
⑥子どもの福祉、行政への要望・希望【問 54】 （203件） 

 

近場に子どもの遊び場や相談出来るサービスを設けて欲しい。同い年の子の集まれる施設など。 

「じぶん手帳」の使い方が分かりません。例えば、フィットネスクラブにもっていくと 10分だけランニン

グマシンをかしてもらえるとか、テニスコートが安くなるとかといった使い方はどうでしょうか？今のま

まででは、「運動しましょう」と押しつけられている感じが大きいです。 

ネットを生かした授業などＩＴ関連の取り組み。 

対象的に、ＩＴにかかわりを持たない生活(ノーメディアなど） 

育児休暇が公的に 1年では短すぎる。地方行政であと半年とか 1年支援できる体制やサポートの環境がほ

しい。 

子育て中のお母さんの就労時間を短くする支援があるとよい。 

子供の病気の為の有給が取れるとか（子供育休がどんな労働条件の人へもつく） 

教育費の無料化を進めてほしい 

学校の違いによる先生の質の差をできるだけ小さくしてほしい（小、中） 

公園が少ない。古くなって遊具で遊ばない。 

室内で遊べる巨大な遊び場がない。近場にはなにもない。不便である 

行政自体が町民のためにと思ってやってない。 

本来の行政の役割をはたしていないため、何も期待していないし要望も特にない。 

要望するだけ、自分の体力・労力を使うだけなので無駄だと思う。 

子供の障害について、まだまだ知らない人たちがたくさんいます。障害児をもたない親や障がいを知らな

い子供に分かりやすい何かがあると良いなと思いました。 

発達障害への理解とここへの対応、支援を一環でサポートする体制づくり（住んでいる地域により格差が

あると感じます。）に対して町の教育委員会では知識がなさ過ぎて逆に問題児とされてしまいました。 

子供にかかわるすべての人への教育が必要です。 

（気づけたので幸いでしたが、見過ごされている子の将来はどうなるのか心配） 

0歳児保育園の入園枠が少なく就労したくてもなかなか難しい。 

18才未満まで児童手当があればいい 

①下の子は、未熟児で生まれました。1月に生まれたので、予定だと 5月、学年が 1つ上になります。未

熟児だと発達は修正月齢で成長の目安とします。早生まれで、未熟児で生まれると、同級生との成長の差

を生まれてからずっと不安と心配を抱きながら育ててきました。外国では、1年遅く学年を下にして入学

できる制度があると聞きました。もし、下の学年なら少しは和らぐように思います。日本にもこの制度は

必要だと思います。 

②不登校で親子共に苦しみました。先が見えず、不安ばかりの日々でした。不登校でも、勉強のサポート

が受けられたら、今もう少し学力に自信が持てていたのではないかと思うこともあります。大きな市や町

なら、そのような施設も利用できるのでしょうけど、小さな町では、塾もないので、環境の地域の格差は

大きいと感じました。 



50代（40代から）男性の多い職場なので、育休や仕事と子育て（家事等）との両立など理解が得られな

いこともある。産後（産休のみで）すぐに復帰を求められるなど…。もっと企業に向けて、女性が働きや

すくなるような呼びかけ等をして頂けるとありがたい。（育休の権利などなど…） 

アパートの賃貸が安くなる制度。公営住宅や市営以外で考えたいのに普通のアパート賃貸は高くてムリ…。

母子家庭でも、普通のアパートに入居できるくらいの制度があればなあ…と思う。 

ある一つの場所で 24時間、子どもを預かっている様子をテレビで見ました。仕事の都合上、夜 8時くらい

になってしまう事もあるが、今の預けられる所は 6時が限度なので、どんなに忙しくても帰らなければな

らない。もし、もう少し長い時間預けられる事が出来れば会社でイヤな思いもせず、お金も少しかせぐ事

が出来、生活に余裕もできると思います。 

アンケートが答えにくい。時間がかかりすぎる形式なので、工夫が必要、途中で回答が面倒になる。 

いつも私たちのために、一生懸命お仕事してくださり、ありがとうございます。 

インフルエンザなどのワクチンを無料にしてほしい。 

インフルエンザの予防接種は無料にしてもらいたいと思います。（特に子どもだけでも） 

インフルエンザの予防接種も市で負担してほしい。 

インフルエンザの予防接種を無料にしてほしい。 

放課後、児童クラブではなく、学校内でいれるようにしてほしい（児童クラブと学校を隣接にしてほしい） 

インフルエンザやほかの任意の予防接種を全額助成金などで出来たらとても助かります。 

インフルエンザワクチンなど任意接種の物も、低い値段でできると助かります。（65歳以上は、インフル

1000円になっているので）公園、室内遊び場が充実していて助かっています。 

これは前から県教育課に何回もこうしてほしいという考えは伝えていますが何の前進もみられず母子家庭

はますますひどくなるばかりで怒りだけがこみあげます。アンケートばかり書いても何も変わった事が一

切ありません。一分一秒をみんな争っているんです。大学に行きたい子供の希望を諦めさせてる親の気持

ちわかるでしょうか。貧困の差がここに出てきているんです。 

とにかく子育てしながら仕事ができる環境が欲しいです。また、職に就いて間もない人や 20代の夫婦はギ

リギリの収入で仕事と育児を頑張っている人も多いので、所得によって生活が苦しい人へ向けた政策があ

るとうれしいです。私自身、2人目を妊娠中なのですが、計画的な妊娠でも妊娠中に夫の転職で経済状態

が悪くなってしまい、そして私自身も妊娠中ですぐに働くことができないので、生活に大変困っておりま

す。なので、そのような人へ向けた制度や支援もあると大変助かります。 

