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１ 子どもの気になるところ 

（１）就学前児童・保護者〈自由回答〉 

問 55で「１．気になるところがある」に○を付けた方にうかがいます。 

問 56 お子さんについて、下記のようなところが気になりますか。あてはまる番号すべてに○を付け、

それぞれ具体的な内容をご記入ください。 

 

※個々の回答は、類似の回答が多いことから、主な回答を抜粋し、記載しています。 

 

 ① 人とのかかわり方で「気になるところ」の主な記入内容（回答件数/67 件） 

 

・集団や友達と遊べない。 

・集団に入れない。視線が合わない。 

・集団行動が苦手。自分の意見をなかなか言えない。 

・他の子との関りを持とうとしない。人見知りをする。 

・知っている子や、保育園で毎日会っている友達でも日をまたぐと恥ずかしいのか、自分から

遊ぼうとしない。 

・高齢者や男性の初対面の方とは目を合わせず様子をうかがう。もしくは人見知りで泣いてし

まう。 

・コミュニケーションが一方的。こだわりが強い。 

・力の加減がまだわかっていないところもあり、フルスイングで人をたたくことがある。 

・気に入らない事があると叩いてくる。 

・人見知りが激しく、公園で自分が遊んでいる遊具に知らない子が来ると、すぐに逃げる。 

・気に入ったら、それにしか興味を示さず、一人でもずっと遊んでいられる。 

・人に話しかけるのが苦手。マイペース。お友達ができない。集団に入れない。のんびりしす

ぎていて、周りに合わせられない。 

・小さい子から小学校中学年くらいの子がいると、見境なく間に入っていき、かなりしつこい。

相手が引いていても、離れようとしても、話しかけ続ける。 

・自分からみんなの輪に入れない。いじめられるからとの事。 

 

② 身体面の発達で「気になるところ」の主な記入内容（回答件数/93 件） 

 

・がにまた。奥歯がまだ生えていないせいか、咬み合わせが悪いと健診で言われた。 

・よく転ぶ。右足が外また。そしゃくが弱い。 

・歩き方が変。発音が悪い。 

・手先が不器用。 

・「し」や「き」がきちんと発音出来ない事が多い。 

・言葉の遅れ。発音がはっきりせず、聞き取れない。 

・目の焦点が合わない事がある。 
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・足の小指の向きがかなり内反気味。 

・指しゃぶりが直らない。よく鼻血を出す。 

・背が低い。足が小さい。 

・つま先歩き。運動発達遅延の診断あり。手先が不器用。言語発達の遅れ。 

・食べ物の好き嫌いが多い。 

・夜のオムツがとれない。 

・トイレで、便ができない。 

・環境への順応性が低いため。音があり、明るいと眠れない。 

・よく吐く。体重の増え方がゆるやか。 

 

③ 情緒面の発達で「気になるところ」の主な記入内容（回答件数/68 件） 

 

・喜怒哀楽が薄い。落ち着きがない。かんしゃくが激しい。 

・大きな声で叫ぶ。家でも外でも。落ち着きがない。 

・店内をウロウロとしてしまう。かんしゃくが激しく、泣き止むまで大変。 

・気に入らないと物を投げる。気に入らないとかんしゃくを起こす。 

・喜怒哀楽が激しい。かんしゃくが激しい。 

・怒っていると、すぐ叩いたり、取り乱したりすることが多い。 

・気性が荒い。怒りっぽく、言葉が出ないせいか、たたいたり、かみついたりなど、すぐ人を

攻撃してしまう。 

・俗に言う嫌々期に今入っているので、特に気にする必要も無いのかもしれないのですが、多

動があり、気に入らないと発狂。 

・すぐに泣く。落ち着きがなく、じっとしていられない。おとなしく待つことができない。 

・メンタルが弱い。傷つきやすい。 

・衝動的な部分があり、気持ちが高ぶると行動が激しくなる。 

・自分の思った通りに出来ないと、泣いて怒る。負けず嫌いである。 
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（２）小学生・保護者〈自由回答〉 

問 29で「１．気になるところがある」に○を付けた方にうかがいます。 

問 30 お子さんについて、下記のようなところが気になりますか。あてはまる番号すべてに○を付け、

それぞれ具体的な内容をご記入ください。 

 

 ① 人とのかかわり方で「気になるところ」の主な記入内容（回答件数/38 件） 

 

・同性の子とうまく遊べない。すぐ仲間はずれになる。発言ができない。 

・人見知りがある。 

・友達はいないという事。 

・友達との会話がかみあっていない時がひんぱんにある。 

・一人の友達に集中して気持ちが入ってしまい、その子以外の友達と遊んだりすることが苦手。 

・友達にからかわれやすく、すぐにその友達を嫌いになってしまう。 

・相手の気持ちが理解できず、傷つくことなどを平気で言ってしまう。 

・仲間外れにされることが多い。 

・自己中心的。協調性がない。 

・話す時に、相手と目が合いにくい。 

・我慢することが苦手。 

・すぐカッとなってしまうこともある。 

・自分の言いたいことが言えない時があったり、相手に伝えることが苦手。黙ってしまう傾向

がある。 

・内気で自分から遊ぼうと声をかけられない。 

 

② 身体面の発達で「気になるところ」の主な記入内容（回答件数/38 件） 

 

・歯並びが気になる。 

・運動が苦手。不器用。内股。 

・食物アレルギー（給食の問題）・アトピー（健康面）。 

・視力が悪い。 

・体格が小さい。 

・よく鼻血を出す。 

・指しゃぶりが治らない。 

・夜尿が心配。言語で、聞き取りづらい音がある。 

・赤ちゃん言葉が治らない。サ行が特に言えない。中耳炎になりやすい。 

・知っている単語が少ない。斜視。 

・肥満。 

・幼児の時、少し吃音があり、小学校になるとひどくなりました。 
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③ 情緒面の発達で「気になるところ」の主な記入内容（回答件数/41 件） 

 

・ストレスを感じると心臓がいたいと言う。トイレに何度も行きたがる。 

・ゲームに執着がある。勉強に関しては、全く集中力がない。 

・こわがり。 

・頑固、こだわりが強い。 

・集中力が続かない。 

・急に機嫌が悪くなり、手が付けられなくなる。 

・待つのが苦手であり、自分で選ぶことに強いこだわりがある。得意なことはずっとやり続け

るが、苦手なものは手を付けようとしない。 

・注目されると気が弱い。 

・情緒不安定になることがある。 

・物事を計画立てて行動できない。忘れ物や失くし物が多い。不注意での物を壊すことが多い。

気が散りやすい。 

・気に入らないと、すぐ泣く。 

・嘘をたくさんつく。思い通りにならないとかんしゃくを起す。ごめんなさいが言えない。 

・先生の言う事が全て正しいと強く思っているため、先生に注意される子のことを、見下した

りしてしまう。 

・口調が強く、相手への配慮に欠けてしまうように見えます。 

・喜怒哀楽が激しい。 

・強いこだわりがある。自分の思っている事と違う事に対して、受け入れられるのに時間がか

かる。 

 



6 

２ 自由回答 

（１）就学前児童・保護者〈自由回答〉 

問 60 最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がございましたら、

ご自由にご記入ください。 

 

※自由回答の回答件数は 239 件でした。個々の回答は複数の内容について触れている場合があり

ますが、回答を分類するに際しては、回答内容の中で冒頭に述べられたものなど、主要なものひ

とつに限定して分類を行っています。 

 

 

（件）

（n＝239）

公園・遊び場・公共施設に関して

病児保育や子どもの預け先に関して
（ファミリー・サポート・センター含む）

教育・保育に関して

子育て全般のことや市の施策・要望に関して

放課後児童クラブや小学生以降のことに関して

待機児童に関して

個別の市の施策や施設・サービスに関して

情報提供・相談に関して

妊娠・出産・乳児のことに関して

子育て支援センターに関して

子どもの医療に関して

道路や生活環境に関して

保護者自身の子育て生活に関して

ひとり親に関して

アンケートに関して

子どもの障がいに関して

48

34

30
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12

12

8

8
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5

5
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公園・遊び場・公共施設に関して 

当アンケートの結果を、広報などで知りたいと思います。 

公園をきれいに整備してほしい。土がボコボコしていて、転びやすくなってしまっています。雨の

日などに室内で遊べる所があると嬉しい。 

公園の整備が不充分だと思います。潮浜公園に遊具とともに、公園で水遊びができるようにしてく

れたら嬉しいです。小櫃堰公園の噴水をきれいにすれば、いい水遊び場になるのにと、いつも思い

ます。 

子どもの勉強や運動を積極的に指導してくれる施設が少ないと思う。もしあったとしても、知らな

い人が多く、情報が少ない。もっと子どもがやりたいと思えることや場所の選択肢を増やしてほし

い。 

子どもを遊ばせる場所を増やしてほしい。市営プールの再開を希望します。待機児童ゼロを実現し

てほしい。子育て世帯を優遇してほしい（チーパスの木更津版のようなもの）。 

先日、低体重児の集まりがありました。同じような思いをした方々との集いはよかったです。公園

や子どもが遊べる所が増えたら良いと思います。 

図書館や公共施設の児童コーナーを、より充実させて欲しい。浦安市のように。 

公園の草刈りを、もう少し頻繁にして欲しいです。 

公園の整備が行き届いていない。大人の膝上くらいの高さまで、雑草が生えている。遊具の充実を。

交通公園の信号を付けてほしい。 

公園に行っても、遊具が無かったり、壊れたままだったりと、残念なことが多いです。できれば天

気の悪い日（全天候型）の遊べる施設があると助かります。来年夏までに、小中学校全てに、エア

コンの設置をお願いします。40 度に近い気温の中、室内で勉強というのは、死者が出てもおかしく

ありません。早急な対応を望みます。 

公園の草が伸びているので、遊べるように整備してほしいです。 

土日に遊べる施設が欲しい。医療費 200 円は、無料にして欲しい。公園を偏りなく整備して欲しい。 

公園の草刈りをしてほしい。子ども達の胸の高さまで伸びている事が多く、草むらの中に、犬のフ

ンなどがある時がある。公園で犬を放し飼いにして遊ばせないように、看板など立ててほしい。 

子どもが思い切り遊べる公園を、市内に増やしてほしいです。今は小櫃堰公園があるくらいでしょ

うか。潮浜公園など、古い遊具が撤去されたままで、遊べる公園ではなくなってしまった。正直、

隣の市が羨ましく、遠くまで足を運んでいる。君津市の君津中央公園の噴水のように、夏に水遊び

ができたら嬉しい。袖ヶ浦市の白目木公園、袖ヶ浦公園のように、遊具がたくさんの公園がほしい。 

公園が欲しいです。小さい公園はいくつかありますが、車の通りが多かったり、遊びに行かせるこ

と自体が危ないので、遊ぶ場所に困っています。家の前で遊んでいると、公道で遊ばせるのはどう

かと、苦情をもらったりして困っています。 

住んでいるところの近くの公園が、雑草だらけで放置されていることが多く、上の子が小さい頃は

よく行っていたが、もう行かなくなってしまった。グランドゴルフをしている高齢者が、自分たち

の使うところだけを草刈りして使用しているのも気になる。遊具やベンチも錆びていたり、数が少

なかったりで、とても魅力的な公園とは言えない。地域が悪いのか、管理者側が手薄なのかはわか

らないが、もう少しなんとかならないものでしょうか。 
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長須賀地区に公園が欲しいです。授乳スペースを増やしてほしいです。 

雨の日など、室内で遊べる無料の施設を増やしてほしい。平日でも子どものイベントをやってほし

い（月 1回くらいで）。公園の遊具を増やしてほしい。公園のトイレを綺麗にしてほしい（オムツ替

えの場所など、袖ヶ浦公園は綺麗だった）。妊婦が集まれる機会を作ってほしい（産婦人科でやって

いるけど、市でもやってほしい）。 

小さな子達が、安全に安心して遊べる屋内外の遊び場がもっと増えると嬉しい。 

雨の日に、子どもが遊べる場所がない。お金を払って小学生以下限定なのは、転勤でいろいろ行っ

たが、木更津だけでした。 

もう少し無料の遊ぶところが欲しい。 

家の近くの公園を整備してほしい。犬のフンが落ちていて、安心して遊ばせられないので、立ち入

り禁止にしてほしい。にこにこ健康相談を月２回くらいに増やしてほしい。都合が悪かったり、う

っかり忘れると１ヶ月待たなければならない。 

遊具の充実した大きな公園の整備。子どもが遊べる施設（民間企業）の誘致。 

１.遊具のある噴水（水遊び）のある大きな公園がほしい。例えば、山形県東根市にある「タントク

ルセンター」や「あそびあらんど」、天童市にある道の駅「わくわくらんどちびっこひろば」「蔵王

西公園」を是非参考にしてみてください。２.待機児童対策。以前保育士だったおばあちゃん、ボラ

ンティアの方（無資格者）でも、きちんと面倒みてくれればいいと思う。 

公園の遊具が同じで面白みに欠ける（請西南）。放任なのか、小学生にあがってもいない子が、一人

で補助輪なしの自転車を乗っていて、危うくひきそうになった。親もいなくて、正直あり得ないと

思った。そういう安全面でのルールも徹底してほしい。子どものしつけなどを学ぶ機会などがあれ

ば、積極的に参加したいと思う。学校からの配布物とかで情報を知りたいです。 

公園の整備をお願いします。潮浜公園に遊具がほしいです。公園に水遊びできる場所もほしいです。 

公園などの遊具がどんどん減ってしまっていて、ケガをしたら失くすのではなく、ケガをなるべく

しないように、遊具を改善した方が良いと思います。 

歩いて行ける範囲に公園がほしいです。地域のつながりがほしいです。 

木更津市は、新しい住民が増え続け、子どもの人数も多くなっているのに、公園、図書館など、ど

うしようもない施設のままなのは、なぜでしょうか。もう少し、外に出やすい環境づくりに力を入

れてほしい。 

木更津市内は、公園に遊具が全くない。遊具をもっと増やしてほしい（広い敷地に２つしかなかっ

たり、住宅地内の公園）。潮浜公園を撤去したなら、新しい遊具を設置してください。いつも袖ケ浦

の公園まで子どもを連れて行っています。 

近場に広場や公園がないので、ぜひ作っていただきたい。袖ケ浦公園みたいな場所がほしいです!! 

