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家族の状況について 

問４ この調査票にご回答いただくかたはどなたですか。宛名のお子さんからみた

関係でお答えください。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

■祖母  

 

問６ 宛名のお子さんの子育て（教育を含む）を主に行っているのはどなたですか。

お子さんからみた関係で当てはまる番号１つに○をつけてください。 

■祖父母、父母でほぼ均等に  

■曾祖父母  

■父、母、祖父母  

 

子育て環境について 

問７ 宛名のお子さんの子育て（教育を含む）に日常的に関わっているかたはどな

た（施設）ですか。お子さんからみた関係で当てはまる番号すべてに○をつ

けてください。 

■伯母  

■曾祖父母  

■兄弟  

■曽祖父  

■母親と祖母  

■叔母  

■友人  

■姉  

■おば  

■祖父母  

■伯父  

■兄、姉  

■デイサービス  

■発達支援教室  

■療育施設  

■認可外幼稚園  

■かわみんハウス  

■託児所  

■療育の教室  

 

問８ 宛名のお子さんの子育て（教育を含む）に、もっとも影響すると思われる環

境すべてに○をつけてください。 

■外からの情報がある場所全部  

■療育施設  

■母実家  

■病院、リハビリ  

■託児所  

■療育の教室  

 

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についてお答えくだ

さい。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

■２、３。多少心配がある程度  

■基本はみてもらっていないのでよくわからない  

■曾祖父母に負担をかけていることが心苦しく心配  

■頼めばみてもらえるが遠方なので本当に緊急時のみお願いしている。  
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■まだ一度も子どものみで預けた事がない為わからない  

■祖父母はまだ元気だが、体力や仕事の都合もあるので多少の遠慮はしている  

■同居のではなく遠方から来てもらっている  

 

問９-２ 友人・知人にみてもらっている状況についてお答えください。当てはま

る番号すべてに○をつけてください。 

■預ける事が多く、逆に預かる事が少ないので申し訳なく思う  

 

問 10-１ お子さんの子育て（教育を含む）に関して、気軽に相談できる先は、誰

（どこ）ですか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

■介護ワーカー  

■職場の同僚  

■勤め先  

■デイサービスのスタッフ  

■療育施設のスタッフ  

■職場の人  

■職場の人  

■出産した病院に併設された育児サポ

ート施設のスタッフ  

■療育の教室  

 

 

問 11 子育て(教育を含む)をするうえで、周囲(身近な人、行政担当者など)からど

のようなサポートがあれば良いとお考えでしょうか。ご自由にお書きくだ

さい。 

■保育園のお預かりをもう少し遅くまで延ばしてほしい。（短時間の場合でも、17 時

までではなく 19 時？までなど…）  

■教育（幼児期は遊びの延長で）やスポーツなどの出来る環境があるといいと思います。

小学校に入ってから急に勉強する習慣がつくわけでもないので。  

■・事前に面接や予約の必要のない気軽に子供を預かってもらえる所がほしい（1 時間

単位、30 分単位などで…） ・費用のあまりかからない親子教室があると気軽に通

えて近い月齢の子とふれあえそうで良い  

■このアンケートに記入している間、一時預かり制度を利用したい  

■産後の育児知識のサポート、助けを求められない人へのサポート  

■土日保育、子育てしやすい住宅（アパート、借家）の紹介  

■アンケートなどの調査からどのようにプラスに動いたのか、何か変わったことがあっ

たのか、アンケートの意味（時間）があるのか知りたいと思いました。サポートして

くださる環境を作り、子育てについてよりよい町になってほしいです。  

■・習い事の送迎、または送迎中に下の子の面倒を見てもらう。 ・仕事が休めない時

に子供が風邪等で保育園や学校を休んだ場合の子供のお世話（家族も見られない場合

は病児保育が近くにあると助かる） ・保育園でも幼稚園のような教育。あるいはこ

ども園が近場にほしい  

■小さい子が気軽に通える習い事があればいいな（空手など）  

■共働きなので土日の出勤でも子供を預けられるサポート。病児保育もあると嬉しい。
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現在、保育園に通わせているが土日は母または父どちらか休みだと預かってもらえな

い。リフレッシュしたくても預け先がないため休むことが出来ない。毎週とは言わな

いが月に 1 回くらいは預けられるようにしてほしい  

■働く間だけ子供を預かってもらうが（保育園）、子育て中の息抜きを気軽にさせてほ

しい。預けられる場所などほしい。「少し育児を休んで！」と言ってくれるところが

ない。かわみんハウスも子供から目を離してはいけない  

■年に 1 日でもいいので日曜日や祝日に預かってもらえるサポートがあると嬉しいで

す（夫婦の時間がほしい）  

■仕事上、土日出勤がある場合、土曜 1 日保育や臨時で日曜保育があると大変助かり

ます  

■入園式や保育参観の手紙に説明が足りない。初めて参加する保護者は何も分からない

ので当日困惑した  

■その場所（施設）に行ったら相談をすぐ出来る所  

■地域の方々と触れ合う環境。地元ではないので周囲に知り合いはいない。近所の人と

も挨拶程度なのでいざという時に子供の顔も知らない。相手の方を知らないと相談も

出来ない。地区の集会などで子供（就学前でも、子供会とか入れない年齢でも）と親

が顔見知りを作れる場所があったら嬉しい。ファミサポは気が引ける事もあり、同じ

子供を持つ親と知り合いになれたら気軽に頼んだり出来るのでは…と思う。職業で

（シフト勤務等）受け入れられないと聞いたことがある  

■こちらからはなかなかどこに、何を、誰に、相談すればいいのか分からない時もある

ので頻繁に行政担当の人が家に来たり電話したり郵送したりとしてくれるといいな

と思う。人によってはなかなか自分から発信できない人がいると思うので。  

■病児保育  

■匿名で気軽に相談できる窓口（メール、LINE、チャットなど…）。仕事をしていると

施設に足を運ぶ時間、余裕がない  

■お金  

■土日でも使える保育施設。フルで働いて保育所は仕事の時のみしか預けられず、土日

は父親が仕事でいないことが多いので、一人の時間がほぼありません。美容室や歯医

者、通院したくても行けないので後回しになってしまうのが現状です。祝日やお盆等

も保育園は休みになってしまうのでそんな時に使える施設があったら良いと思う  

■子育てと仕事を両立できる環境。また仕事をしている人もリフレッシュできる環境。

保育園等に入園しやすい環境。病児、病後保育をしてくれる施設があると仕事しやす

い 

■もう少しだけでいいので、母親にもリフレッシュをして当然であること、子供を預け

て外出してもいいことを理解してほしい。なんとなくまだ昔からの価値観である「母

親になったのだから親らしくしなさい、自分のことなど全て後回し、お洒落してはい

けない」等が根強いなと感じる…。  

■子育てを快適にする道具や情報の提供  

■かわみんハウスでは土日に相談できる人がいてほしい（子育てアドバイザーなど）  

■困った時などに連絡できる連絡先一覧の配布があれば利用しやすいのでは？（名刺位
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の大きさで持ち運びできるカードタイプ）  

■教育の面で身近な人に見てもらえたらありがたいと思う  

■子供を預けてリフレッシュできる時間がほしい  

■長期休みの時にあまり負担なく預けられる施設が近くにほしい  

■土、日曜日や夜の時間でも預けられるサポートがあればありがたいです  

■無料施設の充実。廃校になった小学校の校庭の開放をしてほしい  

■ひと月に一回でも様子を聞いてほしい  

■子供のことを気軽に相談できてアドバイスをもらえる  

■気軽に話のできる相手。ママ友だとちょっと面倒な時もあるので。秘密を守ってくれ

る相手  

■行政からの保育料などの金銭的なサポート  

 

 

平日の定期的な教育・保育事業の利用状況について 

問 15-１ 宛名のお子さんは、平日どのような教育・保育の事業を利用しています

か。年間を通じて「定期的に」利用している事業をお答えください。当

てはまる番号すべてに○をつけてください。 

■デイサービス  

■児童発達支援  

■育児休職中の為、末っ子は自宅  

■幼稚園の預かり保育、延長保育を時々

利用  

■児童発達支援の事業所  

 

問 15-３ 現在、利用している教育・保育事業の実施場所について、「１.」「２.」

のいずれかに○をつけてください。「２.他の市町村」を選んだ場合は、

実施場所の市町村名を記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

問 15-４ 平日に定期的に教育・保育の事業を利用されている主な理由について、

当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

■未就園児の保育をするため  

■子育て疲れの解消になります  

■負担軽減のため  

■育休中  

■子育てをしているものが育休中であ

る 

  

川越市 ９件

桶川市 ３件

東松山市 ３件

入間市 １件

鴻巣市 １件

坂戸市 １件

他の市町村
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問 15 で「２.利用していない」に○をつけたかたにうかがいます。  

問 15-５ 利用していない理由について、もっとも当てはまる番号すべてに○をつ

けてください。 

■利用したいが通院などしているため  

■利用したいが移動手段がないため  

■育休中のため  

■私、個人的には、保育園へ入れたいが

主人が 3 才までは母親が見なくては

ダメだと言うため  

 

問 16 現在、利用している、利用していないにかかわらず、宛名のお子さんの平日

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をお答え

ください。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

■病児保育を行う施設  

■幼児向け高等教育サポート  

■一時保育  

■児童発達支援  

■急病時のサポート  

■ファミサポに似た他の事業  

 

問 16-１ 教育・保育事業を利用したい場所について、「１.」「２.」のいずれかに

○をつけてください。「２.他の市町村」を選んだ場合は、実施場所の市

町村名を記入してください。 

 

 

 

 

 

 

地域の子育て支援事業の利用状況について 

問 17 宛名のお子さんは、現在、地域子育て支援拠点事業を利用していますか。次

の中から、利用されているものすべてに○をつけてください。また、おお

よその利用回数（頻度）を□内に数字でご記入ください（一枠内に数字は

一字）。 

■さくらんぼ、かわみんマム、乳幼児相

談、手形取り  

■子育てサロンさくらんぼ  

■とねがわ幼稚園こぐまサークル  

■さくらんぼ、幼稚園のこぐまサークル、

乳幼児相談  

■発達相談  

■乳幼児相談  

■乳幼児相談  

■上の子：つくしんぼ、発達相談、下の

子：赤ちゃんサロン  

■つくしんぼ、言葉相談  

■子育てサロンさくらんぼ→2か月に 1

回 

■とねがわ幼稚園、こぐまサークル  

■川越支援センター  

■子育てサロンさくらんぼ、赤ちゃんサ

ロン、乳児相談、英語で遊ぼう  

■発達相談  

■赤ちゃんサロン

川越市 8件

桶川市 5件

鴻巣市 １件

坂戸市 １件

東松山市 １件

他の市町村
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土曜・休日や長期休暇中の「定期的な」教育・保育事業の利用希望について 

問 20-１ 毎週ではなく、たまに利用したい理由について、当てはまる番号すべて

に○をつけてください。 

■仕事を少ししたいため  

■預けられれば仕事を少しでも多く進

められるから  

■就労の他、農業もしているため  

■学校行事、PTA 役員活動に参加する

ため  

■資格取得のため  

■職を探す際、週４日で探すと土日祝い

ずれか含むと書いてある。我が家の場

合、主人が平日休みのため土日祝は私

１人で子供３人を見ている感じです。 

■兄弟の習い事  

■仕事を入れたい  

■上の子の学校行事などのため  

■子供が友達と遊びたいと言っている

ので  

■他の姉弟との時間を作るため  

■仕事の人手不足の時に出勤が可能に

なるため  

■家族の為  

■研修等  

■仕事が入ることもあるため  

■子供同士の交流、遊ぶ  

 

