にしすぎる夫が嫌だ、憎い。 

保育園の行事等のちょうせい 

特になし。食事以外すべてしている。 

特になし(2件) 

次の日のお支度、子どもの準備、ゴミ出し、宿題と書類のチェック、習い事の送迎 

全てやってくれている(2件) 

全てやっているのでこれ以上の要望はない 

七五三etc積極的になってほしい 

仕方ないことかもしれませんが夫婦で子どものことなどの話をゆっくりできる時間がなかなかできない

です。 

子どもを病院へつれていく 

子どもが保育園が休みの日に一緒に休んで遊んでほしい。 

こどもが病気の時、たまに休んでほしい。いつもママばかり休むので 

協力してやっている 

がんばってやってくれているので参加してほしいと思ったことはない 

夫は妻の夫であり、夫をさげすむ者はさげすむのであるある。 

１日に全てをしてほしいのではなく、その都度必要とされることを分担でやってほしい。 
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進路を調べる、行事を調べる（七五三等）、子育て関係の情報を調べる 

 

問 36 お金のことなど経済的な理由で、子どもに対してできなかったこと 

幼稚園への入園 

着る服が中古ばかり 

皆がもっているものをかってあげる 

留学 

まだ小さいのでこれからいろいろ参加させたいです。 

できなかった事はない 

インターナショナルスクールに通うこと 

あて名の子どもはまだ乳児だからまだわからない。 

あて名の子どもが１歳 

 

問 37 希望する支援制度 

幼稚園などの保育料そのものの値下げなど？ 

予防接種の助成 

未就学児障害児への保育をもう少し充実してほしい 

放課後学校で遊べる。 

放課後こども教室の充実。 

保育料の補助 

保育園の送り迎え 

粉ミルク、おむつの支給や助成 

夫への教育 家事への協力 子どもにもっとかかわる 

制服の廃止 

習い事の支援 

治癒証明書を無料にしてほしい 

子どもが生まれたら保育園に入れる制度。 

公園など放課後に遊べる場所 

教科書の貸出制度（購入は負担） 

給食無償化 

学費無料 

学校給食 

学校の調理場でみんなでご飯を作って食べたらいい。メニューなんてどうでもいいし、孤独にならない

で済む 

各給付金の増額 

家賃、光熱費の補助または減額 

家で子どもを看ている人への給付 育休中への給付（市の上乗せ） 

夜の食事、お風呂、勉強を一緒に見てくれる所があると良いと思います。 

予防接種料の免除、給食費、光熱費（学校・幼稚園）の免除 
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もっと子どもを働いていなくても預けられる場所を増やしてほしい。 

ピアノ等の習い事でも収入や家庭状況によって費用の補助をしてくれる←国立音楽大学の学生のレッス

ン等（ボランティアとか） 

発達障害の子どもへの就学後の公的支援 

ノロウィルス予防接種費用助成 

そこそこ優秀な子の私立中支援 

絶対に母がパートで働けるところ 

金、子ども手当てもっと。子どものおむつや食品や服や本やおもちゃを実物で定期から支援をお願いし

ます。市役所から直接、絶対に子ども支援センターにしない（児童相談所のスパイですから） 

インフルエンザ予防接種の助成（6件） 

 

問 40 子育てをしやすい社会に必要だと考えられること 

老人偏重の地域施策の見直し 

洋服の交換会とかフリーマーケット的なもので、子ども用品、服などが安く、または、無料で提供され

る場 

母子家庭における保育・経済的支援の充実。 

保育園に預けなくていいような経済的余裕。共働きしなくていいような、父は仕事、母は家事という社

会の方が今よりは子育てしやすい社会だったと思う。大人が自由を求めすぎてるから、子どもが自由で

なくなっている。 

不妊治療の補助、理解 

犯罪件数の減少 

認可保育園・学童の申し込み基準 月間就労４０時間～など。 

妊娠・出産する、した人への職場の周囲の理解。仕事を続けたいと思う人への物理的・精神的サポート 

乳児院、養護施設などの最後のとりで 

日本の仕事への取り組み方 

道路、歩道の整備 車や自転車、人の往来が多く、子どもと手をつないで歩く時にも危険を感じること

がある。 

土、日、祝日の行政や保育の運営 

長時間労働禁止 

託児つきのコンサート 

多少危険でも子どもが遊べる自然が多い場所 

多子世帯への経済的支援 

祖父母の手洗い、うがい→昔の人は本当に手を洗わない 本当に深刻だと思う 温暖化でいろいろなウ

ィルスが増えているから 

税金、年金を減らす。 

人類みな兄弟であり、連帯である為、お互いを思いやって、愛しあって生きていこうとする人類規模で

の自覚と実践。弱肉強食の現代ではゆがみを生みます。 

職場復帰後に休みやすい環境作り（特別休暇をつくるなど） 

障害児を育てる親への支援 子への支援 
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障害児に関わるサービスや情報の提供 

女性のための起業支援制度 ・保育士の給与値上げ ・保育士の待遇 

女性が働くことへの理解 夜は母親がいるべきという感覚が父親と同じ仕事をしているのに・・・と思

うことがあります。社会に出て生き生きした中で子育てがしたいです。 

就労前の保育園入園 

社会の安全 

時間や曜日自由なパート 市でいつでも行ったら少しだけでも仕事できるような場所があったらうれし

い。子どもの昼寝などのタイミングでおんぶしながら作業を2～3時間できたら最高。予約制だと子ども

のペースと合わないとできないから 

子どもに対する周囲の理解 バス・電車などで赤ん坊が泣いてたり、保育園、小学校設立する時など、

子どもに対して厳しいと感じることがあります。 

子育て中のママを助ける社会へ 同じ悩みを話すおしゃべりの場（託児付など） 

子育て中の親の保険保健の無償化 

子育て広場がもう少し遅い時間まで開いているとうれしい。以前東京都のべつの区に住んでいた時は１

８時まで開いている広場もありました。（足立区）立川はどこも15時までで昼寝後や仕事がえりにつれ

ていくのは無理があるので 

子ども専用車両（電車・新幹線・バス） 

子どもを遊ばせられる無料施設 

子どもは社会の子どもであるという大人のあたたかい認識。 

子どものかわいさを子どもがいない人にわかってもらうような取組 

高齢出産への手当 

公園や健康会館の駐車場の増設 

兄（小４）ですが、２１、２６、２９で本当に困っています。 

希望すれば小６まで入れる学童のようなもの 

学費、医療無料 

家庭内の平和 おだやかな毎日 良好な関係 

医療機関での妊婦加算は必要ないと思う。 

無料で遊べる大型遊具などのある施設（例：足立区のギャラクシティ）立川市は無料で思いきり遊ばせ

られる場所が少ない 

まず親が働きやすい環境を得ることが一番重要だと思います。 

ボール遊びができる場がない。特にサッカーする場が欲しい。 

ベビーカーが入るトイレ 子連れに対する周囲の理解 

複数子どもがいる家庭への大幅税の免除。手当よりも税の緩和を。 

病院にしろ何にしろ子連れで利用できない場所が多すぎる。どうしても外出する気になれない（特に乳

幼児は連れて行けない）。一時預かりも予約がいっぱいと断られ１回しか利用できずに不満。 

発達障害などの子どもの療育施設の充実 

特に健診時の託児サービスを。病院や施設内での 

中高生からの出産～子育てに関する啓発 

立川市の小学校情緒障害児者用の特別支援級 

託児つきの美容室 
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託児つきの会社 

制度や施設があっても、事前登録や順番待ち等の理由で、使いたい時に使えない 

シングルマザーに充実した保障 

女性の社会進出を推進しない社会。女性の家事時間が短くなり子育て負担増になる。 

小学生がボール遊びを十分にできるスペース、小学生が雨の日でも存分に満足できるスペース。子連れ

でもゆったり食事ができる食堂 

自習室などの設置。いろんなところにとにかくテーブルとイスをおく 

子ども体験イベント等 

キッズスペースのある食事処（カフェ、レストラン等。） 

おまわりさんの見回り強化 

音などを気にしなくて良い環境 

医療費・予防接種代の助成 

あそべる公園、（ありきたりなすべり台以外のものの設置、ボールあそび、かべあて、バスケットゴー

ルなど、 

①所得で一律に制限をつけるのでなく、プラス育てている子どもの人数も加味した制度の利用制限を考

えてほしい。またこども数によって子が多い家庭は受けられるなど。②保育士、介護職の待遇向上（Wケ

アの人もこれから増えると思います。 

短時間での就労が可能 ・離職してから長期間たっても再就職しやすいプログラム、制度の充実 ・子

どもの急な病気などでも対応できる就学体制 

子ども自身が自分の権利を知る事が学べるようにする、子どもの権利条約を分かりやすく伝える、・親

のゆとりを確保。保育園業の利用をせばめない。 

 

問 41 子育てに関する情報の入手先 

幼児教室 

病院（2件） 

専門家の講演会など 

職場の同僚 

職場の先輩 

職場（幼稚園） 

職場（5件） 

習い事の先生 

習い事のところ 

宗教コミュニティ 

療育センターかかりつけ病院 

ネット 

職場の同僚、先輩、上司 

自分自身が親にしていただいていたことを思い出す。 

キラリっ子ファミリーカフェ。 

お客様 
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インターネット（14件） 

アプリ、インターネット 

Ｙｏｕ Ｔｕｂｅ 

ＬＩＮＥで友達と。 

 

問 43 子育て中において、災害に際して不安を感じること 

非常招集で退勤できなくなること 

生活の再建に伴い進路を締めなければならなくなる事態 

食物アレルギーがあるので食べ物 

食物アレルギーがある 

いろいろ（お風呂とか） 

周囲の大人の理解力や協力。「うるさい！」や「ちゃんと見ろ」等言われたりしないか・・・ 

主人は必ず仕事に行かなければならないので、一人で２人をきちんと世話できるか。 

自分や妻が死ぬこと 

自分の名前を言えない乳児と離ればなれになった時、再会できるか。 

自分の子だけが助かればいいという周囲の考え方。 

子どものこだわり、自分のこだわり 

子どもの薬が手に入るか 

子どもの持病と薬の入手、アレルギー対応 

仕事場が遠いため、仕事中に災害がおこるのが心配 

仕事で保育園にすぐに迎えに行けない 迎えに行く人がいない 

勤務地がはなれている 

衛生面、感染症など。 

回りとの協力など連携など 

暴力、暴動、レイプ 

避難所でよく女性、子どもがレイプされていること 

避難所で自治会に入っていないものは受け入れを拒否される 

発達障害の子どものケア。避難所で迷惑をかけて居場所がなくなる心配 

トイレ（2件） 

食糧不足、衣類不足 

仕事中だった場合、どうやって子どもの安全を確保するか 

仕事上、災害出勤すること 

アレルギーがあるので 

あて名の子が食物アレルギーをもっているので、その点で心配 

 