大型遊具が室内、室外共に少ない。他県からも行きたいと思えるような、無料施設が欲しい。チー

パスのサービスの充実。公園の柵が大部分壊れていたり、シーソーが外れそうだったり、どこに連

絡して良いかわからない（文京）。 

木更津の図書館をもっとキレイにして欲しいです。 

木更津は大きな公園がなく、子どもの人数が増えているのに、遊具などが充実している公園がない。

遊べる遊具や場所を作ってほしい。いつも、袖ケ浦公園、百目木公園、君津中央公園です。真舟小

学校から太田中学校への学区ですが、遠すぎます。真舟に中学校は設立できませんか。 
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遊具が充実した、安全な広い公園がほしい。小学生でも無料で遊べる室内施設があったら嬉しい。 

アスレチックが充実している（トランポリンなども）公園や認定こども園が増えてほしい。小学校

の早帰りの日が多い。授業時間は足りているのか。始業式・終業式など半日で帰る。歯磨きの時間

がない。 

公園はあっても、遊具が充実していない。安全面や予算の問題など様々あるかもしれないが、公園

が魅力的でない。体力向上・健康増進の観点から、是非整備をしていただきたいと思う。 

木更津市に大きい公園が少なく、近くの公園も草が伸びていて、遊ぶのに不便を感じる事が多いで

す。整備して頂けると嬉しいです。 

公園の清掃や草取りの頻度を増やして欲しい。ガラスの割れた物など、よく落ちているので、安心

して遊ばせられない事が多い。 

木更津市内の公園の遊具がとても減った。公園で遊ぶ子ども達も減っているように思う。逆に、ゲ

ームセンターなどにいる子ども達をよく見かける。公園の遊具の整備や安全基準を保つのは、大変

お金の掛かる事だとは思いますが、子ども達の将来を考え、市民税を有効に活用して頂きたいです。 

乳児が楽しめるような遊びが出来る公民館などでの集まりがもっと欲しい。他市に住んでいた時に

はあったが、木更津市では２歳くらいの子が楽しめるような集まりはあるが、乳児も楽しめるよう

な集まりや場所は、ほぼ無いように感じます。自主的にやるサークルが多いようですが、負担も大

きい為、他市のように保健師さんが企画や準備をしてくれるものが、もっと欲しいです。 

金田東地区内で、公園の設置を待ち望んでいる箇所があるので、力を入れて頂きたいです。 

公園の草刈りをもっとして欲しいです。 

小学生から乳児までが遊べる、大きな公園があるといい。アスレチックや遊具や広い砂場など、た

くさんあるといいと思います。有料でもいいので、室内に大きなアスレチックがあったり、外でも

内でも、走り回って遊べる施設がほしいです。 

公園がない。 

市内の公園の設備、環境が悪い為、まともに遊ばせることが出来ない。また、そういった設備が少

ない。 

市内に、大型遊具を設けた公園を作ってほしい。わざわざ近隣の市まで行くのは大変。市立図書館

の建てかえ。人口に対して図書館が小さいように思います。小さい子ども（未就学児）が多少騒い

でも、他の利用客の迷惑にならない空間が欲しい。蔵書も増やしてほしいです。 

公園の遊具を増やして欲しいです。 

公園の落書きなどを、きれいにしてほしい（清見台中央公園）。 

病児保育や子どもの預け先に関して（ファミリー・サポート・センター含む） 

子どもが病気などになった際、預け入れなどができる仕組みづくり。ファミリーサポートの低価格

化。年寄りの活用（地域でフォローする）。図書館の新設。 

子育てを手伝える親族が全くいない。夫も仕事を休めない状況で、母親は気軽に体調も崩せない。

保育園も途中では難しいと言われ、もし今自分が倒れたらという不安が、常にある。保育園は常に

満員でなく、緊急用１人～２人程度あけておいてほしい。一時保育も、預ける準備を簡便にしてほ

しい（リフレッシュの使用時、短時間の使用時など）。 
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ファミサポの利用対象の月齢が６ヶ月からではなく、２ヶ月くらいからにして欲しかった。あまり

相談窓口に連絡しても解決しなかった。このアンケートが面倒。あまり活かされる期待が出来ない。

スポーツにばかり力を入れず、子育て世帯に力を入れてほしい。（3 人目から施設料が半額やオムツ

無料などの他の自治体が行っていることを参考にしてほしい。） 

２人目の時に一時保育を利用。木更津市は利用料金が時間単位の設定で、市原市は１日単位となっ

ていた為、1 日単位の方が良いと思います。支援センター（請西のみしか使ったことないですが）

が狭い。当時１才と 3 才の娘達では、あまり遊べない環境でした。 

現在の状況に満足していますが、将来働くことを考えると、休日や長期休暇中に、子どもを預かっ

てくれるところを確保できないと、働きたくても働きに出られません。土日は幼稚園の預かりもな

く、保育園でも新しい子は預かってもらえないので、そこが改善されればいいと思います。 

なぜ木更津市には、ファミリーサポート制度がないのか。君津市にはあるのに。病児保育も木更津

にはない。君津では、山の手で病児保育しているのに。風邪などの軽い症状の時に、預かってもら

えるような制度がもっと充実してくれれば働きやすい。 

通勤に片道１時間 40分かかっています。送迎のどちらかをファミサポなどにお願いしたいですが、

短時間でも引き受けてもらえるのでしょうか。 

夏休みなどの長期休暇中だけでも子どもを預けられる施設がほしい。広くて、遊具もたくさんある

公園がほしい。木更津にはないので、他の市に行っている。 

近くに親せきがおらず、私たち親が病気の時、休養することが出来ず、いつも悪化する。子どもが

小さいうち家事全般も手がかかり、心身ともに参っています。気軽に利用できる食事の宅配サービ

ス、保育施設、子どもを遊ばせられるカフェなどの充実を図って頂きたい。 

未就学児が利用できる療養施設を増やしてほしい。中心地に施設がないので利用しにくい。公園が

全く整備されていない。歩道のある道路が少ない。 

土日・祝日や盆も年末年始も関係なくシフト勤務していると、現状の預け先は、平日で勤務時間が

定まっている人たちのためにあるとよく感じます（都会との違いと思えば仕方ないのでしょうか）。 

核家族で、主人もほとんど仕事で不在のワンオペ育児（｢ ワンオペ｣とは｢ワンオペレーション｣の略

で、育児の全てをこなさなければならない状態を指す言葉）は、息が詰まるくらい毎日大変で、気

持ちに余裕がない日の方が多いです。請西子育て支援センターの一時保育で、それなりに信頼をし

てリフレッシュのために子どもを預けていましたが、心無い対応の保育士の方がおり、本当に不愉

快な思いをしました。私にとって、一時保育が息抜きをするための貴重な時間だったので、そのよ

うな対応をされたことが本当に残念です。失った信頼は、回復するのは難しいので、今後こちらの

支援センターに行くことはないですが、「子育て支援」を掲げる場所で、このような嫌な思いをする

人が出ないよう、保育士さんの教育をしっかりとしてほしいと思います。また、預ける側にも、も

う少し選択肢が増えるよう、安心して子どもを見て頂ける施設が増えたら有難いです。 

病児保育がないことが一番困っている。保育園をお休みする時は必ずどちらかが休むことになり、

それが続くと、就業自体が困難になってしまう。 
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金田地区周辺に、支援センターや一時保育・学童保育など子どもを預ける場所がないので、作って