安心して子どもを預けられる場所。 

医師からの助言で教育機関や児相に相談しても門前払いをされたり、長時間の説教を受けて追い返された

りもしました（複数回あった）。子どもを虐待してしまった時もあり、無理心中を今回までは何とかこら

えましたが、精神的に追い詰められる親へのフォローも、もう少し柔軟にしてもらいたいです。今は何と

かなってますが、そうじゃない方もいらっしゃると思います。 

医療費の無料や、児童手当をいただいているので、子育てしやすい現代であると思います。このまま続い

てほしいです。母子家庭への援助がもう少し充実すればいいと思います。 

私は周りに室内遊びや子育て支援がとても充実していて相談などできるのでとても助かっています。他の



地域はどうかわからないので引っ越した時は探したいと思います。 

医療費を 20才までにしてもらいたいです。児童扶養手当も 20才までにしてもらえると助かります。 

一時保育を利用したいと思っても空いてないことが多い。下の子の育休中に上の子を保育園に預けられる

制度をなくし、籍だけ残してその分の枠は一時保育の人が利用できるようにしてほしい。 

一時預かり（幼稚園などのように何か用事があるときは事前に言えば園で預かる）のようなことを小学生

でもやってほしい！！学童のように働いている人だけでなくとも預けられる場所。近くに祖父母がいない

人でも気軽にお願いできるところがあると転勤族でも楽だと思います。 

雨や雪の日でも、小さな子供達が走り回っても大丈夫な場所があまり無いので、作ってもらえたら嬉しい

です。我が子に関しては上記のような要望のみですが、私の知らないところで苦しんだり悩んだりしてい

る子供はたくさんいると聞きます。全ての子供が夢を持って生きられる社会になれば良いなあと願ってい

ます。 

冬は遊ぶところがなく困ります（スキーやソリに行けるときは行きますが）。良心的な価格で体を動かせ

る室内遊び場が欲しいです。あと、小学校の下足箱が小さいです。冬場は長靴を入れるので、長靴が入る

サイズの下足箱にしてください。 

街中に公園は所々にあるが、その周囲の家に気を遣い、大声で遊べない 

核家族、共働きを支援する制度がほしい。 

学童クラブの預かり時間延長、日曜日も預かってもらえる等 

核家族の中では、みなひとりであり、交流の輪になかなか入れずに日常をストレスをためながら暮らして

います。その中で子育ては充実なんてできません。そして収束しない原発問題をはじめ、食事や外出を気

にしすぎて病的になる子供もいます。(大人も）今、福祉に必要なのは・・・各町内に無料で食事（おやつ）

ドリンクを一緒にとれてあそべる空間（家）ではないでしょうか！？ 

学校で子供の困り事に対応できる先生がいない。支援教育のスキル技術が乏しい。一番身近にいるのが学

校の先生・担任だと思うが、心配なことがあっても相談できない。お互いに不満しか出なくなってしまう。 

学習も塾を利用するには金額が高い、近所にない。 

学校の給食費を半分市で負担してほしい 

学校の週休 2日の廃止。土曜日の午前は学校というようにできるだけ学校という場所を子供たちに居場所

として認識させる。 

義務教育以降も、さらに学費が増え、通学にもお金がかかるのでどうかそこを支援してほしい。すぐにで

も動き出してほしい。 

虐待を見逃さない社会にしていきたい。 

給食費が年々高くなっていきます。うちのような子供の多い家庭にはきびしい金額です。無償になってく

れれば大変助かります。 

給食費や授業料は無償とすべき 

教育委員会、学校、地域がもっと母子家庭への理解をすべき 

支援等多々あるが相談に行っても生活保護を進められた。貸付金にしても手続きが大変で時間がかかりす

ぎ。子供を育てることは当たり前に大変で母子（父子）家庭であれば、経済面であったり精神面であった



りさらに大変である現状をもっと知るべきである。 

制度や支援の充実はあっても利用するために時間と労力が必要でそれではまったく意味のない制度や支援

なのではないでしょうか？ 

子供の為の制度、母子家庭の為の制度であれば本当の意味の子供の為、母子家庭の為を知っていただきた

い。 

教育費は無料で！！交通費も出して！！ 

経済的に貧困であることで、親が子どもに気配りすることができずに、子どもの才能が生かすに終わって

しまうことがないよう、そのような環境にある子どもたちにも平等に教育の機会が与えられるように支援

をお願いします。 

現在は同居している為子育てについて大きな悩みはありません。しかし、同居する前は主人の帰りが遅く、

一日中子どもとだけ関わっているのは私にとってとても苦痛でした。実家も遠く心許せる友人もいなかっ

たため、子育て支援センターなどに行っても孤独で子供を少しの時間預けて息抜きをしたいと思っていま

した。今振り返ると、子育てで余裕がなかったのだと思います。他にも同じように思っている方はたくさ

んいて、悪い方向へ行ってしまえば虐待や産後うつになってしまうのだと思います。気軽に一時預かりが

できる施設があればいいと思います。私の街にはなく、隣の町にあることをだいぶ経ってから知りました。

一時預かりを行っているこども園をしってからは、時々子供を預け自分の時間を持て心に余裕が出来まし

た。また、私は現在小学校に勤務しています。母子家庭で母親が夜間仕事をして朝方帰ってくるため朝ご

はんを食べないでくる子供もいます。経済的に苦しい家庭を支える制度とその情報を積極的に発信してほ

しいと思います。問 53は自分の子供だけでなく、ほかの子供に対し望む支援です。 

交通の便が悪く、行きたい高校を諦めなければならない子が少なからず居ます。せめて、バスなど高校通