問 44 災害時の避難先や連絡手段などの対応について、お子さんとの話し合いの状況 

話し方、伝え方がわからない。どのようなタイミングで伝えれば良いのかわからない 

話あっていないので話しあおうと思いました 

必要と思ってはいないが話し合っていない 
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乳児なので 

小さいので話せない（2件） 

やらなきゃいけない事なのに全くできていない 

まだわからない 

まだ理解していないが、理解できることのみ伝えている。 

まだ話ができない 

まだ３歳なので 

まだ１歳なので話せませんが、話せるようになったら話しておきたいです。 

まだ０歳の為、話せません 

前に話し合った 

必要と思うが話してない 

必要だが話し合っていない 

引っ越しをしてまもないのでどこへ行ったらいいのか分からない 

対応を決めて話し合うべきだとは思っている 

２歳なので保育園任せ 

 

問 45(1) 「仕事時間」と「家事（子育て）・プライベートの生活時間」の優先度（希望） 

優先という考えはなく、仕事の時は仕事に集中。それ以外は子どもに集中 

全部両立できたらいい。 

全てバランスよく優先したい 

子育て仕事を含めた、自分の趣味やプライベートの充実を優先 

仕事も家事も両方 

仕事と家事育児同じくらいに優先したい 

仕事と家事（子育て）両方 

仕事と家事（子育て）どちらにも力を入れたい 

仕事と家事 プライベート、同じくらい。 

分からない 

両立 

両方平均 

どれも 

どちらも、両立したい。 

すべて均等 

全てバランスよく 

仕事と子育て 

資格試験の勉強を優先 

子育てをおろそかにするという意味ではない 

選べない 

あそび（プライベートや家族との） 

２、３両方 
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バランスよく１～３をやりたいです 

１～３全てをバランスよく優先させたい 

１～３ すべて同じバランスでやりたい 

１、２をバランスよく。 

 

問 45(2) 「仕事時間」と「家事（子育て）・プライベートの生活時間」の優先度（現実） 

趣味とまではいかなくても、自分の都合に合わせてしまうことが多い。 

時と場合による 

時と場合によって仕事を優先したり家事を優先したりします 

家事とプライベート半々 

家事（家族のサポートを含む）を優先 

両方平均 

その時々で夫と話し合ってどれを優先するか、決める。 

その時やっている事を優先 

仕事をしていない 

仕事優先の時と子育て優先とケースバイケース 

仕事と子育て 

仕事７割家庭３割 

家事と子育ては別物です。子どもとの時間をもっと作りたくても家事（食事や洗濯、掃除など）に時間

がとられてしまう。 

学業 

２、３両方 

 

問 48 「子どもの権利条約」を知っているか 

知らなかった。 

今回じっくり読んだ初めて 

 

問 49 「子どもの権利条約」で特に大切なこと 

正しい愛で、愛されること。 

子どもの衣・食・住が充足されること。 

子どもに悪影響と思われる情報を未然に防ぐこと。 

子どもが毎日笑顔で過ごせること。 

子どもが自由に遊べること 

権利のために果たす義務があることを知ること 

学校等で充実した時間が過ごせる事 

可能な限り発達する環境を用意すること。 

安心と安全が守られ、心がおだやかにすごせること。 

安心して学校に通えること 

無条件に愛されるということ 
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能力のある子には経済的余裕がなくても機会を与えてほしい 

どの子もどんな家庭においても健康に安全に育つ権利 

子どもの権利は実父より決めます。実父は憲法より上。 

子どもが安心安全の中で愛されて伸びやかに育つこと 

ＥＱ（ダニエル・ゴールマン提唱）を高める教育をうけられること 

 

問 50 「子どもの権利条約」で、大人として心がけたいこと 

不当な扱いをする側にしない。 

当たり前な事は特に心がけない 

大好きと言う。抱きしめる。 

全部 

生きていることが楽しいと思える生活の提供 

清潔で安心な家 

正しい事を正しく教える。 

身を守る方法を教える。（不審者等から） 

食物アレルギーで命をおとさないようにする 

自分が見本になるような行動をする 

子どもの成長、将来につながる教育をする 

子どもを１人の人間として尊重する 

子どもの持っている才能を伸ばす 

言葉使い。 

毎日、清潔な衣服を着させる。お腹いっぱい食べさせる。 

児童相談所や女性相談所の職員はその先祖代々子々孫々を含めて私の子孫の敵 

子どもの自己肯定感を高める 

子どもにうそはつかない。 

子どもだったときの気持ちを忘れないこと 

子どもが不当な扱いをうけたときに親が外部に発信する力を持っている事 

うそをつかない。正直でいること。 

「人生は楽しく素晴らしい」と伝える 

 

問 51 ひとりの大人として「子どもの権利」を尊重しているかどうか 

尊重しているつもりだが出来ていないかも。 

尊重したい、尊重しているつもりだができている自信がない 

考えたことがなかった 

わからない（2件） 

もっと尊重してあげなければと思う 

まだ小さい 

実父は憲法より上 

「子どもの権利」自体が、あいまいだと思う。だから、私のような人格が生まれた 



125 

 

問 52 「子どもの権利」が広く知られていくことの意義や効果 

よくいけば→４ 悪くいけば→７になるような気がする。子どもにはこういう権利があるんだとばかり

言いそう。 

文章だけでは、自分都合のとらえ方になるかもしれない 

定義があいまいなので機能していない。現状役に立ってない。必要なのは、「愛」です！正しい「愛」！ 

抽象的すぎる もっと具体的、実現できる社会をつくるため、国、メディアがポジティブになってほし

い。 

大人の子どもに対する個の意識 所有物ではない事 

大人が子どもをコントロールしづらくなるので結果いろいろ拘束に逆戻り 

大人が子どもを１人の人間としてしっかりみてくれるようになる。 

大人が子どもの何を守るべきかを知ることができる 

人によると思う。 

親や家庭などの特殊事情のある子が立派に育っていける環境整備がされる。 

親に対する意識付けができる 

親が子どもに対して、一人の人間として尊重して接する様に心がけることができる。 

自分で自分の身の安全を守ることを考えることができるようになる 

自分が守られるべき存在であることを認知することで、間違った接し方をされたときに「ＮＯ！」と言

える。権利意識は、自分が自分らしく生きる為に大切なことだと子どもの頃からかんじることができる 

子どもの年齢と精神年齢が合っていないと、「自由」の意味をはき違えそう。しっかりその権利を教え

て理解しないこと。 

子どもが自分の権利を主張できる。 

子どもを利用する大人から子どもを守る 

子どもの権利を読んで、思ったのですが、受け取り方を間違ってはいけないと思う。自立と、自分勝手

は違うし子どもの自立と、放任も違うと思う。親は子どもを守りたいし守らなければならないと思うの

で何が正しいか理解したうえで広く知られればいいと思う。 

子どもが「子どもの権利」を理解するころには子どもではなくなっていると思う。 

広めたところで法、制度が変わらなければ効果も意義も無意味 

苦しむ親もいるかも 

虐待しそうな時の一歩手前のワンクッションになると思う 

虐待されている子どもが声をあげやすくなる。 

実父は憲法より上 

困ったときに誰かに相談したり、助けを求める事が出来るようになる。 

子どもによる。結局、人それぞれ、そして家族の教えや親の姿勢によるので、良くも悪くもである。 

子どもと同時に大人がまず理解し尊重していかなければ変わらないと思う。 

子どもが自分自身を大切にするようになる 

言葉が分かりづらくひびかないような 

権利ばかり主張する最近の大人と同じようになってしまう。 

虐待が減る事 

勘違いした大人がおかしな事を言い出しそう。 
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親や大人も、子どもを尊重して大切にすると思う。 

大人が守らないと子どもも人権について考えられないので、大人が先に必要→子どもの人権教育の基本 

いじめや虐待を受けている子どもが、自分の命や生活を守るためにこの権利を主張し、大人や地域に助

けを求めることができる。 

意義はとてもすばらしく思います。効果はどのくらいあるかはあまり期待が持てません 

１～５のようになってほしい 
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第２節 小学生の保護者 

問１ 続柄 

その他の意見なし 

 

問６ お子さんの子育てを主に行っている方 

祖父母のみ 

 

問 7-1 祖父母等の親族にお子さんをみてもらっている状況 

用事が重なった時のみ頼む事がある程度 

無理のない程度に今はお願いしているので大きな心配はない。 

みてもらえるが、親である私たちがみるべきだと考えている為みてもらっていない。 

みてもらう事はほとんどない。ここ３年は皆無である 

ほとんどたのまないが、同居しているのでいてもらえるだけで安心です 

都内なので、時間がかかる。よほどの用事でないと頼めない。 

祖父母は飛行機を使う程の遠方なため、本当に緊急時しかたのめないが、きてくれるので大変助かって

いる。子どもも体調をくずすことがなくなったので最近はきてもらうことはなくなりました。 

祖父母の身体的負担が心配なのであずけるより兄弟で留守番をさせる 

祖父母の生きがい、生活の張り合いを考え敢えてお願いしている。 

祖父母にとっても交流の機会になる 

祖父母との時間が子どもの成長にとても良い影響がある 

祖父母ではなく、子どもから見て叔母といとこなので、特に問題はない 

身体的・精神的な負担はあまり感じないが時間的制約は感じる 

身体的、精神的負担はあると思うがそれほど心配ではない 

身体的、時間的制約はあるが子どもはみてもらえる 

実家が遠いので何かないと来てもらえない。（関西です）主人の親は私の実家よりもかなり立川に近い

が無関心。 

時間が合えばみてもらえる 

断られることが多い 

子どもの方から祖父母と遊びたいと言うので 

子どものアレルギーや病気について大きく心配である 

子どもに発達に凸凹があるため、どうしてもの時以外はお願いできない 

子どもが成長した現在は、身体的・精神的負担はないのでは…と思っている 

個人的に親の介入は最小限にしたい 

現在年に一度もないのでわからない 

金銭面で心苦しく思う（関西より来てもらう為）（年金での生活の為） 

遠方のため気軽にたのめない 

遠方なので緊急時にすぐに来てもらえない事に不安を感じる。 

今はほとんどお願いすることはない。 

２人の兄にみてもらうことがあるが、保護者としての責任がないので申しわけなく思う 
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問 7-2 友人や知人にお子さんをみてもらっている状況 

マンションに住んでいるので、マンション内のキッズルーム等を利用して子どもをもつ同じマンション

内の友人と協力している 

たぶんみてもらえると思うが、今のところそれほど緊急のことはない。 

先方の都合がよい時だけお願いしているので問題はない。 

成人している子どもに面倒をみてもらう 

身体的、精神的負担はあると思うがそれほど心配ではない 

緊急時の保育園送迎を補完しあえる 

きっとみてもらえるだろうという仲の良いご近所付き合いはしているがみてもらった事はない。 

お互いに助け合っているため、安心してあずけています 

お金を払って第３者（専門スタッフ）にみていただいている 

育児休業中のためみてもらえるが、復職したらみてもらう事は難しいと思う。 

 

問 8-1 気軽に相談できる先 

リハビリの先生(2件) 

民間の相談員 

放課後等デイサービス 

放課後デイサービスのスタッフ 

習い事の先生（子どもの発達にくわしい先生） 

習い事の先生 

同僚 

東京家庭教育（研究所） 

スクールカウンセラー（3件） 

職場の同僚、先輩（2件） 

職場の同僚（3件） 

職場先輩や同僚、上司 

職場 

受験教室の先生 

子育てに悩んだことがない。自分で解決している。 

兄弟、姉妹 

学校のカウンセラー 

学童の先生 

カウンセリング 
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問 12-1 お子さんが病気やケガで学校を休んだ場合におこなった対処方法 