問 21-１ 毎日ではなく、たまに利用したい理由について、当てはまる番号すべて

に○をつけてください。 

■PTA 役員活動に参加するため  

■子供の通院のため  

■出産で入院、産後大変な為  

■子供が幼稚園が好きだから  

■仕事をしたいため  

■兄弟の習い事のため  

■週に数回の仕事をしたい為  

■児童が希望するため  

■子供が幼稚園が好きなので長期休暇

中は通えなくて残念がっているため  

■祖父母の負担軽減の為。私は仕事の為、

祖父母が見てくれている  

■お友達と過ごすため  

■他の姉弟との時間を作るため  

■祖父母等の手助けが見込めず外の機

関に預けられない時に利用したい  

■病院に行ったりするため  

■子供同士の交流  

■仲良しの友達と遊ばせる為  
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お子さんの病気の際の対応について 

問 22-１ 宛名のお子さんが病気やけが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、この１年間に行った対処方法として当てはまる

記号すべてに○をつけ、それぞれの日数も□内に数字でご記入ください

（半日程度の対応の場合も１日とカウントしてください。数字は一枠に

一字）。 

■仕事場に連れて行った  

■曾祖父母  

■祖母  

■子連れで仕事をした  

■母親が育休中のため自宅でみた  

 

問 22-３ 上記の目的で子どもを預ける場合、下記のいずれの事業形態が望ましい

と思われますか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

記述はありません。  

 

問 22-2 で「利用したいと思わない」に○をつけたかたにうかがいます。  

問 22-４ そう思われる理由について、当てはまる番号すべてに○をつけてくださ

い。 

■子供のそばにいてあげたい  

■手続きが面倒  

■子供が不安になりそうだから  

■同居の親族がいる  

■他の病気をもらってくるかもしれな

いので心配  

■結局半日潰れるからめんどくさい  

 

 

問 22-６ そう思われる理由について、当てはまる番号すべてに○をつけてくださ

い。 

■仕事を休める状況ではなかった  

■自営の手伝いで休めない  

■休みを取ると仕事がたまってしまう

ので  

■かわりに勤務してくれる人がみつか

らない  

■休む必要がない(母親が就労していな

い為) 

■急な場合、調整が困難なため  

■仕事がたまる。代えがきかない  

■指名のお客様の予約が入っているの

で休めない  

■仕事が忙しい  
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不定期の教育・保育事業や宿泊を伴う一時預かり等の利用について 

問 23 宛名のお子さんについて、日中の定期的な保育や病気のため以外に、私用、

保護者の通院、不定期の就労等の目的で「不定期」に利用している事業は

ありますか。ある場合は、当てはまる番号すべてに○をつけ、１年間の利

用日数（おおよそ）も□内に数字でご記入ください（数字は一枠に一字）。 

■認定こども園の一時預かり  ■障害児療育  

 

問 23-1 現在利用していない理由について、当てはまる番号すべてに○をつけてく

ださい。 

■良くわからないから  

■利用したいが排泄が自立していない

子は利用できないと言われたので  

■子に障害があり預かってもらえない  

■父母のいない子は一つ一つに手続き

が大変。いちいち聞かれる(幼稚園で

は理解していただいている) 

■平日の休みの日はなるべく家で保育

するようにと保育園から言われてい

ます。だからリフレッシュしたくても、

できない時もあります。保育園に預け

ている人は使用できないと書かれて

いるリフレッシュ券も届いています。

送る必要ないのでは？  

■子供が嫌がる  

■現状は祖父母にみてもらう事が可能

だから  

■まだ子供が小さいため  

■遠い。事前準備が大変  

■祖父母  

■祖父母に預かってもらっている  

■いつもいっぱいで利用できない  

■預けるのが怖い。いろんなニュースが

あるので  

■定期的（月極）で利用中  

■遠方ではあるが祖父母が来て見てく

れる為  

■現在は育児休暇中  

 

問 24 宛名のお子さんについて、私用、保護者の通院、不定期の就労等の目的で、

年間何日くらい「不定期」の教育・保育事業を利用する必要があると思いま

すか。利用希望の有無について当てはまる番号・記号すべてに○をつけ、必

要な日数をご記入ください（利用したい日数の合計と、目的別の内訳の日数

を□内に数字でご記入ください。数字は一枠一字。） 

■幼稚園役員会  

■幼稚園の行事で平日の月曜日がお休

みの時、就労の為リフレッシュ券で利

用します。  

■通院  

■自身の通院  

■親の通院、子の手続き、面談  

■自分の通院、検診  

■就労終了時間と幼稚園の終了時間の

ずれ  

■定期の就労  
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問 24-1 問 24 の目的でお子さんを預ける場合、下記のいずれの事業形態が望まし

いと思われますか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

記述はありません。  

 

問 25 この１年間に、保護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族の病気など）により、

宛名のお子さんを泊りがけで家族以外のかたにみてもらわなければならな

いことはありましたか（預け先が見つからなかった場合も含みます）。あっ

た場合は、この１年間の対処方法として当てはまる番号と記号すべてに○

をつけ、それぞれの日数も□内に数字でご記入ください（数字は一枠一字）。 

記述はありません。  

 

育児休業や短時間勤務制度など職場の両立支援制度について 

問 30 宛名のお子さんが生まれたとき、父母のいずれかもしくは双方が育児休業を

取得しましたか。母親、父親それぞれについて、当てはまる番号１つに○

をつけてください。また、取得していないかたはその理由について、当て

はまる番号すべてを□内にご記入ください。 

（１）母親 

■派遣だったので、契約内容になかった

から  

■つわりがひどく、産前６週になる前に

退職した。  

■会社役員の為、融通が利く  

■自営業なので育休制度はない  

■マタハラで退職した  

■上の子と同じ保育園に入れる都合上

取れなかった  

■派遣の為、妊娠したら〇月ごろやめる

んですね！と言われ自己都合退職と

なった  

 

（２）父親 

■事業主の為、休む事など考えられない。 

■代表なので育休ない  

■必要性がないから  

■自営業のため  

■取れるわけがない  

■自営業だから  

■里帰りをしていた(妻が) 

■育児休業があるが取得しようとしな

かった  

■自営業のため休みづらい  

■自営業のため  

■起業した(準備期間を含む) 

■父親に育休の考えはなし  

■会社役員の為、融通が利く  

■自営業のため育児休業なし  

■自営業のため必要なかった  

■特別休暇と年次休暇を合わせて３週

間程度休んだ  

■自営扱いの委託業者なので制度がな

い 
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問 30-4 で実際の復帰時期と希望が異なるかたにうかがいます。  

問 30-６ 希望の時期に職場復帰しなかった理由について、当てはまる番号すべて

に○をつけてください。 

【「希望」より早く復帰した方】 

①母親 

■人手不足のため(病気退職者がいたた

め) 

■穴埋めをしてくれる人が退職し復帰

せざるを得なかった  

■仕事が大好きだったから  

■上に兄弟がいて保育園に通っている

と、生まれた子が１歳になるまでに復

職しなければならないため。→このル

ールを改正してほしいです。  

■上の子が保育園を退園せざるを得な

かった(下が１歳過ぎると)←強く主

張したいです。  

■仕事が忙しい  

■下の子が 1 才までに入園させないと

上の子が退園になるため  

■上の子が保育園にいたので、1 歳過ぎ

ると在籍確保がされないため  

■子供が 3 人連続して育休を取得して

いたことから取得しづらかった  

■1 才までしか休めなかった  

■会社規定により 1 才半までの為  

■上の子が保育園を退院されてしまう

から  

 

②父親 

記述はありません。  

 

【「希望」より遅く復帰した方】 

①母親 

■待機児童  

 

②父親 

記述はありません。  

 

問 30-８ 短時間勤務制度を利用しなかった（利用できなかった）理由は何ですか。

当てはまる理由をすべてに○をつけてください。 

（１）母親 

■激務の為、正社員からパートになった  

■職場に配慮があった  

■正職員から準職員へ働き方を変えた  

■フルで働けないならと辞める方向に

持っていかれ、結局すぐ辞めてしまっ

た 

 

（２）父親 

■短時間勤務にしたくてもかわりに人がいない  
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問 32 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【保育園について】  

■まず保育園は年に１回の利用者アンケートを実施して下さい。きっと色々な意見が出

ますよ。町は本気で親たちの意見を聞く気がありますか？まず年４回も就労証明を出

させるのをやめて下さい。あと布団乾燥をしているなら、持ち帰る必要がわかりませ

ん。雨の日も２人分、３人分の布団を持つ親の気持ちを考えてますか？保育園の先生

は定刻通りに退勤されますが、公務員と違ってそんな時間通りに終わる仕事ばかりで

はありません。親の気持ちにもう少し寄り添って頂きたいです。  

■第３子以降の保育料補助がとても助かっています。兄姉の年齢制限もなく、今後も続

けていただきたいです。保育園の利用条件 (一時保育等も)が厳しく、ほとんど利用す

ることができなかったのが残念です。受け入れ体制を整えてもらいたいです。  

■今回４人目を妊娠して、産前に保育園の一時保育が使えない事にとても不便を感じま

した。月４回のリフレッシュ以外に産前も保育園を利用できると病院の健診も助かり

ます。産後も１か月となっているが、希望者や大変な人は１か月以上使えると良いと

思います。一時保育の金額ももう少し安くしていただけると助かります。または子ど

もの人数によって金額が安くなったり補助があると嬉しいです。  

■川島は土地が広いのに色んな施設が少ないです。かわみんハウスもありますが車でな

いと行けないし、決まりも多いので利用しにくい。それぞれの地区に公民館もあるが、

子供が気軽に遊べない。以前、さくら保育園に子供 (当時２歳くらい )を預けたら、子

供がさみしくなり泣いてしまった。その際、保育園の人に「こんなに泣くんじゃ預か

れないわ！他の子に迷惑！泣かないように昼寝してから連れて来なさい」と。次の予

約をしようとすると「本当にこんな子預かれるの！？」など、ひどい事を言われた。

そんな保育園には２度と子供を預かって欲しくない！幼稚園以外には子供を安心し

て預けられません。保育者の教育がなってないと思います。  

項目 度数 構成比

保育園について 17 29.3%

幼稚園について 5 8.6%

学校について 1 1.7%

学童保育・児童館等について 4 6.9%

公園等の整備について 3 5.2%

子育て支援センター（かわみんハウス）について 6 10.3%

医療体制・医療費等について 3 5.2%

子育て支援サービス全般について 11 19.0%

その他 8 13.8%

計 58 100.0%

無記入 265

合計 323
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■保育園利用時に延長保育申請しました。最初は 30 分の延長しかもらえませんでした。

仕事は時間通りに終わりませんと説明しましたが、ロッカーでの着替え、駐車場まで

の移動を 10 分以内で済ませという意味ですよ。ムリですよね？そういったことも考

えられる方が担当になってもらわないと困ります。しっかりして下さい。不正に申請

する人もいると思うので職場に連絡するなりの証明をとってもいいと思います。  

■保育園の質が悪いです。他地区の保育園は午睡時間に先生はお茶休憩なんかしていま

せん。皆タイムスケジュールで子供一人ひとりに連絡帳を書いて１日の出来事をしっ

かり教えてくれます。ちょっとゆるすぎませんか？大切な子供を預けるのに不安です。

もっと自分たちの楽を選ばず子供の為に働いて下さい。  

■毎年保育園に提出する書類を記入するのがとても大変です。何度も名前と住所を記入

しなくてはならず、兄弟２人分の書類作成にかなり時間を要します。電子化など検討

していただけたらと思います。  

■待機児童をなるべく減らしてほしい。  

■近隣の市町村の保育施設と比べると保育士さんや保育の質が低いように思う。毎年同

じように続けていけば良いという考えなのか良くして行こうという姿勢が感じられ

ず、子ども中心ではなく、自分たちが大変か否かという観点で考えている。時代に合

った保育と保育士の質の向上に努めて欲しい。また保育園は幼稚園とは違うので金銭

的な事を考えて欲しい。(福祉施設ですよね？ )体操着、集金など考えてほしい。施設

の職員ももっと親の意見に耳を傾けてほしい。言った所で何も変わらないという気持

ちが本音です。だから良くならないんだろうなと思う。だから、言う…変わらない…

この繰り返しです。希望が持てません。書いても流されるだけだと思いますが書きま

した。  

■土曜日の限られた時間だけではなく、普通に仕事に行ける時間で預かってほしい。  

■早朝保育が出来てくれると助かる。7：00 に預けてから職場へ向かうのでは間に合

わないため。  

■一時預かりの利用券をもう少し増やしてほしい。12 時間分だと 1 日 6 時間預けた

ら 2 日で無くなってしまいます。月 1～2 回預けられる様、年間で 20 日分くらいの

利用券に増やしてほしい。  

■年度途中の入園であっても兄弟と同じ保育園に入園出来ない場合は入園を延期出来

るようにしてほしい。違う園に空きがあれば入園しなければいけないと聞いたので。

保育料の無償化もよいが、1 人目誕生で 5 万円、2 人目で 10 万円、3 人目で…など

お祝金がもらえれば子供が増えるのではないか。  

■一時保育使用が１才より前に出来たらいいと思っていた。  

■けやき保育園に通っています。月に 2 回はクラスだよりを出してほしい。クラスや

園での様子が全く見えません。年に２～３回懇談会を実施してほしい。横のつながり

を持てた方がいいし、家庭での悩みなど話す場は大切。先生方に週に 1 回は会議を

開いていただき、子供たちの様子についてクラスごと話し合って理解を深めてほしい。 

■父母共に土日仕事をしています。できれば土日…せめて土曜日の午後は保育をしてい

ただけるととても助かります。また、土曜日はけやき保育園とさくら保育園、順番で

実施してもらえたら嬉しいです。  
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■子供が安心して遊べる公園などがもっと多くあると良い。保育園が保護者に負担を強

