参考資料２

府中市次世代育成支援に関する市民意向調査
１

就学前児童調査

自由回答の抜粋

自由回答（問 45）

市の子育て支援施策について、自由記述形式でたずねたところ、全体で 727 件の回答があ
った。以下に主なものを掲載する。
（

）内は子どもの年齢とアンケートの記入者である。

（１）保育サービスについて（206 件）
◆保育所・幼稚園の不足（124 件）
・ 府中市は他の市町村に比べて保育所入所希望者の待機児童がかなり多く感じます。それだ
け子育てには適した環境だと思いますが、保育所の数が足りてないのではないでしょうか。
（５歳、父）
・ 来年幼稚園入園予定でしたが、抽選に外れてしまい待機保育になってしまいました。幼稚
園にいけるのを楽しみにしていた娘との自宅での待機保育は毎日辛いものがあります。
（２歳、母）
・ 両親ともにフルタイムで仕事をしていましたが、２歳７ヶ月まで公立に入所できず、13 年
勤めた仕事を辞めました。
（４歳、母）
・ 就労したい時に第１希望の保育所に子どもを容易に預けられると良いです。
（２歳、母）
・ 待機児童の解消を強く望みます。入所できた場合とできない場合の負担の差が大きく、現
状は大変不公平だと思います。
（１歳、母）
・ 保育園の受け入れ人数を増やして欲しい。なかなか入れずとても困っています。
（４歳、母）
・ 各保育所の定員増をストップして欲しい。クラスごとの人員が多すぎて危険な光景をよく
見かける。
（５歳、母）

◆入所における選考について（24 件）
・ 引っ越してきたばかりで、両親ともに働いていて、近隣に預けられる人もいないのに保育
園入所希望をしても入れない。親が早く帰宅している人が認証保育園へ通っているのに、
全く入園させてもらえない。（３歳、母）
・ 正社員の産休中の人がのほほんと公立に入所できて、しかも兄弟姉妹入所（同所）できる
のがおかしい。無認可に渋々預けても補助金も出ないのはおかしい。
（５歳、母）

◆保育料について（18 件）
・ 幼稚園の保育費が高いので、助成金が多いと助かります。
（３歳、母）
・ 認可保育園に入れず、認証保育所に入れました。高額な保育料を負担せねばならず赤字で
した。市の事情で入れないのだから、その分の補助をしてもらいたいです。
（５歳、母）
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◆保育所の民営化について（15 件）
・ 公立保育園の民営化に反対です。市としてはコストダウンなどメリットはたくさんあるの
かもしれませんが、私たち親にとって先生の数が減る、代わるだけで十分デメリットです。
少子化のこの時代で、どうして子どもたちのことで満足な子育てができないのか疑問です。
（２歳、母）
・ 保育所を民営化するのであれば、金額（運営費）などでなく、子どもたちにとって保育の
内容、保育する人数がしっかり確保できるものにして欲しい。（１歳、母）

◆保育時間（土日祝、深夜、延長保育）について（14 件）
・ 職種によっては、土日が仕事の人もいるので、別料金などではなく、日曜日に保育園で子
どもを預かって欲しい。
（０歳、母）
・ フルタイムで復帰する場合、20 時まで保育延長できないと続けることができません。（０歳、
母）
・ いざ仕事をしたくても、幼稚園や学校に行っている間はいいが、春夏冬休みに子どもを預
けるところがなく困っている人が多い。（５歳、母）

◆保育士の増員への希望（４件）
・ 保育士の減員に伴い、先生方の疲労がピークになってきているのを感じます。保育士の方々
が充実して働ける環境があってこそ、安心してわが子を任せられるので、是非市職員（保
育士）への待遇をご考慮ください。
（５歳、母）

◆その他（７件）
・ 姉妹で保育園が同じになるよう配慮してください。今別々ですが、送迎がとてもつらく大
変困っています。（０歳、母）
・ 子育て支援は市がしっかり責任を持ってやっていくべきであり、そのためには公立の保育
所を子育て支援の中心にして地域に根ざした保育所になっていって欲しい。
（５歳、母）

（２）経済的支援や優遇措置のあり方について（49 件）
・ 子育て関係の助成（児童手当、乳幼児医療助成）の更なる充実をお願いしたい。
（１歳、母）
・ 育児手当は収入に応じて金額を変えた方がいいと思う。子どもを育てるにあたって、本当
に必要としている人に手厚くするべき。（４歳、母）

（３）遊び場について（45 件）
・ 子どもが安心して遊べる公園をたくさん作ってほしいです。ボール遊び、スケボーなど、
なんでも危険と禁止してしまっては、子どもがのびのびと育ちません。ＢＭＸ、スケボー、
バスケ、テニス、サッカー、野球など、いろいろなスポーツができる場所を作ってもらえ
るとうれしいです。
（３歳、母）
・ 子どもがしっかり歩けないので、雨の日の遊び場に困ることがよくあります。
（０歳、母）
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・ 近所の公園にたまに遊びに行きますが、タバコの吸殻やカップラーメンの食べ残しゴミな
どが、よく散乱しています。砂場も猫のフンやゴミがあり不衛生です。気づいたときに拾
っていますが、定期的に清掃するサービスがあれば、もっと安心して子どもを遊ばせられ
ます。（０歳、母）