ほしい。近くに祖父母がいない家庭が多く、仕事をしたくても子どもを見てくれる人がいないので、

なかなか仕事ができない。近場で子どもを預けるサービスがあったら、ぜひ利用したいし、私自身

も保育士として働いていたので、復帰して同じ悩みを持っている家庭の手助けやサポートをしたい。

幼稚園で延長保育をしてくれるが、小学校にあがるとないので、学童保育ができるとすごくありが

たいです。私も働きたいです。 

一時保育を利用したいが、市民ではないと断られ、空きが少ない。値段にバラつきがある。安いと

感じるところは、設備や園の方針が今ひとつ物足りないので、ちょうどいい保育園がない。金田に

は公園が多いが、小さい 1・2 才くらいの子どもが遊べる遊具がない。滑り台や砂場などあるとい

い。 

父母共に実家が遠方のため、身近に頼れる人がいません。ファミリーサポートは、前もって予約が

必要で、急用ができた場合、活用できません。前日からの連絡でも利用できるサポートを充実させ

て下さい。 

問 59(市として子育て支援施策に取り組んでいくために重要なこと)でも丸印をつけましたが、夏休

みなどの長期休暇や冬休みに、小学生でも預かってもらえる場所が増えると大変助かります（幼稚

園の下の子と一緒に預かってもらいたいため）。 

東京では、就職しても保育園に入れず、本当に大変でした。木更津に来て、就職しましたが、スム

ーズに保育園に入れたので、本当にありがたかったです。ただ、親と同居している人が多いせいか、

一時保育や病児保育などはあまり必要とされていないからか、不十分と感じています。子どもまつ

りは、本当に素晴らしいので、これからも続けてほしいです。産休に入ったら上の子が学童保育を

利用できなくなり、１年後に復帰したら、もう一杯で入れませんでした。学童保育も増やしてもら

えると、ありがたいです。課が違うとは思うのですが、健診の案内をもらって、子どもは連れてこ

ないで下さいと書かれていて、とても悲しくなりました。体の具合が悪くても受診できないし、健

診もどんどん受けたいのですが、子どもがいたら受けられません。レントゲンの一瞬でいいので、

みてくれる人がいたらいいのにと強く思います。 

身内が近くに住んでいない人達が多いと思うので、そういった人たちがもし病気などで子どもの世

話ができなくなった時に、手助けしてくれる人がいると助かります。 

とても子どもが病気がちで、身体が弱いです。シングルマザーで、母親以外に子どもの面倒をみら

れる人がいません。病気のたびに病児保育が無い為、その都度仕事を休み、長く働く事が難しかっ

たです。前に住んでいた市では、病児保育の施設が４ヶ所あって、仕事を休む回数も少なかったで

す。前にいた市では、シングルマザーだと、家族の医療費は全て無料でした。 

子どもが病気の時、本当は休みたいが、休みが多くなると職場が厳しいため、病児保育は早く設置

してほしい。 

病児保育をしている保育園を作ってほしいです。 

木更津は他県からの移住者が増え、子どもが増えている地域があるにもかかわらず、病児保育がな

かったり、ファミサポ制度が整っていなかったりと、働く親に対する支援が不足していると感じて

います。自然が多く、のびのびと子育てが出来る環境である事を活かし、子育て支援の充実を図っ

てほしいです。 



12 

気軽に一時保育をお願い出来る施設が少ないので、増やしてほしいです。値段もあまり高くなく、

長い時間開いている施設を希望します。 

病後児保育が無くて、いつも困っています。ふくた保育園ではやっているそうですが、それ以外で

病後児保育が出来る施設が無いのは、遅れていると思います。市外の人に話すとびっくりされます。 

病児・病後児を預ける事が出来る施設が増えると、ママさん達は働きやすいのではないかと思いま

す。以前働いていて、子どもの調子が悪くなるたびに仕事を休まなくてはならなくて、職場に申し

訳なかったし、メンタル的にも辛かった。 

まだ子どもが１才の時に、木更津市内にある託児所に１度預けた事があり、子どもを引き取りに行

くと、子どもがものすごく先生に対して怯えていて、託児所側からも、もうウチでは預かれないか

ら他に行ってくれ、と言われました。親からすると、訳がわからないという感情でいっぱいです。 

身内が遠方なので、子ども達が病気の際などの預け先がなく、仕事を休まなければならない事が多

くあるので、一定の基準でもいいので預かってくれる場所があれば、連続して休まなければならな

い時にとても助かります。そういった情報を求めている方も多くいると思うので、発信していただ

けるとありがたいです。 

一時保育を利用するにも、１ヶ月前から予約が必要な支援センターがあるので、当日でも急に必要

になった時に受け入れてもらえるよう、支援センターの数や保育士の人数を増やしてほしいと思い

ます。 

県外から転勤でこちらに移転した私としましては、身内や親族に頼る事ができない環境の中での子

育ては、とても不安があります。支援センターの一時保育は、常に働く方の予約がいっぱいで、自

分の通院やリフレッシュでの予約はとても取りづらいです。もう少し、そうしたサポートが整って

いれば、とても助かります。又、お昼を通して滞在できる、支援センターを増やしてほしいです。 

夫が単身赴任をしており、親や親戚も近くに住んでおらず、自分の具合の悪い時の子どもの世話が、

とても大変です。地域の保育園に一時保育の登録をしましたが、具合が悪い時に電話しても、「本日

は預かりがいっぱい」と言われ、結局私以外、子どもの面倒を見る人はいません。同様に、土曜日

に一時保育をお願いしたら、「職員の数が土曜日は少なくて」とか、月の頭に電話したのにもかかわ

らず、「今月は月末までいっぱいで一時保育はできません」と言われました。美容院にも行けず、白

髪交じりの髪は、一年以上切れません。もう少し、利用者に寄り添ってほしいものです。改善され

ることを願います。 

子どもが園に慣れてからは病欠がかなり減りましたが、最初の１年は風邪ばかりで、肩身の狭い思

いをしました。その当時は、病後児ではなく、病児を看てくれる施設が本当に必要でした。 

一時保育の受入について。月齢が５ヶ月からの所がほとんどなので、２ヶ月から受入可能な所が欲

しい。２ヶ月の頃が、赤ちゃんのお世話しかしていないので、一番フラストレーションがたまって

いた。安心出来る所に子を預け、少しでもリフレッシュしたかった。 

3 才位までの子どもを安心して預けられる場所を、もっと増やしてほしい。 

教育・保育に関して 

木更津市は、人口が増えている中、教育、保育施設が少なすぎると思います。もっと増やしてほし

いです。病児保育施設ですが、もっと預けやすい場所に作るべきではないでしょうか。連れて行く

までに時間がかかり不便です。 
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保育園では預けるだけのように感じる施設も多く、もっと幼稚園や認定こども園のように学びや体

験に力を入れている園があると、安心して保育園に通わせることができる。現状通っている園では

そういったカリキュラムが特にないので、3 才からは幼稚園を検討していますが、利用料や利用で

きる時間などの問題で困っています。 

保育料など金額が高い。幼稚園など預かり保育の料金が高く、なかなか預けたくても預けられない。

収入が少ないのに、どこまで取るのかわからない。是非、無償化にしてもらいたい。支援センター

など、もっとどんなことをやっているのかを、具体的にスーパーなどで掲示されたりすると有り難

い。 

保育園に入れる予定でしたが、私が当時働いていなかったため、入園することが難しいと知り、泣

く泣く幼稚園に入園させました。まさか木更津でも待機児童がいるとは思っていなかったので、そ

のような情報がもっと入ってくるような環境であってほしい。当時、離婚はしていませんでしたが、

別居状態の私にとって、幼稚園の入園料などは、とても費用がかかり大変でした。もう少し保育園

に入りやすい環境であってほしかったです。 

認可外保育園への助成金をお願いします。 

駐車場が少なく、送迎が大変な時がある。行事があっても進んで行くことができない。 

もっと定期的に入園している人のチェックをしたほうがよいと思います。働いてない人もいるかも

しれません。 

第一子と第二子が、同じ保育園に入れるよう配慮して頂きたいです。学区の変更がある場合、早め

に知らせて頂きたいです。保育料が他市に比べて高いので、差があまりないといいと思います。こ

のようなアンケートがあることに、今後の期待値が上がりました。子育てしやすい木更津市になっ

てほしいです。 

金田地区に保育園を早急につくってほしい。金田地区に学童保育をつくってほしい。 

保育施設や保育士の充実。学童も同じです。保育料は子どもが多いと高いと感じるし、未満児の時

は尚更でした。だからといって保育士さんも大変なのはわかるので、困ります。 

育休中で子どもの世話ができる母が保育園を利用できるのに、働きたい母が保育園を利用できない

のは、おかしい気がします。完全給食にしてほしい。 

今、上の子は幼稚園に通っているが、なぜ木更津市は私立しかないのでしょうか。保育園に通わせ

ることも考えましたが、下の子が３歳になるまでは家庭で見たいという思いがあり、幼稚園にしま

した。しかし、共働きが出来ない状況での私立幼稚園の保育料の高さは、かなり生活がきついです。

もっと金銭的な面でも、子育ての環境について考えてもらいたいです。 

たくさんの保育園がありますが、可能でしたらもっと保育園の数が増えたり、一時保育の施設が増

えたらありがたいです。また、住宅街にある公園の草刈りを定期的に行っていただけると、安心し

て子どもを遊ばせることができますので、よろしくお願いします。 
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各幼稚園の早朝預かり保育を推進していただきたい。各幼稚園の給食・弁当の状況。早朝預かりの

有無。園バス送迎の登録場所が何ヶ所まで可能かなどの情報を行政で把握して、情報提供してほし

い。入園してからでないと分からない事が多く困っていますが、転園費用もかかり、お友達とも仲

良くなっているため転園もできず、保育の手配に追われています。木更津市のファミリーサポート

がなんと頼りない事かと、一度利用し愕然としました。富津市は、子育てに関するサポートが充実

していると、富津市在住でファミリーサポートを利用している方に聞きました。周囲の市で研修す

るなどして、早く保育に慣れた方を多く登録していただきたいです。 

保育園を増やしてほしい。 

未満児の保育についてです。親が休日の場合、子どもを休ませる決まりになっているけれど、土日

に両親のどちらかが出勤の場合、保育は利用していません。そうすると、他の家庭よりも預ける日

数は少ない現状があります（平日休みがあるため）。同じ保育料金を払っているのに（むしろ高額を

払っています）、預ける日数が少ないのは不平など。せめて、預かる日が少ない家庭には、料金を減

額してほしい。もしくは、月に 20 日まで預けられるなどの決まりがほしい。色々な家庭があるの

は分かっているが、高額な利用料を払っているのは何のためかと、バカバカしくなります。 

一時保育も予約しにくく、希望の保育園は一時保育定員オーバーで困りました。もう少し一時保育

を拡大してほしい。 

他市に比べ、保育料が高すぎる。それにより、袖ケ浦に住む人も多い。保育所にも入所しづらいの

に、認定こども園にして時短の子を預かる余裕はあるのですか。 

金田地区の保育施設の充実を願います。 

働きたい。でも預け先がない。預ける為に働いているのか、働く為に預けているのか、分からなく

なるほど保育料が高い。認可保育園になかなか入れない。安心できる預け先へ預けたい。 

働き始める時、就職先が決まっていない事で認可保育園には入れず、保育園に入れない事で就職先

が決まらず、仕方なく認可外保育園へ入ってしまったら、子どものことを考えると転園する事がで

きず、子どもが複数いるとそれぞれバラバラの保育園でと言われても、現実的に難しい。途中から

の転園前提での話ではなく、兄弟ができても安心して同じ保育園へ入れる様にしてほしい。 

君津市や袖ケ浦市に比べて、保育料が高いと思います。もう少し安いと預けやすいです。隣の市と

数万円も違うのは、おかしいと思います。入りにくいですと言われても、実際の人数などを教えて

もらいたいです。実感がわきません。 

宅地造成に伴う人口増加地域では、保育、教育インフラが追いついていない。保育所の待機児童数

が多く、驚いた。発達障がいなど、障がい児に対応できる医療機関、療育、専門医などがない。千

葉市など都市まで行かないと無い。現場の保育士などは、よく頑張っていると思う。待遇改善や施

設の充実など、行政のバックアップが必要。 

保育園を充実させて欲しいです。保育士を充実させて欲しいです。現在、下の子が待機児童で一時

保育中。 

サービス業や大手の交替勤務の会社を持つ市にしては、公立の保育園は未だに土日休みで、預かり

時間も短い。一部の私立保育園しか選択出来ません。また、土日・祝日は別料金で、平日お休みに

しても返金はなしです。学童保育施設も、日曜日にやっているところが少ない。サービス業で働い

ている者には、なかなか厳しい育児です。 
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現在第二子の育休中で、上の子を保育園で預かってもらっていて、とても助かっています。しかし

反面、今後職場復帰する時、下の子が保育園に入れるかどうかが、とても心配です。出来ればもう

一人ほしいですが、保育園も一時保育も一杯なので、難しいと思ってしまいます。保育園、一時保

育の受け入れ増を望みます。電子母子手帳は使ってみましたが、「ちばＭｙＳｔｙｌｅＤｉａｒｙ」

の方が使いやすく、ほとんど使っていません。 

保育料についてです。現在、在園児がいて、二人目は半額、三人目は無料です。しかし、兄弟が卒

園し、一人になると全額となり、とても不公平だと思います。上の子どもが小学生になっても、多

額の出費です。在園に関係なく、二人目半額、三人目無料にすべきではと思います。兄弟加点もそ

うです。みんなは、学童保育施設に入れて、働いているのです。それから、三年保育が無償と言わ

れていますが、本当に減額しないといけないのは、未満児です。どうしても働かなくてはならず、

泣く泣く保育園に預けているのは、未満から預けている家庭です。０・１・２歳児の保育料こそ、

見直して下さい（むしろこちらを無償にすべきではないか）。 

保育施設の拡大、充実を切実に望みます（一時保育も含め）。保育士不足の問題などがあると思いま

すが、働きたくても、働けない。４月入園でも多数の待機児童がいるのは、早急にどうにかしてほ

しいです。 

兄弟のいる場合、幼稚園児と保育園児で、兄が小学生になった場合において、弟の負担料の割引率

に差がある事に疑問を感じる。市内にきれいな遊具のある公園が欲しい。君津中央公園や、袖ヶ浦

公園など。 

通っている幼稚園では、一年の間、色々行事が計画的に組まれているので、今のままで良いと思う。 

子育て全般のことや市の施策・要望に関して 

待機児童になって、1 年半が経ちます。飲食イベントや「冬花火イベント」などに力を入れること

も必要かもしれませんが、子育てしやすい市となってほしいです。保育士を増やすなどの努力はし

ていますか。木更津市内で、子育てをしている役所職員の方はいますか。木更津市に住んで 40 数

年、消防団として、市に貢献していると思います。せめて待機児童をどうにかしてほしいです。正

直怒りを覚えます。どうにかして下さい。市営プールの復活を強く希望します。 

待機児童の問題や病児保育がないため、現在は働けない状態です。その環境が整ってくれたらとい

つも思っています。 

周辺市町村の動向に左右されず、市内各地域の実情に合った施策を希望します。子どもを育てる環

境が良ければ、人は増えると思うので。 

幼児教育にお金がかかる。なんとかしてほしい。 

専業主婦が働きたくても、保育園の空きがないとか、点数が低いとなかなか入れないとか、社会復

帰しにくい環境がちょっと嫌です。労働者の人手不足もあったり、優先順位などもあるとは思って

いますが、子どもも預けやすく活気が持てる地域になっていってほしいと思っています。 

認定こども園、小学校共に、冷暖房が整備された環境で過ごすことができ、有り難く感じています。

しかしこの環境から中学校に行くと、過酷な環境が待っています。同じ税金を納めていても、環境

に差が出るのは、もやもやするものが残ります。どの学校にも同じようにクーラーをつけてあげて

ほしいです。どの学校も同じ給食費を払っているのですが、給食のメニューに差があるような気が

します。せめて品数くらいは、同じにしてほしいです。 
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人口も増えているので、保育園を増やすとか待機児童が減るようにしてほしい。せっかく仕事復帰