いる事が多い（朝履いていく靴の他に、園で遊び用の外履きを持参させる。お弁当、

おにぎりの日が多い。給食室があるのに水筒が飲み終わってしまうと水道水を飲まさ

れることなど…。麦茶を沸かしてあげればいいのに…。あとプールのシャワーに温水

が使えず冷水で子供たちが可哀想だし冷たくてしっかり流せず不衛生！  

 

【幼稚園について】  

■私立の幼稚園しかなく町立みたいに良心的な園があってほしい。来年から入れたいが

無料になる為、競争率が高そうで入園できるか不安。  

■幼稚園が 15 時まで見てもらえると嬉しいです。  

■幼稚園の預かり保育について、別で料金を支払っているのに行事等の振り替えで平日

がお休みになってしまうと困ります。  

■子供の人数が減っておりますが、幼稚園は町内にもう１つは欲しかったです。年代に

よって子供が多いと先生の目が届いてないと感じる時もあるからです。  

■幼稚園の環境はとても良く、安心して子供を預けられます。先生や園長先生もとても

親身に相談にのってくれるので心強いです。自分自身もっとかわみんハウスや図書館

など利用したいのですが、キッカケがなく足が遠のいているのでもっと情報収集して

活用したいです。  

 

【学校について】  

■子育てするには不便な地域、公園も大きな場所は１か所しかなく、遊具も少ない。小

児科も１か所のみ。幼稚園も１か所のみと選択の幅が限られている。通学する時に子

供が少ないため、下校時に１人になってしまう。スクールバスを利用したいが利用区

域外の為、利用もできない。事件、事故も多いのでとても不安。自宅から学校までの

２ｋｍの距離を小学１年生が１人で帰ってくるのは難しいし怖いので入学後は迎え

が必要かなと考えている。教育、保育環境は全く充実していないと思う。  

 

【学童保育・児童館等について】  

■学童の人数が増えてきている。場所や人員が増えないと大変だと思う。  

■週に３～４日働きたいのですが、学童は働いている時間の制限や夏期、冬期休暇のみ

の利用が出来ない為、働けないのが現状です。幼稚園は預かってもらう事が出来ます

が、小学校の学童が無理なら下も預かってもらう意味がないので利用はしてません。 

■長期の休み(夏休み、冬休み)は普段学童保育を利用していない児童も利用できるよう

にしてほしいです。  

■児童館がもう少し気軽に利用できるとよい。平成の森公園と児童館といった子育てに

関する施設がまとまっていると、より利用しやすいかと思います。  

 

【公園等の整備について】  

■公園が少ない。無料バスがなくなって不便。子どもが安全に歩ける場所が少ない。  
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■普段から子育て支援課に気軽に意見を伝える方法がない。公園の遊具を充実させて欲

しい。平成の森公園だけでなく小さな公園も子供が遊べる場所を提供して欲しい。大

人も座って見守れるようなイスがあると助かる。砂場もネコのふんがあったり不衛生。

室内で遊べる施設が欲しい。雨の日は東松山のソーレやマーレに行っていたが年齢制

限で４歳から入れなくなった。  

■遊ぶ場所が不足している。特に雨天時の屋内。  

 

【子育て支援センター（かわみんハウス）について】  

■かわみんハウスがあって助かっています。町外の利用者の方が増えてきて講座が受け

られなくなったら困るなと感じています。  

■子育て支援センターができ、とても育てやすくなっていると感じます。  

■子供や就労者にとっての保育環境は十分でない。もっと就労者によりそった保育にす

べき。まだまだたくさん改善の余地があるはずかと…町でしっかり考えてほしい。か

わみんハウスに費用をかけるくらいなら保育園、学童に費用をまわし町の子供たちを

大切にするべきです。優先順位や考え方が少し違うと感じる部分が多いです。  

■車がない人はかわみんハウスへのアクセスがとても不便。かわみんタクシーは便利だ

がもう少しバスでも行きやすくしてほしい。  

■かわみんハウス、夏はプール遊びやってくれたら嬉しい。赤ちゃんサロン、幼稚園の

半日保育と被らない日だと嬉しい。川島町も子供医療費、18 才までにあがらないか

な？  

■事務連絡（期日等）が遅い。健康診断を行う時間帯が子供の生活リズムを考えられて

いない。支援センターなどの行事は働いている親のことが考えられていない（平日な

どが多い）。支援センターなどのお祭りはあまり子供が楽しめる内容ではなかった。  

 

【医療体制・医療費等について】  

■町内に病児保育を併設する医療機関を誘致、推進して下さい。パパママ応援リフレッ

シュ事業の利用券を有効に使いたいが、事前の面談などを考えると急な時に活用でき

なかった。  

■教育、保育と関係あるかわかりませんが、川島は病院が少ない。耳鼻科がないのがつ

らいです。小児科もあまり良いとは思えず、坂戸に行っています。行ける距離なので

良いですが。  

■川越の病院を受診時、一旦費用を立て替えなければならないのがとても不便です。(医

療センター)。伊草地区に子育て支援センターを作ってほしい。  

 

【子育て支援サービス全般について】  

■リフレッシュチケット２時間をもう少し長くしてほしい。  

■北本市の１歳までおむつが無料なのが魅力的です。  

■３人以上の子供を持つ家庭への祝い金、補助金制度。妊婦へのタクシー無料券配布。

妊娠中の歯科検診無料券の配布(他自治体ではすでに実施されている。)※川島町の人

口アップに向けて、役場はそもそもやる気が感じられない。  
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■前に住んでいた所では、支援センターに保育士が常にいて色々話を聞いてくれたり、

親がトイレなどの時に見てくれていた。川島は施設が広すぎてスタッフの目が行き届

かなそう。スタッフ内でルールがみなバラバラで言ってることが人によって違ったり

する。  

■問 30-６で回答した通り、下の子が１歳を過ぎて育休取得中だと、上の子が在園で

きないと言われ、泣く泣く復帰しました。こんなことで制度が利用できないのは悔し

かったです。  

■川島町は他の市町村と比べ出産祝い制度がない。例えば出産祝い金、一人に対し〇万、

２人目〇万など、出産グッズ補助金としてチャイルドシート補助金１万円など他の市

町村は行っているのに対し川島はない。  

■多子世帯への支援の枠をもっと広げてほしい！  

■子供を預けたい時に前もってでないと利用しづらい。前日、2 日前だと少し厳しいこ

とが多いため、他の日に申請をずらしたりすることがあった。夏は水遊びが出来る所

がない。川に囲まれた町ならではの利用が出来る所があれば子供たちも喜ぶと思う

（他の町や市は、児童館でも水遊びあり）。  

■北本市のように 0 才児オムツ無料化事業をやってほしいです。  

■北本市などでは毎月オムツの支給があるそうです。おむつやミルクなど毎日とても消

費するのでクーポンなどあったら助かると思います。  

■広い公園がない。保育園に提出する「在職証明書」が年 3 回提出は多すぎると思う。

頻度が多すぎて会社に言いづらいし、提出依頼書を出すのも手間。他の市町村は年 1、

2 回と聞いている。  

 

【その他】  

■まだ利用していませんが、セミナーなどの集まりなども充実している。自然が多く、

坂が少ないので散歩しやすい。  

■育児に専念したいが、夫の給料だけでは生活できないので、パートしている。  

■夏休みの負担が大きい。金銭面も就業面でも。  

■自分の育った地元の環境と比べてしまい、子育てに不便さを感じてしまう。  

■子供が小さいころから発達の心配はあり、何度もいろんな方にその心配を伝えたが、

誰も相手にしてくれなかった。結果今、3 才近くになって発達の遅れがあるという結

果が出て、もっと早く何かが出来てたと思います。  

■自宅周辺に同学年の子供が少ないので、小学校の登下校時の不安がある。周辺自治体

に比べ、ソフト、ハード面において見劣りする。  

■ほぼ愚痴なので聞き流してください。例年幼稚園の運動会の翌日が地区の運動会とい

う日程で、もし幼稚園の運動会が雨天で予備日となった場合、地区の運動会と丸被り

です。今、川島には 1 つしか幼稚園がないのになんでそんな日程を組むのか地区の

運動会を充実させたいのであればその辺りも最低限考えて日程調整しろ→もしくは

出来ないのならやめてしまえばいいと思っています。既存のやり方で、現状に即して

いない所を理解していない世代の方が多く、“今の若いものは”なんて言っている方
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たちは本当に生き方…やり方？を見直すべきと誰か声を大にしていってほしいと切

に願います。  

■保育園、幼稚園の施設が少なく選べない。こども園のような施設がない。  

 

 

 

子育てに関して 

問 35-１ 子育てについて、不安に思うことや悩んでいることはどのようなことで

すか。当てはまる答えの番号すべてに○をつけてください。 

■入院をしていたので  

■時間が足りない  

■将来病気などせず成長してくれるの

か 

■子に障害があるため将来が不安  

■父母のいない子というレッテル  

■仕事で祖父母との時間が多く、長く時

間がとれない。  

■一緒にいる時間が少ない  

■祖父母との関係が良好でない  

■相談する相手が身近にいない  

■子供の発達の遅れなど 

■少子化による今後の教育の場の減少  

■祖父母が送迎や家での見守りをして

いるが、高齢のため心配  

■言葉遣いが乱暴になってきた  

■子供の発達について  

■子供に摂食障害などがある  

■働きたくない。子育てに専念したい  

■子供の発達、就学  

■偏食、将来の社会  

■夫との価値観が違う  

 

問 35-２ 子育てに関する悩みや不安をどなたに相談していますか。当てはまる答

えの番号すべてに○をつけてください。 

■友人  

■友人  

■友人  

■療育施設のスタッフ  

■SNS 

■昔からの友人  

■友人  

■義姉  

■地元の友達  

■友人  

 

問 36 川島町の子育て支援において、どのような施策が必要と思われますか。必要

と思うものすべてに○をつけてください。その中で、もっとも必要だと思

われる施策を１つ選んで〔 〕内にお書きください。 

■産後ドゥーラ導入または産後、買い物

代行やお産タクシー  

■出産お祝い金など手当サービス券な

ど 

■家族構成での保育園の入園制度  

■保育園に預けていると私用では子供

を見てもらえない(一時預かり利用不

可)のはつらいときがある  

■私が死んだ後の成長に対して  

■学力テスト最下位なのに夕方のチャ

イムが他市町村より遅いのはなぜで

すか。  
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■長期の休み(夏休み、冬休み)の預けら

れる場所が必要  

■子供を持つ世帯の人がもっと多く町

に入って欲しい。それによって制度や

施設の拡充が望めるから。  

■高校生まで医療費無料にしてもらい

たい  

■習い事への送迎対応  

■公園内のトイレ、水道管理  

■子供を産んで育てている家庭への経

済的サポートの仕組み  

■預ける親が働いていても同じ場所で

はなく、学習、習い事などが行え、有

意義に過ごせる  

■スイミングスクール  

■不透明な保育所、保育園のありかた  

■子供が小さくても正社員で働ける企

業の拡大  

■今で十分だと思います。  

■シングル家族への援助  

■リフレッシュのため、通院等時に使え

るサービス充実  

 