別居の祖父母 

母の仕事がない日だった。 

母が就労していない 

母親が夜勤仕事の為休むことはなかった 

当時は就労していなかったので母が看た 

たまたま休みだった父親が看た 

たまたま父親が休みの日だった 

たまたま夫が休みの日だった 

祖母が仕事を休んだ 

祖父母(2件) 

自宅療養 

仕事をやめた 

仕事場につれていった 

偶然仕事が休みの日だった 

覚えていない 

 

問 12-3 病児・病後児保育施設等に子どもを預ける場合、どのような事業形態が良いか 

ファミリーサポートセンターの援助会員自宅。または会社（企業型）併設の保育室があれば。 

祖母や親せきでみてもらいたいが、高年齢の為無理がある 

自宅に来てくれて保育する事業 

学年の制限がある。開始時間が遅すぎて、利用したくても利用できなかった。 

１と２の使い分けができる 

１が希望ですが、預かっていただける施設なら別でも良いです。小３までなのでとても困っています。 

 

問 12-4 病児・病後児保育施設等を利用したいと思わない理由 

利用前の登録が手間である 

持ち物を準備する、結局は送迎時刻が勤務時間に合わないため 

もうわりと子どもが大きいので 

保育園と違い必要とするもの（弁当等）面倒である 

病状により利用できない事や病状により確実ではないから 

病児保育も利用したこと有。安心して預けられ十分満足している。予約はとりにくい。なるべく自宅で

看たいと思うし、その様な時に仕事を休める職場環境、社会が重要だと思う。 

病児は使いたい時に空きがなく朝診察後の対応となるため、仕事にまにあわず半休することになるので、

あまり意味がない 

病気の時は側にいてあげたい(3件) 

病気の子どもを他人に見てもらうのは不安です。 

病気になれば子どもは不安になる。そのような時こそ親がそばに付いていてあげるべきと考えている。 

病院の診察で休んで、そのままだいたい１日で治るから 
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場所が遠い 

年れい的にも大きくなったのでなんとかなる 

年齢が大きくて、乳幼児と一緒ではすごせない 

乳幼児期は利用したが大きくなったので。 

どんなものかよく知らない 

特に病気が長引けば利用したい。 

当日急に申し込んで良いのかわからない 

手間がかかる 

低学年や未就学の時は利用したかったが、成長してきて短時間の留守番ができるようになったので 

連れていく手間がかかるので 

つらい時本音を子どもがいえるか不安。体調が悪い時は安心させてあげたい 

他の病気をもらう 

他の子の病気をもらいそう。 

体調の悪い時に慣れない環境に預けるのはかわいそうに思う 

祖母にも頼める為 

祖父母に見てもらえる為 

送迎や受診に時間がかかる 

空いているかわからない制度をあてにできない 

職場では嫌がられるであろうが子どもの気持ちを考えると親がみる方がいいと思う 

障害があるから 

受診してからの利用なので勤務時間までの時間に余裕が無い。 

実家が近いので祖母にお願いできるため 

仕事をしていない為、その分子どもに全力で接する事ができるから 

時間的に出勤、退社時間が合わない 

子どもの精神的不安が心配 

子どもの心のケアが必要なため。主人が利用を反対しているため。 

子どもの気持ちを考えたら。 

子ども自身が病気で不安なので、他人にお願いすると本人も不安になるし、親としてちゃんとサポート

したい。 

子ども自身が親といた方が安心する様子なので 

子どもが不安になる 

子どもが成長し、発熱など日数が減った 

子どもがかわいそうに思う 

子どもがかわいそうだから 

子どもがかわいそう、人にあずけてまで働きたくない 

子どもが嫌がると思う 

子どもがいてほしいと言うため 

小６なので、ひとりでも大丈夫な時もあるので。 

小６で年齢が高いため本人がいやがる。もしくは対象外だと思う。 
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小５なのである程度一人でも大丈夫。 

現在は働いてないため自分で看病できるため 

結局始業時刻には間に合わない、予約がとれない 

かわいそう 

軽い体調不良なら一人で留守番ができる年になったから 

外出が病児には負担 

大人でも具合が悪い時は、家族がいると安心するのに、子どもが具合が悪い時に、他人に任せるのはか

わいそう。子どもを預ける利便性を整えることより、子どものために優先できる社会作りの方が必要だ

と思う。 

大きくなってきたから、昔は行かせたかった 

行った先で他の病気をもらいそうで嫌だ 

朝急にお弁当の用意や利用予約がとれない 

（子どもが大きくなり）必要ない 

 

問 12-6 「休んで看ることが非常に難しい」理由 

休むと収入が減る 

休むと周囲に迷惑をかける 

休みづらい－ローテーション勤務の為 

早朝 

職種上困難 

シフトの関係（交代する人がいない） 

仕事の都合 

仕事が休めない 

急に休むことがむずかしい仕事だから 

代われる人がいない 

代わりの人を見つけられないから 

会議の予定があるため 

妹・弟の病気の方がリスクが高いので自分の休みはそちらに回したい。 

 

問 13-1 一時預かり等、利用した事業 

民間の学童保育 

放課後等デイサービス(2件) 

放課後デイサービス、行動援護 

ショートステイ 

学校の学童 
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問 14-1 私用、親の通院、不定期の就労等の目的で、利用できる一時預かり等の利用理由 

娘は大きくなったが、幼い頃は預け先があるとどれだけ良いだろうと、幾度となく思った。過去、手術

をする病気などした時は、子どもの面倒と自分の体調とで苦労した。 

万が一のため。親の病気で入院など 

その時費用を必要な時で対応 

祝祭日の仕事の日 

祭日の日で学校がない日、仕事があるから。 

介護 

親の介護(2件) 

親自身の就学や通学 

 

問 15-1 保護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族の病気など）によりあて名のお子さんが泊

まりがけで家族以外にみてもらわなければならない場合の対処方法 

父親が行き私は子どもと留守番しました 

仕方なく自分で子どもと一緒にいた 

仕方なくキャンセルした 

兄、小４と一緒に夏休み九州（私の実家）に帰省させた。満６歳になり、２人で飛行機にも乗っている 

あったが、しなかった 

 

問 18-1 学童保育所を利用されていない理由 

留守番できる、母の帰宅が早いので 

利用しようと思っても先に働いている人が優先だから仕事をしたくても難しい。 

利用したいが母親が就労していない為利用出来ないから 

ランドセル来館を利用しているから 

まだ申し込んでいない為 

本人が希望しない 

本人が行きたくないと言っているため。 

放課後ディなど利用 

必要はあるが条件を満たせない 

必要としていない為 

母親が時短のため利用条件を満たしていないようなので、応募しませんでした 

手続きが面倒 

祖父母の家が近いので 

祖父母がいるので（2件） 

送迎に不安がある為 

条件を満たしてないから 

障害児の受け入れ体制はない 

就労しているが、フルタイムではない為 

就労していないと利用できないと思うから 
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就労時間と学童の規約が合わない為、利用できない。から 

自分で留守番が出来るから 

子どもの精神面を考慮して祖父母宅が近いため 

子どもの希望 

子どもが希望しない為 

帰宅が子どもより遅いことが週に１日くらいだから 

学童保育所の利用条件を満たしていないから 

学童保育所に入れたが、本人が嫌がり、退所しました。 

学童の質に不安がある 

以前利用していたが本人が平気で留守番できるようになった 

以前は利用していたが１人で留守番できる為 

以前は利用していたが本人の希望で退所 

あずけられれば働きたいがないから 

３年の１学期までお世話になりました。子どもが自由が欲しいと言うので退所しました 

２年の冬で学童をやめました。本人の意志で。 

１年間かよったが、４年生の兄がいるので、２年生では申し込まなかった。 

学童を使って働く事が、子どもにとって何のメリットにもならないから。・ＰＴＡもあるのにお金を払

って学童のイベント、行事に参加する暇はない。 

 

問 26 お子さんにあいさつや言葉かけなどをする場面 

翌日の準備をする時等 

様子がおかしいとき 

やらなきゃいけない事をさせる時、宿題、お風呂など 

目が合えばいつでも 

勉強をする時（2件） 

勉強しているとき、表情を見て話しかけられそうなとき 

勉強（宿題）がわからない様子のとき 

必要があればいつでも 

話したいとき 

バスケの試合 

入浴中(7件) 

習い事の練習中や宿題の時 

習い事の送迎の車の中 

何かで遊んでいる時、作っている時、勉強の時 

トイレに行く時 

机に向かっているとき 

近よって来る時 

全て 

ずっと、一緒にいれば 
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塾等で外出中もメールなどで連絡する 

宿題をしている時、家にいるときはなるべく会話するように心掛けている 

宿題をしているとき 

宿題や持ち物の確認時 

宿題や勉強 

宿題等をなかなか始めないでいる時 

集中している時以外 

自宅にいる時はほとんど 

サッカーの試合の時＝応援 

ゲーム等をしているとき 

学校の様子など聞く時や遊びの内容 

学童から一緒に帰っているとき 

弟ともめている時 

お手伝いしてくれたとき、楽しそうなとき、元気ないとき 

いつもと様子が違うとき 

いつもと表情が違って不安そうな時 

いつも（4件） 

いつでもかけたいときに…。 

一緒に宿題や勉強、遊びなど常に声がけしています 

一緒にいる時はずっと 

家にいれば声かける、外出していても必要なら電話したりする 

あそんでいる時(2件) 

遊んでいるとき、勉強しているときなど 

遊んだり、必要な時にはいつでも 

 

問 27-1 お子さんとの間の約束やルールの内容 

留守番中、勝手に出掛けない、インターホンがなっても出ない、火をつかわない等 

優先順位、人との対応においてなど… 

約束を守る事 

物を交換ＮＧ 

身だしなみ、ハンカチを持つ（うがい、手洗い）・食べたら歯みがき→虫歯にならないために・姿勢、

食べ物を残さない、物を大事にする。 

毎日やることがある。（お手伝い） 

毎日の流れをルーティーン化している。 

ペットのお世話、身のまわりのこと 

発達障害がある為声かけが多い 

寝る時間(3件) 

日常生活においてのマナー など 

習い事の練習 
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習い事の自主練について 

友だちとの遊び方 

テレビを近くで見ない、兄弟ゲンカのルール 

祖父母についてなど 

その人の気持ちを考えてから行動する 

就寝時間 

自分のイヤなことは人にはしない。ウソはつかない。 

困った事があったり、分からない事があったらママに話す 

ごはんの食べ方、あとかたづけなど 

言葉づかい(2件) 

兄弟関係 

起床＆就寝時間 

学校での生活態度 

学校でのお友達との関係を話すこと。特に、嫌だなと思ったことや感じたことはすぐにママに伝えるよ

うにさせている。 

学校で決められた事 

片付けのルール、時間の使い方、子どもの苦手な事を意識づける様設定している。 

片づけ、兄弟ゲンカ等 

片付け（やりっぱなしにしない）生き物のせわ 

片付け（2件） 

大人がいない時の家での過ごし方、例えば「来客」には出ないとか 

言われたことは守る 

家でのふるまい 

２２時までに寝る 

 