学の為の交通の充実に取り組んでほしいと考えています。 

（交通費は、10万～25万/年ほどです） 

公営住宅に入りたくても入れない。共働きの家庭が安い家賃で公営住宅に住み、貯蓄をためて一戸建てを

建て退去していくのを何度も見ましたが、私のように本当に困窮している母子家庭世帯はなかなか公営住

宅に入居できず、高い家賃を払って一般の賃貸住宅に住んでいる。 

大学まで出してあげたいが、とにかく経済的な不安しかない。家庭の経済的な理由で子供の将来の可能性

を狭めてしまうのではないかと心配しています。 

公園でボール遊びを制限されたり、公園の使用に対するクレームが酷すぎる。行政は少数のクレームを大

切にし、多数の子どもたちから、沢山のものを奪っていると思う。これでは少子化はすすむばかりだし、

地域に若い人たちは定住しない。クレームが出ないよう、もしくは対処しつつ、子どもがのびのびと遊ん

で元気な声が聞こえる公園づくりに、利用者としても協力したいと思っている。 

公的な機関ではなく、NPO などの民間の支援や施設も白河にはあってよいのではと思っています。 

行政に前相談した所プライバシーがもれていて信用が出来なくなった。○○役場や福祉の方は差別などあ

り本当にがっかりします。プライバシーも他人に知られてしまう。 

行政の側から。こんな制度がありますよ等の積極的な個別のアプローチを行ってほしい。 

行政は要望しても「予算が・・・」で終わり県が主導しなければ何事も無理です。 



高校になると部活に関する出費が増えるので、国や県からの補助などがあると良いなあと思う。私立と県

立の差を感じた。 

高校に進学するとき、村外へ出なければなりません。下宿代など大変な負担になる家庭が多いです。子供

が自分の生きたい学校へ進学することができるよう、経済的支援を強く望みます。 

高校の義務教育化（給食に）。医療費助成 

高校の母子家庭助成金 

高校への進学について、子供が自由に遊ぶ権利も大事。 

塾の商業主義がテレビ宣伝を利用していると思います。 

地域の高校密着も大事。塾のテレビ宣伝は社会不安を招く。 

高校まで義務教育になったら良いなと思います 

お金がなくて塾などに行かせられない。学校の授業で頑張ってもついていけないので一度つまずくと勉強

の仕方すら分からないようです 

高校授業料支援ありがたいです。大学（私立も）授業料支援してもらえれば、だいぶ金銭面で楽になると

思う。 

今後の生活、仕事 

今年 28年度 4月以降に生まれた子どもにはオムツ等の補助があるみたいですが、数か月前に産んだのに特

に何もなくて、とてもガッカリしたので 3才くらいまでとか全体で補助してほしい。オムツもミルクも安

くなるのはズルいと感じてしまいました。 

最優先で考えるべきことなのに情報提供がわかりづらく利用しづらい 

子どもが安全に遊べる場所をもう少し作って欲しい。 

子どもの悩み相談 etcは教育委員会に話がいく。そして、各学校へ連絡が入り、教諭へという流れ。しが

らみのない心から信頼できる電話相談があるといい。学校にくるカウンセラーは信頼できないし、相談で

きない。 

子ども自身のためのアレルギーについての教育 

子育てについて気軽に相談できる場所があることが望ましい。また、就労と子育ての両立は、特に収入に

関しては切実な問題があるのではないか。行政の援助も必要かと思う。 

子育てに関する情報などが常にまわってこない 

子育て家庭へ経済的支援を充実し、子供が増える県になってほしい。特に、教育に関しては、経済格差を

なくし、より良い人材を育成するため公費の拡充が必要である。 

子育て支援に関して、行政の応対がわかりにくい。 

子育て支援をぜひお願いします。養育費・子供 4人以上の場合等 

子育て世代への経済的援助等（税金優遇など） 

子供が歯の矯正をしてます。見た目でなく前歯が大きくほかの歯が出てこれないためです。矯正しなけれ

ばいけない時などは少しは助成が出てもいいと思います。それにきちんとよくかんで顎を強くすることの

大切さなど分からない事も多いのでこうなるかもなど情報がもっとあった方が良いと思います。周りに矯



正している子供がたくさんいて私は驚きました。 

子供が小さい頃放課後塾や病院への送りが出来なくて困ったことがあるのでそういうサポートをしてもら

える機関があるとうれしかった。 

子供が進路を決定する際に、自分（親）が経済的に苦しい時に相談したことがあったのですが、結局就学

資金を借りることもできず、子供の将来を変えてしまったような経験がありました。上の子供の時でした

が、今も後悔しています。 

子供たち全員に教育の充実した環境を整えてもらいたい。学びたいのにお金がなく諦めてしまう子どもが

多いと思う。「わたしなんてどうせ」と諦めず、教育の場を子どもたち全員に平等に与えてもらいたい。 

子供にかかる必要なお金を無償化や、気軽に相談ができる場所、子供が健康に安心できる生活、親が健康

で働ける社会 

子供のことが心配でその上子供に否定される毎日。仕事をしていることで目が行き届かない。話をすると

すぐにお互いむきになる。全部私の責任。助けてもらえる人がほしい。助けて。 

今回のアンケートを書くことで気にかけてくれている人がいてくれるような気持ちになりました。母親と

は皆このようなことで思い悩んでいるのでしょうか。母親とは辛いことを耐える事なのでしょうか。 

子供の進学などで、精神的理由から学習する場をなくさないような（夢をあきらめてしまうなど）環境を

配備してほしいです。（経済的援助制度等） 