問 37 あなたの生活の中で、「仕事時間」と「家事（育児）・プライベートの生活時

間」の優先度についてうかがいます。「希望」と「現実」それぞれについて

当てはまる答えの番号を１つ選んで○をつけてください。 

【希 望】 

■バランス良く  

■どれもバランスよく  

■どちらでもない  

■2 と 3 の両立  

■家事（育児）とプライベートの両立  

■家事・育児 6：プライベート 4 

■特に希望はない  

■全てバランスよし  

■どれも大事  

■仕事と育児の両立  

■バランスよく  

 

【現 実】 

■習い事を優先  

■どちらでもない  

■家事・育児 9：プライベート 1 

■なるようにしかならない  

■PTA 活動が多くそうもいきません  

■ちょうど良いバランス  

 

問 38 お子さんを、どのような場所で遊ばせたいと思いますか。あてはまる答えの

番号すべてに○をつけてください。 

■レジャースポット  

■レッスン  

■家の前  

■室内パーク  

■子供にとって良い刺激を与えること

の出来る場所、施設（生き物がいるな

ど、オモチャだけではない所）  

■動物園、アミューズメント施設  

■アスレチックセンター、スポーツセン

ター  

■山、海、外国  

■決められた金額を支払うフリータイ

ム制の遊び場  
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問 39 就学（小学校入学）時まで、お子さんをどのように保育・教育したいと思い

ますか。当てはまる答えの番号１つに○をつけてください。また、その理

由もお書きください。 

■保育園、幼稚園併用(２重保育) ■悩み中  

 

【理 由】 

■小学校に行っても困らないように教養を身につけさせたい。小さいうちに色々なこと

を体験させたい。  

■できるだけ子どものそばで成長がみたいから  

■子どもに合わせて柔軟に対応してくれそう  

■あまりこだわりはないが、自分の都合で仕事のために子供を預けてと思うほど仕事を

したいと思わなくなったので、フルタイムだったけど時短なり行ける日に仕事をする

なりして育児を優先させたいので。  

■保育園は就労していないと入れないから  

■仕事をしながらを理解して対応してもらえる、今の保育所であれば仕事と子育てのバ

ランスが保てる。  

■就労しているため  

■今、幼稚園に行っているため、そのまま。  

■いろんな子と交流できるから  

■現在通園しているので。  

■小さな頃から仲良く過ごしてきた友達と離すのはかわいそう  

■働いてます  

■勤務先との距離、上の子２人も同じだったから  

■小学校へ行くまでのベースを作ってくださるので  

■幼稚園の子と保育園の子では大きな違いを感じたから。やはり日頃さびしい思いをし

ている気がする。←保育園の子は。気持ちの面が一番大きいのではないか。幼稚園で

きちんと先生の話を聞いて教育に取り組む姿勢など、親から離れて社会への第一歩と

いう面でも幼稚園の方がきちんとしてそう。  

■保育園の子と幼稚園の子との差  

■今の幼稚園に満足しているため  

■とねがわ幼稚園は非常に良いから  

■幼稚園の方がしっかりやってくれるイメージがあるため。近くにあり、送迎がしやす

いため。  

■幼稚園は認定こども園より預かり時間は短いがしっかり生活の基準やマナー、人との

関わりを教えてくれると思うので。  

■現在、幼稚園に通っているから。教育面でも信頼できるから。  

■特に仕事をしていない為  

■集団生活、行動を学んでほしいため  

■保育園でも十分にご指導いただいているので満足。逆に幼稚園のように保護者による

活動は絶対に無理なので。  
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■就労の為、時間が長く利用できる保育園に預かってもらわないと困るから。  

■１人目は３歳になるまで保育園でしたが、とっても体が弱い子でした。でも今となっ

ては少しの鼻水くらいではこじらさない強い子になったので、３歳までは家で見れる

ならその方が親子にとっても仕事にも迷惑をかけずに済む。幼稚園の方が親身になっ

て子どもを見て頂けています。  

■自宅教育とのバランスがちょうどよいと感じるから。  

■集団生活でしか得られないものもあるため  

■すでに幼稚園に入園しているので卒園までお世話になる予定です  

■自分もそのように育ってきたから  

■子供が入園前から幼稚園が大好きだったため  

■就労の為、３歳までは保育園へ通う方が良いため。  

■安心して預けられる  

■仕事をしているため、３歳までは保育園に通うしかない為  

■小学校入学までの集団生活が身につけられる  

■１歳～仕事をしたいので、最初は保育園に預けてのち３歳～は教育に充実した幼稚園

に入れたいです。  

■フルタイム勤務のため  

■保育園で学べない事を学べるイメージがあるから  

■仕事をしているので  

■仕事をしていると幼稚園では延長しなければならないため  

■幼稚園で学習もさせたいが、仕事があるので保育園。保育園でももう少し色々学べた

り出来たら最高です。今でも満足ですが。新座に柔道が出来る保育園があるとか…。 

■就労時間の問題  

■父母が就労しているので現在入園している保育園で  

■仕事の関係で長時間預けられる場所が必要なため  

■幼、保のよい所を取り入れられそうだから。  

■幼稚園の方が教育が充実しているため。  

■幼稚園と保育園の両方で、沢山のことを学んでほしいから  

■早く就労し、家計の足しにしたい。子供と 24 時間一緒よりも、仕事をした方が更に

充実した日々が過ごせそう  

■幼稚園が近いので  

■小学校に入るまではフルタイムで働くつもりがないため  

■仕事をしていないため幼稚園しか選択がない  

■現在、就労していないため、保育園は物理的に無理だと考えて  

■就労していないので、保育園へ入園する必要がないから  

■保育園での教育環境は分かりませんが、幼稚園では英語や字を教えていただけるので  

■子供の成長過程で家族だけではなく、多くの人と関わりながら沢山の刺激を受けてほ

しいから  

■今の幼稚園が合っている  

■本人が行きたがっているから  
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■教育をしっかり身につけてほしい。小学校入学前にひらがな（自分に名前）は書けて

ほしいから  

■3 才から幼稚園なのは集団行動をして周りの人たちと行動することを養ってほしい

からです  

■子供の可能性が広げられそうだから。小さいうちに沢山の刺激や経験をさせてあげた

い 

■自分も主人もそうだったので  

■一緒の時間が多いから  

■個人的に保育園に抵抗があるため  

■川島町の幼稚園は私立の為、出費がかさむから  

■現在通園しているため  

■祖父母の支援もあるので無理のない時間で社会生活を学んで欲しい  

■選択肢がない  

■就労しながらも子供には色々な体験をさせてくれる幼稚園を利用したい  

■しつけ、教養を身につけさせたいため  

■本人が楽しんで通園出来ているため  

■その子供の友達がいるから  

■幼稚園の教育環境の方がよさそうだと感じるから  

■共働きで長時間保育してくれる方が助かるから  

■幼稚園に通わせるために最低基準を気にすることに捕らわれたくなくなったら幼稚

園での教育をしたい  

■本当はずっと保育園が良いが、活動内容が不透明なため  

■就業時間、お迎えが幼稚園だと間に合わないため  

■幼稚園のように教育して。学校入学時に幼稚園児も保育園児も  

■就労しているので長期休暇がある所は困る。預ける時間も長くないと困る。  

■沢山のことにふれあい、沢山遊んでその中で学んでもらいたい。子供同士仲良くなっ

た子達と一緒にしてあげたい  

■両親が仕事をしているため保育が必要なため  

■フルで仕事をしてため（父母共に）すでに保育園に友達がいるため  

■保育園で自然と遊び、強く育ってほしいから  

■就労時間の都合や休日、時間の都合で幼稚園は難しい。受け入れてもらう時間の関係

上、保育園の選択肢しかない。（もう少し教育的なこともさせたいが）  

■特に変える必要もない  

■フルタイムでの就労により、認定を受けているので、幼稚園に入れるメリットがない  

■現在も保育園に楽しそうに通っているため  

■今、保育園に通っているので  

■就労のため  
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川島町子育て支援総合センター「かわみんハウス」について 

問 42 ご自宅から「かわみんハウス」までの交通手段と、時間をお答え下さい。 

■バス、徒歩  

 

問 43 利用している理由は何ですか。あてはまる答えの番号すべてに○をつけてく

ださい。 

■子供が行きたいと言うので  

■安全だから  

■子供が行きたがるから  

■雨の日でも遊べるから  

■室内で遊べる場所がここしかないか

ら 

■無料だから  

■ご近所だと気をつかうので  

■子供がかわみんハウスが好きだから  

■雨の日や予定がなにもない日、居場所

がない時に利用しています  

■乳幼児相談  

■ブランコやジャングルジムなど公園

にはない遊具があるから  

■検診の為  

■集まるのにちょうどよかった  

■雨天時に遊ばせるため、時間が出来た

時に行くことができる。時々利用させ

ていただいていますが、遊具を借りる

ために名前を書いたり、その遊具を利

用できるのが違う部屋だったり少し

不便を感じる事がある。  

■自宅だとあまり騒げないので  

■乳幼児相談  

■冬はあたたかく、夏は涼しい！夏、水

遊びが出来る所が欲しいです！ジャ

ブジャブ池がある公園など。(なぐわ

し公園みたいな) 

■つくしんぼ等に通っているため  

■車の心配をせず外の遊具で遊べるか

ら 

■他に行く所がない  

■元、上の子が利用していた幼稚園で親

しみがある  

■子供が行きたがる  

■友人と集まりやすい  

■かわみんハウスしかないため  

■家族以外の子供とも交流して刺激を

受けてほしい  

■雨の日に他に遊べる場所がない  

■子供が行きたがる  

■無料で利用出来るから  

■健康診断が行われているため  

■雨の日など家だと遊ぶのに狭いから  

■検診のみ  

■友達同士で遊ぶとき、誰かの家だと

色々とお菓子とか持って行かないと

いけないけど、かわみんハウスならそ

ういったことをする必要がなく気兼

ねなく集まれるから。  

■発達相談  

■身長体重が計ってもらえるから  

■室内で思いきり遊べるから  

■他に最適な場所がないので  

■室内はかわみんハウス以外にないの

で利用する  

■平日空いているから  

■町内の児童館のような施設がここし

かないから  

■暑い日は建物の中で遊べるから  

■子供の希望  
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問 44 利用しない理由は何ですか。あてはまる答えの番号すべてに○をつけてくだ

さい。 

■今まで入院していて、これからは通院

とかあるので行けるタイミングがあ

わないから。  

■若い親だとなめられる。  

■タイミングをのがしているので、行き

たい気持ちではあります。  

■子供が行きたがらないから  

■年のはなれた兄弟で一緒に遊びにく

いです  

■予定が合えば行く。乳児の体重ははか

ってあげたいので。  

■人づきあいが嫌  

■低年齢向けすぎる。とても小さい頃な

ら良いと思う。  

■特段の理由なし  

■幼稚園と保育園で充分  

■小さい頃は利用しましたが仕事で行

けなくなりました。  

■働いてるので利用する時間がない  

■学童の子供たちの中で小さい子が遊

ぶには危険なことがあった。  

■祖父母による保育のため  

■グループが苦手  

■休みの日は他のことをする  

■保育園に行っているためあまり行か

ない  

■なぜか少しずつ行かなくなった  

■３人子供がいて、連れて行くのも大変

なため  

■町が狭すぎて親同士のつながりがで

きてしまっていて引っ越して来た人

は孤立する。  

■室内アスレチックが欲しい(雨天時に

体を動かしたい)乳幼児向けプログラ

ムが土日にない  

■平日は働いているので  

■引っ越したばかりなので  

■行く時間がない  

■知り合いがいないので少し億劫  

■事情があり子供が茨城にいるため  

■上の子には物足りない  

■平日は仕事ですので。休みは家事やお

出かけで利用するときがありません  

■職員の対応  

■仕事で行く時間がない  

■利用する時間がない  

■参加者全員での自己紹介みたいのが

やりたくない  

■平日は保育園に通っているため。土日

とかは外出することが多いので。  

■遊ぶものが幼稚園児には少ない  

■上の子に時間を取られる  

■行く時間がない  

■利用出来る時間がない→でも保育園

で先生に連れて行ってもらえること

があるそうで、とても楽しい場所だと

話しています  

■利用する機会がない。どういう趣旨の

施設なのかが分かりにくい  

■就労で利用出来る日がない  

■かわみんハウスを利用する時間がな

い 

■平日は保育園、土日は他の用事で行く

ひまがない  

■特に理由はないです  

■名前は知っているが何をする場所な

のか知らないので  
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お子さんとご家族の状況について 

問５ この調査票にご回答していただくかたはどなたですか。宛名のお子さんから

みた関係でお答えください。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

■祖母  

 