しても、子どもが熱を出して、何日も休みをもらわないといけないのは辛い。産後に保育ができる

施設をたくさん作ってほしい。兄弟別々の保育園に預けるのも、送迎やイベント日が重なるなど、

大変です。 

習い事などをしたくても、就労のため送迎が困難。地域の保育園内での教育制度や民間のそういっ

た施設との連携があると嬉しいです。 

木更津は自然環境が良く、子育てに適していると思うが、行政の取り組みがもっと充実した家庭に

寄り添った対応を期待。 

世間の子育てに対する理解がない。保育園での子どもの声がうるさくて、保育の制限がかかるのは

どうしてでしょうか。子どもに罪はありません。住民の理解を得られないまま、そこに保育園を建

設した市が悪い。それで充実した保育を市は支援してくれるのでしょうか。園の先生達が頑張って

くれています。市ももう少し現場に歩み寄ってください。お願いします。 

働きたい気持ちはあるのに、子どもを預けることができない。待機している上の子との兼ね合いで、

働きたいようには働けないため（保育料のために働く形になってしまう）、諦めなければならない。

無償化になっても対象ではないから、何も変わらない。みんなが幸せになる制度がなければ少子化

なんてなくならないと思う。 

ひとり一人を育てていくのは大変なことですが、そのひとり一人と向き合うことが大切だと感じて

います。教育現場では業務が多い中、理想と現実の違いということも多々あるかと思います。子ど

もたちが自信を持って、伸び伸びと力強く生きていける術を身につけられるよう願います。回答す

る機会をありがとうございました。市内のイベントが多く、子ども達の参加も多く、嬉しいです。 

保育、教育の無償化を実現してほしい。子どもが安全に生活できるように、治安を良くしてほしい。

例えば、空き地・空き家対策、通学路の防犯カメラ、地域での見守りなど。 

ひとり親、低所得世帯など、子育てが十分にできない家庭も多くあるかと思います。そういった家

庭への支援をお願いしたいです。新しい施設を建てるより、学校など老朽化が目立っているように

思うので、修理、改修をお願いしたいです。 

10 月に県外に転出しましたが、今まで本当にお世話になりました。木更津市のよかったところしか

思いつきません。いつかまた木更津市に戻りたいと思います。 

子どもの年齢に応じて悩みは変わってくると思います。共働き、残業、学童など夜型の保育環境の

充実もお願いします。 

子どもに関することを中心に、木更津市は、他市に比べて負担金が大きい。多くの子どもを育てて

いく市として、無償化もしくは助成が多く行えるよう、市のお金の使い方をもっと考えてほしい。 

情報時代においては、ソフト面はある程度市民に任せ、市としてはハードが必要なものに注力すべ

きかと思います。 

木更津市が大好きです。お住まいの方々が、みなさんお優しいです。木更津市役所の方も丁寧に対

応していただきました。ただ、一部冷たい人もいました。声をかけるのがこわかったです。 

補助金やお祝い金を充分に用意してくれる地域に魅力を感じます。木更津市ももっと子どもへの支

援を充実させて欲しいです。 

世帯主の年収によって、子育て支援金などの額に差をつけるべきではない。支援は一律でやるべき。

ただでさえ、年収に応じた所得税を納めており税金に差をつけているのだから。 
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母親が子どもの体調不良や行事で、休みを取りやすい社会になって欲しい。保育してもらえる環境

が充実することも大切だが、子どもにとって、親に見てもらいたい時に見てもらえないという思い

をさせないで、共働きができる社会が実現したら良いと思う。社会全体でワーキングバランスをと

り、もっと家庭や個人の時間も充実する社会になっていって欲しいと思う。 

共働きでは、子どもを育てにくい環境であると思う。施設などの環境を充実させ、子どもを育てや

すい地域にして欲しい。 

子だくさんなのですが、経済的負担が大変で、将来的にも不安。特に双子となると、2 倍の費用と

手間がかかり、保育施設の利用や母親のフルタイム労働復帰なども、ままならない状況。2 人また

は 3 人以上の子ども世帯の、経済的負担の大幅軽減（保育施設の無償化や子ども手当の拡大、市税

減税まで踏み込んだ内容）を切実にお願いします。 

現時点で特に困っている事はありませんが、様々なサービスを受けることができているから、大き

な不安なく、子育てができているのかなと思います。サービスの多様化などでご多忙かと思います

が、今後もご支援いただければと思います。 

子どもを産んでから木更津に住み始めたが、思った以上に、子育てへの支援がしっかりしていると

感じた。自分の体調のこともあり、フルタイムはもちろん、パートでも多く就労することが困難で

あるため、労働日数、時間はわずかであっても、夏休みなどの長期休暇中に、一時保育が利用出来

たり、幼稚園でも預かり保育なども行っているため、気兼ねなく利用出来る所に心強いと思った。

今、子どもを産んだばかりの方々にも是非知られるようにして、行き詰まった子育てにならないよ

うになればと思いました。 

近隣の市に比べて、色々と高い。保育園の料金だと袖ケ浦と比べて、月に 5,000 円くらい違います。

また、君津市は医療費が無料です。木更津のメリットも欲しいと思います。あと、大きな公園に遊

具があるといいのですが、小櫃堰公園も遊具が少ないですし、潮浜公園の滑り台も撤去されていま

した。みんな、袖ケ浦公園や百目木公園に通っていたりするので、市内にも、子どもが 1 日遊べる

公園があるといいです。あと、病後児保育がふくた保育園しかなく、利用するには遠すぎて困って

います。実際に私の職場でも有休がなくなり退職した人がいるので、保育園だけでなく、小児科な

どで病後児保育して下さるといい。 

放課後児童クラブや小学生以降のことに関して 

これから小学校にあがるにあたって、１人での登校に大変不安がある。そのため、地域と子どもが

密に関われる取り組みの充実をお願いしたい。 

学童保育を現在探していますが、各施設の情報をもっと簡単に得られるとよい。仕事をしていると

なかなか実際に行って見学するということも難しい。 

子どもが４歳になると、まだ年少ですが、小学校の学童のことが心配です。保育園の入園時、希望

の園に入れなかったトラウマかもしれません。希望する全員が学童に入れるようにしてほしい。特

に清見台小学校の学区は、両親共働きでも、母親が働いていなくても、フルタイムでなくても優先

順位が変わらないので、必要性の高さを考慮して入れるように、市でも対策を考えて欲しい。又、

公立中高一貫の学校を作ってほしい。海を渡れば選択肢がたくさんありますが、教育の質が、木更

津だと不安です。 
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住んでいる地区には、学童など放課後にみていてもらえる場がありません。祖父母と暮らしている

方や近くにおられる方には良いのかもしれないですが、そうでないので不便です。普段もそうです

が、特に長期休みなどが困っています。 

子どもが大きくなった時、学童に入れるかが心配なので、もう少し増やしてほしい。学童の月額が

わかる一覧があると助かる。 

幼稚園は自分の希望するところに入れるが、小中学校は、学区が決まってしまっているので、多少

は希望を取り入れるべきだと思う。 

学童に入れず、今の仕事の継続が難しい。学童や放課後の預け先の情報が欲しい。安全な通学路の

整備（みよし団子屋さんの踏切が怖い。通学路に柵がないなど）。防犯カメラは設置されているのか。

されているのであれば、どこにあるのか情報が欲しい。公園の充実。君津の中央公園や袖ケ浦公園

のような公園を増やしてほしい。医療費が 200 円なのは助かります。今後もこのようなアンケート

を行ってほしい。 

木更津市に関しては、未就学児対象の支援はとても手厚く、充実しているように感じるが、就学後

の支援（各種相談窓口など）が薄いように感じる。小学生の子どもを持つ親達が、気軽に相談しに

行ける場所が増えたらいいと思う。 

金田小には学童がないので、学童さえあればもっと働けるのに、という声が多いです。公園は作っ

てくれるのはとてもありがたいですが、遊具がどこも同じで、子どもはつまらなさそうです。また、

草がぼうぼうで、害虫がわいていることもあり、管理もきちんとしてほしいです。遊具は、隣の袖

ケ浦市や横浜市などに視察されてはどうでしょうか。夏休み中、小学校のプールも開放してほしい

です。 

0～6 才の小学校入学前までは、一日安心して預けられる保育園があるが、小学校にあがってしまう

と、帰宅時間が早くなったり、長期休みがあったりするため、現在の勤務体制で働き続けられるの

か、という不安がある。そのため、地域の学童など預け先が充実してくることを期待しています。

住んでいる金田地区では学童がないため、我が家だけではなく、必要としている家庭がたくさんあ

ると感じています。もちろん、我が子を自身で保育できるのが一番かと思うところもあり、しっか

りとバランスを取りつつ仕事へも取り組みたいのですが、小学校の入学の不安が大きいです。教育

従事者、関係者の方々の負担が大きい時代ではありますが、環境の充実を期待しています。 

真丹小学校内に、学童をつくってほしい。中学も遠くなってしまうので、近くに新しい中学校をつ

くってほしい。児童数が多いのに、不便に感じてしまう。小学校のことばの教室（通級）が少ない。

待機児童がいるのに、親や子どもの要望に応えられていない。 

学童保育（くじらクラブ）の土曜日の開所を、せめて月２日でも定期的に開所してほしい。両親共

に土曜日に休みを取れない場合、一人でも家で留守番させることになる。土曜日を一人で留守番で

きるのならば、そもそも平日学童へ行かせる意味が分からなくなる。 

真舟小の児童数が増え、教室やグラウンドなど子ども達が生活する場が足らなくなっています。運

動会などの行事になると、保護者の見るスペースはほとんどありません。学区の見直しを考えてい

ただきたいです。 

もっと学童の充実・拡大に取り組んでほしい。学童保育、夏休み中に弁当を持たせるのは、食中毒

が心配。給食で対応してほしい。 



19 

馬来田の学童保育は、環境が悪すぎると思います。場所も学校から遠く、大変危険です。又、学童

の建物の場所も悪いし、申し訳ないが先生方の対応も悪いと思います。子どもが外で遊んでいても

見守りがなく、いつケガをしてもおかしくない状態で、ケガをしてもその状況を見ていないと思い

ます。現に危険な遊びをしていてケガをしました。見守りの先生がしっかり注意してくれていれば

いいと思いました。本当に危険です。一度見てほしいです。それ以降、危なくて子どもを預けてい

ません。 

夏休みのみ（長期の休み・学校などの休み）利用出来る学童保育施設がもっと増えてくれると嬉し

い。 

学童保育の空きが少なかった事に、大変驚いています。職場復帰を考えていても、現在就労中の人

が優先されてしまいますので、学童保育のせめて長期休暇（春・夏・冬休み）の間だけでも、預け

られる場所が充実してくれれば、職場復帰出来る人が増えるのではないかと思います。学童保育の

充実を切に願います。 

来年度に小学校へ入学する予定ですが、学区の小学校はかなり大変との噂です。信頼していない訳

ではないですが、そうした状況を少しでも良くしていこうとされているのかとも思いますが、教員

を増やしたりなどの、サポート体制をしっかりととって頂きたいと思っています。また、環境面で

も遅れているのが、公立学校の状況だと思います。エアコンやトイレなど、最低限のところからで

も良くしてもらえるといいと思います。 

下校後、又は休日などに、子どもを見て下さる環境を作ってほしい（校内に）。 

問 59（市として子育て支援施策に取り組んでいくために重要なこと）の 14 番（夏休みなどの長期

休み中の子どもの預け先の充実）を宜しくお願いします。学校の近くにあると本当にありがたいで

す。また、日払いの学童があると本当にありがたいです。南清苑老人ホームの中に作る事はできま

せんでしょうか。 

金田地区に学童を作ってほしい。学童がないので、このままでは仕事を続けられません。 

待機児童に関して 

認可保育園の待機児童の解消を希望します。 

年少で転入のため、３月に保育園を申し込んだが、パートだったこともあり、入れなかった。祖父

母の協力がありパートで働けているが、働きたいのに、預ける事が出来ず困っている。近くの公園

の遊具の劣化。交通公園がせっかくあるのに、自転車等の劣化で、利用しづらい。大人が缶やビン

などを捨てており、危ない。砂場にガラスなどが混じっていることがある。 

待機児童をもう少し減らしてほしい。 

保育園に入れない人への対応。障がいを持つ家族への支援を全くしてくれないので、困ります。 

待機児童をなくして欲しい。共働きでも、生活に余裕がないし、子供の学費も昔よりかかる。子供

が欲しくても育てられないため、諦めないといけないので、幼稚園の無償化もしくは、もう少し費

用が安くなってくれるとありがたい。 

保育園の待機児童を改善していただきたいです。 

保育園、幼稚園に入れない子をゼロにして欲しい。木更津市に転入した事を後悔している。 

待機児童へ対する対策を全く感じられないのに、住宅地が増えて人口が増え、ますます保育園に入

れなくなりそうで困る。子育てには厳しい市だと感じる。 

待機児童の早期解消。認可外保育施設に係る保育料等助成金の上限をなくしてほしい。街灯の充実。 
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待機児童ゼロ。 