子供を気軽に預けられる場所があったらとてもありがたいと思う。 

歯医者や美容院にはなかなか行けない。保育園も足りない。職場復帰は迫っているが、申込み中の保育園

に入れるか分からない。 

もし入れたとして、子供が病気の時に自分が仕事を休めるか不安。病児保育などもしてくれる所があれば

ありがたいのになと感じる。 

子供を預けて働きたいのに、働いていないと、預けられない等の理由で働けなかったので（子どもが小さ

いとき）預けたいときに預けられるようにしてほしいと思う。（特に就労の前の就活時などのときから） 

子供支援が中学までとはおかしいと思います。社会人になるまでは生活が大変で一人前になるまでは支援

していただきたいと思う。今問題になっているいじめをもっと理解していただきたい。子供のちょっとし

たＳＯＳに関しても事実確認のあとは何にもなし。いじめてる子たちはしてますなどという人はいない。

不登校、ちゃんとした子・・まじめに登校してる子供たちとの差別がひどすぎる 

しっかりしてほしい。長女の友達は高校行けずに苦しんでる状態にあり、人を信じられない状態です。 

将来なりたい夢もお金がないためにやらせたいけどやらせられないのがとても親としては切ないです。 

高校卒業と同時に生保から抜かれるとききました。働いたばかりで家にお金入れる義務はどうかと思いま

す。以前聞いたときに 10万手取りだと 7万入れるようにと、おかしいと思います。いくらなんでも家にお

金入れる時点でなぜ決められてしまうのか。 

子供達との接点がなくなる方が多く、知識があっても子育てに関する知恵を持たず、妊娠にあたっても、

栄養不足等による生理不順によるできちゃった婚等、母体の心身ともに未熟な状態では健康なる子供達の

誕生を望む事は困難ではないでしょうか。妊婦となる以前の段階から手を打つ必要が！（特にダイエット

や栄養不足による身体に及ぼす影響等） 



市町村の検診の際の相談が頼りない。 

少し心配ごとがあると、保健師ではなく、カウンセラーと話すように言われる。何のためにいるのか分か

らない部分がある。（市町村の子育てセンターを利用している人とばかり話している） 

私たち家族は恵まれた立場にあると思っています。幸い皆健康に過ごせてますし、贅沢をしなければ暮ら

していける給料はいただいております。特に、行政の方でも、子供も保護者も満足いくぐらいやっていた

だいているので欲を出したらキリがありません。ただ、今これだけのことをしてもらってて、ゆくゆく子

供たちの負担を増やしてしまうのではないかという不安はあります。せっかく、現在の福祉が満足するも

のであったとしても、子供たちが将来背負っていかなければならないものが増えてしまうのならば、それ

はそれで心配です。贅沢な悩みですが・・・。今のところこれぐらいです。 

私は子育てがしたくて仕事をやめました。以前仕事をしていたところでは、残業等で家に帰っても話を聞

いてあげる機会すらあまりなく子供が話したいときに聞いてあげられない状況でした。子供のために働い

ていたのに子供にとっては一緒にいることが子供のためなんだと思い長年働いていた会社を辞めて 1年経

ちました。扶養に入っているものの年金や町民税等支払いが多くどうしたらいいのかわからない感じです。

今は内職をしてお迎えに行ってあげる時間を作っています。もう少し経済的な援助があれば助かります。 

私は親戚もいなくて頼る人もいないので、子どもの就職のときの保証人とか自分の保証人に困るので、相

談できるところがあればいいと思います。 

私は正社員で 8：30～17：30まで働いていますが、残業・休出・休みの日は家の用事や買い物などで子供

との時間と自分の体を休める時間が十分にとれていません。生活の為、家のローン・車のローン・子供の

ことなどで仕事を辞められません。最近、私が体を悪くし病院通いをしているので時間、金銭等将来のこ

とでとても不安を感じ疲れています。 

私は保育士をしていますが、子どもを預けっぱなしで情緒が不安定な子たちを何人もみています。親もい

っぱいいっぱい。休みの日は自分も休んでいたいという気持ちは私も職業人として、母として、よく分か

っています。しかしこれが毎回ではどうでしょう。子どもは愛着障害をおこし、様々な問題行動をひきお

こしていますが、なかなか親に伝わりません。親が安心して働ける制度、そして子育てサポートをもっと

充実させなければいけないと思っています、また年々増加するグレーゾーンの子たちの問題も大きいです。

療育センター、相談する場、支援の場、保健師の増加と早急にしなければと思います。幼児期がとても大

切なこと。この時期を大切にしないから、思春期、大人になっての事件が減らないことをもっと社会は認

識すべきです。このアンケートがよりよい社会づくりに生かされることを切に願っています。 

児童手当が中学生までなので、せめて高校卒業までにしてほしい。高校も交通費、部活動、昼食代などで

お金がかかり大変なので、生活が苦しく子どもに小遣いをあげられていません。 

児童手当も小中学生まではそれほど金額がかからないので高校へ出してほしい 

※子供が大きくなるごとにどんどんお金はかかっていく 

結局どこへ行っても苦労するので自宅に戻ってきたことを後悔しないよう、子供にも人並みに生活してほ

しい。 

室内で遊べるところが少ない。保健センターなど週 2くらいでいいので解放してほしい。相馬市にある「子

供の家」のような施設を南相馬市にも建設してほしい。（放射線等もあるので。） 



就学前の同じ年齢の子が集まって、遊ぶような機会があるといいなと思う。 

就学中の経済的援助があればと思います。子供は宝物です。できれば多く授かりたいです。 