問６ お子さんと同居・近居（車で概ね 30 分以内程度で行き来できる範囲）の状

況についてお伺いします。続柄はあて名のお子さんからみた関係です。当て

はまる答えの番号すべてに○をつけてください。 

■叔母  

■祖父母近居  

■叔母近居  

■曽祖母近居  

■曽祖母同居  

■伯父近居  

■曽祖母同居  

■伯父同居  

■同居人  

■叔父同居  

■祖父母  

■曽祖父、曾祖母  

■叔母  

■大伯父、大伯母、近所  

■父、単身赴任中  

■父母、祖母、叔父  

■叔母、夫婦近居  

 

問 7 で「1.2.」に○をつけたかたにお伺いします。  

問７-１ 祖父母等の親族に預かってもらっている状況について、お伺いします。

当てはまる答えの番号すべてに○をつけてください。 

■家に姉がいるので見てもらっている

年齢が離れている（年齢が離れている

ので、しっかりしている）  

■預かってもらう予定を入れても、後か

ら自分の予定を入れてしまい預かっ

てもらえないこともあるので、そこま

で当てにしていません。  

■仕事をしているため、頼みづらい  

■祖父母等の親族の身体的負担が少し

心配  

■同居の祖父ではなく遠方の祖父母に

来てもらえている  

■祖父母とともに働いているので時間

的制約はあるが手がかからない年齢

なので不安はないです  

■遠い  

 

問 7 で「3.4.」に○をつけたかたにお伺いします。  

問７-２ 友人や知人に預かってもらっている状況について、お伺いします。当て

はまる答えの番号すべてに○をつけてください。 

■預けることばかりで逆に預かること

が少ないので申し訳なく思っている  

■友人や知人にはお願いしていない  

■日本語分からないから心配  
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問８ あて名のお子さんの子育て（教育を含む）を主に行っているかたとして、当

てはまる答えの番号を１つだけ選んで○をつけてください。続柄はあて名の

お子さんから見た関係です。 

■父母・祖母  

 

地域医療について 

問 11 で「2.いない」に○をつけたかたにお伺いします。  

問 12 現在いない理由はどのようなことですか。次の中からもっとも当てはまる答

えの番号を１つだけ選んで○をつけてください。 

■症状によって病院を変えるので  

■病院へ行くことが少ないため  

■どこの病院がいいかわからない  

■最初に受診したところへ行っている

から  

■病気になるときに主となる医療機関

が休みの時も多い為  

■その時によって病院を変えるため  

■病気の状態や平日、休日など臨機応変

に対応しているため  

 

保護者のかたの就労状況について 

問 16 で「3.すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」に○をつけたかたにお伺いします。 

問 16-１ 就労希望がありながら、現在働いていない理由は何ですか。もっとも当

てはまる答えの番号を１つだけ選んで○をつけてください。 

■長期休暇日に小学生を預かってくれる

場所がほしい。  

■子供が体調を崩しやすく、その場合、面

倒を見てくれる人がいないから  

■下の子が幼稚園に入園してから  

■体調、体力面、ブランク、家事、育児仕

事の両立への不安  

■夏季休暇後に働き始めようと思ってい

る 

■体調などの不安  

■授業参観、自分、子供の通院で休みが重

なり首になった  

■専門学校に通っているため  

 

放課後児童クラブの利用について 

問 17 で「1.利用している」に○をつけたかたにお伺いします。  

問 17-１ あて名のお子さんについて、放課後児童クラブの利用日数・時間はどれ

くらいですか。〔 〕に具体的な数字を記入し、利用している理由につ

いて、あて名のお子さんの保護者の理由と、利用開始時の、お子さん

の意向をそれぞれ当てはまる答えの番号を１つだけ選んで○をつけて

ください。 

■祖父母で養育  ■手くせが悪いため  
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問 17 で「２ .利用していない」に○をつけたかたにお伺いします。  

問 17-３ 利用していない理由について、あて名のお子さんの保護者の理由と、お

子さんの意向をもっとも当てはまる答えの番号を１つだけ選んで○をつ

けてください。あて名のお子さんの保護者の理由 

■必要無いから  

■帰宅時刻には家に居るから  

■見てくれる祖父母がいるから  

■必ず家に大人が居るから必要無い  

■祖父母が居るので大丈夫  

■就労しているが、帰宅時刻に間に合う

から  

■迎えに行けない時間帯のため  

■祖父母が自宅に居るため  

■放課後の時間は家に居るから  

■就労しているが、子供の帰りまでには

帰宅している  

■入学説明会の時、学童の一時利用は子

供にとって良くないと説明を受けた

から  

■祖父母が預かってくれるから  

■祖母が見てくれているから  

■短時間パートだから必要無いので  

■帰宅時刻が同じくらいだから  

■就労していて、就学前にクラブの説明

を聴きに行ったが、安心して預けられ

ないと感じたので利用していません。 

■友達、先生との関係や勉強、しつけへ

の不安  

■放課後には在宅しているから  

■利用条件の週４日勤務に当てはまっ

ていない  

■就労しているが、子供の帰宅時刻に間

に合うため  

■預ける必要が無いから  

■就労しているが、子供の下校までには

帰宅できるようにしているから  

■就労しているが、近くに住む祖父母に

預けられるため  

■利用する必要が無いから  

■祖母が見てくれるので  

■必要無いから  

■見てくれる人がいるから  

■利用する必要が無い  

■祖父母がみてくれるから  

■祖父母宅に預けている  

■母親が家で一緒に居るため  

■以前は利用していた。子供が高学年に

なったため  

■低学年時は利用していたが、高学年に

なり、同じ学年の児童が退所したため。

習い事を始めた為。  

■祖父母がみてくれるから  

■祖父母が居るから  

■祖母にみてもらえるため  

■祖父母がいるから  

■利用していたが子どもが行きたがら

なくなった。  

■子どもが帰ってくるときには家にい

るから  

■学童の運営に関わったり、行事の参加

が大変そうだったから  

■育休中で家にいるから  

■自営のため一緒にいられる  

■祖父母がいてくれるため  

■祖母がみてくれるので  

■1 日単位で行っていないから  

■家に一人でいることがないから  

■自営の為  

■帰りの時間にはだいたい戻れる  

■毎月、夜遅くにやる集まりが大変  

■祖父母がみてくれる  

■祖父母がみてくれる  

■下校時には仕事を終わらせ自宅にい

るため  

■夜仕事の為家にいないので必要ない  

■祖父母と同居していて必要ない為  
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■自宅に誰かしらいるので預ける必要

がない  

■祖母同居の為  

■長時間の勤務でないと入れてもらえ

ないと聞いた  

■就労しているが祖母に預けている  

■夜の仕事なので子供の帰りの時間に

は家にいるため特に入る必要がなか

った  

■自宅をオフィスとしているから  

■時短で働いているため  

■下校時には帰宅できるようにしてい

る 

■親と同居  

■下校の時間に就労時間終了  

■必要ないから  

■子ども帰宅する時間に間に合うから  

■以前利用していたが学年が上がった

ため利用しなくなった  

■家に祖父母がいるので 

■放課後は充実しているので  

■就労しているが祖母に預けている  

■女の子同士大変そうだから  

■利用しなくてもいいように就労して

いる  

■就労しているが下校までには帰れる

から  

■必要ない  

■子供の意見  

■必要なし  

■就労しているが祖母に面倒を頼んで

いる  

■祖父母が見てくれているから  

■興味なし  

■必要なし  

■学校へ行っている間のみの仕事だか

ら 

■就労しているが長期休み等の開所、閉

所時間がニーズと合わず負担が大き

かったため  

■利用する気がないから  

■祖父母が同居の為必要がない  

■学校が休みの日だけなので  

■祖母が見てくれる  

■就労しているが子供が帰ってくる時

間には終わっているから  

■妻が対応できるため  

 

 

問 17-4 で「1.利用したい」に○をつけたかたにお伺いします。  

問 17-５ 今後放課後児童クラブを利用したい理由について、もっとも当てはまる

答えの番号を１つだけ選んで○をつけてください。 

■お願いしていた祖父母が介護状態に

なってしまったので、長期休暇の時に

預け先を見つけるのが難しい  

■金銭面の不足で預けられない  

■急用ができた時  

 

問 18 あて名のお子さんについてお伺いします。放課後の過ごし方について、どの

ようなことを望みますか。もっとも当てはまる答えの番号を１つだけ選ん

で○をつけてください。 

■必要無い  

■放課後児童クラブの内容がよく分か

らない  

■友達と自由に遊びたい  

■習い事の無い日はお友達と遊ばせて

あげたい  

■のびのびと友だちと遊んでほしい  

■何か子どものためになる新しい取り
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組みがあれば良いなと思います。  

■塾に行かせたい  

■週 1 日くらい習いごと。他の日は家で

過ごす。  

■親の就労に関わらず学童を必要な時

に一時的に使いたい。  

■学校からの宿題も多いので  

■火木金と習い事していて他の日は友

達と遊んでいます  

■学童に行きながら学童で習い事  

■自由に遊んだり勉強したりさせたい  

■友達と外遊びさせたい  

■現在の状況で習い事をして、友達と遊

んでいるので特に望むことはない  

■習い事が多いので利用しない  

■学校の校庭で遊ばせたい  

■お友達と校庭や家などで遊ばせたい  

■友達と遊ぶ  

■自由に友達と遊ばせたい  

■友達と遊ばせたい  

■習い事等させている  

 

 

病児・病後児保育について 

問 19-１ この１年間の対処方法とそれぞれの日数は概ね何日ですか。当てはまる

答えの番号すべてに○をつけ、それぞれの日数を記入してください。（半

日程度でも１日としてカウントしてください） 

■仕事をしていない時だったので休ま

ずに済んだ  

■仕事場に連れて行った  

■母親の仕事の休みの日  

■育休中の母親がみた  

■祖父母に預けた  

■保育園、幼稚園預かり保育  

■母親が見た  

■専業主婦の為  

 

宿泊を伴う一時預かりについて 

問 22-１ この１年間の対処方法とそれぞれの泊数は概ね何日ですか。当てはまる

答えの番号すべてに○をつけ、〔 〕にそれぞれの日数を記入してください。 

記述はありません。  

 

ベビーシッターの利用について 

ベビーシッターを利用しているかたにお伺いします。  

問 23 どのような目的で利用していますか。当てはまる番号すべてに○をつけてく

ださい。 

記述はありません。  
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ファミリー・サポート・センターの利用について 

問 26 で「1.利用したい」と答えたかたにお伺いします。  

問 26-１ どのような時に利用したいと思いますか。当てはまるものすべてに○を

つけてください。 

■祖父母の体調を考えると心配で週に

１～２回くらい利用したいが、帰って

きてから宿題をやるのでは意味がな

い 

■親が病気か怪我の時  

■療育施設から自宅へ送迎された際、親

が帰宅する間子供と一緒に留守番し

てほしい  

 