待機児童に対して保育園が少ないと思う。千葉市や船橋市などの方が、同じ条件でも保育園で入れ

ています。木更津は子育て世代が多く、大変かと思いますが、清和短大もあり、保育士の確保はし

やすい環境な方ではないでしょうか。検討をよろしくお願いします。 

保育園の待機児童の解消。フルタイムで共働きの核家族が、希望の保育園に入れないのは、市が本

気で問題を解決しようと思っていない姿勢の現れだと思う。また、社会的には少子化が続いており、

一人の子どもに対して質を上げていく必要があると思う。保育園から中学校まで、質の高い保育、

教育を実施して欲しい。 

個別の市の施策や施設・サービスに関して 

子育て支援課の前に子どもが遊べるスペースがあって、用事がある時にとても助かります。市民課

などに用事がある時の方が待ち時間が長いことが多いので、そちらにも子ども用のスペースが少し

でもできるととても有難いです。 

陣痛タクシーがあってほしい。遊具がどんどん減っていって公園に行っても遊べない。公園のトイ

レが暗い、汚く、子どもだけで行くのが危険。木更津は子育てしやすいと思っています。ありがと

うございます。 

子育て支援課さんにはお世話になっております。今後ともよろしくお願いいたします。 

無料または安価な学びの場（英語や水泳などの習い事）を増やしてほしい。チーパス事業の利用可

の場所拡大。 

地域で子育てを支える活動、大人のつながり（町内会など）を通して子どもを見守る社会支援。 

学校に冷暖房を完備して欲しい。歩道を整備して欲しい。公園が少なくて子ども達の遊ぶ場所がな

い。結局親が一緒に連れて行くか、誰かの家になってしまう。安全に整備された公園があれば、子

ども同士で遊べて助かる。 

支援センターなど、利用時に駐車場不足で困った事があります。全てにおいて駐車場完備を期待し

たいです。潮見の公園に以前は遊具があったが、今はないので、何か設置していただけると嬉しい

です。 

医療費控除などの書類の申請など、市から通知を出して欲しい。シングルマザーで、フルタイムで

働いていると、どうしても抜けてしまう。「申請しなければ受けられない」ではなく、どういった支

援があるかの説明や「申請しましょう」という形で教えて欲しい。 

市内でも子育て環境がどんどん充実していっている中で、富来田地区においては、子どもの遊べる

公園も無く、病院、習い事、全てにおいて不便を感じている。その為、人口もどんどん減少し、自

然も多く子どもが育つにはとても良い所なのに、とても残念。 

畑沢地区に仕事復帰する場所が欲しい。幼稚園から近くないと働きにくい為。介護入所施設を増や

してほしい。 

子育ては母親だけではない。孫を持つ祖父母の間違った知識を正すセミナーなどがほしい。子育て

支援センターの意味が分からない。保育士の態度の悪さ、温かみのなさ、汚さ、ルールが守られず、

安心して連れて行けない。相談する場がない。相談しても全然解決にならない。経験がなさすぎて、

アドバイスをしてくれない。 

小学生がいない家族でも、夏休みに小学校の校庭や体育館を使えればいいなと思います。 
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情報提供・相談に関して 

私の現在の状況が特殊なのか、なかなかアンケート項目と自分の事情（気持ち）が一致している回

答項目がなく苦慮しました。問 59（市として子育て支援施策に取り組んでいくために重要なこと）

の８番（専門家による子どもの発達相談の充実）と広場や公園の整備を強く希望します。市長には

非常に期待しております。 

各保育園、幼稚園、認定こども園などの特色をまとめた一覧表が欲しい。市でとりまとめができな

いか。 

子育て支援センターなど、子どもが親と一緒に遊べる場所の情報などがわかりづらく、いろいろな

ホームページに飛んで確認しなくてはならないので、困っています。市のホームページから、いろ

いろと調べることができたらいいのにと思うことがあります。 

祝日でも気軽に相談出来たり、急な一時保育に対応していただけるようになってほしい。 

小さい子どもがいると外に出られない事も多いので、市の保健師さんなどからの電話連絡などがあ

れば、困っている事や、発達の相談などがしやすいと思います。 

妊娠、出産、子育てをするにあたって、当てはまる人への手当て、制度を分からない人が多いと思

うので、冊子などでもっと呼びかけがあるといいと思います（シングル手当や中絶費用系など）。 

ほとんどの親は、子育ては手探り状態のはずであることから、子育てに関する情報や気軽に相談で

きる所をはっきりとわかりやすく提示してほしい。 

教育や保育の充実した施設があったとしても、どのような場所なのか、安心して行ける所なのかな

どを周知させる必要はあると思う。仕事をしていると、夏休みのような長期にわたっての休みが取

りづらい所が多いと思うので、子どもだけで預けられる場所（何かあったら連絡がとれる人が居る

場所）を用意してもらえるだけでも助かる。 

にこにこ健康相談へ行った事がありますが、そこで「お子様は元気そうなので、来なくても大丈夫

そうですね」と言われた事があり、次の子どもの時には、にこにこ健康相談の方には一回も行って

いません。 

ささいな事でも相談できる場所を、分かりやすく、たくさん作っていただきたいです。 

一時保育、子育て支援センターについて、もっと気軽に利用できるよう、広報などで積極的に発信

してほしい。夏期の公園の草むしりを、もっと回数を多く行ってほしい。近所の公園は、とても遊

べる状態ではない程雑草が生えており、夏休み中本当に困りました。 

仕事復帰する際、保育園の申し込みや利用など、どうしてよいのか分からない。木更津に引越しを

して来て、子育てサービスや市が、どういう関りをしてくるのかも分からないことが多い。自分か

ら情報収集しなければならないことも多いが、もっと利用方法などを分かりやすくしてほしい。支

援センターの利用の際も、子どもを２人つれて行き、目が行き届かず注意をうけ、ショックをうけ

た。支援センター（保育士さんがいる意味ない）の意味がよく分からない。 

妊娠・出産・乳児のことに関して 

妊娠、仕事、出産、子育て、育児しながら仕事と特に女性は忙しいです。あたりまえ？そんな言葉

では片付けられません。あたたかい心で子ども、家族を見守ってほしいです。特に結婚前、出産前

にしっかりと情報を知ることが大事です。私も知らない事が多すぎました。 
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離乳食作りが思ったより大変だった為、離乳食のレシピなど、出産後でも親子で参加できる料理教

室があったらいいと思いました（妊娠中は、つわりがひどく、離乳食についてあまり勉強できなか

ったため）。よろしくお願いします。 

実家や親族が遠く離れている中での出産、育児において、特に産前・産後にサポートしてもらえる

ようなシステムがあると助かります。例えば、自宅にサポートしてくれる人が来て、兄弟を見てく

れたり家事を助けてくれたりなどです（ファミリーサポートは基本的にサポートしてくれる方と母

親は別行動だと聞いたので）。産後ドゥーラの存在も紹介していただきましたが、利用料が高いので、

気軽に利用できません。 

働きながら妊娠期間を過ごすことにとても不安があったので、私の場合は結婚してから子どもが欲

しいと思った時に、仕事を辞めました。辞めてすぐに子どもを授かったので後悔はありませんが、

安心して仕事をしながら妊娠、出産、子育てができる職場環境だったら仕事を辞めなかったし、今

も働いていたのだろうと思います。女性が働きやすく、妊娠、出産、子育てに理解をもって接して

くれる社会や、一緒に子どもを育んでいける社会を望みます。 

（プレ）母親・父親教室を充実してほしい。土日開催だと助かります。 

新生児訪問に来ていただいた際、子どもが熱を出しており、保健師さんに様子を見てもらい大丈夫

だと言われましたが、熱が下がらず病院へ行きました。すると、生後３ヶ月未満で発熱する自体が

良くないから検査をした方が良いと、君津中央病院を紹介され、そのまま入院になりました。大き

な病気ではありませんでしたが、熱が出てすぐ来るべきだったと言われました。そういう情報は常

に勉強していただきたいです。関係のない話を失礼しました。 

市内で出産経験がなかったため、出産後に０歳児教室がなく、他の人の交流がしたくてもできなか

った。また、図書館の古さと本の少なさに驚いた。読みたい本を探しに行ってもなかったり、借り

られていたりで、とても残念でした。公園は多くあるが、遊具が少なかったり、古かったりして残

念。 

最近はみらいラボが出来て、赤ちゃん向けのイベント・相談会などに力を入れて頂いている事は目

にします。３～５才向けの少し元気な子どもでも気楽に行けるイベントなどもあると、行きやすく

有難いです。今は赤ちゃんがあまりいなく、少し広いスペースがある君津の支援センターの方が利

用しやすいので、木更津にもそんな場所があれば嬉しく思います。 

子育て支援センターに関して 

支援センターの存在を最近友人から聞き知ったので、もっと早く市役所などで知ることができれば

良かった。 

子育て支援センターや公園は、君津市の方が環境が良く、利用しやすいです。木更津市にも身近に

利用しやすいものができることを望みます。小学生から高校生までの年齢の子も利用できる児童館

が整備され、子どもたちにとっての安全、安心の拠点ができるといいのではないかと考えます。学

童の利用料負担の軽減もして頂けると有り難いです。兄弟数に応じた減額があってもいいと思いま

す。多子軽減。 

子育て支援センターや保育園で、保育士と母親が一緒になってやるプログラムを午前中やってもら

えると助かります（おやつ付きなど）。前居住地の青森県八戸市は各保育園で様々なプログラムを用

意し、かなり充実していて、とても子育てを楽しめました。 
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君津市や袖ケ浦市の支援センターはイベントが充実しているので、木更津市の支援センターもイベ

ントを充実させてほしい。支援センターでお昼ご飯を食べられるようにしてほしい。他の市の支援

センターの方が内容がいいので、みんな他の市の支援センターを利用している。他の市は利用する

のに料金はかからない。 

子育て支援センターの先生方には感謝の気持ちでいっぱいです。 

車がないため、支援センターが徒歩圏内にあると嬉しいです。 

支援センターの充実を求める。袖ケ浦市のように、お弁当も食べられて、１日過ごせる場所がある

と嬉しい。年間の利用料はないとよい。園庭でも遊べるスペースがあると、安心して遊ばせられる。

民営化に向けての詳細をもっと分かりやすく情報提供して欲しい。 

子育て支援センターの仕事内容が、今まで分かりませんでした。詳細が分かれば、利用する機会が

出来たかも知れませんでした。 

子どもの医療に関して 

産婦人科や産科が少ない。お金がなくて幼稚園に入れてあげられない。 

子どもの医療費を袖ケ浦市のように無償化希望。子ども手当てを増やしてほしい。保育料の無償化。

保育施設の充実。 

子どもがケガした時、19時過ぎでどこの病院もやっておらず、夜間診療も始まっておらず、救急車

に電話した。結局夜間診療では、小さい子（１才）は診られないと言われた。角に頭部をぶつけて

出血をしていたので、キズをみてほしかった。 

子どもが夜間に体調を崩した時、みてもらえる病院がない。夜間診療所は、小児科のドクターがい

ない時もあるし、タバコ臭のあるドクターがいた。23 時で終了するし、君津中央病院でも断られる

時もあるし、困った時にみてくれる病院が少なすぎる。子どもの病気は特に夜間急変するのに、子

どもをみてくれない地域からは、早く引っ越ししたいと考えています。 

風疹のように赤ちゃんや妊婦がうつったら大変な病気が流行した場合、予防接種の補助金制度があ

れば妊婦や赤ちゃんがいない家庭の方も受ける気になってくれると思う。 

こども医療助成の負担を、君津市のように無料にしてほしい。岩根の近くに公園が全くないので、

増やして欲しい。車生活なので、せめて駐車場を設置してほしい。認定こども園にしてほしい。保

育園に駐車場が欲しい。 

小児科での待ち時間が長すぎて、とても大変。車が無い時は、ずっと座って待っていなければなら

ないので、病院に行くのを迷ってしまう。今は時間をずらしたりしている。何かあったらと思うと、

不安です。子どもはいつ体調が悪くなるのか分からないので、安心して見てもらえる病院があると

いいとよく思います。 

道路環境・生活環境に関して 

公園や子ども達が歩く通学路などの除草や環境整備に力を入れてほしいです。草が伸びていて、蚊

が多くて遊べなかったり、歩きづらさを感じます。また図書館を、子どもが利用しやすい施設に改

善して頂きたいです。図書館に関しては、君津図書館のような遊べる広場もあると利用しやすいで

す。 

小学校に通う道路の歩道が狭いことが気になります。自動車などとすれ違う時に、もう少し余裕の

ある距離があればいいと思います。保育料が高いので半分くらいになると有り難いです。 

道路にゴミのポイ捨てが多く、驚いている。死亡事故も起きている。公立小学校、中学校で、早急
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に冷暖房を完備して下さい。人間らしい生活環境を整えて下さい。 