問 29 お子さんの悩みを知っているかどうか 

よく話すが、それが全てかは不明。悩みという程の事はなさそう 

様子の変化があったら気にかける 

様子がおかしいと感じた時に聞く（声かけ）をしている 

まだ悩みというものがない様子 

本人は元気よく生活している様子、まわりで関わる大人からも今は特に心配ごとは聞かない聞いていな

い 

話せない 

話はしてくれるがそれが全てかは不明 

話してくれない事もあるのではないかと思うが、あえて聞き出そうとはしていない。←子どもでも大人

と同様話したくない時（こと）もあると思うので。 

話してくれた悩みは知っているが、全ての悩みを知っているとは断言出来ない。 

話してくれいることは知っているが、まだ言いたくないことや全てを話さなくていいと思っていること

もあるかもしれない。親が知っていることがその子の全てではない気がするので…何とも言えない 
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悩むは親ばかり、悩みはない 

悩みはないようにみえる 

悩みはないと言っている 

悩みはないことを聞いている 

悩みはない(3件) 

悩み事を自分で話してくれるまで待つ、変化が大きい時にはこちらから聞く 

何かありそうな表情を察知して話しかけるから知っている 

知的障害児 

たぶん悩みはないと思います 

全ては話さないので、大体ははあくしている 

全て知っているかはわからないが時々話してくれる 

少し話をしてくれる時もあるので、まあまあわかります。 

障害児なのでわかりません 

障害があるので 

知っているとは思っていますが、学校での事で知らない事はあると思います。 

知っているつもりですがもしかしたら知らないこともあるかもしれない 

知っていることと知らないことがある 

子どもは自閉症なのでわからないことは多い 

子どもが話してくれる時もあるが、隠す時もあるので、自信をもって子どものことを知っているとは言

えない。 

言葉が出ていません 

気になるので聞くが、教えてくれない事が多い 

気になったらすぐ聞く 

聞くよう心掛けているが全て話してくれているか不明 

学校のことはあまり話さないが工夫をして聞いたりしてある程度知っていると思う 

お友達のお母さまからの情報で知る事もあります 

おおむね知っているが話していない事もあると思う 

今は特にないと思います。 

あんまり悩んでなさそう、もっといろいろ真剣に考えてほしいがその場しのぎのような考え方をしてい

る 

明るい男の子で気にしないタイプです。なやみはないと言うのでないと思います。 

１もあるが、細かくはもっといろいろあると思う。そこまで聞く時間がない。 

 

問 33 自分にとって子育てを楽しいと感じることが多いと思うか 

ふつう 

つらくはないけどめんどくさい 

つらいと思ったことはない。単につかれたーと思うことはある 

楽しむ余裕がない 

楽しいとはあまり思わない 
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楽しいとかつらいとか考えたことがない。 

楽しい８割、つらい２割 

大変だけど、やりがいがある。 

主人が仕事で家にいないため全て１人で家事育児をしているので大変さはある。 

意識した事がないです 

 

問 35(1) 配偶者が実行している家事・子育て 

力仕事、ただし時間がある時…週６日は何もできない 

休みの日２～４を時々手伝ってくれる 

休みの日、車で学校の送迎週１回 

ほとんど何もしない、仕事が忙しすぎて 

別居の為 

フロ、習いごとの送りむかえ 

プレゼントを与える 

普段いない 

寝かしつけ、入浴（いる時は） 

日本に帰国している時は子どもの行事など 

習い事の付き添い(2件) 

習い事の送迎、アドバイス、支え 

習い事の送迎（5件） 

土日、私が仕事をしている間、スポーツをしてみてくれている。 

ときどき気が向くと家事を手伝う 

土・日に野球チームで一緒に練習する 

出来る事をやってくれている 

出かける時に、子どもを見ている 

通院同行 

長期出張のため、今は何もしていない 

地域行事 

単身赴任のため不在が多く、ほぼしません 

たまに遊ぶ。日曜日しか休みがない。 

たまに、毎日ではない 

塾、習い事のおむかえ。 

時間がある時、気が向いた時にお風呂掃除をしてくれる 

ゴミ捨て（4件） 

子どもと話をよくする 

子どもと入浴 

車の運転くらい 

車で買い物をつき合う、子どもを外につれだしてくれる、男どうしの話をしている 

休日の習い事への送迎、休日に子どもと遊ぶ 
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休日、子どもの少年野球コーチをしている 

休日、一緒に出かける（2件） 

学校説明会 

海外に単身赴任しています。 

お風呂や仕上げみがきをする 

お風呂に入れてくれる 

おフロに一緒に入って会話をする（１日の事など） 

運動会・発表会への参加 

言えばやってくれる 

①子どもを寝かしつけてくれる②存在自体が子どもの精神にプラスになっている 

１～３・７は気が向いた時にたまにする。他は４以外やらない 

（修理、ペンキ塗り）など、車の関連（洗車、ガソリン）・布団をしく。・季節の飾りつけ（お正月）

（五月人形、こいのぼりのくみ立て）・雑草退治 

 

問 35(2) 配偶者が実行しているいないに関係なく、家事・子育てで参加してほしいこと 

余計な事をしないでいい！！ 

母親の話し相手になったりもう少し一緒にすごす時間がほしかったり、認めてもらえば、直接何かを手

伝ってはくれているので十分です。 

習い事の送迎（3件） 

何でも当たり前にやってほしい。 

共働きのため、両方でできることをできる時にできたら良いと思うので現状で満足です！ 

特にない。私が出来る。 

できることをやってもらえば、それでよい 

出かけるときに子どもを見ている 

通院同行 

地域の子ども会は主に母たちが企画、運営しているが、父も参加すれば、また違った楽しさのあふれる

子ども会になるので 

地域行事 

全て完璧にこなしています 

全て！！！！！！！ 

事務処理、通院 

自分の衣服、部屋、書類の整理を自分自身でしてほしい。私にはどれが必要かわからないため 

サッカーなど母親では教えづらいスポーツを教える。一緒に行う。 

これというものよりも気づいた事を。 

子どもの話を聞く、家庭の決め事、進路等、大切な事柄の最終判断をする 

子どもの習い事に参加してほしい 

子どものスケジュールの把握と行動（習いごとへつれていくとか） 

子どもの心の支えになってくれること、相談相手になってほしい 

子どもとの会話をしてほしい。 
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子どもが３人いると習い事や学校行事が重なってしまうので、最優先の方を取るしかないので、そうい

う時に参加してほしい。 

車関係、エアコンの掃除 

期待していない 

学校の休みと仕事の休みが合わないので家族で一緒に過ごせる時間が少ない 

学校の持ち物や提出物の管理 

片付け 

家事、育児、仕事の両立の完全な理解 

お風呂に入れてくれる→私がゆっくりお風呂に入れるので…。 

育児を含む家事全般を自分のこととして主体的にとりくんでほしい。（言われたことだけするのでなく） 

①③たまにで良い 

 

問 37 お金のことなど経済的な理由で、子どもに対してできなかったこと 

できないからパートを初めてできるようにした。 

 

問 38 希望する支援制度 

放課後、学校にいさせてほしい 

放課後、学校でそのまま遊べる様な制度。授業が終わるのも遅く、一度帰るとほとんど時間がない。ま

た、歩いて行ける距離に児童館がなく、ここに行けば誰かしらいて、皆で遊べるという環境がない。雨

の日、暑い日は家にいるしかない。家に１人で長時間いさせるのは心配だから、時間を埋める様に習い

事を入れる家も多い。 

フリースクールや通信教育など不登校の子の教育費補助 

不登校の子どもたちが相談出来るような場や支援 

父子家庭に対しての補助の制度がキビシいのでは？ 

発達支援の方が家に来て助けてくれる制度、発達障害児持ちで生活が大変な時の家事を助けてくれる制

度（発達障害が重度だと働くこともできないため金銭の余裕はありません） 

何らかの理由で幼稚園や学校へ行けなくなった子どもを千差万別受け入れてくれる場所 

とくべつ支援学校にかよう高校生の子がのるためのスクールバスを作ってほしい。 

中学生まで医療費がかからない 

楽しく授業をより深く理解できるもの 

銭湯チケットを配布して（年間１２枚等、低所得対象）銭湯の利用者を増やし、子どものアザ等虐待の

チェックにもなるのではないでしょうか？もちろん本人が使っているかもチェックし、安否確認にもつ

ながると思います。 

私立高校無償化 

受験をはじめとする学費等支援を大学まで補助してほしい。 

自分は大丈夫ですが、上記の項目は必要とする方はいらっしゃるので制度として必要と思います。 

学校で囲碁、将棋、そろばんなどの課外教室（文科系） 

親にみてもらえない。４→塾にもいけない子のために必要。学校だけではきびしい、親がみるか、他で

みてもらう必要は必ずある。 
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朝や放課後、宿題が多いので学校を開放してほしい。夏休みや冬休みも同様に。 

 

問 40 子育てをしやすい社会に必要だと考えられること 

ワークシェア。正規の職員でも子どもが小さいうち（小学生卒業まで）は、パートタイムになれる等、

働き方を選べるといい。 

モラル持つ大人。 

保護者による送迎を（学校への）必要にする、欧米並みにしてほしい 

ボールをけれる公園（ネット付）（日野市にある様な） 

ボール遊びができる公園 

防犯カメラ設置の充実 

放課後、学校で預かってくれる制度（長期休みも含む） 

人々のやさしさ、子は宝という気持ち、公園で子どもが遊んでいるのもうるさいと言われる世知辛い世

の中…改善してほしいです。 

年齢・性別にかかわらず、個人の都合で就職（正社員として）出来る社会 

低所得者にばかり手厚くしないでほしい。大して高所得でもないのに所得制限はひどい。子の人数と無

関係に制限するのも納得がいかない。→ふるさと納税でもするか、となる。 

中学の給食（弁当でない） 

中学生の給食 

知的以外の個別支援級 

父親の収入を上げ、母親は働かなくても良い環境を望む家庭も多いと思う 

大学費用軽減 

スポーツ推進のための体育館の積極的な開放 

すべて必要だと感じるが○にしたものは特に充実したら助かると思うもの 

小学高学年が遊べる空間、施設、夏休みのサマースクール 

障害わくにこだわらない幼稚園・保育園での当たり前の受け入れ。 

時短勤務期間の延長～小３くらいまで 

自習室の無料開放と図書館の時間延長→武蔵境駅プレイスのように 

ゴミ袋は無料配布してください。 

子どもを連れてできる仕事を提供してほしい、短時間のデータ入力等 

子どもや家庭の事情で有給休暇を取る事は当たり前であると一般的、社会的に認知される事 

子どもの行動、言動に対しての大人の理解 

子どもが放課後すごせる場所や親子広場がもっと近くにあると良い、小学生とベビー、子どもと地域の

人など、年に関係なくいられる場所など。 

個々の家庭だけの話ではなく社会全体で子どもを育てる意識の啓発 

こういったアンケートの必要がなくなった時が本当に子育てしやすい社会だと思います。そういった社

会になると良いと思います。 

近所からうるさいと苦情がくるので対策が必要 

寛容な気持ち 

監視員の居る大きな公園、子どもがおもいっきり遊べる遊具のある公園 
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学校のＰＴＡ活動の軽減、地域活動の強制をやめる 