子育てに関して 

問 29 で「1.2.」（不安や負担を感じる）に○をつけたかたにお伺いします。  

問 29-１ 子育てについて、不安に思うことや悩んでいることはどのようなことで

すか。当てはまる答えの番号すべてに○をつけてください。 

■自分だけにかかる負担が大きい  

■職場の上司の理解不足  

■習い事をさせてあげられない  

■祖父母の養育なので、いろいろ不安は

あります  

■今後の教育費が不安  

■母子家庭のため  

■子育てに時間が取れない  

■勉強の教え方  

■子供に発達障害の疑いあり  

■子供が障害を持ち、将来の自立が不安  

■時間が足りない。帰宅後の宿題チェッ

ク、家事、寝かせる時間との戦い。  

■仕事で疲れて気持ちに余裕がないこ

とがある。  

■障害をもっているので今後の進路  

■仕事ばかりで子供と一緒にいられな

い 

■子どもが ADHD の疑いがあり通院中  

■教育に不安がある  

■子育てが原因じゃないけどいつも疲

れ気味  

■町の支援が的外れ  

■子どもが言うことを聞かない  

■事故等が不安で心配  

■子育てによる精神的な疲れが大きい  

■ほかの自治体に比べて川島は支援体

制がとても遅れている  

■子供の将来の事、知能がややおとるた

め 

 

問 29-２ 子育てに関する悩みや不安をどなたに相談していますか。当てはまる答

えの番号すべてに○をつけて下さい。 

■友達  

■出身地の友達  

■学童の指導員  

■祖父母  

■友人  

■友人  

■地元の友達  

■学生時代からの友人  

■両親  
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問 30 川島町の子育て支援において、どのような施策が必要と思われますか。必要

と思うものすべてに○をつけてください。その中で、もっとも必要だと思

われる施策を一つ選んで〔 〕内にお書きください。 

■こども園のような、保育しつつ幼稚園

のような教育  

■放課後子供教室を実施する  

■学童の設置もそうだが、何でも後手。

先を見据えた事業を手早くやって欲

しい。町の職員にやる気が感じられな

い。  

■就学児童（低学年）でも利用できる一

時預かり  

■町内の就労先の拡大  

■バスの充実  

■私立高校も一律で補助してほしい  

■学校以外の勉強を見てもらえる町運

営の塾のような施設  

■急用時、預けられるクラブ  

■療育支援の実施  

■子供を預けて働ける環境を作ってく

ださい  

■バス  

■学校給食の無償化  

■長期休暇中の放課後児童クラブの増

設と情報提供  

■病院  

■公園  

■医療費の支給、中学までを高校までに  

■高校生、大学生への助成  

■医療費支給、子供手当の年齢を上げて

ほしい  

■義務教育後の子育て支援  

■母子家庭の子育てにかかる費用の軽

減 

■駅開設  

■PTA 活動の簡素化が必要  

■高校生まで医療費の助成、給食費の助

成 

■春夏冬休みに預かってくれるところ  

■教育に力をいれてください  

■学力アップにつながる対策、勉強会等

の実施  

■障害のある子供たちの保育園受け入

れ、またその親への支援  

■高校生も医療費を無料にしてもらい

たい  

■保育園で０歳児から延長保育をして

ほしい。  

■今、色々な制度がありますがもっと前

からやってほしかった  

■平日昼間は仕事をしているので土日

にも子育て相談の時間を作ってほし

い。中高生の子育ての悩みをもった親

も多いと思います  

■時短で働いている家庭でも夏休みに

子供を預けられる場所  

■野球、サッカーができる公園。  

■放課後習い事を一括してでき、預ける

施設  

■放課後ボールを投げたり蹴ったりで

きる場所がないから作ってほしい  

■おさがりリサイクル、定期的ではなく

特定の場所で常にできないか  

■急用の時に一時的に預かってもらえ

る場所  

■土日祝日が勤務日である親に対する

サポート
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問 31 あなたの生活の中で、「仕事時間」と「家事（育児）・プライベートの生活時

間」の優先度についてお伺いします。「希望」と「現実」それぞれについて

当てはまる答えの番号を１つ選んで○をつけてください。 

【希 望】 

■すべて  

■１～３の両立  

■どちらも  

■すべて  

■バランスをとりたい  

■家族と過ごす時間  

 

【現 実】 

■すべて  

■仕事の後は、習い事、塾などのピスト

ン輸送で一日が終わる  

■習い事を優先  

■PTA 役員として従事することもあり

諸々制限、優先したくてもできない現

状 

 

 

問 32 お子さんをどのような場所で遊ばせたいと思いますか。あてはまる答えの番

号すべてに○をつけてください。 

■どこでも  

■実家  

■屋外であれば、どこでも  

■体育館の施設を、もっと子供が使いや

すい場所にして欲しい  

■学童  

■博物館や学ぶことのできる場所  

■歩いて行けるところにあれば  

■河原、土手、はらっぱ  

■家の前  

 

 

【理 由】 

■身体を元気に動かし健康にコミュニ

ケーション能力を養う  

■森  

■ゲームができないから  

■子どもだけで気軽に行ける安心安全

な場所、見守りの係りの方がいる場所  

■居場所がないので店の前や庭先で遊

んでいる時もあるようです。安心して

過ごせる公園等遊具、水道、屋根、立

地が近くにほしい。上尾児童館が理想

的。館内遊具の充実。  

 

問 33 就学（小学校入学）時まで、お子さんをどのように保育・教育したいと思っ

ていましたか。また、実際はどのような保育・教育をしましたか。実際と

希望のそれぞれに、当てはまる答えの番号１つに○をつけてください。ま

た、その理由もご記入ください。 

【実 際】 

■四歳から幼稚園、それまで保育園  

■保育園、幼稚園併用  

■3 歳半から年中まで保育園、年長から

幼稚園。  
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■年中から幼稚園  

■保育園から幼稚園に転園  

■３歳から幼稚園。２歳から１年間一時

保育、いっぱいで利用できなかった  

 

【理 由】 

■仕事をしていなかったため、幼稚園に

入れました。  

■小学校入学までは、仕事に就かず育児

に専念した  

■当時は働いていなかったので幼稚園

で良いと考えていたから  

■就労していたため  

■無難な選択です  

■育休を取るため辞めざるを得なかっ

た。幼稚園になったので育休も長く取

らなくてはいけなくなった。  

■保育園に幼稚園バスが送迎してくれ

たので保育園に在籍しながら幼稚園

にも通っていた。  

■小学校にあがる前に社会性、協調性を

体験させたかったから  

■近所の子が幼稚園へ行っていたから  

■働いていなかったので、保育園ではな

く幼稚園にした。  

■就労していなかったから。町内に幼稚

園しかないから。  

■父母、祖父母とも就労のため  

■２才まで両親がフルタイムで就労し

ていて、３才から母親がパートタイム

に変更したため。  

■保育園でなく幼稚園に通わせたかっ

たから  

■入学するまでに、きちんとした教育を

してほしいと思ったから。幼稚園へ入

園させて良かった。  

■祖父母で養育のため保育園でした。保

育時間が長いので負担が少ないため。 

■働いているので  

■就労日数が少ないということで保育

園の継続が出来ず、幼稚園に編入した。 

■家庭環境のため  

■仕事のため  

■２才 10 カ月から一時保育を利用し、

年少から保育園に入園させました。仕

事がしたかったことと、幼稚園の親の

交流に抵抗があったので保育園にし

ました。  

■生活のため  

■３才で仕事を辞めたので幼稚園へ  

■預かってくれる所があれば良い。職場

の託児所等も利用したりしていた。  

■集団生活に慣れさせるため  

■生活の為に仕事をしなくてはならな

かった。  

■職場に事業所内保育室があり、３才以

上も、そこからバスに乗せてもらえる

ので幼稚園へ。  

■言葉を習えるので  

■保育料が無料になったので、入学する

まで保育園  

■母子家庭になり、余裕が無かった  

■低年齢時から預ける必要があったた

め保育園を選びました。  

■教育面が充実しているから。お昼寝が

無いから。  

■就労したいから  

■行事や習い事の充実  

■働かないと、家のローンや子供の習い

事などにお金がかかるから  

■就労により送迎が不可能なため  

■仕事をしてなかったので幼稚園と決

めていたから  

■上の子と同じ幼稚園に通わせ、信頼で

きる先生方に保育して頂けて良かっ

た。団体生活も楽しく過ごせていた。 

■フルタイムで働いており、祖父母に負

担が大きくなってしまうため  
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■父母共に働いているため  

■金銭的に余裕が無く、働きながら育児

をするほかなかった  

■保育時間が充実している。  

■就労の為  

■自宅に近いので、子供が安心すると思

ったから  

■働いているため  

■幼稚園から他の人と人間関係がとれ

るから。  

■最初からその計画だったから  

■主婦だったから  

■仕事が休めない（休みにくい）職だっ

たため  

■集団行動を身につけるため  

■行事がたくさんあって親が参観でき

ることも多くあるので、楽しみながら

過ごすことができました。  

■自身がそうだったから  

■ながれで  

■親元で面倒みたい  

■幼稚園の方が教育カリキュラムが整

っていると思っていたため  

■仕事を続けるため  

■近くに幼稚園があったから  

■仕事をするつもりがないので保育園

には入れない。必然的に幼稚園しかな

い。  

■フルタイムで働くので 1 日預けられ

る 

■とにかく自然がいっぱいで、たくさん

遊んで体も心も健やかに育ってほし

かったので保育園を選びました。両親

共に共働きだったのもあります。  

■父子家庭になったため  

■3 歳半から仕事をしたので保育園に

入園。年長の時に下の子ができて仕事

を辞めたので保育園をやめさせられ

たので、仕方なく幼稚園に途中入園し

た。  

■私が就労していなかったから。子ども

が小さいうちは一緒にいる時間を多

くしたかったから。  

■仕事も持ってなかったし幼稚園も近

い町内でと言ったら二園しかなかっ

たので、より活動、教育が幅広いほう

を選びました。  

■お金があんまりかからなかったから  

■仕事をしていたので  

■夫婦とも就労のため  

■上の子の習い事が優先し下の子への

時間がなかなか取れなかった。  

■幼児期の集団生活を学ぶ  

■川島には認定こども園がありません

でした。  

■仕事をしていたので保育園に預けて

いた  

■就学しているため  

■皆と同じことをする協調は椅子に座

って一つの事に取り組む集中力、友達

関係など集団の中で学びをさせたい

と思っている  

■読み書き等を教えてくれていた  

■就労の為長時間保育してもらえる保

育園で保育してもらった  

■幼稚園の方が色々と学べるから  

■預かり保育があったから。慣れてから

就労  

■他は選択肢がない  

■仕事をしていたので  

■仕事をしていなかったので保育園は

考えなかった  

■他に考え付かなかった、希望の幼稚園

があった  

■母親が働いていたいので３歳頃から

幼稚園に通わせた  

■就労していなかったので子供と過ご

す時間を多くとりたかったので  

■引っ越し前の地域でそれが都合がよ

かった  
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■父母ともに就労していたから  

■保育料が安かった  

■自分もそうだったので 

■自分もそうだったから 

■川越市に住んでおり保育園に入園で

きなかった  

■フルタイムで働いているわけではな

かったから、幼稚園の方が充実した教

育が受けられると思ったから  

■保育園は仕事が休みの日は自宅で保

育と言われたので幼稚園に入れる年

からは幼稚園に変更し延長保育を利

用しました  

■3 歳まではできるだけ一緒にいて育

てていきたいと思ったから  

■仕事の為  

■自分が幼稚園に通っていたため  

■就労していたため  

■夜まで預けていたので年齢の違う子

供と遊ぶことが出来ていた  

■希望通りです  

■学校区の子が入っていたから、兄が通

っていたから  

■仕事の為  

■仕事をしているから  

■１つしかないから  

■両親とも仕事をしているためそれ以

外考えられなかった  

■就労の為  

■保育園生活が楽しかったため  

■園で実施する習い事など体験をたく

さんしてほしかった  

■働いていなかったので保育園には預

けられないから  

■親の就労の為  

■生活のために働かなければならない

と考えているため  

■離婚によりやむを得ず  

■両親が就労の為、保育時間の長い保育

園にした  

■近くの幼稚園しか考えてなかった  

■働かないとお金がないから  

■共働きのフルタイムだったため  

■主人の希望でもあり仕事もしていな

かったので  

■母親が就労していないため  

■より多くの人たちと接点を持ってほ

しい  

 