歩道のない所が多く、歩いて小学校に通うようになったらと考えると、心配なところがある。私立

幼稚園児奨励金が、袖ケ浦市（年額 17,000 円）、市原市（年額 24,000～30,000 円）ではある

のに対し、木更津市はなしとなっているので、木更津市もお願いしたい。 

自分家の周りがとても危険です。もっともっと充実して欲しいです。 

保護者自身の子育て生活に関して 

介護をしていると外出が難しいため、子どもが一人で家の中で遊ぶ状況が続いてしまうことに悩ん

でいる。 

短時間の働き方だと保育園には入れず、少しでも働きたいと思ってもなかなか働きに行けない。 

子育てについて、現在も未来もとても心配で、不安でいっぱいです。街を歩いていると、子どもに

やさしく声をかけてくださる人もいれば、ひどい言葉をかける人や冷たい人もいて、様々です。な

んだか疲れてしまいました。仕事をしたくてもできない、子育てがしにくい。とにかく、何とかし

てほしいです。 

市内に引っ越ししてきてすぐに、第三子妊娠発覚から出産という流れだったので、市内の幼稚園及

び保育園などの情報収集もできていなく、正直よく分からないことが多い。母親である自分が精神

疾患を抱えている為、正直他のお母さん方と上手く交流することができるのかという不安がすごく

大きいので、子どもたちにも負担をかけてしまうのではと思ってしまっている。 

共働きで妻がシフト制の仕事の為、土日はほぼ毎週に自分が子どもの面倒を見ている。自分も平日

は仕事のため、土日のいずれかでもゆっくりしたいと思った時期があったが、土曜日に特別料金を

払ってまで保育園に入れるのも何か違うと思い、イライラしながらも週末子育てをしてきた。今は

２歳半も過ぎ、かわいい面が出てきた為にイライラも減ったが、特にこどもが半年～２歳くらいま

では、お金をかけずとも近くに同じような境遇の人がいてくれたら、相談などができて良かったの

にと思う。 

ひとり親に関して 

ひとり親で収入が少なく非課税であるため、同居している両親の収入から保育料を計算されたこと

について、保育料を支払っているのは子の親であり、両親と同居しているからと言って、保育料を

支払っているのは子の親です。生計を共にしている訳ではないので、この計算の仕方はおかしいと

思いました。 

ひとり親家庭の医療費助成制度。子どもの受給券のようにしてほしいです。請求して一か月後に帰

ってくるのが遅いので困っています。時間もないのでなかなか役所にも行けません。 

周囲に経済的に大変なのかなと思う家族などあります。一人家族は知り合いではいませんが、そう

いった家族がもっと利用出来る子ども食堂などがあちこちにあればいいと思います。 

母子家庭なのですが、小さい子どもがいるというだけで、仕事を見つけるのがすごく大変です。働

きたくても、働けないというのが現実です。もっともっと、子どもを預けられる場所や休日も預け

る事が出来る環境を作って頂きたいです。 

ひとり親に対する支援の充実や、環境を良くして欲しい。施設での保育時間の延長。 
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アンケートに関して 

忙しい子育て世帯に、これ程質問内容の多いアンケートを送ってくるのは、いかがなものかと思い

ます。金田地区に新しくできた公園には、手洗い場、日陰が全くありません。管理の問題かもしれ

ませんが、せめて１つずつはあってほしいです。 

皆様から寄せられた悩みに対しての回答をホームページに載せて、いつでもだれでも閲覧可能にし

てほしい。わからない、調べられない、知らないことへの不安を取り除いてほしい。超高齢化社会

を迎えて、子ども達とお年寄りが気持ちよく、幸せに生活できる環境を整えてほしい。そのための

協力は是非させて頂きたい。 

調査票が送られて来たのは始めてだったので、よく分からずに問に答えていきました。この調査票

は父親と母親に対しての質問が多くて、正直に答えるべきかを迷いました。お答えできる所は答え

ましたが、分からない所は空欄にしてあります。調査票を出して状況を把握するのは良いと思いま

すが、対象の子どもすべてに出すのではなく、ある程度の条件を満たした方に調査票を出してほし

いと思いました。 

子どもの障がいに関して 

封筒に記載されている子ではないのですが、４年前、2 歳過ぎの子どもの発達が気になり、子育て

支援課に相談しました。また連絡すると言われましたが一向に連絡がなく、３度目の問い合わせで

やっと相談に乗ってもらえました。しかし専門家に診てもらったり、どこかを紹介してもらえるわ

けではなく、「３歳まで様子を見ましょう。大丈夫だと思います。」とのことでした。不安を抱えな

がら１年を過ごし、１年後に再び相談しましたが、こちらが市内で引越しをしたので、地区の担当

者が変わったと言われ、引継ぎがなく、一からの相談になりました。こちらで友人から話を聞いた

り、問い合わせをしたりして、なんとか子どもを見てもらえるところができましたが、二度とこの

ようなことが起こらないよう、改善をしてもらいたいです。 

一時、発達について悩んだ際、幼児言語教室の方々に相談に乗っていただき、不安があるならばと

医療機関への窓口となっていただいた事があります。そのおかげで不安もなくなり、本当に感謝し

ています。その後、長男も言語でお世話になりました。そのような場所はとても大切だと思います。 
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（２）小学生・保護者〈自由回答〉 

問 34 最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がございましたら、

ご自由にご記入ください。 

 

※自由回答の記載件数は 132 件でした。個々の回答は複数の内容について触れている場合があり

ますが、回答を分類するに際しては、回答内容の中で冒頭に述べられたものなど、主要なものひ

とつに限定して分類を行っています。 

 

 

（件）

（n＝132）

公園・遊び場・公共施設に関して

放課後児童クラブ・夏休みなどの預け先に関して

小学校など学校のことに関して

個別の市の施策や施設・サービスに関して

子育て全般のことや市の施策・要望に関して

通学路など道路環境・生活環境に関して

病児保育や突発的な保育などに関して

情報提供・相談に関して

子どもの医療に関して

障がいに関して

ひとり親に関して

その他
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公園・遊び場・公共施設に関して 

雨の日などに、友達と遊べる施設などがあるとよいと思う。 

公園のトイレなどをきれいにしてほしいです。集合住宅でも、子ども会に入れるようにしてほしい

です。街灯を増やしてほしいです。 

大きな公園が少なく、自由に遊べる所が少ない。潮浜公園の遊具はなくなり、歩いて行ける所は小

さな公園のみ。それならば、学校を放課後つかえるようにすべき。 

妊娠・出産・未就園児などのサポートをたくさん受けて、ここまで子育てできました。定期健診時

に保健師さんに相談できたことで、乗りこえられたこともありました。ありがとうございました。

小学生の放課後に安心して遊べる広場がなく、少し残念です。広場や公園が少し遠くにあっても、

さみしい感じやあぶない感じがします。外に安心していける所があるといいです。 

市内に大きい遊具のある公園がほしい。小学生が楽しめるものが少なくて、市外へ行くことが多い。

潮浜は好きだったのに、今は何もなくなってしまって、残念です。 

子どもが安心して遊べる公園や、教育施設としても利用できるような公民館（歴史、科学など）が

あると、引越ししてくる若い家族も増えると思います。また、都内と比較すると、教育レベルが低

いので、各種検定（漢字、英語、算数など）を全国的にトップクラスに持っていければ、知名度も

高くなると思います。 

公民館で、多くのイベントを行っている事は、とても良い事だと思う。ただ、図書館の本の数が少

な過ぎて、情報を得たり、読みたい本を探したりしても、見当たらない事が多く、残念過ぎる。子

どもの数が市内で増えてきているにもかかわらず、書籍が少ないと、借りに行く気があまりおきな

い。 

自然と触れ合える場所。潮浜公園は淋しくなりました。ゴミやペットの糞などのマナーの低さ。人

とペットの遊ぶ場は別にして欲しい。 

千葉市にある子ども交流館の様な、雨の日でも室内で遊べる施設が欲しい。千葉市の施設は、プレ

イルーム（室内アスレチック）、体育館、図書コーナー、DVD 視聴スペース、パソコンコーナー、

ゲームコーナー、ロビーと充実した施設が無料で利用でき、とても良い。 

公園がちょこちょこあるのは良いが、ボール遊びなどがしにくい（住宅地のため）。小櫃堰公園くら

いの広さが、真舟の方にもあれば嬉しい。 

子ども達が、自由にどんなことにでも体験できる公園ができると嬉しいです。今は、他市を利用し

てしまうので。水遊び（噴水、夏の水遊び）や水風船（禁止している所が多いです。マナーも含め

て教育するべきと思います）、水鉄砲、ボール遊び、自転車が、どの公園でも楽しみたいと思います。 

馬来田地区は公園が少ないため、子どもが集える場所が増えたら良いと思う。 

木更津市には、袖ケ浦公園や百目木公園のような大きな、遊具のたくさんある公園がないのが残念

です。 

小学生が、放課後遊びに行ける児童ホーム（船橋市でそう呼んでいたのですが）のような所があっ

たらと思います。学童に行っていない子達も遊びに行けるような所です。 

支援センターなどは未就学児までなので、雨の日などに室内で友達と遊べる所がないので、改善し

て頂きたいです。 

図書館がない。利用できない。中央に一つあればいいわけではない。 
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図書館をよく利用します。子どもだけの施設ではないですが、継続的に利用するには距離が遠いで

す。返却だけでも、学校や公民館でできたら助かります。我が家では、子どもが一番本を読むので。 

児童館のような、公園ではなく、子どもがいつでも行ける遊び場ができると嬉しいです。 

長須賀地区に公園が欲しいです。ベビーカーを押して歩いてみると、歩道の幅が狭すぎて通れなか

ったり、草が邪魔をして通れなかったりするので、整備して下さると助かります。 

西岩根に公園がない（学校があるからなのですかね）。 

子どもたちが安全で、きれいな公園などの広い場所が欲しい。公園でも体を動かすアスレチックな

どの遊具の充実を望みます。 

子どもが遊べる施設が少ないです。公園やプールなどを、もっと整備してほしいです。 

私たちの住む地区は、木更津市の西山地区です。今の西山地区は子どもも増えてきています。なの

に、遊ぶ場所がありません。公園に行くにも、旧道を渡らなければいけません。大きくなったら道

を渡るのも大丈夫ですが、小さな子どもたちは心配なため、西山地区にも公園を作ってもらいたい

です。子ども会でも、そういった話がでるのですが、どこにいえばいいのかわからなくて、困って

います。新しい家も建ってきているので、まだまだ子どもは増えると思います。よろしくお願いし

ます。 

図書館を子ども児童館にし、小さい子から小学生までが遊んで学べる施設になればよいと思います。

数年前に他県から移住しましたが、整備された遊び場や室内の遊び場の少なさにびっくりしました。

少しずつではあるものの、人口が増加している。今、改革するチャンスだと思います。 

公園の遊具をもっと充実させてほしい（滑り台、ブランコ以外のもので）。ペットと触れ合える場所

やペットのことをもっと知れる、体験できるイベント、教室があればいい。インターンシップ、ボ

ランティア（小学生向けの職業体験）など。 

木更津市は、子どもが遊べる公園やプールなどの施設の遊具が古く、遊べる場所が少ないので、大

型公園などをもっと設備してほしい。ショートステイ、ファミリーサポートなど、利用できる事業

をわかりやすくしてほしい。 

大型遊具のあった潮浜公園や小櫃堰公園から遊具が撤去されてしまい、子どもが喜んで遊ぶような

公園は、百目木公園まで行かなくてはならなくなった。県内出生率１位で、これでは充実している

とは言えないと思う。ただでさえ、昔のように外遊びができない環境で、休日くらいのびのび遊ば

せてやりたい。遊具設置を検討してほしい。市営プール（鳥居埼）についても同様。サーフィンの

プールなど、必要ありません。市立小学校の教員は、人格も適している人のみ採用してほしい。 

図書館の児童図書や幼児図書の充実、施設をきれいにして頂けると助かります。 

放課後児童クラブ・夏休みなどの預け先に関して 

子どもが小学生になり、夏休みの預け先に苦労しています。特に１人目が高校生、２人目が中学生

になり、２人とも夏休みに部活やバイトで不在で、３人目（小３）が１人で家にいることになって

います。学童も夏休みのみは不可とかで、木更津市は充実していません。何とかして下さい。 

夏休みだけの学童の預かり施設がなく、仕方なく年間契約をしています。そういう施設が充実して

くれたら、有難いです。 

真舟小地区に、学童があると助かります。 
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小学生に関しては、長期休み中に数日間でも、学童などに参加できるプログラムがあると助かりま