学童（夏季）での給食 

学生が勉強（自習）できる場所の提供、非正規雇用→正規雇用への支援 

学習塾を利用しなくても学習が習得できる学校教育と受験のしくみ 

雨天時の居場所確保、児童館は遠いため、雨天時の遊び場がありません 

インフルエンザなどの予防接種の補助 

安全な道路 

昭島市のキッズのような働いていなくても誰でも利用（月５００円、安い）できる、放課後すごせる場

所。 

①近くの図書館（羽衣町に徒歩圏の図書館がない）②放課後デイサービスをふやしてほしい 

育休を分割取得できるようにする・子どもの権利を尊重した労働制度の拡充 

 

問 41 子育てに関する情報の入手先 

病院 

特別支援学級、小中合同保護者会 

特に考えていない 

専門の家庭教育 

職場の仲間 

職場の同僚(2件) 

職場(2件) 

情報にたよってない 

仕事 

子ども本人。 

子どもの通信講座の親向けの冊子 

学校、お教室 

インターネット(3件) 

Ｇｏｏｇｌｅ検索 

 

問 43 子育て中において、災害に際し不安に感じていること 

目の前で子どもが明らかな生命の危機にさらされる事（自分が助かって子どもが死んだら生きていけない

と思う） 

避難所の数の不足 

避難所に対し避難する人の数が多すぎると思う。 

トイレ事情とその関連 

父親とも連絡が取れなくなること→ぜん息持ちなので、発作時に薬を吸入できるかどうか心配です。 

全て 

女子なので性的被害に遭わないかどうか心配。 

食物アレルギー 

職業柄、仕事に行かなければならず、子どもを預けられるところがないこと 
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常備薬の確保 

自分の体力面が心配 

自分の持病があるため 

自分の健康状態 

仕事があるが避難所に子どもをおいて出かけなければならない不安 

子どもや自分の持病の薬を確保できるか、子どもだけの時自分で薬アレルギーを周囲に知らせる事が出来

るか、どうやって知らせる方法があるか 

子どもも多く、夫も障害があるので、避難所に居場所があるか、不安 

子どものアレルギー対策 

子どもに持病があるので不安 

子どもが避難所で性犯罪にあうこと 

子どもが他の避難者からうるさい他と言われること 

携帯の使用不可になったら 

薬、住環境 

衛生面が保持できるのか 

アレルギーがあるので、食べ物の確保 

注意欠陥多動性障害(ADHD)のわが子を守れるか 

 

問 44 災害時の避難先や連絡手段などの対応について、お子さんとの話し合いの状況 

まだ話し合ってない(2件) 

まだきちんと話し合っていないので話し合わなければいけない 

ぼんやりと話す程度 

ぼんやり思ってはいたが、話してない 

必要と思っているが話し合っていない。(7件) 

必要と思うが… 

必要だと思っているが、知識がないので、話し合ったり、教える事が出来ない。 

必要だと思うが話しあっていない 

必要だと思うがあまり話し合っていない 

必要だと思うが、具体的にしっかりとは話し合っていない 

日頃からどこに行くのか伝えてから遊びに行く、なるべくキッズケータイを持つよう伝える 

話しても理解できない 

話してないので話したいと思う。 

話してない 

話し合わなければと思いつつ実行していない 

話し合わなくてはいけないと思いつつできていない。 

話し合いたいがその時間がない 

配偶者含めて、きちんと話し合いたいが、まだ出来ていません。 

自閉症なので話はするが、なかなか理解ができない。 

先のばしになっている。 
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これから話そうと思っている 

子どもが理解できるようになったら。 

訓練の後とか 

機会がなく、話したいが話せていない 

学校集合以上 

学校か学童にいるためまだ油断がある 

会話出来ない 

おおまかに話をしたことはあるが具体的に話していない 

あまり話していない、必要だと思う 

 

問 45(1)「仕事時間」と「家事（子育て）・プライベートの生活時間」の優先度（希望） 

どれもバランスよく、保ちたい 

どれとは言えない 

睡眠・休息 

仕事も子育ても 

仕事と家事は同じくらい 

仕事と家事のバランス 

子どもや家事とプライベートの両方を同じくらい時間がほしい 

子育てのみ 

家、仕事半分 

１、２、３が均等になるようにしたい。どれにも偏りたくない 

 

問 45(2)「仕事時間」と「家事（子育て）・プライベートの生活時間」の優先度（現実） 

問題は優先の話ではなくバランスだと思います。 

場合による 

どちらも少ないと感じる 

全部時短 

自分時間以外全て 

仕事の時間と家事育児で時間がいつも足りない。 

子どものことをおさえて仕事を入れている 

家事 

ＰＴＡなどの地域活動 

５０：５０ 

 

問 48 「子どもの権利条約」を知っているか 

その他の意見なし 
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問 49 「子どもの権利条約」で特に大切なこと 

不当な扱いから守る 

すべて 

条例ではなく法律としてこどもの人権を確保すること 

子どもの安全な環境が確保されること（精神的にも身体的にも） 

子ども同士の社会で差別意識（スクールカースト）が生じていくことを懸念しています。子どもたちもお

互いに尊重しあう存在であるように学んでいくことが大切と考えます 

子どもが自分の考えに基づいて行動できること。 

子どもが子どもらしく過ごす時間が持てること 

子どもが健康で快適に生活できること 

個人情報 

公立小学校の枠にはめられない事 

かけがえのない価値と尊厳をもっていること 

親の対応力がまねいた為に子どもに不じゆうにさせない事 

安全と安心 

 

問 50 「子どもの権利条約」で、大人として心がけたいこと 

ルールとマナーのちがいをおしえる。 

道徳のある行動を見せる 

できるだけコンスタントに温かくおいしい食事を提供する 

他の子が悪い事をしていたら、見て見ぬふりはせず注意する勇気を持つこと 

大事だよ、ということを言葉やスキンシップで時々伝える 

その子個人をそのまま認める、ありのままを受け入れる 

すべて 

集中している時は見守る 

自分の経験（よいも悪いも失敗も成功も）を話す 

子どもの可能性をつぶさない 

子どもに迷惑をかけない 

子どもが自分の気持ちをうまく言葉で表現できないときは代弁者となって伝える→先生などに。 

子どもが心安らかに過ごせるようにする 

心を育てること（思いやり、優しさ） 

教育 

親はですぎず、一歩後ろから見守る 

思いやりの心を育てる！！ 

大人になって自立して生活できる様にすること 

いじめにあっても、乗り越え方を一緒に考える 

 

問 51 ひとりの大人として「子どもの権利」を尊重しているかどうか 

よくわからない 
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子どもの権利を考えたことがなかったが今後は尊重してあげたいと思う。 

子どもというよりは、１人の“人”だと思っている。 

 

問 52 「子どもの権利」が広く知られていくことの意義や効果 

まず大人がきちんとしていないのに子どもに何か求めるのは難しいと思います。 

年齢によって意義や効果は変わると思う 

何もかわらない 

つらい思いをしている子どもにはとても良いと思う。 

自由とわがままの違いを学ぶ良い機会となる 

自分が大切な存在であると気付く 

子どもを取りまく周囲の大人が子どもに対し寛容であることを望みます。 

子どもも大人と同じ確固たる主体だと認識できるようになる 

子どもの権利はとても大切なことですが、育てる側からするとなかなか生活過程でそれらを守ることが難

しいように感じます。子どもがどうというより、親が子どもの権利を尊重させてあげられない、あげられ

るように出来るか…？ 

子どもに限らず、他者を尊重することは何かを考える機会となると思う。 

子ども自身がひとりの人間として尊重されることに気づける 

子どもがその子らしく生き生きとした生活ができるのではないかと思う。 

子どもが…というよりも、親や周りの大人たちが、子どもを一人の人間として尊重し、大切にするように

なるのではないか 

権利だけを教えるのはダメと思う 

かたよったとらえ方をしないよう 

親自身、子どもの権利を意識した方が良い社会に来ているため、子も親も両者理解をするのに必要な内容

であると思う。機会が広まることを望む。 

大人が理解して最低限守る内容 

大人が変化していく事 

意義や効果があるとは思えません。条例を制定しても何をやるかが重要だと思います。 

子どもが正しく理解出来るのかが疑問。・子ども自身が理解し、知る事が何よりも重要だと考えます。・

具体例が欲しいところです。文字、文言だけではイメージしづらい。 
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第３節 中学生・高校生世代の保護者  

問１ 続柄 

その他の意見はなし 

 

問 3 (2) お子さんの通学等 

特別支援学校高等部 

特別支援学校 

通信制高校 

中等教育学校（2件） 

 

問６ お子さんの子育てを行っている方 

その他の意見はなし 

 

問８ お子さんにあいさつや言葉かけなどをする場面 

用事がある時(4件) 

部活から帰った時 

必要がある時はいつも 

寝ているのを確認しながら 

いろいろ 

子どもが勉強している時以外 

子どもが話をしたい時 

子が自室でくつろいでいるときなど 

仕事が不規則の為一緒にいるときは話します。 

仕事から帰る時（ＴＥＬにて） 

元気がないとき 

帰宅前 

学校の事を聞いたり、私の仕事の事を話したり。 

家事をしながら。 

一緒に食器を洗うとき 

リビングで共に過ごしているとき。 

なんでもない時 

その時々で。 

スマホをいじっている時 

お風呂で 

お風呂、とにかくいつでも 

お祈りの前 

おふろに入る時。 

いつでも。 
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問 9-1 お子さんとの間の約束やルールの内容 

友人とのつきあい方 

部屋の片付け 登校時間 

洗濯ものは洗濯機へ など 

人にされて嫌なことはしない 

親より先に死んではいけない。 

寝る時間 

食事マナー 

食べ物、飲み物、寝る時間 

就寝時間 

言葉遣い、思いやり 

言葉づかい、人が嫌がることをしないなど 

携帯電話 

学校生活について 

開けたら閉める。 

なるべく考えていることは話すこと。一人で悩むのはいいが、一人で困っていないこと。 

スマホは寝る前に親が預かる 

お祈りの時間 

おやつの量、兄弟同士でのルール等 

 

問 11 お子さんの悩みを知っているかどうか 

話してくれることは知っているが、知らないこともあるかもしれない。 

様子が、変な時は、話をしてくれるまで、話し合う。聞いてしまう 

母に話をしている。 

変化を感じた時は、話を聞いてみる。 

父親とよく話をしている 

悩みはなさそう 

悩みは、ないと、言っています。 

特にないがたまに出来事があれば話してくる 

知っているつもりだが、私に話していないこともあると思う 

全て知っているわけではないが知っていることもある 

子どもは話をしてくれますが、それが全部とは思っていない 

姉や兄が相談相手で報告してもらっている。 

言わなくても何となくわかる 

機嫌が悪いとさっしたら話かけききます。 

学校生活について 

学校での出来事は話してくれます。 

どちらかというと母親に話している。 

いつもと違う様子の時は気づいて聞くようにする 
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問 15 自分にとって子育てを楽しいと感じることが多いと思うか 