収入が少ない、働けない・・・そのような私たちが悪いのですが経済的な援助があればとても助かります。 

就学中の子供についてだけ質問がありましたが、不登校になってしまって学校にも社会にも属していない

子供のことに焦点を当ててほしい。結局友人同士でなんて理解しあえず不登校や発達障害に悩み苦しんだ

時、助けてくれたのは学校や親の友人ではありませんでした。障がい・不登校・いじめ。教育を根本から

見直さないとこの国はだめだ。 

小さい自治体であるほど、保育所（幼児園）の先生との関係に気を使わなければならない。子ども本位に

考えなければならないが、保育士の裁量や考えに左右される所が大きく、保護者の意にそぐわないことが

あっても伝えにくい。保育士の子どもと我が子が同級生であったり、同僚だったりするため、担任を任せ

たくない場合があっても他に方法がないので、とても困っている。何とかしてほしいと正直悩んでいます。

力を貸して欲しいです。事態は深刻です。 

小さな子供が過ごす室内施設は充実しているように思うが、小学生が思い切り体を動かせる場所が少なく

困っています。市外・県外に出かけることもありますが、お金がかかります。高速料金だけでも無料にな

るとか、格安になるといいのですが・・・。 

小学生向けの遊び場が欲しいです。小さな子供の遊び場は数多くありますが、小学生向けの遊び場がなく、

アスレチックなど広い公園など授けてくれると、運動不足解消になると思います。また、友達との交流や

家族の団らんにもなり、とてもよいと思います。 

小児科の充実。育児休業中も就労する場合があるので、保育園や学童のしばりの緩和。 

障がいがあってもとれる資格（パソコンなど）を受ける場所と日数がもう少し多いと助かります 

障がい児の就学、就労のサポート 

障害のある子どもを預かる施設の充実。また、その親をサポートする体制の充実。 

障害児を持つ家庭に行政からもっと詳しくいろいろな案内や話す機会を作ってほしいです。何を何からや

ればいいのかわかりません。また、どのような病院があるなど教えてほしいです。 

障害者と健常者が差別や偏見なく遊べる（学べる）場所または、密に交流のできる場所。それにより、親

同士の偏見をなくしてもらえたらと思う。 

上にも記入しましたが、インフルエンザのワクチンが高くて…毎年家族 5人で受けると 3万近くになりま

す。高齢者だけじゃなく（65才以上に割引きあり）いいのになぁと思います。 

親も子供も精神的にも肉体的にも余裕の持てる社会であってほしい。5年後、10年後、その先も衣食住に

困りたくない。 

親自身、一人親なのに、体調、体力、健康面に不安があります。子育てをしながら仕事、なかなかありま

せん。サービス業は忙しいとき、子どもは学校休みのときです。家で一人にさせることもできないし、自

分の体調も不安です。なかなか良い仕事が見つかりません。夏、花火をしたいと子どもに言われました。

公園はダメでしたので、結局花火はできませんでした。（子どもの習い事ご褒美に花火をいただいた時の

ことでした）時間決めてそのうちなら大丈夫とかあればと思います。自転車、マラソンの練習をしたいと

いわれますが、できるところがありません。見渡しの良い広い場所が欲しいです。○○市には夜間診療、



小児科、精神科が少ないと思います。本当に大変でした。 

身近な所にある公園の遊具の整備と充実。公園の衛生管理の徹底。（0～2才、3才にも遊べる遊具を） 

生活費のために残業をしているのに、収入があがったからと母子手当の金額を減らさないでほしい。 

ボーナスもない職場なので、母子手当で車検や税金を支払っているので母子手当が少ないと、子供の為に

まではお金が残らないです。 

昔と比べ子供たちだけで集まって遊べる場所が少ない。学校の校庭などはスポ小で 1日使っていたりする

ので誰かの家でゲームをするなど、体を使って遊ぶことが少ない。 

大学、大学院まで返還不要の奨学金制度を充実拡大させてほしい。とにかく行政はもっと教育に支出すべ

き。国・地域の将来を考えれば投資効果は高い。 

大学に進学した場合の費用も心配だが、子供たちの世代が大人になった時の社会保障、年金などの制度が

どうなっているのかが心配 

中学、高校に入ると経済的に厳しくなるので、小学校や未就学児期よりも支援が必要である。塾など本人

の希望に添えてあげられない。 

中高生が自由に勉強できる場所がほしい。（福島市のコムコムのような所） 

会津は冬場、体を動かしたくても子供たちが体を使って動ける場所がなくてストレスがたまります。おや

も子も。アンケートが生かされるようにぜひ子育ての環境整備に力を注いでください。 

中高生が勉強できる場所がそれぞれの町に欲しいです（ダイユー8MAXのアオウゼのような所）。小さな

子供と一緒で、うるさくてとても集中などできない。夜は開いていない、では全く意味がない。子どもた

ちの学力 UPを…と講演会等をやるのも良いですが、まずはそこを改善してほしいと強く思います。 

通学路に関し、安全が確保できるよう、明かりや車両の進入禁止を図ってほしい。 

低所得家庭への支援 

子供の為に何もしない。自分の地元（秋田）はすごく良かった。 

冬は寒く、雪が積もるところなので、室内遊び場が欲しい。 

冬や雨の日など家以外で近くに遊ぶところがない。親同士も子供を遊ばせながら、ゆっくりお話やお茶で

きる場所があると便利だと思います。 

働きたいけど、子どもをあずける所があいていない。一時あずかりのようなものもなく、たよれる人が近

くにいないので困っている。 

特別支援学級での中学校での支援 