（４）子ども家庭支援センター「たっち」について（39 件）
・ たっちは市内、市外からたくさんの人が来ていて、声をかけても遠方に住んでいたり友人
になりにくいので、首からかける紐の色を地域で変えるなどして友人になりやすいように
して欲しい。また、グループできている人が多く、一人で行くと場違いな感じがするので、
スタッフの人は一人で来ている人にもっとフォローして欲しい。
（０歳、母）
・ 少し厳しい気がします。子どもの横についてずっと見てないと注意されたりもしました。
監視されている気がします。（１歳、不明）
・ 小学生でもきょうだいの場合、入場できるとか、きょうだいの年齢差をカバーして預かっ
てくれるところが気軽に利用できるようになると助かる。
（５歳、母）

（５）広報・ＰＲをもっと積極的に（34 件）
・ 広報はポストインしてほしい。取りに行かなければいけないのは不便きわまわりない。全
戸配布はできないのでしょうか。
（１歳、不明）
・ 子育ての情報をインターネットでもっと公開してほしいです。利用についてもネットで予
約できるとよいのですが。難しいところでしょうか。
（０歳、母）
・ 未就学の間は市で発行している「子育てのたまて箱」を１年に１回郵送していただきたい。
何も知らないで気づかずにいる状態のことが多いです。
（５歳、母）

（６）子育てと仕事の両立について（33 件）
・ 女は仕事をするなら、家事育児を全部一人で抱え込まなくてはならない。主婦が働きやす
くなるかどうかは、ワーク・ライフ・バランスとやらが日本の企業にどれくらい受け入れ
られるかにかかっているんじゃないかと思います。（０歳、母）
・ 産前後に休める制度があっても、会社の周囲の人が快く制度の取得に賛成してもらえなか
ったら、実際は利用できないと思います。その場合には、ある程度お金のかかるサービス
も利用せざるを得ないので、金銭的な援助ももらえるとありがたいと思う。
（５歳、母）
・ 通勤時間短縮の支援として、サテライトオフィスの提供があるとありがたい。
（２歳、母）

（７）子どもの医療費について（32 件）
・ 医療費を義務教育の終わる中学３年生まで免除する制度を１日も早く作って欲しいです。
物価が上がるけど収入は変わらずで、医療費はかなり家計を圧迫しています。
（３歳、母）
・ インフルエンザ等の予防接種も助成して欲しい。
（３歳、母）
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（８）一時預かりについて（32 件）
・ ファミリーサポートセンターの認知度向上を期待します。システムがきちんとしていて継
続的に利用をしたかったが、地域ごとに提供会員の登録に格差があり、申し込み当初地域
内に提供会員の登録がなく利用できなかった。
（３歳、母）
・ 急な用事で預けたい時に預けられる一時預かりができる場所の充実もお願いしたいです。
（１歳、母）

（９）子育て支援、施策の方向性について（26 件）
・ 子どもを３人以上持っても安心して子育てができるよう、将来にわたって明るい見通しが
立てられるよう、支援をお願いします。（４歳、父）
・ 子どもが３歳になるまでは最低産んだ母親本人が概ね責任を持って家で育てた方が良いの
ではないでしょうか。長い人生の中のほんの３年間、母と子が密に接することができるよ
うな子育て環境にして欲しいと思います。
（０歳、母）
・ 母が働くために色々な施設ができたり、保育園の利用時間の延長など工夫がされています
が、すべて大人目線。子どもが病気の時、保育園にいけないほど具合が悪いのに、いつも
会う人、場所ではないところに預けられ、安心して休めるとは思えません。少子化に向け、
ハード面よりソフト面への働きかけが必要になってきているのではないでしょうか。（０
歳、母）

（10）安心・安全のまちづくりについて（24 件）
・ 公園で遊ばせるのにも心配になる事件が多いため、公園に防犯カメラの設置を希望します。
（４歳、母）
・ 通学路が車が多くて危ない。通学時間などは車を規制するなどの対応が必要。小学校など
は、各学校によってではなく、府中市のすべての小学校で集団登校を行うべきである。小
さい子（１、２年生など）は車の視界に入りづらいので事故にあいやすい。
（５歳、母）

（11）病児・病後児保育について（18 件）
・ 病児保育を充実してほしいです。
（０歳、母）
・ 病気の子どもを預けられる施設を増やしてほしい。夜に熱が出て、次の日にはすぐに預け
られるような所が増えると、とても気が楽になります。
（２歳、母）

（12）講習会、講演会、イベントについて（17 件）
・ 両親学級や離乳食の講習会など、一子目のみのものが多く残念です。一子目のときは働い
ていたため出席できなかったので、二子目以降で出席したかったのですが叶いませんでし
た。
（２歳、母）
・ 土日に参加できる親子イベントやセミナーを充実させていただきたい。
（２歳、母）
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（13）施設などの地域差について（15 件）
・ すべての施策は府中駅近辺を中心に行われており、他地域では無策同然です。教育も市内
ですら格差が生じています。（５歳、不明）
・ 子育て支援サービスが府中の中心に多く、地域差があるように感じる。小さい子どもを連
れての遠出はなかなか難しいので、まんべんなく行われると良いと思う。（１歳、母）