す。また、長期休み中のみ学童に入所できるようになると、就労のチャンスが増えるので、検討い

ただきたいです。 

学童ひばりに入れなくて困っています。夏休み、冬休みだけの学童を増やして下さい。 

木更津に住んで 10 年目になりますが、まだまだ知らない事が沢山です。これから働こうかと考え

ているので、夏休みなどの長期休みの事を考えると、不安な事もあります。車じゃないと難しい預

け先（学童とか）ばかりだし、かといって子ども達だけにもしておけないしなどど、働くのも大変

だと思いました。 

金田地区には学童がなく、長期休み中預け先に困る。 

パートを探そうとしても、子どもの長期休みがネックになり、なかなか見つけられないです。 

学童保育の運営に、不信感を覚えています（特にお金の扱い）。市も補助金を出したら終わりではな

く、正しく使用されているのかなど、お金を出した以上、責任を持って取りくんでほしいです。 

就労していない家が、長期休みや急な用事などの際に、小学生を預けられる場所がなくて困ってい

ます。仕事をしていなくても、下の子が小さかったり、自分が具合の悪い時、祖父母が遠方で、夫

も仕事でほとんど週末も家にいない我が家のような家は、預け先がほしいのが現状です。 

八幡台小学校近くの学童保育が足りません。今年の４月から１年生になった子が入れず、やむをえ

ず仕事をやめました。来年度もすでに一杯です。兄弟枠や口コミなどで一杯になり、ホームページ

もないし、説明会すら開かれず、情報もないし分からない間に一杯です。どうすればいいのりか。

仕方がないので、来年からは、わざわざ送迎ありの学童で遠い所に行こうとしています。近くがい

いのに。 

夏休みのみで、預ける学童があったら助かります。また、日払いの学童があったら助かります。 

核家族世帯が、どんどん増えている金田地区で学童がないのは、どうかと思う。早くつくってほし

い。 

夏休みや冬休みだけ、学童を利用できるようにして欲しいです（高学年になると、帰宅時間が遅く

なるので、学童を利用しないため）。 

金田小学校にも、学童を作って欲しいです。 

母親の仕事が土日に休みでないため、学童の様な所が（公民館やサークルや集まりなど）、土日も充

実して利用できたら助かるのですが。 

就学前は、市の認可保育園で大変良くして頂き、とても感謝しております。現在、親運営の学童ク

ラブに通所しておりますが、親の負担が多く、退所する事も検討中です。しかし、低学年での留守

番も不安で困っております。 

土日は基本的に休みだが、祝日が勤務日であることが多い。しかしながら、学童保育は祝日が休み

のため、両親どちらかが休まなければならず、祝日の預かり保育を充実させてほしい。PTA活動が

平日のため、土日で活動できるようにしてほしい。 

学童保育所の料金が高い。長期の休み（夏休み）には、数万円がかかります。子どもの安全性を考

えると、一人での留守番は不安なので、現在預けてはいます。 

平日の学童保育はあまり必要ないが、長期休みは利用したいため、平日も利用しています。長期休

みのみ利用できるとありがたいのですが、今後そのような施設ができてほしいと思っています。 

学童があると助かります。 
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夏休みなど、長期休みの保育施設に悩む人が多いので、早期に対応してあげてほしい。 

フルタイムで両親とも仕事しているのに、学童保育に入れず、長男が一年生の時に、とっても困っ

た。幼稚園に入っていた人は、学童は必要ないと学童側から言われて、仕事を辞めなくてはいけな

いのかと思った。市役所は、入れる学区に転校しろと言って、訳がわからないと思った。誰が仕事

の前に学校の送り迎えをするのだと思った。 

夏休みなどの長期休みの時に学童保育に預けて、色々なところに連れて行ってくれるのですが、利

用料が高くて負担になります。市として支援はないのですか。してほしいのですが。 

学校内での学童が、実現できるようにしてほしい。通年で学童を利用していなくても、一時保育や

長期休みのみ利用できるようにしてほしい。 

長期休みの際に利用できる学童クラブなど希望（一度登録すると、自由に利用できる）。知人が新宿

区に在住しており、「放課後こども広場」を使っているそうです。保険料月 100 円のみ。地域のお

年寄りなど見守る人が、お世話してくれるそうです。木更津にも、ぜひ作ってください。 

小学校など学校のことに関して 

教室にエアコンをつけてほしい。朝の通学路の路地で、車が多いながら減速せずに危険です。地域

のみなさんで見守ってほしい。 

小学校にエアコン設置してほしい。木更津市だけ、対応が遅れています。波小まで通う通学路の対

策も、どうにかしてほしい。あんな狭い道なのに、火葬場が大きくなったら、さらに交通量も増え

るし、大きな事故になってからでは遅いです。または、早く小学校を建てかえてもらいたい。年寄

りの意見ばかり聞きすぎている。 

放課後の校庭開放を希望。 

学区編成がたびたびある。なるべくないようにお願いしたい。 

学校の教室にエアコン導入すると、周囲の市では言っているが、木更津市でもそうしてほしい。学

童はあるが、定員は少なく、また、役員などの父母の活動が盛んで、入れるのをためらってしまう。

他の小学校では父母活動もなく、学校に併設している所もあり、地域の差がありすぎると感じる。 

木更津市では、エアコンの整備はいつからでしょうか。君津や袖ケ浦、富津は、エアコンがつくと

新聞に出ていましたが。住む地域で、真舟、南清がエアコンあり、という状況を早く改善してほし

い。 

放課後に復習教室をして頂きたい。 

学校にエアコンが付いてないので、夏場は子ども達がかわいそうです。トイレも和式なので、洋式

に変えてあげて欲しい。 

学校で友達とコミュニケーションが上手く取れない子のために、サポートやメンタルケアを重視し

てくれるような専門の指導者がいてくれたらいいなと思います。 

各学校によって、行事の内容が違う所に疑問を感じる。特に、真舟小学校は、夏休み前の個人面談

しかなく、２,３学期の各個人へのフォローが無いように感じる。人数の多さなのか疑問だが、少し

フォローがあってもいいのではないか。 

小学校の少子化。通学路の安全対策。5時間目の終わる時間が遅い。14時 30 分には終了して欲し

い。夏にエアコンがなく、体調を悪くして帰宅する事が多かった。他の学校は、エアコンがあるの

に、差があるのはおかしいのではないか。 
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家が小学校のすぐ近くで、放課後に友達と遊ぶ際、学校の校庭で遊ぶように話をしているのですが、

学校で子どもが怪我をした際に、学校で対応できないためなのか、校庭では遊んではいけない事に

なっていると子どもから話を聞きます。両親が共働きの家も増え、子どもだけで家の中にいて、も

し何かトラブルがあると困るので、家には友達を呼んではいけないルールになっている家も多い中、

子ども達が自由に遊べる場として、小学校の校庭は昔のように開放して頂けると助かります。 

小学校の教室、体育館にクーラーを付けてください。バスケを習っているが、夏場の練習や体育が

心配。畑沢から波岡小に向かう通学路（ステーキガストの近く)にちょっとした山があるが、雨が降

ると、木とか土とかが崩れてこないか心配です。 

学校規模の適正化。地域による差をなくす（小、中学校）。学童保育の充実。人数と敷地面積の適正

化。狭い中に、大勢のこどもが、長い時間過ごすことに不安がある。 

学校教員の指導力、責任能力、管理能力などに差がありすぎ、その年その年で、親のフォロー範囲

の違いにとても困っている。低学年への対応は、特に差がわかりやすいので、教員個々に任せっぱ

なしではなく、学年全体、学校全体でできない人への対応やマニュアルで、対策をとってほしい。

頭がいいだけが、いい先生ではありません。 

中学校の部活動の種類が少なく、選ぶのが困難な時がある。子どもが少なくなっているので難しい

でしょうが、好きなスポーツができるように工夫して、隣の中学校でも部活動だけ参加できたりす

ると嬉しい。 

他市で福祉の仕事に就いていますが、木更津市は、近隣の中では充実しているように感じます。地

域により、子どもの数に大差があり、教育方法（学校）が子どもの人数により違うように見られま

す。どうしても大人数だと、ひとり一人の子のばらつきが目立つので、細やかな教育を受けられる

ようになるとありがたいです。 

祇園小のプール工事より、校舎の方を工事した方がいいのではないか。地震が起きて倒れたりしな

いかとても不安です。又、耐震がきちんとできているのなら公表してほしいです。 

小中学校の教室へのエアコンの設置を、早急にして頂きたいです。同じ木更津市の住民なのに、新

設の小中学校に通う子ども達だけ、教育環境が整っている現状はおかしいと思います。小学校の低

学年や中学３年生（受験生）の教室を優先して、エアコン設置をお願いします。 

個別の市の施策や施設・サービスに関して 

夕方４時 30 頃に流れる子ども達へのアナウンスが、とてもありがたいです。チャイムだけより、

アナウンスがあることで、子ども達が素直に帰ってきます。 

子ども向けのイベントで、クラシックコンサートやプログラミング教室、英語に触れるなどを、都

心部に習ってもっと増やしてほしいです。子どもへのチャンスを沢山作ってほしいです。 

保育園の質の悪さが気になる。保育士に細かなシステムの研修などを行っているのか。園の指導な

のか、市の指導なのか、保育士の質で良い人と悪い人との差がすごい。園でつくる給食に栄養士が

いないのに、カロリー計算はできているのか不安。 

親の為の教育機関やセミナーなどの充実。保護者同志のコミュニティーの拡充。 
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現在、市で 16 時半に子どもの帰宅を促す放送をしていますが、子どもは遊びに夢中で理解してい

ない。または、夏の 18 時のチャイムが帰宅する時だと思っているようです。一度、学校から放送

の内容と帰宅時刻が季節によって違う事など、子どもに伝えてもらうことが大事かと思うことが、

多々あります。子どもが理解してないと、地域の人が言っても無意味です。学校によって、自転車

で公道に出られることが違うので、低学年のうちは子どものみで、自転車で遊ぶことは大変危険だ

と思うので、統一して欲しいです。 

近所の大人達の、子育てに対する理解が少ない。元気に外で遊んでいると怒られる（うるさい、危

ないなど）。近くの保育園にも苦情が多いようで、保育士も散歩などで近所に気を使いながらで、大

変そうである。地域での子育てに、もっと理解が欲しい。自分達も子育てをしている時期があった

と思うのに。残念でならない。 

不審者情報や小児犯罪者の情報の公開や安全対策の充実をお願いしたいです。住んでいる地域が安

全なのか、子どもを一人で歩かせて大丈夫なのかを知りたいです。 

市営プールの再開を強く希望します。 

夏休みなどにもっと学校のプールや図書室を利用できる環境にして欲しいです。 

職場が遠かったり、医療機関で働いている人から、小学校の登校時間より前に家を出なくてはいけ

ないと聞いたことがあります。朝、出勤時に預けて、登校時間に送り出してくれる施設があったら

いいと思いました。 

子育て中の母親（父親）を、孤立させないようにすることが大切だと思う。どの子もに教育、生活

が安心して受けられるようになるとよいと思う。 

育児のために離職した人が、正規雇用で再就職できるような支援を希望。 

子を預けて働きたいと思っても、保育園はどこもいっぱいで預けられない。保育園の数が、全く足

りていないと感じます。働きたいと思ったときにすぐに働ける環境になればいいと思います。 

子どもは、学校生活でたくさん学ばせていただき、先生や地域の方々に見守られて、すくすく育っ

ています。それはとてもありがたく思っています。集団生活でがんばって、疲れた時にはストレス

を感じ、近頃よくむしゃくしゃしたり、イライラしたりすることもたくさんあるようです。子ども

が、ストレス発散して楽しく遊べる場所やイベントがもっとあれば、ぜひ参加したいです。子ども

が笑顔だと親もうれしいので。ぜひ企画してください。 

夏休みとかに、プール行きの（有料）バスとかあるといいと思います。小学生限定で。歩いていき

たいが、遠い。子どもだけで行けるように。自転車で行くには危険な道ですし。外のプールの方で

す。 

下の子がいる中で、保育園に入るのは大変だが、兄弟とも同じところに保育園に通えるようにして

ほしい（送り迎えが大変で、行事などもぶつかる）。申請をしなければ移動できないし、今通ってい

る保育園に入れなくなるのも、厳しすぎる。 

小学校に入る前は、支援センターに通っていましたが、今は通える所がありません。小学生も集ま

れるような所がほしいです。中郷地区は子どもが少ないので、どこかでいろんな友達とふれあえた

らと思います。 

第二子や第三子の保育料について、同時に幼稚園や保育園に通っている場合のみ半額や無料となり

ますが、同時に通っていない場合（上の子が小学校にあがってから）も適用して欲しいです。子ど

もの数だけ、お金がかかるので。 
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子育て全般のことや市の施策・要望に関して 