小学校では担任以外の先生も理解し何かと助けてくれるが中学校では先生の人数も少なく特別支援の生徒

まで目が行き届かないよう感じる。 

特別児童手当等の申請に係る診断をできる人を各地域の児相などに配置（週 1でも）があるととても助か

ります。 

独り親に対して、もう少し金銭的な面で援助して欲しい。ある程度、給料をもらっていれば、児童扶養手

当がもらえなくなるのは不満です。独り親でも子どもを大学に行かせてやりたい。その為には、ある程度

の給料をもらう必要がある。一生懸命働いて、子どもの為にと思って生活しているのに給料もらうと児童

扶養手当がもらえないなんて、生活保護の制度を受けている方々の方が良い生活をしているのは不満です。 



震災後、小児科がなくいつも病院は混んでいる。子供を連れて長時間待つのは大変。子供がほしくても産

婦人科が少ない。医師不足。予約制ですぐに見てもらえない。たらいまわし。 

病院の小児科（病棟）の充実。 

病院や買い物などで 1～3時間位、短い時間あずかってくれる場所があったらいいなと思います。 

病児保育が小学 3年生までなので、その後が不安です。出席停止になった場合など、どのように対処する

か検討中ですが、ファミリーサポートセンターの利用料金では、高くて手が出ません。 

不審者がいるのに教師が対応しないことで子供が教師の前で危険な状態になったことがあった。（子供が

いるところへ車がわざとぶつかろうとしていたらしいです） 

不登校の子どもにも教育を受けることができるように、個別や通信などの塾を無料で受けることができる

ようにしてほしい。母子家庭で母親一人の収入で 4人を育てるのが大変なので、経済的援助を受けられる

仕組み、もしくは養育費を父親から支払ってもらえる仕組みをつくってほしい。母親が自分の時間をもて

たり、精神面でリラックスできたりする時間を持てるようサポートしてほしい。 

敷居が高い。気軽に相談できない。上から目線。 

福祉のよいサポートがあっても知らない人が多く、知る手段もなかなかない。もっと周知方法をより良い

ものにしてほしいです。 

福祉の臨時給付金、仕分け得、高齢ばかりに出すのはおかしい。全員にだすべきだ。 

福島で育ててよかったと思える制度たくさん作って下さい。もっとたくさん問 53のものを充実させてほし

いです。（無料のものや割引や経済的援助とか）アンケートを行うなら早くて良い結果を期待しています！

よろしくお願いします！ 

平等に。転勤で○○に来たが、交流が少なく、情報が少ない。 

保育園～高校、大学の学費などの低減 

保育園に入れるように（児童待機ゼロ）してほしい。 

父母共に就労していて村立の保育園に子供が入っていたのに、○○市へ引っ越しをしたとたん村立保育園

を出され（広域も認められず）○○市の保育園もどこも満員と言われ、母の就労に支障が出た。保育園（保

育士）問題を何とかしてほしい。 

保育所・学童保育の充実。春、夏、冬休み中の保育場所の充実。急病時の預け場所 

保育所しか選択肢がない地域においての保育のあり方。幼稚園同様のカリキュラムとまではいかないでも、

補完的な内容を少しでもイベント的に入れてもらいたい。 

母子家庭の場合、すべての援助が受けられるようになってほしい。 

母親が夜 7時くらいまで働けるよう、子どもの預かりを支援してほしい。 

○○市は「とりあえず形だけ」という姿勢の自治体なのでその考えを改めない限りよくなることはないし

縁故の採用や古い習慣を無くさないので、それがなくならないので期待もできない。役人＝上から目線で

楽をすることしか考えず自分の保身をいかに守るか、そういう仕事をしている人が多い。仕事に対する意

識を変えない限りいつまでも田舎の自治体で最悪！ 

サテライトや土日に対応するという考えがでないのも当然だ 

満 3才からの支援でなく、子どもが入園したいと思った時からの経済支援がほしい。 



未婚の一人親も所得控除をしてほしい。 

未就学の子供が、保育園やほかの施設へスムーズに入れるよう待機児童の対策をして頂きたい。 

無料で乗ることができるスクールバスがあるといいと思います。 

小学生に上がってからの学童の場が心配です。かぎっ子にするにも今の世の中は危険が多すぎて不安です。

でも仕事をしないと生活できないのでどうしようもありません。学童の時間をもっと長くするとか考えて

ほしいです。小 3までしか預かってもらえないのも不安です。（だいたい 6時半とかですとね？せめて 7

時とか・・・）同居とはいえ祖父母に頼れない（病気で）と本当につらいです。 

近所に不審者がでたので交番に相談したが何かあったら連絡くださいとだけ言われ（パトロールするとは

言ってたがいた形跡なし）もう誰に頼っていいのかわかりません。そんな物騒なところに子供を一人で置

いとけません。事件が起こってからでは遅いと思います。いろいろな不安から 2人目に踏み切ることが出

来ません。 

予防接種など以前のように希望者に対し、学校で行ってほしい 

予防接種の補助金制度を設けてほしい（インフルエンザ、任意接種） 

予防接種は病院以外で受けられるといいと思います。 

健康状態なのに、病院へ行くとウイルスをもらってくることがあるからです。 

幼稚園が認定こども園にかわり母親が仕事しづらくなった。仕事しないほうがいいのはなんか変。仕事を

するなら保育園の方がいいと周りが言っている。 

幼稚園の授業料（？）が高すぎます。早期に無料化してほしい。 

来年度、特別支援学校に進学する予定だが、自由来館できる児童館のような子どもの足で集まりやすい場

所がないため（子育てふれあいセンターは親の送迎がないと行けない）、地域の子どもとの関わる場所が