（14）学童保育について（13 件）
・ 学童の保育時間を保育所と同じ７時までにして欲しい。都内に勤務とはいえ、６時にお迎
えは不可能。短時間勤務は就学児にはない。今の状況だと５時に下校して親が帰るまで一
人で家で過ごすことになり、安全性に不安。
（３歳、父）

（15）障害者の施策・支援について（12 件）
・ 障害のある子どもたちの遊び場や預かり所を増やして欲しい。（２歳、母）
・ 「すくすく保育」や「気になる子対応」等、発達障害児等に対する支援を更に拡充してい
ただければと思います。
（４歳、母）

（16）妊娠・出産における費用（11 件）
・ 妊娠・出産における医療費減額の実現。子どもを産みたくてもお金の心配をしなくてはな
らないのは苦しい。
（３歳、母）
・ 妊婦健診を無料で受けられる回数を増やして欲しい。
（１歳、母）

（17）相談機関について（11 件）
・ 母親は育児でストレスを感じている人が多いと思います。話をするだけでも、解消できる
ので、そういった場や機会を増やしてほしいです。（２歳、母）
・ 子育て支援は特に乳児や幼稚園児にたくさん見つけられますが、実際、小学校の子は反抗
期等があり、感情を自分でコントロールできず、親にあたることが多いです。そんな時、
母親がどのように対処したらよいか、困ったことを相談できる専門家を市でもおいてほし
い。市の発達相談に電話すると、いつも同じ人が出て、説教じみたことを言われると非常
に腹が立ちます。電話でそのような状態なのに、わざわざ市の施設にまで出向いてカウン
セリングを受けたいと思いますか？なにかもっと違う形にしてほしい。せっかくそういう
所があるなら、もっとクオリティを高くしてほしい。
（４歳、母）

（18）就職支援について（９件）
・ 出産後、再雇用できる制度が充実していないと、働きたいと思っても働くことができない
と思います。
（１歳、母）
・ 就労を希望している親に対して、何か助けてもらえるようにお願いしたいです。子どもを
つれての活動は難しく、といって、預けるには相当の料金がかかります。（１歳、母）
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（19）母親同士の交流の場について（９件）
・ 不規則な時間帯での仕事をしている人にとっては、なかなか子育てサークルや地域交流へ
の参加が難しい現状です。
（４歳、母）

（20）産科が少ない（８件）
・ 府中市は産科を取り扱っている病院が少なく、また費用も高い。
（３歳、母）

（21）市の職員について（７件）
・ 市の職員の中で、子育て経験のある人を担当に配置してほしい。
（２歳、母）

（22）就学後の支援について（７件）
・ 子どもが保育園の時はまだ働きやすかったと思いますが、小学校に入学すると、学校のＰ
ＴＡ関係の負担が大きく、母親が仕事を減らすしかありませんでした。小学校の子どもを
持つ母親の負担を軽くしていただけるような対策を希望します。
（５歳、母）

（23）文化センターについて（７件）
・ 文化センターを時々利用するのですが、お弁当やごはんを食べられる場所があったら便利
だなあと思いました。
（２歳、母）
・ 文化センター内の児童館が小学生向きなので、幼児は利用しにくい。幼児から楽しめる遊
具など置いてほしい。
（３歳、母）

（24）感謝（23 件）
・ 府中市は子育てをするにはとても良い環境で安心して子育てをしております。サービスも
充実していていつも感謝しております。（１歳、母）

（25）アンケートについて（26 件）
・ 細かいアンケート項目に期待を込めて記入しました。日頃、子育てをしている人たちにと
って、これらの内容は切実なものです。是非、この結果を生かしてほしいです。
（１歳、母）
・ このアンケートの質問は「～したくない」となっているが、親の思いでしたくない訳では
なく、「利用せざるを得ない」というのが、働く親の現実だと思う。
（０歳、母）

（26）その他（14 件）
・ 府中市は頑張っていると思う。ただ、中高生の態度が心配。
（１歳、母）
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２

小学生調査

自由回答（問 48）

市の子育て支援施策について、自由記述形式でたずねたところ、全体で 367 件の回答があ
った。以下に主なものを掲載する。
（

）内は子どもの学年とアンケートの記入者。

（１）学童クラブ・放課後子ども教室について（44 件）
・ 次の世代を担う子供たちにもっと目を向けてください。３人共に保育所、学童と、市の施
設を利用してきましたが、年々学童の指導員の質の低下を感じます。学童は子供たちが家
に戻るまでの時間を過ごす場で、自宅と同じようにほっとできる、異年齢の子供たちとの
交流ができる場です。子供を管理する場ではありません。近年、管理的指導員が目に付き
ます。放課後子ども教室も、低学年、長時間保護者不在の子供には、送迎時の不安も残り、
今のところ利用する気持ちになりません。二つの事業(学童クラブ・放課後子ども教室)の安
易な吸収・合併なきように切に望みます。
（２年生、母）
・ 現在、放課後子ども教室に登録していますが、土曜日や夏期休みなどは、午前・午後を通
しての預かりをやっていません。お弁当もちで午前・午後を通して預かっていただきたい
と思います。
（１年生、母）

（２）医療について（44 件）
・ 子どもは、小学校、中学校になっても風邪はひくし、集団生活をしている以上、流行する
ものは確実にもらってくるので、医療費がばかになりません。できれば義務教育の期間は、
医療費は全額負担していただけると助かります。
（３年生、母）
・ 中学生まで医療費がかからないようにしていただきたい。
（４年生、母）
・ インフルエンザ予防接種への補助金助成をしてほしい。
（６年生、母）