年齢によって感じ方が違う。 

中学生ですから、子育ては終わりましたが、進学面で考えさせられてます。 

男の子は小さい間は子育てを楽しいと感じますが、大きくなってしまったので今は楽しくないです。 

大変とは思うが楽しいともつらいとも思わない。 

大変だと思う事はあるがつらいとは思わない。 

昔はつらかったが今はそう思わない。楽しくはない。 

申し訳ないと思う。いつも家にいないし家のことも片手間だから 

受験生なので支えることが多く、たまにイライラします。 

子どもが小さい時はつらいと感じることが多かった 今は楽しいと感じることが多い 

楽しいともつらいとも思わない 

楽しいとも、つらいとも感じない かわいいと思うだけ 

楽しいが悩みも多い。 

つらいと感じる事ない 楽しいと感じるのもそんなに 

 

問 17-1 気軽に相談できる先 

同僚 

親 

職場の方（2件） 

職場の同僚（2件） 

職場の人（2件） 

塾 

子どもが利用しているデイサービスのスタッフ 

学校の先生、塾の先生。 

学校のスクールカウンセラー（2件） 

塾の先生、職場の同僚。 

おけいこごとの先生 

 

問 18(1) 配偶者が実行している家事・子育て 

話す 

留守番 

頼めば手伝ってくれるていどで参加している。 

部活の手伝い、サッカークラブコーチ（子どもが入っていた）チーム。自治会活動等。病院に連れて行

く。 

部活の試合観戦 

部活の応援 

夫は仕事が忙しく、ほとんど家にいない。 

夫は、朝は、子どもがまだ眠っている間に出勤し、帰宅も遅いので、日常的に子どもと接する時間は短

いが、何か子どもに悩みがある時はきちんと聞いています。 
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地域行事、活動 

単身赴任中 

送迎 

送り迎え、運転 

相談にのる。 

食事などに連れて行き話すなど 

習い事の付き添い 

習い事の送迎（車運転） 

車での送迎 

子ども会活動の手伝い 

子どもの送迎 

子どもの相談相手になる。 

子どものしつけ 

子どもと一緒に出かける。 

決まったものはないが、その時々でお願いしたことをしてくれる 

経済的支援 

休日食事を作る 

休日塾の送迎 

帰りが遅いので自分の事は自分でする。 

学費 

学校での三者面談に協力してもらっています 

家事 

下の子の食事や風呂などのお世話 

駅までの送りむかえ 

ほぼない 

パソコンを教えたりしてくれる 

たくさん会話する 

ゴミ出し（3件） 

ごみすて、ふとんをたたむ 

お金を入れてくれる。 

おけいこごとの送り迎え 

 

問 18(2) 配偶者が実行しているいないに関係なく、家事・子育てで参加してほしいこと 

話をきく 

望まない 

弁当を作る 

日常生活のお手本になる 

地域活動（自治会等） 

進路等学校選び 
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進路情報に関心をもつ 

進路や部活など、子どもともっと会話をしてほしい。 

将来や進路について考えたり相談にのること 

出来ない人には、もとめない 

塾の送迎 

習い事の付き添い 

習い事の送迎 

自分が出来る事でいいから何でも。声かけだけでも（妻に） 

子どもたちの予定、提出物など把握しておいてほしい 

子ども自身が話を聞いてほしい時に、しっかり聞く。 

子どもへの言葉かけ 

子どもの悩みによりそう 

子どもの気持ちを考える 

子どものしつけ 

子どもと関わる 

子どもが苦しんでいる時（私との言い争いなど）の時には完全に無視。問題解決し、軌道にのって

きてからかかわってくるので、正面から向き合うこと 

子の相談に応じる 

子どもをほめる、しかる 

子どもへ冷静にアドバイス 

子どもの悩みを聞く 

子どもの相談相手 

子どもと会話する 子どもに関心を寄せる 

今やってくれていることで十分です 

起業ではなく働いてほしい 

下の子の食事や風呂などのお世話 

雨の日などの子どもの送迎 

なし（13件） 

どうせできないので期待していない 

できる範囲のことをやってもらえれば良い 

ただやるのと向き合うのは違うことを感じてほしい。 

 

問 20 お金のことなど経済的な理由で、子どもに対してできなかったこと 

特にどれもあてはまらない 

知らず知らず子どもも気づかっている。 

習い事で海外への遠征 

何とかやりくりし、やりたい事を全てさせてみた 
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問 21 希望する支援制度 

友人とのお金のルール 

母子家庭向きの低家賃の住むとこ 

別居した場合の奨学金制度 

病児保育の充実 

必要な人が受けられるのは何でもＯＫ。ただ受けるにあたり周りの人の目もあると思うので（雰囲気）

もっとオｰプンにしてほしい。 

入学時に購入した制服が小さくなったり、破れたりした時に、リサイクルがあると助かると思います。 

大学生への給付奨学金の拡大。子だくさんの家庭への給付金の拡大 

進学アドバイス。学校（公立）の進路指導は担任の先生との相性によるのかな？と思う時があった 

少しの間でも子どもを預かってくれる制度←自分が病院に行く時など 

所得制限なしの学費支援 

所得に関係のない公平な制度 

受験費用や学費の補助 インフルエンザの予防接種無償化 

子どもの放課後の居場所作り 

仕事の紹介 

高校施設費、入学金等の完全無償化 

高校や大学の進学時の補助 

高校の給食 

給食の無料化 

学費を子どもが何人目からかからない、などの補助。 

学校にないクラブ、部活動への支援 

学校で食べる朝食 

 

問 23 子育てをしやすい社会に必要だと考えられること 

勉強の自習室 多摩教がなくなり困った。 

仲間づくりができる場所の確保 

中・高生が勉強出来るスペース 

西砂地区にも体育館＆プールを作ってほしい。 

障がいのある、なしに関わらず一緒に遊んだり学んだりする機会 

就学以前ではなく以降の子を持つ家庭への経済的配慮、例えば税金の軽減等※子育て中、最も費用がか

かる時期への配慮不足。子どもが小さいうちは、基本あまりお金はかからない。政府や自治体は理解し

ていない。 

私立の中高に通う子どもの地域との関わり支援 

子沢山家庭に対して税制面の優遇をしてもらいたい。 

子育て世代以外の世代の理解と協力 
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子どもと関わり方がわからない人たちへの言葉かけの仕方、目を離しがちな人も多い等。定期的な乳児

健診等でプリントやビデオなどでアドバイス的なものを提供（甘やかしていると思って見ていたら急に

キレる親を町で数人見かけたことがある）ボール禁止の公園はあって、ボール使用のできる所がなくな

っていくのはおかしい。ＳＮＳにはしらない、もっと土のにおいを感じられる遊びを親子で楽しめる社

会。 

高校の給食 

共働きで大変だったのは夕食の準備と片づけ 親と子が一緒に食事できる所があるとうれしい。他の親

子とも知り合いになれると思う。 

給食無償、児童手当ての公平さ、（娘は３月生まれで、いろいろな税金を納めるだけで手当てが公平で

はなかった。期間が短い。収入が多いわくにギリギリ入って、手当ては短かったり、もらえなかったり

すれば私立高にも行かせられない（納めるばかり） 

義務教育が終了と同時に手当て、医療控除がなくなるのは厳しいです。 

環境問題（たばこのゴミの捨て方（ポイ捨て）騒音など） 

学校教育の充実。３０人クラス。教員の充実。 

外国ルーツの子どもたちへの配慮（理解とサポート） 

会社の理解、発達の特性検査やそれに応じた就学支援と、その相談窓口 

何かにつけての所得制限は、いらないと思う。 

雨の日に子どもだけで遊べる場所を多くしてほしい 

育児休業等取得者の代替要員配置制度の充実 

ボール遊びのできる場所 高学年～中・高生でも。 

ボールを、使用出来る、グラウンド 勉強、調べものが出来るスペース（図書館を増やしてほしい）の

拡大 

６年生まで通える学童環境 

 

問 24 子育てに関する情報の入手先 

勉強のため通学中 

特にしていない 

職場にいる子育て世代 

職場 

情報入手しない 自力 

情報は入手していない 

塾の先生 

自分の職場 

学校や塾 

学校などのコミュニティ 

お友達 

インターネット（5件） 

Ｗｅｂ 
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問 26 子育て中において、災害に際し不安に感じていること 

障害児に対する無理解 

小さな子がいる人を気づかえる避難所の環境 

子どもたちと年老いた両親を私１人で災害時に面倒がみられるか心配 

子どもだけで正しい避難ができるか？ 

安否確認 

トイレ 入浴等 

アレルギー、プライバシー 

 

問 27 災害時の避難先や連絡手段などの対応について、お子さんとの話し合いの状況 

話すキッカケない 必要とは思っている ４ではない 

話し合わなくてはと思いつつも、つい後まわしになってしまっている。 

話し合わないといけないと思っている。 

話し合っていない（5件） 

話し合う時間がない 

話し合いたいが父子共に全く関心がないので話せない。 

話したことがないが必要だと思う 

必要と思わない→思ってるができてない 

必要と思うがはっきり決めていない。 

必要と思うが、話し合いはできていない（14件） 

必要とは思うが、なかなか話す機会（時間）がない 

必要とはわかっているが、どうしたらいいかわからないので話してない。 

子どもが部活で忙しいのであまり話していない。 

災害のニュースを見た時。 

今後話し合いたい 

気付かなかった。今後話し合いたい 

意識した事がなかった 

せっぱつまってないので話しあっていない 

あまり考えてなかったです。 

 

問 28(1) 「仕事時間」と「家事（子育て）・プライベートの生活時間」の優先度（希望） 

勉強と仕事の両立を続けている 

全部をバランスよくやる(2件） 

子育てとプライベートをバランスよく。 

仕事と家事半々 

仕事、家事、プライベートをバランスよく。 

考えた事がない 

やすらぐ時間 

どれを優先するのでなくＴＰＯによって 
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どちらも同じ 

どちらともいえない 

 

問 28(2) 「仕事時間」と「家事（子育て）・プライベートの生活時間」の優先度（現実） 

優先できず両立する努力をしている。 

勉強に集中する時間 

特になし（3件） 

全てバランスよく 

実母の介護と子育て 

時と場合の重要度によって優先する事は変わります 

時と場合による 

仕事、家事、プライベートをバランスよく。 

義父母の世話 

どちらともいえない 

５０％５０％で 

 

問 31 「子どもの権利条約」を知っているか 

上の文を読みました。 

今知った！ 

なんとなくあるなという感じ 

 

問 32 「子どもの権利条約」で特に大切なこと 

普通にすること。変に権利を気にしない 

世界に視野を広げ、恵まれない子がいることを、子どもたちも知ること。 

子どもの時間を、子ども自身が自由に使えること。 

わからない 

 

問 33 「子どもの権利条約」で、大人として心がけたいこと 

犯罪にまきこまれないようにする 

他者からの不当な扱いから守る 

成長に応じて自律を見守りうながす。 

信頼する。 

子どもにいろんな経験をさせる 

子どもを笑わせること 

子どもに、愛していると伝えること。 

気持ちを伝える。 

１人の人間として、つきあう 

（社会に反するのではなく）自分の意志をつらぬく姿、（まわりに流されない）子どもが安心できる。

この親で良かったと思われる。でもムリしてではなく自然なふるまいで。 
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問 34 ひとりの大人として「子どもの権利」を尊重しているかどうか 