【希 望】 

■特に。終わったから。  

 

【理 由】 

■仕事をせず、幼稚園に入るまでは一緒

に居たかったため  

■小学校入学までは自分で育児をした

かったから。でも集団生活も経験させ

たかったので、幼稚園に入園させまし

た。  

■当時は働いていなかったので幼稚園

で良いと考えていたから  

■最初に入った所で卒園まで過ごして

欲しかった。仕事の復帰もきりのいい

ところでしたかった。  

■母子家庭のため  

■働いていなかったので、保育園ではな

く幼稚園にした。  

■同じ小学校に入学する友達が多いた

め 

■幼稚園で読み書きなどの小学校入学

の準備や生活習慣を習得させたかっ

たため。  

■良いと思って選んだ園が認定こども

園だった  

■保育料が無料になったので  
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■教育もそうだが、友達づくりも必要だ

と思ったから。  

■保育と教育の両方を行ってもらえれ

ば助かるから。  

■引っ越しを機に仕事を辞め、就職活動

中のため保育園に入れなかったため  

■17 時まで保育してくださるので、勤

務時間後あわてて迎えに行かなくて

も大丈夫だから。  

■短時間保育を受け、他に、家庭での子

育てを充実させたい  

■人間関係の付き合い方。勉学。仕事の

ため。  

■保育園での経験や、お友達との日々も、

保育園で良かったと思いました。  

■保育園から幼稚園へ変えて、教育され

て、本人にも良かったと思います。  

■特に、保育園、幼稚園どちらでなけり

ゃいけないとは考えたことが無い。  

■かわいい時期、一緒に過ごす時間が欲

しい。  

■同職場に継続勤務しているため希望

通り。夫が幼稚園を希望したので。  

■入学してからの学習能力の差を知っ

ていたから  

■途中、転園の必要を感じなかったため。 

■就労したいから。保育園で良かった。 

■短時間働いていた  

■長時間預かってもらえるから、安心し

て仕事が出来る  

■教育面が保育園より充実しているか

ら 

■保育園より幼稚園の方が楽しそうだ

から  

■いろいろな経験をさせたい。  

■父母共に働いているため  

■町立幼稚園を希望します。  

■幼稚園入園までは自分の手で子供を

保育し、子供との時間を大切にしたか

った  

■読み書きなど、就学前のお勉強  

■就労の為  

■保育内容に満足しているため  

■計画として決めていたため  

■自分もそうだったから  

■仕事をしたいという気持ちもあり…

仕事をしていれば保育園に入れてい

た。  

■集団行動を身につけられ、友達ができ

たことから、小学校入学時の不安がや

わらいだ。  

■夕方まで預けるよりも帰りの早い幼

稚園で親子の時間も多く取りたかっ

たので。  

■幼稚園の教育が良いから  

■保育園でももっと就学前の教育部分

を充実してほしい。クラブ活動的なも

のを保育園の子どもでも通えるよう

にしてほしい。  

■自身がそうだったから  

■ながれで  

■親元で面倒みたい  

■保育園に申し込んだが入れなかった。 

■仕事を続けるため。認定こども園がな

かった。  

■保育園より幼稚園の方が勉強など

色々教えてくれる  

■希望どおりでした。  

■入園できれば延長保育など利用でき

仕事に影響が少ない。  

■年長クラスの途中で保育園をやめさ

せられたので卒園まで通わせてあげ

たかった。  

■できるだけ子どもと一緒に過ごした

いから。  

■町内近い所。２年保育より３年保育

（４歳になる年から）から行かせたい。 

■幼稚園に通っていた子との学力や体

力の差があることに小学校に入って

から気づいたから  
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■仕事ができるので  

■夫婦とも就労のため  

■子ども 1 人 1 人に習い事をさせたい

と思っていた。  

■幼児期の集団生活を学ぶ  

■入学前までにある程度の教育を行い

たかったが、幼稚園では親の就労時間

と合わないため認定こども園があれ

ば良かったと思います。  

■就学しているため  

■先に同じ  

■のびのびと遊び、長時間保育してもら

える保育園で保育したいから  

■自分も子供のころは幼稚園に行って

いたから  

■入園時、未就労だったから  

■他は選択肢がない  

■仕事をしていたので  

■教育を受けさせたかった  

■子育てを自分の手でしたかった。子供

の成長を見たかった  

■母親が就労の予定がなかったため幼

稚園への入園を希望した  

■なるべく子供と過ごす時間を多くと

りたかったので  

■引っ越し前の地域でそれが都合がよ

かった  

■父母ともに就労していたから。良い保

育園だったから。市の保育園を利用し

ていた  

■両親ともに就労していたので  

■保育料が無料ではない  

■ゆっくりとした育児がしたかった  

■自分もそうだったので  

■自分もそうだったので  

■仕事の為  

■希望する特色ある認可外へ行かせる

ことができたが、補助金の対象ではな

い。選択できるのが少ないのは、子供

の可能性を広げられない 

■幼稚園に入れることによって延長保

育代もかかり、経済的負担が増えた。

子供を預けることに精神的負担がな

い幼稚園に入れたが本当はそのまま

保育園に通わせたかった  

■私も主人も幼稚園に通っていたので、

なんとなく  

■自分が幼稚園に通っていたため  

■子供と過ごす時間が長くほしかった  

■遊びながら協調性などを学んでほし

かった  

■働きたかった  

■言葉がとても遅かったため預ける保

育園ではなく教育の幼稚園に入れた

かった  

■仕事の為  

■仕事をしているから  

■選びたかった  

■就労の為  

■娘にあった方針が幼稚園だったため

県外でしたが通いました  

■幼稚園よりもあたたかく感じていた

から  

■離婚による時間的制約から選択肢が

なかった  

■保育園、幼稚園のいいところを活かし

ながらの保育が受けられるため  

■学校のように規律もしっかりあり、パ

ソコンや鼓笛隊など指導がしっかり

していて保育園との差がある  

■なんとなく  

■保育園に子供も親も満足している
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問 35 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【保育園について】  

■保育園が土曜日半日というのは短いと思います。下の子の時、けやき保育園の見学に

行ったが古すぎて止めました。町外の認可外に入れていますが、給食は出ないけど、

衛生的で満足しています。補助金が出ればいいのですが仕方ないと思っています。け

やき保育園がきれいなら入りたかったです。  

■リフレッシュ券に関して、保育園のお昼寝の時間に幼稚園児が寝ないで困るなら、そ

の時間帯は受付しないと決めるなりして欲しい。早く迎えに来てくれとか、本当気分

が悪かった。２度と利用しない。  

■時代に合った教育、保育をして欲しい。保育園の連絡事項等は電子メールにして欲し

い。保育園児と幼稚園児の教育を同等にして欲しい。  

■保育園、0 歳児の人数を増やしてほしい。  

■川島町はおそらく祖父母の協力が多く、延長等も 18 時過ぎや７時 30 分前のあずか

りがないようですが、他市町村はもっと多く預かったりしてもらえ、居残りになるこ

ともないといいます。祖父母の協力が得られない家庭のフォローが充実していればあ

りがたいと思います。  

■第３子以降兄弟の年齢制限なく保育料を補助していただけることが大変助かってい

ます。今後も続けて頂きたいです。第３子、第４子を妊娠中にも切迫早産となり、入

院や自宅安静になりました。その際、兄弟の送迎や日中の世話等父親や祖父母だけで

はかなり負担が大きく保育園に一時的にも転園できたらと感じました。就労の有無に

対する制限がかなりあると思うので病気を持っている方や妊婦さんも利用出来たら

ありがたいです。  

■今のままの保育環境だとじじ、ばばがいないと住みづらいまちです。保育園の先生が

預かってやってる保育で愛がない。小学校も親のやることが多くて負担になってしま

項目 度数 構成比

保育園について 9 15.5%

幼稚園について 1 1.7%

学校について 14 24.1%

学童保育・児童館等について 23 39.7%

公園等の整備について 18 31.0%

子育て支援センター（かわみんハウス）について 6 10.3%

医療体制・医療費等について 13 22.4%

子育て支援サービス全般について 17 29.3%

交通全般について 10 17.2%

その他 23 39.7%

計 134 231.0%

無記入 309

合計 443
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う。保育園でやってはいけないことが多すぎ。泥遊びをさせてほしい。五感を鍛える

保育を希望。  

■友人が体験した話(私自身ではない)ですが、保育園に無料で預けられるリフレッシュ

券を使用しようとしたところ、仕事ではないんですよね？と言われた。それでは使用

しにくい。だったらベイシアやヤオコーの 500 円券をいただいたほうが良い気がし

ます。また、中山と伊草の学童は長期休みの時のみ利用できないので利用できるよう

協議してほしいです。パートですが夏休み中、母親が多く休まないといけなくて仕事

先の人からいろいろ言われてしまっているのが現状です…。  

■なぜ土日祝に子供を預けられる施設が川島には存在しないのでしょうか。他の自治体

にはあります。公立保育園でそのような対応をしてもらえるのが理想ですが、難しい

なら民間企業で対応してくれるところを誘致すべきです。公立保育園で土曜 AM の

み預かり実施していますがあまり意味がないと思います。（時間が少なすぎる）土日

祝のサポートを心から望みます。  

 

【幼稚園について】  

■町立幼稚園がもう一度欲しい。無理なら、小見野小の跡地に、こども園を！！  更な

る充実を希望します。  

 

【学校について】  

■教科によっては二人の先生に見てもらえる環境は良いと思うが、他に自慢できること

が見当たらない。学童も、とりあえずあれば良いしいう感じ。職員に、子供の為に良

い環境を作っていこうという思いが感じられない。このアンケートも建前的にやって

いる感じ。通学路が危険だと何度も学校に言っているのに改善されない。  

■小学校の給食費を無料にしてほしいです。  

■学校全体がこじんまりしていて、狭い感じ。年収によって助成金の金額を替えるので

はなく、平等に一律に支給してほしい。年収が高い家庭は高い税金を納めているのに

支給額が少ないのは不公平です。  

■子供が４才の時、川島へ越してきました。それまで、４つの町で暮らしてきました。

川島が子供にとって一番良いと感じています。特に、中山小の環境が良いと思います。

就学前の子育てに関しては、保健師さんの対応は悪くは無いですが、他の町の方がサ

ポートがしっかりしていたと思います。  

■子供が頑張っている事に対して小学校のバックアップが足りない気がする。頑張るこ

とがいけない事のように感じることがある。  

■学校の担任の先生が変わる度に勉強の仕方やテストの合格点が変わってしまい子供

が混乱したり困っている。勉強に対するモチベーションが下がって「どうせやっても

できない」とかマイナスなイメージがついてしまっている。その子個人の特性を理解

し、柔軟な対応をしてほしい。  

■学校のトイレ掃除などを子どもがやっているが、最近 O-157 や胃腸炎などの感染症

が心配です。時期によってはインフルエンザなども流行しているのでトイレから感染
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することも多いと思います。別の県では業者の方やシルバー人材の方がトイレ掃除に