ない。みなみっこクラブという週二回開かれているところはあるが、特別支援学校は地域の学校でないか

ら難しい、検討中と言われる。自由来館にしてほしい。特別支援学校は就業時間が早く、放課後デイサー

ビスを使えないと両親が働けないが、どこも放課後デイは満席になりやすい。一般学校のような、学童ク

ラブ（子どもクラブ）を特別支援学校にも設けてほしい。また、特別支援学校の高等部となると、更に通

える放課後デイサービスが少ないうえ、自力通学を目標としているためスクールバスにも乗れなくなる。

だが、田舎だからこそスクールバスは必要であるし、放課後に過ごすところがないという理由で母親が退

職せざるを得ない実情がある。特別支援学校のバスサービスの充実、子どもクラブの設立を強く望む。（一

般家庭同様、障害児を持つ親にも安心して働ける支援、サービスを） 

療育を受けられる場所がほしいです。今、○○まで通っていますが、もっと近い所にあると、仕事との両

立が助かります。 

どこかに相談したとしてもすぐに噂になってばれてしまうことがとても嫌なので絶対に市町村には相談で

きない。このような状態をどうにかしてほしい。地元はきついです。よろしくお願いします。 

福祉の人が障がいのことをわかっていない。（自閉症など） 

親と子の絆を深められるような施設があれば、（教育・親にも） 

あまりにも手厚い支援はかえって逆効果 

母子家庭なので、家賃が負担になる。今は実家だからだいぶ軽減されているが、今後子どもの進学や将来



を考えると西会津からでることも視野に入れている。実家からでて生活していけるか不安 

学校の先生が変わっている方が多いため、保護者との意見がとりづらい。親の前での先生の態度、子ども

の前での態度、あいさつもできない。怒るだけ等の先生が多いため子供が混乱している。学校でのことを

なんとかしてほしい。 

次男の療育は最初療育センターを利用していました。無料でとてもよかったのですが予約がなかなか取れ

ず 2か月に 1回のペースで 1回 30分と短いためこのままで大丈夫かな？と不安になり、お金はかかるが

支援の充実している民間の病院に変更しました。5年前のことなので今はもっと状況は変わっているかも

しれませんが、発達障がいのお子さんが増えているとききますので、低料金で手厚い支援が行われるよう

になると良いなと思います。 

母子、父子家庭で仕事をしながら生活するときに 365日いつでも見てくれる場所があると良いと思う 

（親がサービス業の場合、預ける場所がない） 

東京に住んでいた時には、子育てにハンデのある親へのサポートとして、区の心理士、保健師等がチーム

となり、サポートしてくれました。現在親へのものはゼロで、今後を期待して過ごしています。 

子育てと貧困を切り離せる社会にしてほしい。日本の女性が安心して妊娠、出産、育児ができるようにし

てほしい。 

出来るだけ多くの人とかかわりを持ちながら成長できる昔のような生き方 

障がいを持った子どもたちと健常者の子どもたちとの差がいまだに縮まることなくある意味差別的な扱い

もある中での家庭に対しての支援をもっと手厚くしてほしい。 

病児保育ができるところを増やしてほしい。土日祭日、お盆年末年始も子どもを預けられるところを増や

してほしい。（低料金で）屋内遊び場を低料金で入れるところを増やしてほしい。 

病児保育の充実。子どもが多い家庭に給付金があればと思う。多いほどカゼもひくし、仕事に行けないの

で。 

子どもの通学路の除雪くらいして欲しい。市町村の除雪体制が本当に酷い。他県を見習ってほしい… 

核家族であり、共働きしないと生活できません。保育園に預けると、保育料が兄弟でけっこうかかります。

生活のために共働きをしてますが、保育料が高いです。 

子育てをする上で幼少期よりも、中学→高校→大学の方がお金がかかる。その頃の支援が充実していると

安心できる。奨学金制度も見直されてきているが、成績の基準値を考えると、その枠に入れないと結局あ

きらめざるをえない。 

地域特性（自然が多い）などに合わせた教育が必要。自然が豊かであるにも関わらず、それを生かした教

育をしていない。先生や行政など公務員一般に、他の社会経験（公務員以外の）が必要と思う。 

育児に悩んだときに、匿名でいつでも相談できるダイヤルサービスがあると良い。 

何度かこのようなアンケートを書いていて、毎回思う事を書きます。現在公営住宅に住んでいますが、子

どもの遊ぶ公園というのが昔の公園？という感じで誰も遊んでいません。以前団地の役所に相談しました

が、団地の経費などでお願いしますと言われました。小さな子どもがいる家庭であれば、組で集めて公園

を新しくしようとなるかもしれませんが、そうではない人は、自分が使わない物にお金は出さないと思い



ます。小さい子からおとしよりまで沢山の人がいる団地なのだからこそ、全ての人が集まれるような公園

を作ってほしいです。大きな地域だけではなく、小さなところも見てほしいです。子どもの手当について

…扶養手当？で 3人目以降が 1人の手当より、かなり低いのはなぜですか？1人は 1人、子どもにかける

お金はかわりません。子ども～人以降は、～円支給という所があると思いますが、沢山子どもがいても、

その後子育て出来るお金がなくては。どうしようもありません。うちは双子が 3人目・4人目なので特に

思います。子どもを平等に育てたいです。 

放課後に勉強・運動できるような環境（指導員がいて） 

子どもが自閉スペクトラと診断されました。小学校に進学してからの、療育の充実をしていただきたいで

す。定期的に通い、おとなになるまで長期的な支援を希望します。難しいと思いますが、発達障がいの子