（３）経済的支援や優遇措置のあり方について（29 件）
・ 経済的な支援の充実を望みます。少子化対策として、産む時の補助だけでなく、育ち盛り
には食費もかさむなどの現実に鑑みれば、所得に関係なく、子ども一人当たりの補助が望
まれます。
（２年生、母）
・ 子どもがたくさん居る人へのメリットが少ないと思います。経済的な負担が多すぎて、子
どもを預けたり、ベビーシッターを頼みたいが金銭的に預けることができないので、夜な
ど子どもだけで留守番させていますがとても心配です。
（５年生、母）

（４）子育てと仕事の両立について（24 件）
・ 子どもを人に預けることより、預けなくても働ける働き方を探す支援を考えてほしいです。
パートや在宅勤務、ワークシェアなどで短時間の勤務ができれば、子どもが親と過ごす権
利を失わなくて済むと思います。
（３年生、母）
・ 学校の役員などをすると、１ヶ月に１度は集まりがあるので、有給を使わなくてはいけな
かったり、子どもが病気で休まなくてはいけない時に有給が使えなくなってしまったり、
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仕事をもっている女性にはかなり厳しい現実です。育児休業もあるものの、実際にはとり
にくい現在の状況が変わればいいと思います。休業明けの自分の居場所がなくなる…と思
うと、出産後早々に仕事に就くことになります。若いうちはいいですが、やはりある程度
の年齢になるとそのおつりが必ずやってきます。出産は病気ではないけれど、休養は必要
だと思います。十分な子育てもしてあげたいと思います。
（６年生、母）

（５）子どもの安全確保について（21 件）
・ 通学路の街灯が少なすぎる。新田川緑道、分梅橋周辺は、この季節下校時間は真っ暗です。
人の影すら確認できません。（６年生、不明）
・ 防犯パトロールはボランティアが主にやっているのが現状だと思います。しかし、子ども
が巻き込まれる犯罪や不審者情報が多いので、ボランティアだけでなく、市として目に見
える形で対策をとってほしいです。パトロール専任の職員がいたり、雇ったり(シニア世代
など)、委託したりしてもいいのではないでしょうか。公園など毎日ひとりはパトロールし
ている方がいるととても安心です。
（２年生、母）

（６）保育所、幼稚園の不足について（19 件）
・ うちの子供は２人で、２年前に引っ越してきました。共働きなので長男は学童に入れまし
たが、長女は保育園に入れませんでした。２年半たった今でも待機児です。引越しする前
の保育園に今でも 30 分かけて通っています。
「待機児童０」をお願いします。
（５年生、母）
・ 府中の保育園の数が少なく、入れる見込がないことに不満です。もっと外で働きたいと思
っている人は多くいると思います。子どもを安心して預けるところがなければ、どうにも
なりません。
（１年生、不明）

（７）広報・ＰＲをもっと積極的に（19 件）
・ 育児は悩むことが多く、私は「たっち」の相談窓口などを利用させていただいていますが、
知らない母親が多いと思うので、育児専用の広報があればいいなと思います。
（１年生、母）
・ 子育て支援策をいろいろとなされていると思いますが、ふだん仕事で忙しいと、なかなか
情報を得る機会がありません。必要な情報が手に入りやすい方法を考えていただけたらと
思います。子どもが小さいうちは、様々な小冊子をいただきましたが、今はそういうもの
をいただくことはなくなりました。「こんな時は、こんなサービスがあります」といった、
場面に応じたサービスがわかるようなものがあるといいですね。
（２年生、母）

（８）子育て支援施策の方向性について（18 件）
・ 保育時代の支援はとても充実していると思います。でも小学校に進むと、すべて「ばちっ」
と切られて大変困っています。今日からこうなります、と昨日今日での制度変更で子ども
が対応できると思いますか。親も結局仕事をやめたり、その他サービスを探したりとすご
く手間がかかり、その精神状態は良いものになりません。本当に大切なことは何かという
目的を明確にし、制度の見直しをお願いします。
（１年生、母）
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・ 仕事を優先している親達のためのサポートは整ってきているように思うが、反対に、その
ためにさみしい思いをしている子ども達のためには、どうしたら良いのかを、もう一度考
えてほしい。きちんと向き合う時期に子どもと親が向き合えず、さみしい思いから、悪い
ことに手を出してしまう子も多いと聞きます。親の「声」を聞くと同時に、子ども達の「声」
も聞いてほしいものです。
（４年生、母）

（９）学校教育への要望（15 件）
・ 子育て支援というと、就学前から小学校低学年についての対策が多いが、手がかかるこの
時期よりも実はお金がかかる小学校高学年から中学に向けての経済的負担が子どもを産め
ない一番の理由ではないかと思います。とにかく教育にはお金がかかり、学力の二分化も
進んでいると思います。公立の中学のレベルを一定化にするようにしてもらいたい。それ
が無理なら調布市のように学区をはずしてもらいたいと思う。同じ市民税を支払っている
のに評判の悪い学区の中学に進まなくてはならないのは、たまたまそこに住んでいたから
です。ぜひ学区をはずし、自由に選択できるようにしてください。
（３年生、母）