分かっていても干渉してきたと思う。 

当然の事をする。 

知らん 

 

問 35 「子どもの権利」が広く知られていくことの意義や効果 

内容の意味を伝えないと逆効果 

伝える大人によって変わってくると思うし、人によって解釈がかわってくるような、気がする。物を広

めていくのはいかがか 

知られただけでは何も変わらない 

大人が子どもの権利を守ろうとする。 

自分が大切な存在と思え、自分で自分を守ることができる。 

自己肯定感が高くなる 

子どもの権利を尊重する社会の構築。 

子どもが守られている安心感をもつ 

学校の先生がまず、認識してください。 

何も変わらないと思う(2件) 

 

 

 

 

 

  



156 

 

第４節 小学５年生子ども本人 

問 2(2) 一緒に住んでいる家族 

ペット（犬） 

施設 

おば 

いとこ 

 

問 4-1 主に家で話をする相手 

友達 

祖父母(2件) 

施設の大人 

家族全員 

いとこ、友達いろんな人 

 

問６ 今、好きなことや興味のあること 

ラグビーをすること 

物作り 

星、アスレチック場 

パズル 

バスケ 

ねること 

電車 

デュエマ 

外あそび 

手芸 

サッカー 

ゴルフ 

グッズを集める 

カードゲーム 

絵 

宇宙、星を見る事 

一輪車 

生き物 

遊び 

ＴｉｋＴｏｋ 
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問７ おこづかいの有無 

もらえる（テスト、ならいごと） 

時々 

手伝い制 

テストで１００点を取ったらもらえる 

たん生日、クリスマスにもらっている。 

正月だけ 

自分がいらないといってる 

お年玉（2件） 

お手つだいをした時にもらっている 

お手伝いをしたとき（2件） 

お正月やたんじょう日 

お正月にしかもらっていない 

１００点１００円 

 

問 7-1 おこづかいの使い道 

ライブグッズ 

ポケモンガオーレ代 

ぬいぐるみスクイーズ 

たま募金 

スライム用品（１００均） 

家族へのプレゼント（クリスマスや母の日など） 

家族へのプレゼント 

カード、ボーリング 

お土産 

生き物につかう 

 

問 12 放課後の過ごし方 

物をこわしてストレス発散 

ミラパで遊ぶ（友達と） 

未来センター 

マンションのロビー 

勉強 

吹奏部や遊び 

ならいごと(3件) 

友だちと外であそぶ 

友達の家の前で遊ぶ 

友達と外で遊んでいる 

友だちと公園であそぶ 
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友達と公園 

友達と遊ぶ、勉強、走る 

友達と遊ぶ、祖父母の家 

友だちと遊ぶ(4件) 

宿題、自主学習 

自分の家であそぶ、森に行く 

グッズ紹介動画 

カードショップ 

弟と自分の家で 

家で一人で過ごす 

１人で留守番している 

１，９，１０はごくまれ 

 

問 13 使ったことのある場所 

中里グラウンド 

友達の家 

たましんＲＩＳＵＲＵホール 

自分の家 

こども会 

ゲームセンター 

いろいろ 

一小 

 

問 14 あったらいいなと思う場所 

ゆうアスレチックスレがある公園 

無料でイベント 

まんがパークの子ども版（←こどもだけ）で料金が無料 

ペットがつれて行ける所がいいです！ 

広い遊び場 

バスケットゴールがある公園（若葉町にできてほしい） 

駄屋子屋さん 

自分の好きなことが何でもできる所 

自然 

昆虫が自由にかえる温室 

交番 

キャンプできる広い場所 

教師のような人がいる場所 

カードバト場 

カードで遊ぶ部屋 
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お悩み相談室 

飲食 

 

問 16 親しく付き合う友だち 

ラグビーの友達 

幼稚園の友達(2件) 

保育園 

ゲーム友 

幼なじみ 

お母さんの友達の子ども 

妹の友達 

いとこ 

家の人 

姉の友達 

 

問 17 悩みや困ったときの相談先 

母（2件） 

相談しない 

家族、祖母、祖父 

親（2件） 

大人の人 

いとこの母 

いとこ 

 

問 18 悩みや困っていること 

人間関係 

ならいごと 

習い事 

自分の性格 

自分の運のこと 

けが 

 

問 18-1 ＳＮＳなどインターネット関連のトラブルの内容 

けんかになった 

勝手に人の写真をのせられた。 

 

問 19 お金のことなど経済的な理由で、できなかったこと 

ほしい物が買えなかった。 
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質問の意味がよく分からない（2件） 

新しいゲームが買えない 

 

問 20 希望する支援制度 

朝食を学校で食う。 

スポーツのならいごとが無料 

質問の意味が分からない 

 

問 21 家庭での手伝い 

夜にコードをぬく 

窓をしめる 

マッサージ(2件) 

ペットのおせわ 

ふとんを敷く（5件） 

配膳 

洗濯を取り込む 

洗濯物をたたむ(3件) 

食器をもってくる 

ごはんのときにおはしを出したり 

玄関そうじ 

くつそろえ、風呂掃除 

くつ洗い 

お風呂そうじ・くつならべ 

お風呂洗い（2件） 

犬の世話 

犬のおやつをあげる 

 

問 26 インターネットを使って良かったこと 

笑うことがふえた 

楽しくなった 

 

問 27 インターネットを使って良くなかったこと 

目が悪くなった 

勉強に集中できなくなった 

 

問 28-1 立川市が好きな理由 

ファーレ立川(2件) 

一人一人の人がやさしいから 
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デパートにかわいいファッションがあるから 

適当 

新宿ほどうるさくないから 

くるりん、ウドラ（ゆるキャラ？）がかわいいから。 

空気がきれい すごしやすい 

うるさくないから 

歩いていても楽しめる 

 

問 28-2 立川市がきらいな理由 

ちがう 

公園がない 

公園が少ないから 

 

問 29 大人になっても立川市に住みたいか 

もうちょっと都会の方にすみたい 

知らんわ！ 

 

問 31 「子どもの権利条約」を知っているか 

４つの権利を知っている 

 

問 32 「子どもの権利条約」で特に大切なこと 

わからない(5件) 

 

問 33 「子どもの権利条約」で、大人に心がけてほしいこと 

分かりません 

ない（2件） 

信号無視をやめてほしい！ 

個性の尊重 

 

問 34 「子どもの権利」は尊重されているかどうか 

その他の意見はなし 

 

問 35 「子どもの権利」が広く知られていくことの意義や効果 

その他の意見はなし 
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第５節 中学２年生・高校２年生世代子ども本人 

問 1(2) 通学先 

その他の意見はなし 

 

問 2(2) 一緒に住んでいる家族 

友人 

母の姉 

双子 

犬(5件) 

金魚 

ペット 

とり 

おば 

うさぎ 

いとこ 

 

問４ 家で話をするかどうか 

その他の意見はなし 

 

問 4-1 主に家で話をする相手 

おば(2件) 

 

問６ 今、好きなことや興味のあること 

料理 

編み物 

電車の駅名や名前などを覚えること 

柔道 

メイク 

ビートボックス 

トランプ・手品 

特撮（仮面ライダーなど） 

コンサート 

カメラ（写真をとる） 

お絵描き 

歌をうたうこと 

イラスト 
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問７ おこづかいの有無 

正月のお年玉や時々祖父から 

もらうひつようはない 

テストで良い点数をとったとき 

お手伝いをしたらもらえる 

 

問 7-1 おこづかいの使い道 

旅費 

習い事の料金 

習い事 

化粧品 

チケット 

 

問 11-1 部活動をしない理由 

クラブチームに入っているから(3件) 

遊びたいから 

 

問 12 放課後の過ごし方 

トランプの練習 

ジム 

ウィルス 

 

問 13 使ったことのある場所 

立川駅 

習い事の場所 

ラウンドワン 

いろいろ 

ＲＩＳＵＲＵホール 

 

問 14 あったらいいなと思う場所 

トレーニング室 

コスプレスタジオ 

お金がかからないさわげる個屋 

ＷＡＮＮＡ－ＯＮＥのラスコン会場 

ＳＥＶＥＮＴＥＥがライブできるアリーナ 
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問 16 親しく付き合う友だち 

部活の先輩、後輩 

地元の友だち。 

他校の友だち 

他県にいた時の小学校の友だち 

親友 

自分が認めた友達 

意見の合う人 

 

問 17 悩みや困ったときの相談先 

仲良い先輩 

相談する勇気がない 

相談しない 

異性の友だち 

クラブチームの友・先輩など 

 

問 18 悩みや困っていること 

拉致問題 

社会問題 

嫌いな人のこと。 

金欠 

顔、性格 

学校 

過去のいじめ 

どっちを選ぶか 

お金について 

 

問 18-1 ＳＮＳなどインターネット関連のトラブルの内容 

変な地雷サイトを踏んだ 

知らない人に悪口を言われた。 

 

問 19 お金のことなど経済的な理由で、できなかったこと 

Ｌｉｖｅに行く 

 

問 20 希望する支援制度 

大学、高校の無償化 

親の給料を上げてください 

学校私服 
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一人でおちつける場所 

お金をもらえるところ 

 

問 22-3 アルバイトして思ったこと 

対人関係で嫌になりやめました。 

 

問 22-4 アルバイトで得た収入を使った先 

その他の意見はなし 

 

問 23 家庭での手伝い 

服をたたむ 

配ぜん 

親が困っていること 

ペットの世話 おふろあらい 

たのまれたらやる。 

お店のお手伝い 

 

問 24 小さい子どもとかかわったことの有無 

近所の子と遊ぶ時 

学校の下級生のお世話 

学校で１年生とかかわった。 

いとこなど親族との交流で時々たずさわる 

６年生の時に１年生の世話をした。 

 

問 25-2 結婚したいと思わない理由 

人間関係がむずかしいため 

経済的な事がよく分からないから 

こんな自分じゃ、駄目だかと。 

お金関係がむずかしいから 

 

問 26-1 子どもを育てたいと思う理由 

人生経験になる 

自分ができなかったことをさせてあげたい。 

子どもの成長を見たいから 

子どもがかわいいから 
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問 26-2 子どもを育てたくない理由 

地球の人口が増加しているから 

人が好きじゃない 

結婚できないから。 

お金関係がむずかしいから 

 

問 27 夫婦での間での家事・子育ての分担等の考え方 

分からない(3件) 

知らない 

親が離婚しているからわからない 

特になし 

お互いが出来る時にすればいい 

 

問 32 インターネットを使って良かったこと 

知らない人とつながってたのしかった 

趣味が増えた 

自分を求めてくれる人ができた 

趣味が増えた(2件) 

ゲームの報酬を獲得しやすい 

ゲーム 

イベントに行きやすい。外出しやすくなった。 

 

問 33 インターネットを使って良くなかったこと 

目が悪くなった(6件) 

部活でもっていけないとか何かあった時に不便。 

成績は下がってないが、勉強時間が減った。 

広告 

画面を長い間見てしまう 

ブスっていわれたこと 

 