どもたちの学校がほしいです。 

学童は 4年生までのようですが、現在、いくつになっても一人でいることは危険な状態ですので、学校の

後、寺子屋のような、そこにいれば安心な場所が増えるとよいです。 

窓口で支払う入院費の負担を考えて欲しいです。医療費助成制度があるのに、窓口で保険料負担分を、い

ったん払い、4ヶ月後に保険でかかった分だけ保険会社（社保）から戻る。自費でかかった分も、助成制

度をもうけてほしいです。 

子どもの友人に発達障がいや情緒不安定があったり、不登校の子どももいる。親が悩んでいても、気軽に

相談・受信できるところが少ない。相談も休みをとらないといけない 5時までのところが多い。また、受

信したくても、なかなか予約がとれなかったりする。行政が考えてくれるといいなと思っている。 

子どもが欲しくても、金銭的に無理という方が、自分を含め沢山います。私達の小さい頃は、物を大切に

するという事を教わりましたが、今は、それがいじめに変わることが多いです。子育てをするにあたって、

貧困の差がありすぎで、核家族も増えているので、親も時間が取れない人が多いです。もう少し、色々な

面で援助して頂きたいです。時間か金銭面、どちらかゆとりが欲しいです。 

あぶない、危険とまわり（学校等）がうるさく、子ども達だけであそぶ場所が少ない。 

都立エンカレッジスクールのような高校を設立して欲しい。SST（ソーシャルスキルトレーニング）を受

けることのできる場所が欲しい。高校卒業後の支援の場が少ない（ADHD・AS・LD 等のある人への支援）

発達障がい者支援センターの予約がとれない。専門家が少ない。 

保健センターで発達障がいだと診断されましたが、診断して頂いたのはありがたいのですが、このような

障がいがあると、どのような手当があるなどいう説明がなかったのが残念です。お金に関することは、行

政は情報開示をあまり行いたくないのかな？という印象をもちました。もうちょっとわかりやすい方法は

ないものでしょうか？ 

義実家は同市内でも仲がいまいちで頼りたくない。実親にすぐに子どもを見てもらうわけにもいかず、夫

も勤務地も遠いため、万が一子どもが具合が悪くなったりした場合も頼れるところがないため、ちょっと

した用事で預かってくれるところがほしい。（めんどうな登録とかなく） 

以前、就労に関して不安なことがあったので、公的な相談できるところに電話をした事があったが「大変

ですね」で具体的なことは何も提案してくれなかった。その時から公的なところは信用していない。応対



した方がプロの人とは感じられず、何も知識のない人が配置されている印象があった。そういうサポート

を開設したのなら、連携を持って応対をして欲しいです。 

アンケート調査いい加減やめてください。震災からもう 6年ですよ!何のためのアンケートなんですか！ア

ンケートをするたび震災の時を思い出します。ストレスです 

先生方も忙しすぎて心を忘れている様に感じます。心配りが出来れば信頼もできて子どもは感じて学校や

大人の考えをもっとリスペクトできると思う！先生方の心のゆとりが出来たらと思う！ 

最近、知人から聞いたのですが 18才で 525万の学費を借り入れて 20年で返済すると聞いて驚きました。

もう、ここから差が出来るんだなあと感じました。社協から借り入れたりしたようですが、本当に夢をか

なえるためにはお金もかかるが寡婦にももう少しバックアップがあったらいいなあと思いました。 

給付型奨学金、高校以上の充実。ひとり親家庭の定期代補助 

未来を担う子供たちに十分な教育ができるよう、子どもが多い世帯に対して、特別な支援、補助をしてほ

しい。2年後 3年後では遅いので今すぐお願いします。 

遊ぶところがありません。室内でも小さい子の所だけで小学生が遊べるところがほしいです。本当に行く

ところがないです。 

学校から帰ってくると子供二人でいるので子供を預かる場所がほしい。預ける場所はあるけど遅い時間ま

でやっていないため、仕事をしていると迎えに行く時間が過ぎてしまうため預けられない。長い休みにな

ると心配になってしまう。近くに預かってくれる場所がほしい。夜子どもが病気になった時、見てくれる

病院が近くにない。 

進学するにあたり無利子の奨学金の支援の充実 

普段の授業についていけない子供に無償で授業を教えてくれる塾のような場所があれば本当にたすかりま

す。週 1でもいいです。 

休みの日にストレス発散できるような体を使ったスポーツが出来る遊び場がほしい。 

小学入学前までの子どもがいる家庭への支援の充実。就労策により違いがあるので現在行われているサー

ビスでは少ない家庭も有るので子供を育てる支援を充実させてほしい。 

母子家庭ですが、家を建て、子供に残してやりたいが、自分 1人の給料ではお金を貸してもらえず、ロー

ンを組むのも難しい。月 1万～2万のローンで、家を建てられればとてもうれしい。（家計のやりくりが

できる） 

子どものいじめ等の相談はどこに相談すれば。子供の将来が不安。 

生活保護係は、自分たちの仕事、業務としての扱いを考えてほしい。受給者の相談には一切乗ってくれな

い。親身な気持ちで接してほしい。福祉は名前だけの行政です。特に○○市の福祉生活保護係！ 

のびのび育てられる環境。現代は公園でもサッカーなどが出来ない。子どもがうるさいのは当たり前なの

ではないでしょうか 

学童運営の適切化。公営化、民間委託など NPO・・・ 

父母の運営で行っているので、保護者の負担が大きく、年ごとの役員間での運営バラつきがあり、引き継

ぎも大変。何のために預けているのかわからない。 

 