（10）一時預かりサービスへの要望（14 件）
・ 「しらとり」は子どもが小さい頃大変お世話になり、先生方も皆いろいろ楽しいことを考
えてくださって、とてもよい思い出になりました。しかし「たっち」は、子どもを預ける
際に手続きなどがとても面倒で、せっかく駅前にありながら、簡単に利用することができ
なかったので、すぐ利用しなくなった。証明書を忘れたら入れなかったり、預けるときは
前日にいろいろな手続き、用意をしなければならなかった。
（５年生、母）
・ 学童後の保育を充実させてほしい。現在高倉トワイライトを利用しているが、出張の際な
どショートステイも利用できるようにしてほしい。以前相談に行ったら、｢事前登録が必要
で、今は担当できる人が少ないので無理でしょう｣といわれ、登録できなかった。
（３年生、
母）

（11）市の対応について（13 件）
・ 職員に子どもがいない人ばかりなのかと思うことがある。子育て支援なら、子を持つ父母
の職員であたるべきではないか。
（２年生、母）

（12）遊び場の充実を（12 件）
・ 高学年の子どもたちが思い切って遊べる場所があるといいです。公園でボール遊びをして
いても、近所の大人に冷たい目を向けられ、注意されたりする姿は気の毒です。多少無茶
はしたいお年頃なので、自由に野球やサッカーのできる所ができればありがたいです。
（１
年生、母）
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（13）大人向けの教育・交流の場の充実を（12 件）
・ 市の母親学校など、初めての出産、育児をする人たちには手厚いサポートがたくさんある
のに、２人目になると母学や離乳食つくりの教室には参加できない。ひとり生んでいれば
経験はあると思うが、２人目、３人目を生み育てるのは初めてだし、忘れてしまったこと
もある。上の子との接し方や１人目のときとは違う悩みや不安もあるのだから、もう少し
２人目ママ、３人目ママにも、やさしいサポート、参加できるクラスがあるとうれしいで
す。
（１年生、母）

（14）子ども向けのイベント・教室の充実を（10 件）
・ 子どもの料理教室や手芸教室など、ルミエール府中やグリーンプラザでもっと回数を増や
してやってほしいと思います。また子どものための音楽のコンサートもどしどし実施して
ほしいと思います。
（３年生、母）

（15）子どもたちの居場所づくりに対する要望（10 件）
・ 渋谷にある東京都児童会館のような、天候に関係なくいつでも楽しめ、工作なども自由に
作れる児童館が、府中市にもあったらいいなと思います。府中の森公園に美術館もいいけ
れど、係りの人が何人も暇そうにしている美術館より、さわったり、つくったり、楽器を
演奏したり、申し込んだ人でなくても好きに遊べるスペースがあったら、どんなにいいだ
ろうと思います。子供同士で安全に遊べる場所の確保をお願いしたいです。
（３年生、母）

（16）障害のある子ども向けの支援について（６件）
・ 親の具合が急に悪くなると、学校への送迎が出来なくなり休まざるを得ません。私が 40 度
の熱を出し、自転車でフラフラになりながら送ったこともあります。普通の子どもの居場
所の前に、障害を持っている子どもが普通に学校に通え、地域のイベントに参加できる、
当たり前の生活ができるようにしてください。
（１年生、母）

（17）子ども家庭支援センター「たっち」について（６件）
・ たっちは駐車場が有料なので、預けたり、引き取る際にもお金がかかる。遠い人達には結
局使いづらい。
（１年生、母）

（18）ひとり親世帯への支援について（５件）
・ ひとり親家庭のためのヘルパー制度を利用させて頂き、とても助かっています。経済的援
助よりもはるかに良い面が多いです。ファミリーサポートであるような送迎（学校から習
い事、あるいは保育園のお迎え）をこの制度に組み込んでいただけると、時間の節約にな
り効率的だと思います。現在残業のために利用していますが、保育園のお迎えのために一
時帰宅して、再度家を出るという形をとっています。この時間そのまま職場に残れば、帰
宅時間が１時間半早まるのにと思います。
（２年生、母）
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（19）病児・病後児保育について（４件）
・ 病児保育所をつくってほしい。
（１年生、母）
・ 病児、病後児保育の施設を増やしてほしい。
（５年生、母）

（20）感謝・満足している（19 件）
・ 10 年前と比べ、良い方向へずいぶん改善されているように思います。
（５年生、母）

（21）アンケートについて（17 件）
・ アンケートに答えるのは私にとって大変なことです。普段から睡眠時間２時間しかないと
ころを削って答えるのだから、ちゃんとこのアンケートがいろいろな制度や子育てしてい
る人たちに反映されるようにしてください。
（２年生、母）

（22）その他（６件）
・ 夕方の鐘のなる時間が変わるのは不便。早くなる(冬の 4：30)のは良いが、夏に 5：30 にな
ると「５時に帰ってきなさい」といっても子どもが気づかない。そのせいか冬でも 5：30
に帰ればいいと思っている子もいて、子どもたちの帰宅時間が統一されない気がする。
（２
年生、母）
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３