木更津は駅周辺に人が集まらない。旧そごうを借りて、図書館や学生に勉強するスペースを設置し

たりしてほしい。市役所の一部も入っているが、駐車場もないので不便です。必要な部分にお金を

使って下さい。 

木更津（請西南地区）は、この少子化時代に沢山の子どもがいて、素晴らしいと思います。しかし、

地域の病院は待ち時間が長く受診しづらかったり、公園の遊具は、同じパターンのすべり台、ぶら

んこのみ、小学校はキャパオーバー気味で一時保育は働く人が優先と断られ、小学生が放課後遊べ

る施設（児童館的なもの）が全くありません。行政の子育て支援の力をあまり感じられません。な

んとかなりませんでしょうか。 

母親が子どもの体調不良や行事で休みを取りやすい社会になって欲しい。保育してもらえる環境が

充実することも大切だが、子どもにとって、親に見てもらいたい時に見てもらえないという思いを

させないで、共働きができる社会が実現したら良いと思う。 

ここ数年、市内の娯楽施設（イオンやアウトレット）などが、新たに多くでき、習い事教室や子ど

もが学べる、遊べる場所なども増えました（自分の子どもが幼児の頃は、環境が全く違います）。が、

その環境に満足せず、行政（市）主体の子育て施設や遊び場がたくさんできると、子育てしている

親は助かると思います。市による施設などの方が利用しやすい面がたくさんあると思います（利用

料や利用しようと思う親の考えなど）。子育てに悩んでいらっしゃる親御さんは多いと思います。外

の施設をたくさん利用することで、悩みを解決したり、発散できるだけでも親としては少し楽に子

育てできると感じ、子どもとの接し方にも余裕が持てると思います（叱る事が減るなど）。 

近隣市と比べ、保育料が高く、負担が大きすぎる。年に数十万円違うと思う。また、学校施設の冷

暖房を早急に進めて欲しい。私立保育園が適切に運営できているか市で監査した方が良い。衛生基

準など疑わしい。 

近隣の市と比べても、子育て家庭への支援が少ないように感じます。近くで実際に取り組んでいる

ことをどんどん真似すべき。まずはそこから。そして、新しいアイディアをお願いしたい。小中学

校の規模を見通した上で、建設を統合すべき。中学校が足りていない。小学校も慌てて新設したの

か、もう増設。おかしいと思います。 

木更津市は子どものサポート体制が乏しく、ほかの地域よりも遅れていると感じます。学童保育も

民間ばかりで、びっくりしました。NPO などと協力したりして、もっと子育てしやすい環境を作っ

てほしいと願います。ファミリーサポート事業が充実し、地域に浸透するともっと子育てしやすい

と思います。 

最初のきっかけさえわかれば、環境、支援ともに充実しており、大変助かります。 

中郷地区は、子どもの数が少なくなっています。家を建てられるようにすることや、お店などがな

く、もっとこの地区に残ってもらえるように、都市計画を充実してもらいたいです。中郷小は、と

てもいい学校です。中郷中がなくなってしまうのは、とても残念です。 

保健センターなどの建物が古いのが、気になる（保育園、図書館なども）。いつの時代で、時間が止

まっていますか。公共の施設から、活気が伝わってこない。人口が増えているのだから、チャンス

でしょうに。 
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通学路など道路環境・生活環境に関して 

子どもたちが通学路として使用している、歩道橋をきれいにしてほしい。市内の公民館の図書を増

やしたり、入れかえを多くしてほしい。子どもたちが安心して遊べる広場があると良い。 

公園や道が整備されていない。危険な道が多く改善して欲しい。 

八幡台、羽鳥野地区に住んでいます。朝、子どもが友達と合流するまで毎日見ていますが、山から

の抜け道になっている道路があり、車の運転手がこわいと感じる事が多くあります。信号がない道

路が多く、今後、火葬場工事によりダンプカーが多くなると思います。小さい子どもはダンプから

は見えづらいと思います。何かあってからでは、遅いです。羽鳥野地区の道路状況を調査していた

だき、早急に信号をつけていただきたいです。 

通学路が危険なため、毎日送迎しています。そちらを改善してください。祇園 473周辺の方も何度

かお願いしていますが、改善されないままです。大人の方が線路を渡ったりしているので、子ども

が真似しないかが心配です。踏切か歩道橋を作ってください。何かあってからでは遅いと思います。 

防犯が気になりますので、行き止まりになる道や人通りの少ない道こそ、もっと何回もパトロール

をしていただけたら、助かりますし安心できます。 

高柳小学校には、集団下校がありません。娘の通学路は、人通りの少ない道で、途中から一人で帰

ることが心配です。私も気になって途中まで迎えに行ったりするのですが、仕事後は厳しいです。

時間的にも厳しいです。集団下校があると、親の負担も減ると思います。 

下校時に、人通りが少ないところを歩行するので、不安があります。車もスピードを出しているの

に歩道が狭く、雨の日は、歩道の線を出ないと歩行ができなく、子どもたちも怖いと話しています。 

小、中、高校生の通学路で、長い草や木など、子どもが歩きやすいように、きれいにしてほしい。

子どもが病気の際に、親が子どもの症状を話しているからよく聞いてほしいと、市内の病院の先生

に伝えてほしい。放課後、学校の先生の補習をやってほしい。 

通学路、繁華街に、防犯カメラを設置してほしいです。長期の休みの時だけ、学童保育が利用でき

るとありがたいです。 

病児保育や突発的な保育などに関して 

問 33（市として子育て支援施策に取り組んでいくために重要なこと）の 4（病児・病後児を安心し

て預けることができるサービスの充実）を本当にお願いしたい。 

病児の送迎を手伝ってくれる方が欲しいです。保育料も日数換算でお願いしたいです。感染症で１

週間休んだ時など、利用していないのに支払っているのは、勿体ない気がします。第一小の通学路

の踏切の道を整備して欲しい。 

急な子どもの預け入れにも対応していただける長須賀保育園様には、感謝しております。朝早くか

らや夜遅くまでの長時間の保育があり、フルタイムで働いている私には（２交替）助かりました。

金額も満足しています。先生方も、素晴らしいです。このような保育園が増えればお母さんたちも

安心して働けると思います。また、医療費が 200 円になったのは家計に助かります。 

小学校の低学年を、一時預かりしてくれる支援などがあれば、利用したいです。 

入学説明会の時、２歳の子を預けようとしたのですが、いっぱいとか風邪の時期なのでなどと、何

件か断られた経験があります。その後、頼る気にもならず、一度も一時保育などのサービスを利用

しませんでした。必要な時に断り続けられると、とてもがっかりしました。もっと柔軟な対応を望

みます。 
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情報提供・相談に関して 

下の子に、多くのアレルギーがあります。誰に相談したらいいのかわからず育ててきました。アレ

ルギー対応食品も高くて、悩んでいます。ほんの少しでも知る事があったらと、ずっと思っていま

した。私が知らないだけなかもですが、小さな事でもホームページなどがあると、とても励みにな

ります。 

市内の各公民館のお便り（募集など）を、インターネットで見られるようにしてほしい。参加した

い講座などを、わざわざあちこちの公民館に行かなくても知ることができるように。父が不在で、

子どもが病気の時に、母親の私も不調になることが何度かあり（インフルエンザなど）、きょうだい

を一時保育に行かせることもできない。となった時に、どうしたら良いのか（子が病気でなくとも、

自分が動けないくらい調子が悪い時なども）。いつも困ったことになります。ファミサポがいまひと

つ情報として伝わってきていなくて、あまり身近な制度と思えないので、登録がいつも先送りとな

っています。ワンオペ育児（｢ ワンオペ｣とは｢ワンオペレーション｣の略で、育児の全てをこなさな

ければならない状態を指す言葉）の場合、赤ちゃんがいる、ただそれだけで生活にゆとりがなくな

っていると思うので、子育て支援の施設などの登録を、わざわざ予約して、よくその中身もわから

ないままに登録しに出かける、という一手間が大きいのでは。健診会場や、出生届、転入届の際の

市役所などで、ブースを設けるなどして、積極的に支援の手があるという説明をしていただけると、

産後の疲労困ぱいの状況でも、いざという時のための（一時預かりなどの）準備ができる気がしま

す。 

子育ては、とても不安が多いです。助けて頂ける情報や、周りの人を支援できる情報が欲しいです。 

今は、実家の親が健在で協力して子どもを見て頂けるので、フルタイムで働けています。もし、私

だけで育てると考えたら、情報や金銭など、どうしたらよいのか、誰に頼ればいいのかわかりやす

く知りたい。SNSなどではなく、地域の中でみることができて、気軽に行けるような雰囲気の場が

あって欲しい。 

木更津安心メールで、時々連絡も来ますが、これを利用して、子育て相談が気軽にメールできたら、

助かることもあると思います。また、学校を通じて、子どもがいろいろ体験できる場所の紹介など

も、もっと増えていくとありがたいです。 

子どもの医療に関して 

医療費を無料にしてほしい。安心して働けるよう、保育施設の充実、保育の質の向上をしてほしい。

４月より木更津に引越してきましたが、非常に子育てしやすい環境で感謝しています。 

小児科医は子どもが具合が悪いとき、預かったり、相談にのったりしてほしいが、親身になってい

ただける医院がない。中には、医師から責められることもある。とても嫌な思いをした（母親は子

どもの心配をするのは当たり前なのに）。安心して子どもを受診させることのできる医師がいる小児

科ができてほしい。医師への呼びかけをしていただきたい。急なお通夜などの時、子どもを見てい

ただける場があると助かる。予防接種に、子どもをなかなか連れていけない。仕事をしていると、

各病院の予防接種の時間の予約がなかなか取れなかったり、小学生は、予約受付なしが多い。病気

の人と同じ診察時間に連れていくしかないことと、診察時間内に連れて行くのは、仕事をしている

とかなり大変なことである。 

夜間や休日に受診できる病院がなく、一刻も早く充実させていただきたいと思います。 
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家の近くに大きな病院があるが、土曜日の診察がないため、まだかかったことがない。できればや

っていただけるとありがたいなと思う。 

受給券は、大変ありがたいと思っております。歯医者は回数多く料金も高いので、気兼ねしないで、

通院できます。今後も続けてほしいと願っております。 

障がいに関して 

学校での発達支援の体制を充実してほしい。専門家の常駐、先生への勉強会の実施、授業における

支援体制の充実（先生の数）を倍にする。 

木更津という地域性もあるかもしれませんが、いわゆる育てにくい子（発達障がいや自閉症）を見

つけ出すのが遅すぎます。横浜市では３歳児健診の時に保育士が見つけてくれて、その後、電話や

自宅に来てくれ、しつこいくらいに相談やアドバイスをしてくれます。落ち着きがなくて、外に出

しづらいというなら、園庭解放している保育園まで子どもを連れて、親と保育士が行ってくれます。

木更津は公園もたくさんあり、人も温かく、子育てをするのはとてもいい地域ですが、やはり、そ

れでも困っている子達もいます。 

特別支援学校に通っていますが、学区が３市（木更津市、君津市、富津市）にわたり、広範囲な上

に年々生徒数が増加し、過密化している問題について対処していただけますとありがたいです。 

ひとり親に関して 

ひとり親の家庭に、もう少し補助をしてほしいです。子どもが大きくなるにつれてお金がかかる為、

不安です。 

ひとり親への支援金を、増やしてほしいです。働いても、働いても、お金がない。 

その他 

習い事に関して、種類が少ない。（近場で）習わせるなら（お金もかかる事なので）中学でも部活と

して活動しているものが良いが、一貫している種目が少ない。例えば、テニス、小学生から硬式を

させたいが、中学ではない。バドミントンも中学はなかったり、今の居住地では通えないなど個人

的意見です。 

自治会があるのかないのか、わからない。近所との付き合いがないため触れ合う場が欲しい。 

 