問 34-1 立川市が好きな理由 

自分の家があるから 

自分が住んでいるから 

今の友達に会えたから 

ラーメン屋が多い 

ふるさとだから 

たまにテレビで紹介されるから 

施設がそろっているから。 

くるりんがかわいいから！ 
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いなかでもなく、都会でもないから 

アニメなどの文化を理解してコラボなどもしてくれているから 

あいさつがとびかっているから 

 

問 34-2 立川市がきらいな理由 

都心から遠い。 

くさい、〇〇がじじい 

 

問 35 大人になっても立川市に住みたいか 

就いた仕事による 

何も思わない 

どうでもいい 

スウィートアイランド 

 

問 37 「子どもの権利条約」を知っているか 

その他の意見はなし 

 

問 38 「子どもの権利条約」で特に大切なこと 

自由 

思わない 

最終的な決定権を自分でもてる、と 

知らない 

エンジョイできること 

９は教育に悪いことはのぞく 

 

問 39 「子どもの権利条約」で、大人に心がけてほしいこと 

無駄なことでおこらない 

子どもだけでなく自分の事も考える 

子どもだからといって適当にうけながさないで。子どもは傷つきやすいから 

すぐにどなるのをやめてほしい 

お金をあげる 

 

問 40 「子どもの権利」は尊重されているかどうか 

あなたはどう思いますか 

 

問 41 「子どもの権利」が広く知られていくことの意義や効果 

本当のことが言えるようになる。 

何も変わらないと思う 
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第６節 ひとり親（18 歳未満の子どもを扶養する配偶者のいない父または母）家庭

の保護者 

問１ 続柄 

その他の意見はなし 

 

問 4(3)① 第１子のお子さんの状況 

大学生(12件) 

大学院生 

私立大学生 

 

問 4(3)② 第２子のお子さんの状況 

大学生(3件) 

専門学校生 

 

問 4(3)③ 第３子のお子さんの状況 

その他の意見はなし 

 

問 4(3)④ 第４子のお子さんの状況 

その他の意見はなし 

 

問 4(3)⑤ 第５子のお子さんの状況 

その他の意見はなし 

 

問 4(3)⑥ 第６子のお子さんの状況 

その他の意見はなし 

 

問 7 ひとり親になった理由 

離婚した配偶者が死亡 

 

問８ ひとり親になって困ったこと 

両親の介護の為仕事につけなかった 

離婚調停後すぐに養育費減額調停を起こされた。 

体調が悪かったが何もケアできなかった。 

将来が不安だった。 

市役所へ手続きにいく時間をつくるのが大変 

市の相談窓口に行ってがっかりした。 

子どもの病院・ＤＶ元夫から見つからないように 

学業との両立、保育園を少し遠い場所にさせられそうになった 
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手続き等が平日しか行けず仕事を休む必要があった。見てくれる家族がいない時に仕事を休めず困った 

問９ ひとり親になったあとで、利用したサービス 

短期入所 

シルバーセンター 

ショートステイ 

ケアサービス 

学童保育は以前から利用していた 

親に同居してもらった 

 

問 10-1 就労形態 

フルタイムだが週４日 

自営(2件) 

現在、育休中 

 

問 10-2(7) 土曜日の就労状況 

ほぼ毎週（休日が出勤多い） 

必要なら出勤 

年に４～５回 

シフトの状況によりいろいろ 

１月～３月 

 

問 10-2(8) 日曜日・祝日の就労状況 

日曜日毎週出勤、祝日休日 

祝日は出勤 

祝日たまに 

仕事が休み時にバイトしてます 

仕事がたまった時 

 

問 10-3 仕事を探しているときに困ったこと 

離婚での差別をたびたび感じた 

知的障害のある子どもが居るので、時間制限で困ってます 

就労中の仕事を継続したため 

仕事に費やす時間と子育ての時間のバランスを取る事を考えなければならなかった事。 

子どもの特別支援学校への送迎 

学童に入れる年令ではないもののまだ放課後１人にすることが不安な小学生がいたため、正社員を考えら

れなかった。 
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問 10-5 転職を希望する理由 

もうすぐ８歳で市からの援助がなくなってしまう為 

派遣なので 

自分の健康面を考えて 

残業が多すぎるから 

勤務時間が短い 

 

問 10-6 現在就労していない理由 

障害で働けない 

出産した為 

手術をして働けなくなった 

育児休暇 

 

問 11 希望する就労支援 

年齢制限がないこと 

年齢、経験、資格がなくても、できる仕事がほしい 

手当 

相談会などがライトなものかヘビーなものかあらかじめ知っておきたかった。シングルでないお母様方の

相談会的な所へ案内されて困ったことがあった。１０年程前です。 

生活費の支援 

生活するためのお金 

障害児を抱えた人に対し十分な分なサポート 

自分自身は困らないが上述の内容は必要だと思う 

子どもが体調不良時の預かる場所安い所 

家事のサービス支援 

親の介護と子育てとの両方をしながらも働ける仕事の情方や支援 

２や４がもっとわかりやすく情報が手に入る（役所に向かわなくとも） 

 

問 12 生計の中心者 

長男 

 

問 13 家庭の収入源 

預金 

手当など 

失業手当て 
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問 16 お子さんの修学資金 

貯金 

生活保護 

生活費から 

就学援助金 

公的手当、生活保護費 

公的手当 

銀行ローン 

 

問 18-1 養育費の支払いの約束 

調停調書 

調停 

公正証書作成 

 

問 18-4 養育費の請求や受けとりについての相談先 

母子寮の寮長やサポートくださった方々 

相談する必要なし 

相談していない（10件） 

請求する気はない 

支払い能力がないので請求不能 

家庭裁判所 

あえて相談してない 

相手と連絡が取れない 

相手が弁護士をたてた 

 

問 19 自分にとって子育てを楽しいと感じるかどうか 

子どもたちが小さかった時はとにかく余裕がなかった。大きくなるにつれ、話も出来る様になり、今はす

ごく楽しいし幸せです。 

 

問 21 気軽に相談できる先 

友人 

訪問看護師、ヘルパー 

内容にもよる。本当のつらい事は言える人はいない 

どこに相談に行くべき子どもの状態であるかよくわからない 

職場の方々 

自分の親 

学校の先生 

家族会議 
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問 24 お金のことなど経済的な理由で、子どもに対してできなかったこと 

引越（家が狭すぎるので） 

大変でも出来るだけやらせた 

これから大学受験に向けての塾に通わせることができない 

 

問 25 希望する支援制度 

大学の学費補助（3件） 

制服以外のリサイクル 柔道着、体操着、体育館ばきなど 

自分には必要ないが、社会的には必要と思う 

考えたことがない 

インフルエンザ予防接種代金の減免 

 

問 27 子育てをしやすい社会に必要だと考えられること 

低所得者や母子父子家庭への住宅保障や支援 

中・高校生の自主出来る場所、～２１時まで使用できる。 

大学までの無料、給食費用無料医療費０歳まで無料 

障害児の親への十分なサポート 

企業の子育てに対する理解 

学童保育の年齢の拡大 

親の健康状態の調査・支援 

ひとり親本人の精神の安定 

子どものいない世帯や社会に対する子育ての重要性や理解・子どもと一緒でも、もしくは子どもでも一般

の人（子どもがいない人）と同じ様に過ごせる社会 

 

問 28 お子さんにあいさつや言葉かけをする場面 

入浴前 

しょっちゅう 

仕事が終わって家に向かう時 

おフロ 

いつでも会話してます 

いつでも、いつも、常に 

 

問 29-1 お子さんとの間の約束やルールの内容 

人の話を人の目を見て聞く。食べ物を見て食べる。よそ見をしない。 

早く寝ること 

食事マナー等 

障害児特有のものです。人の悪口を言わない等。 

言葉使い(2件) 
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問 31 お子さんの悩みを知っているかどうか 

未就学児 

まだ幼いので悩みというのがわからない 

話してくれることは分かっているが全てを話してくれているかわからない 

悩んでいない。 

悩みが無さそうに見える いつも楽しそうにしてる 

小学生の方はだいたいわかる。中学生の方はすべて話してくれてるのか、反抗期もありわからない。様子か

ら判断して何かありそうな時は声かけしている 

子どもが話してくれたり、知人から聞いているので知っている。 

子どもが小さいのでわからない 

気付いていない、知らないこともあるはず、という不安がある。 

 

問 35 子育てに関する情報の入手先 

病院 

必要ない(2件) 

職場 

インターネット 

 

問 37 子育て中において、災害に際して不安を感じること 

病気なのでケアができるかどうか。薬など。 

障害を持った子の理解が得られるか（避難所で） 

災害後の食事・体調管理 

子どもが災害情報を入手できるか 

医療機器がどこまで使えるか 

 

問 38 災害時の避難先や連絡手段などの対応について、お子さんとの話し合いの状況 

必要とは思うが話していない 

話すきっかけが無くあまり話していない 

話してもあまり実感がない為よく聞いてもらえない。 

とくになし 

特にそういう話はしない 

知的障害があるので伝わってるか難しい。 

 

問 40(1) 「仕事時間」と「家事（子育て）・プライベートの生活時間」の優先度（希望） 

勉強時間 

子どもの介護と仕事の両立 

子育て、自分の時間 
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問 40(2) 「仕事時間」と「家事（子育て）・プライベートの生活時間」の優先度（現実） 

子どもの介護と育児 

子育てに理解のある職場の選択により、できうる限り学校行事などに参加する。仕事も手を抜かない。 

 

問 43 「子どもの権利条約」を知っているか 

その他の意見はなし 

 

問 44 「子どもの権利条約」で特に大切なこと 

子どもも１人の人間として尊重され、肩身が狭い思いをしない事 

子どもの気持ちを周囲の大人が邪魔しないこと 

子どもの命が守られる事 

教育の機会に大きな差がないこと 

 

問 45 「子どもの権利条約」で、大人として心がけたいこと 

子どもの言ってる事を全て鵜呑みにせず自ら調べてから判断する 

子どもがまだ苦手とする、対人関係を良好にする方法などを、適した場で、提供する。 

子どもがはずかしいとかおかしいなと思わない様に行動する 

 

問 46 ひとりの大人として「子どもの権利」を尊重しているかどうか 

よくわからない 

 

問 47 「子どもの権利」が広く知られていくことの意義や効果 

メリットデメリット両方あると思う 

被害を受けている子どもで、それがおかしなことであると気づけない場合があるが、そういうことに関し

て非常に有意義であると思う。一方、内容を見ると、あたり前のことばかりである。権利条約を読まなけ

ればならない大人ばかりであるとすると怖いくらいである。しかし、縦社会が、失われていっている時代

においては、小さい時から、こういったことは、いけないとかやるべきとかを知って、大人になることが

必要であると思う。その子が、大人になった時にその子どもたちを育てるのに必要であるので。 

周囲の大人の対応次第で良くも悪くもなる 

子ども自身が、自分を大切にするようになる。 

子どもが安心感を持つ 

虐待までいかないまでも家族とうまくいかなかったり、家に居場所のない子が減るのではと思う。親と子

の不当な上下関係がなくなることで。 
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