中学生・高校生世代調査

自由回答（問 30）

市やおとなに対する意見、要望などについて、自由記述形式でたずねたところ、全体で 257
件の回答があった。以下に主なものを掲載する。
（

）内は回答者の性別、学年。

（１）住環境、道路環境、交通等について（48 件）
・ 四谷新道など、バス通りなのにちゃんとした歩道がなく、ひかれそうになったことがあり
ます。安全な道にしてもらいたいです。（男性、中学３年生）
・ ちゅうバスが１時間に２本だと、混んでて乗れないことが多い。
（女性、高校２年生）
・ 武蔵台の大きな道路の隣にある歩行者用の道に立っている自転車のスピードを落とすため
に設置されている柱についてですが、あれがあっては車いすの人が通れないと思います。
（女性、中学３年生）
・ 量を減らすことは確かに大事ですが、ダストボックス廃止で困る市民もいることを考えて
くれても良いと思う。
（女性、高校２年生）
・ ダストボックス廃止は止めてください。カラス被害がないことは誇りです。
（男性、高校２
年生）

（２）遊べる施設・スポーツのできる施設の充実を（41 件）
・ 公園を増やして欲しい。最近の公園は「野球はダメ」とか「サッカーはダメ」とかの看板
があって、正直辛いです。野球やサッカーのボールで「壁当て」ができる公園が欲しいで
す。
（男性、高校２年生）
・ 休憩できるところがあると嬉しいです。文化センター等は、ちょっとうるさくすると迷惑
になってしまうので、少し騒いでも平気な場所があると楽しいと思います。
（女性、中学３
年生）
・ 公園にバスケットコートをつくってほしい。
（男性、中学３年生）
・ 音楽スタジオはあったら使いたい。
（女性、高校３年生）

（３）大人は子どもの声を聞くべき（16 件）
・ 市内の小中高校から代表者何名かを呼び、組織を作って予算決議などの重要な会議等に同
席を許可したり、あるいは単なる意見交換だけもいいから、そういった機会が与えられる
と、より直接的に意見が反映できるはず。子どものことを考えるなら、子どもから意見を
聞くのが一番真っ当なのに、そういうことを積極的に取り入れない点に疑問を覚える。
（男
性、高校３年生）
・ ケンカになるとどうしてもこっちの意見が出せずに終わってしまう。親にはまず「聞く」
から入って欲しいと思う。
（女性、高校３年生）
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（４）市の政策に対する要望（16 件）
・ 税金を有効に使って欲しいです。例えば、他市の人が捨てたごみを処理したりするのに使
うのではなく、中学校などにも警備員を配置して欲しいです。（男性、中学１年生）
・ もっと発展させてください。地味すぎる気がします。
（女性、高校２年生）
・ 府中に住んでいる外国人の方と触れ合える機会をもっと作っていただきたいです。今ある
のは知っていますが、塾とかで時間が合わなかったりするので。
（女性、高校３年生）

（５）大人の子どもに対する決めつけ・押し付け・干渉等に対する不満（14 件）
・ 「女の子なんだから」、
「中学生なんだから」と言わないで欲しい。
（女性、中学１年生）
・ 大人はわかったように軽視して物事を言ったりしてくるけど、子どもの気持ちなんかわか
ってないと思う。助けられたり、守られたりしているのは確かだけど、私は約束を守らな
い大人は好きになれないです。
（女性、中学３年生）
・ 自分達の主義主張を一方的に押し付けないでほしい。
（男性、高校２年生）

（６）治安対策について（14 件）
・ 夜、塾などの帰り道に暗い場所があり恐いので、もう少し電灯を明るくして欲しいです。
（女
性、中学３年生）
・ 事故・事件などがおこらない安心して暮らせるようにしてほしい。
（女性、中学３年生）

（７）図書館に対する要望（10 件）
・ 図書館の休館日をなくして欲しい。せめて自習室だけは使わせて欲しい。
（女性、中学３年
生）
・ 中央図書館が利用しやすくなってうれしいです。ＣＤの種類を増やしてほしいです（特に
吹奏楽曲）。
（女性、高校３年生）

（８）大人の行動に対しての不満（９件）
・ 大人は子どもの見本になれるように頑張ってほしいと思います。
（女性、中学２年生）
・ 僕は親に、少なくとも同じマンションの住人にはあいさつをするように言われているので
行っていますが、大人があいさつを返さないことが多いのにあきれてしまいます。いまど
きの大人も情けない人が多い。
（男性、高校３年生）

（９）タバコのマナーについて（８件）
・ タバコのポイ捨てを止めてほしい。一人ひとりが「別にいいや」と思ってしていることが、
他の誰かには迷惑になっていること、不快な気持ちにさせていることに気づいて欲しい。
それが分かることで、マナーやルールが守られ、気持ちの良い生活が送れると思う。
（女性、
高校３年生）
・ タバコを身分証明書と一緒に店内だけでしか買えないようにしてほしいです。
（女性、中学
３年生）
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（10）学校の設備や教材等に対する要望（８件）
・ 学校ごとにクーラーがついていたり、ついていなかったりするので、全校につけて欲しい。
（男性、中学３年生）
・ 部活動のことで、同じ学校なのに他の部活と全然設備が違っていて、先生に言ったら、お
金がないと言われました。なんで同じ学校なのに、こんなに違うんですか。部活動のお金
は平等に分けるべきではないんですか。（女性、中学２年生）

（11）勉強面について（７件）
・ 大人になったときに「ゆとり教育の年代」として、あまり良くない待遇をうけるかもしれ
ない。某区のように塾講師を呼ぶなどはしなくても、何らかの対策を考えるべき。（男性、
中学３年生）
・ 小学生が英語を学びたいと思ったときに、学べる環境をつくってほしい。
（男性、高校３年
生）
・ 勉強を教えてくれる施設があるといいです。
（男性、中学１年生）

（12）お店を増やして欲しい（５件）
・ 府中市は、ごみもタダだし、緑が一杯で好きです。でも、お店が少ないです。立川や国分
寺みたいにお店を増やして欲しいです。（女性、高校１年生）
・ ブランドの洋服屋を増やしてほしい。若い人向きのお店を増やしてほしい。
（女性、中学２
年生）

（13）子どもの教育について（５件）
・ もっと子どもに厳しく接する教育現場が必要だと思います。「自分の意見を言う＝わがま
まを通す」と誤解している人が多くいる。このまま大人になるのが恐い。戦前の洗脳のよ
うな教育もどうかと思うが、今は僕たち子どもたちを厳しく育てるべきだ。
（男性、高校３
年生）
・ 子どもをちゃんとしかってください（特に公共の場でのマナー違反）
。
（女性、高校３年生）

（14）不登校・いじめ等について（５件）
・ 学校でいじめなどが起こった場合、先生たちが指導する時間、場所を作って欲しい。
（女性、
中学１年生）
・ 不登校になっている人のための救済の場をつくってください。（男性、中学３年生）

（15）先生に対する不満（３件）
・ もっと生徒のことを考えて欲しいと思う。差別しないで欲しい。何でもすぐに疑わないで
欲しい。先生たちができていないことを生徒に「やれ」といわないで欲しい。
（女性、中学
２年生）
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（16）感謝・満足・励まし（17 件）
・ これからも頑張ってください。
（女性、中学２年生）
・ 府中市は良い町だと思う。
（女性、高校３年生）

（17）アンケートについて（８件）
・ 一概に言えない質問が多すぎて困りました。私立か公立かの質問も必要だと思います。
（女
性、中学２年生）

（18）その他（23 件）
・ 学校で教師に制服が無いのはおかしいと思う。教えるならば相手の立場により近づけるべ
きだと思う。
（男性、中学２年生）
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４

ひとり親世帯調査

自由回答（問 32）

悩みや不安、必要と感じる支援などについて、自由記述形式でたずねたところ、全体で 103
件の回答があった。以下に主なものを掲載する。
（

）内は記入者の性別と年齢、末子の成長

段階。

（１）経済的負担に関すること（33 件）
◆各種手当に関すること
・ 児童扶養手当、児童育成手当の支援だけでは、生活が苦しくて大変困っています。（女性、
30 歳代、末子：小学校４～６年生）
・ 審査の基準が世帯の中の所得が一番高い人で決まってしまうため、何の援助も受けられず
時々困難を感じることがあります。親個人の所得を基準にしてはもらえないでしょうか。
（女性、20 歳代、末子：未就学）
・ 私は離婚後、息子と実家で暮らしています。母と妹の４人家族です。母はパートで妹は会
社員ですが、妹の年収が少し多いために児童扶養手当が打ち切りになってしまいました。
同居はしていても妹は妹の生活があるので、とくにお金をもらっているわけではありませ
ん。妹の年収でみるのではなく、母親の年収で判断するのが妥当ではないかと思います。
これからお金もかかるのに本当に困ります。
（女性、30 歳代、末子：未就学）

◆教育費に関すること
・ 国や自治体が行っている子育て支援は就学前の子どもや小学生向けのものがほとんどです。
確かに子どもが小さいころは親以外に子育てを支援してくれるサービスが大変重要ですが、
金銭面となると中学、高校、大学とあがるにつれ、家庭にかかる教育費等は、幼児のころ
にかかる費用の比ではありません。経済的な支援が必要なのはむしろ大きくなってからで
す。子どもの年代が変わればそれぞれ厳しい状況は違ってきます。国や自治体はその事実
をきちんと見極めた上で支援対策を考えてほしいと思います。
（女性、40 歳代、末子：中学
生）
・ あらゆる手当てが収入オーバーで削られた。子どもが大きくなるにつれて収入がないとや
っていけない。収入だけではなく子どもの年齢も考えてほしい。公立の中高一貫校に入れ
たいから塾に行かせているが、給料だけでは足りなく生活がきつい。塾に入れないと 15～
17 倍の倍率の学校に合格できないので格差を感じる。
（女性、30 歳代、末子：小学校４～
６年生）

（２）住宅に関すること（12 件）
◆公共住宅に関すること
・ 片親というだけで住まいを探すのも本当に大変でした。都営、市営など本当に大変な人を
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入居させてくれないという不信感で一杯です。空いているところへの早急な入居も対応が
遅いなと感じています。
（女性、30 歳代、末子：未就学）
・ 家賃が高く市営、都営を申し込みたく、何度か募集を見ましたが、３人以上ばかりで子ひ
とり、親ひとりの私はなかなか申し込めない。また、２人以上があっても学区を変えて子
どもに負担をかけたくなく、申し込めない。
（女性、30 歳代、末子：小学校４～６年生）

◆家賃に関すること
・ 市営、都営に入居できないとき、賃貸の家賃の支給をしてほしい。
（女性、20 歳代、末子：
未就学）
・ 家賃が生活費を圧迫しているので、都営住宅を申し込んでいるがなかなかあたらない。生
活保護をすすめる人もいるが受けたくない。生活費がぎりぎりで苦しいが家賃をどうにか
する制度があるとよい。
（女性、50 歳代、末子：中学生）

（３）育児、子育て、仕事と家庭の両立に関すること（24 件）
◆保育所や子どもの預け先に関すること
・ 認可保育園の待機児が多すぎると思います。認証の保育園だと料金が高くとても苦しいで
す。そういった問題に必要な支援があったらいいと思います。
（女性、20 歳代、末子：未就
学）
・ 子どもが病気のときに仕事を休みづらく、肩身の狭い思いをして休んでいる人がたくさん
います。そういった場合の預け先（公共機関）があるのは知っていますが、数が少なくい
つも定員オーバーとのこと。もっと気軽に利用できるようにそういう施設が増え、その情
報がたくさん入手できるようになることを望みます。
（女性、30 歳代、末子：小学校１～３
年生）
・ 子ども二人に障害があり、自分が体調が悪いときなどすぐに預ってくれるところがない。
自分に何かあったら子どもたちはどうなるのかと常に不安がある。
（女性、40 歳代、末子：
中学生）

◆教育や子育てに関すること
・ 子どもと過ごす時間が短いので、この先しつけなどが不安に感じられる。（女性、20 歳代、
末子：未就学）
・ 上の子どもが小学生となり、同じクラスの子や兄弟たちは塾やお稽古を習うことが多くな
る。勉強に遅れないように自分も必死で教えようとしたが仕事と育児でなかなかできない。
時間があっても土日しかなく、勉強、勉強とうるさくいうと子どもに嫌われたり不登校に
なったりと思うと不安がある。ひとり親家庭に対して安い塾があるか、塾の支援制度があ
るといい。
（女性、30 歳代、末子：未就学）

- 17 -

◆仕事と家庭の両立に関すること
・ 今は下の子が高校生になったが、小さいときは熱をだして仕事を休んだりすると、学校の
行事等で休みにくく、参加することができなかった。
（女性、40 歳代、末子：高校生）
・ ひとり親になり、24 時間 365 日子どもと一緒というのが苦しく感じることがあり、そう感
じてしまう自分がすごく嫌だと思う。子どももわかって頑張ってくれているのに自分に余
裕がなく認めてあげられないことが多い。家事、育児と仕事の両立がつらく、
「すべて投げ
出したい」と思うことがある。
（女性、30 歳代、末子：小学校１～３年生）
・ 義母が高齢なため、育児と介護が重なった場合まったく就業の目途がたちそうにありませ
ん。経済的に不安です。
（女性、40 歳代、末子：小学校１～３年生）

（４）仕事に関すること（９件）
・ パートではなく、正社員で就職したかったのですが、年齢や子どもがいることなどで就職
は大変で、今も結局パートで不安定です。
（女性、40 歳代、末子：小学校１～３年生）
・ 再就職の相談や情報を得る支援があるととても助かります。
（女性、40 歳代、末子：小学校
１～３年生）

（５）ひとり親家庭を対象にした支援制度に関すること（８件）
・ 障害児をもつ母子、父子家庭への支援や心のケア、休養のための一時預かり施設やレスパ
イト事業、ホームヘルプ事業者を増やしてほしい。
（女性、30 歳代、末子：小学校４～６年
生）
・ 手術で 10 日ほど入院しました。その際、実家に頼れず元主人に子どもを預けることになり
ました。そのため学校を休まなくてはなりませんでした。ホームヘルプサービスは子ども
が家にいるときにしか利用できないため、そのようなときの対応の幅を広げてもらえたら
よいと思いました。
（女性、40 歳代、末子：小学校１～３年生）

（６）情報・相談に関すること（９件）
◆情報に関すること
・ 何か利用できるサービスがあるか知りたいが平日に休みがまったくないため、どんなサー
ビスがあるのか、どこで情報を得たらよいのかわからない。
（女性、30 歳代、末子：未就学）
・ 子育てに関する情報をもっと早く流してほしかったです。
（女性、60 歳代、末子：高校生）

◆相談に関すること
・ 子どもの問題、世間との問題、生活、仕事、本当に疲れる。
「うつ」にもなるが、相談に行
っても緊急性がないとたらいまわし。相談にも助けにもならないと感じることが多々ある。
（女性、30 歳代、末子：未就学）
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（７）親の交流に関すること（３件）
・ ひとり親同士で集まって話せる機会があるとうれしい。やはり母子家庭だと母親として遊
んであげられても父親がわりになる男の人と関わる機会がなく、男性と遊ばせてあげたり、
男としての部分はたくさんの男性と話したり係わり合いながら学ばせてあげたいと思いま
す。
（女性、30 歳代、末子：小学校１～３年生）

（８）その他（５件）
・ 育児手当の現状届けを郵送可にしてほしい。あるいは土日も受け付けてほしい。
（女性、40
歳代、末子：中学生）
・ ひとり親（父親がいない）であるという情報が住民票などを通じて外部へ漏れ、犯罪被害
に子どもがあわないか心配です。
（女性、40 歳代、末子：未就学）
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