きていたりするので川島町もそうなれば少しでも安心できると思います。  

■学校や学童での生活については、先生方に大変良くしていただき満足しています。我

が家ではもうほとんど必要ありませんが、病児保育については子どもが園児だった時

には何とかならないものかと思っておりました。現在、川島町に住んでいて不便を感

じる点は習いごとや塾の選択肢が非常に少ないということです。三保谷地区には歩い

て通える距離に習い事等はありません。子どもが希望したとしても両親共にフルタイ

ム勤務で残業も多いため、平日に習い事等に通わせることができません。スポーツ少

年団も同様に親の義務を果たせないため入団は難しいです。習い事等への送迎や学童

での各種教室（英会話やスポーツ教室など）の仕組みがあれば良かったと思います。 

■学校の宿題が多くて仕事が終わって帰ってきてからでは見切れない。下の子に手がか

かるため。  

■長期休日の勉強会の充実。学力の低い子のみ対象の勉強会はあるが、もっと勉強させ

たい場合の受け皿がない。  

■かわべえノートの配布はとてもありがたいとは思うのですが、学校でノートの冊数以

外に評価してもらえる基準を検討してほしいです。かわべえノートの使い方の講習な

どあるといいです。担任の先生によってプリントを貼ってもよい、だめなどがあり、

子供たちもどうしていいかわからないので。  

■小中学校すべての学年で 35 人以下の学級を実現してほしい。  

■小学校に支援員の配置が少ない。  

■他と比べたことがないのでよくわかりません。不服を感じたことはありません。街の

子供向けのイベントはとても素敵と思います。街の子育て環境よりも学校の対応のほ

うが気になる点が多々あります。身近なことしかあまり考えられないので。  

 

【学童保育・児童館等について】  

■学童を利用しています。平日は習い事もしていますが、両親共仕事をしているため、

学童のお迎えから習い事までの時間で宿題をするのが大変です。宿題の量が多く、子

供も一人では出来ないので親が見るしかありません。いろいろ家事もあるので寝る時

間も遅くなります。学童で宿題を見てもらえないでしょうか。  

■つばさ南学童を利用していますが、とても利用しやすく頼りにしています。  

■祖父母が近居でないため、下の子の用事がある時にも、小学生でも利用出来る一時預

かりがあると良い。  

■閉校になった小学校を整備し、放課後などに子供たちが集まれる児童館、公園にして

ほしい。  

■川島町の子育て支援には満足していますが、農業や自営業の方も多いので、欲を言え

ば、土日、祝日も子供を預けられる施設があると更に心強いです。  

■隣近所に同年代の子供が居ないので、地域との交流が少ない。近くに祖父母も居るが、

子供同士で家を行き来することもなく、帰宅後からずっと面倒を見ともらうのは気が

引けてしまう。また、勉強も見てもらえる学童に通えることは助かっている。  
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■学校が長期休みになってしまうと預かってもらえる場所が無く、困っています。普段、

学童に入っていない家庭でも単発で受け入れてくれる場所があると助かります。  

■学童保育の料金が高い。夏休みの昼食が 100 円なのはとても有り難い。  

■児童館は地区に１つないと子どもが行けない。遊べる家が決まってしまい同じ家での

み遊ぶ。外で遊ぶだけでなく室内で遊べる所がほしい。  

■中山の学童を利用しています。支援員さん達がしっかりと子ども達を見てくれている

ので安心して預けていますが、設備が古く、耐震設備、冷暖房設備がちょっと心配な

ところもあります。そういう場所もきちんと町の職員の方は見てくれているのでしょ

うか？未就学児家庭への支援も大事だとは思いますが、こういう環境なんかも知って

おいてほしいと思います。  

■長期休暇（夏休み等）だけ、学童を利用できるようになると良い。  

■他市町村と同程度の学力向上。子どもが安心して遊べる児童館がほしい。  

■児童館があれば良いと思いました。  

■近くに同世代の子どもがいないので、学童を利用しないと遊ぶことができない。しょ

うがないことですが、そこが残念です。必然的に学童利用になり兄弟が多いと負担も

大きくなります。  

■子どもが自由に遊べる場所がないと思います。児童館のような施設が希望です。  

■放課後子ども教室等知らないサービスが多い、もうすこし情報を発信してほしい。  

■私の子供は特に手のかかる子ではないと思いますが、声がうるさいと怒鳴ってきたり、

ずっと見張っている人がいたり、意外と川島町は面倒だと思っています。各地区に放

課後遊びやすい場所があるといいなと思います。  

■子どもが雨の日でも利用できる児童館を作ってほしい。  

■夏休み中だけや臨時の学童保育があると。とても便利だと思いました。  

■学童の長期休暇のみの利用が出来ないとパートもアルバイトも長期休暇の間、出来な

くなるので仕事を探すのが困難です。３年間学童利用は４年生もから利用できるよう

ですが１～３年の間が一番必要なのでそういったサービスがないのがとても困って

います。  

■今の町内は子供たちにやさしくない。学童の立て直しが必要。新しい施設は必要ない。

空きの建物が多過ぎて税金の無駄と思う。  

■夏休みなどの長期の休みの時だけ学童に預かってもらえたりすると助かります。  

■学童施設が休館の時（祝、土日）料金を支払えばいつでも気軽に子供を預けられる施

設が開放されていると安心だし親に頼れない時にすぐ駆け込めるのがうれしい。ファ

ミリーサポートではなく児童館のようなもの。  

 

【公園等の整備について】  

■出丸地区に気軽に行ける公園が欲しい。  

■近くに、公園または安全に遊ばせられる場所が欲しい。  

■上狢は世帯が増え、小さい子供が増えたので、近くに公園があると有り難い。安藤川

の石の広場に遊具を設置してほしい。  
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■近くに公園など遊ぶ所も少なく、友達の家へ自転車で行くが、歩道なども無く、いつ

も危険を感じる。中学生も自転車通学をしているが、車とすれすれの所を通っている。

安全に通学できる道路を考えて欲しい。  

■ゲームばかりしている子どもたちが外で元気に遊んでくれるような魅力ある公園が

ほしいです。  

■宿題も大事ですが学校から帰って宿題やってからだと遊びの時間が少ない。公園（安

全に広く、遊具もあるような）がいちじるしく少ない。  

■小学生の子どもたちが外でのびのびと放課後、遊べる環境を作ってほしい。中山小の

グラウンドにはバスケットゴールがないので設置してほしい。公園もボールを使える

所はほとんどないし、道路で遊べばうるさい、危ないと怒られてしまう。そのため余

計にゲーム機で遊んでばかりになってしまう。子供たちの将来が心配です。かわみん

ハウス、とても良いのですが、子どもが自転車で行けるような場所にほしいものです。 

■地域近くにすぐに遊べる公園が充実していない。遊べる所をもっと作ってほしい。  

■子どもが安心して遊べる場所がない。平成の森公園までは遠い。少子化によって小学

校が統合され子供の運動不足が心配。バス利用のため。利用されていない小学校を子

どもたちの為にももっと活用してほしい。子供たちこそ町の宝です。若い世代、子供

たちが増えなければ町の未来はないと思います。  

■車や不審者が怖いので安心して遊ばせられる公園などが増えるといいです。  

■子どもが遊べる公園がない。  

■伊草地区でスポーツサッカーをやっているが第二グランドから防炎に変わりトイレ

等あるのでいいが低学年だと自転車で行かせるのが不安。防炎に変わったことは嬉し

いが一番いいのは伊草小でできるといい。トイレはあるが、ただネットが低いゴール

が一つしかない。  

■自然と遊べるところがほしい。  

■田舎なのに子供たちがサッカーしたり野球をしたりして遊べる場所が少ない。さくら

保育園の子供たちが自由に遊べずかわいそう。子供たちが勉強を好きになる工夫をも

う少ししてほしい。川中、西中、好きな方へ行けるようにしてほしい。  

■公園の草がひどく、入って遊べないのでしっかり管理してほしい。子供たちをのびの

び遊ばせたい。  

■平成の森公園のような公園が近くにあればと考えていました。最近外で遊ぶ子供たち

が減ったと思います。あとは通学路などの安全を保っていただければよいと思います。 

■お友達と安心して遊べる公園がない。病院が少ない。  

■雨の日でも体育館で（ボール等）遊べる場所がほしい。小学生になって雨になると遊

ぶ場所がない為。コミセンなど決まった時間開放してほしい。無料で。  

 

【子育て支援センター（かわみんハウス）について】  

■フラットピアでも子供向けの活動を沢山行ってほしい。かわみんハウスは遠くて行け

ない。  

■自然が多く、育児するにはとても良い環境。しかし、子供が少ないのは教育以前の問

題。子供を育てる若い世代が生活することを先に考えるべき。小学校の教育も、合併
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は中学との交流と言っていたが何一つ交流は無く、体力低下など負のことしか無い。

かわみんハウスを町外の人も利用する魅力ある場所にしてください。  

■問 33 の希望で書きました。かわみんハウスの他にも気軽に子ども、親子で遊ぶ場所

を増やしてほしい。特に雨の日でも室内で遊べる環境。保育園、学童の費用の軽減。 

■室内で遊べる場所がない。かわみんハウスは遠くて子どもだけではいけない。  

■近くに出丸小学校があります。安心して遊べる場所になると良いと思います。かわみ

んハウスまで遠くて行けません（子どもだけで）。子どもだけで遊びに行ける児童館

や図書館があると良いと思います。高校を考えるときもバスの通りなどを気にしない

と選べません。行きたい学校に自分で行けるようバスを出丸にも通してほしいと思い

ます。  

■体育館に冷暖房を入れてほしい。中高生の子育ての相談を土日にもできるようにして

ほしい。かわみんハウスに行く子供だけで乗れる送迎バスがあるといいと思います。 

 

【医療体制・医療費等について】  

■病児、病後児を預かってくれる施設が欲しい。出産したら少しでも祝い金などをもら

えると子供が増えるかもしれない。私も女児が欲しいが金銭面で４人目になかなか踏

み込めない。  

■町内に子供が行く病院が無くて困っている。仕事が終わってからでは受付に間に合わ

ないことが多く、引っ越しも考えた。  

■高校生まで医療費を支援していただきたい。  

■県内でも医療費が高校生まで無料だったり、給食費も無料のところがあるので、少し

でも近づくと嬉しいです。  

■子育て支援医療費を高校生までにしてほしい。川島公園にバスケットゴールの設置。 

■任意接種の予防接種を受けていないために、重度の後遺症になりました。希望者は助

成してもらえるような制度と任意接種の必要性や正しい情報を保護者に伝えてもら

いたいです。とても後悔しています。他の方が同じ思いをしないようにしてほしいも

のです。  

■病院が町内にない。古い病院ばかりだから行きたくない。駅がないのは仕方ないが、

バス停も近くにないから、子どもの送迎が必須。もっと公共機関が拡大すればいいと

思う。放課後学童クラブは親が仕事をしていることが必須で夏休みなど長期休暇の時

に保育園や幼稚園のような一時預かりなどがあったらいいと思う。  

■高校卒業（18 歳まで）医療費を免除してほしい。  

■桶川や北本などは子育て支援医療費が高校卒業（満 17 歳）までやっているので川島

町も対象年齢の見直しをしてほしい。  

■上にも子供がいるが、高校生になると医療費無償がなくなり、高校生になっても学費

や体調不良等で通院することもまだまだ多いので医療費受給の年齢の幅の拡大を早

急にお願いしたいです。 

■子育て支援医療費受給資格を 18 歳になる年までにしてほしい。  

■夜間の受診は比企地区～は遠いので川越の医師会病院のところにある救急を利用し

ています。支払いをしなければなりませんが働く親としては近くて行きやすいところ
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の方が安心です。自治体各々の問題もあると思いますが子育ての負担が少なく安心し

て掛かれる病院を充実させていただけると助かります。また、川越も窓口負担なくか

かれる病院を増やしてほしいです。  

■子供３人目以降についての助成制度はありがたいと感じております。実際は３人目で

もう出産打ち止めですが４人とか色々費用が軽くなればと考えることもあります。結

局は町どうこう以降の高校とかでかかる出費に余裕がなさそうなので無理ですが。中

学校の部活動の選択肢が少ないことは常々残念に思っております。いっそう早いとこ

ろ中学も１つになって部活の幅も広がればいいのに。  

 

【子育て支援サービス全般について】  

■ファミリーサポートを利用しているが、町民にあまり知られていないので、もっと積

極的に活動して、沢山の人に利用してもらえば充実すると思う。  

■若者、子育て世代に住んで欲しいならば核家族でも仕事をしながら子育て出来る環境

が必要です。なんでもかんでも無償化すればいい訳ではありません。また、障害児へ

の支援、療育が手薄な気がします。保育園や幼稚園でも OT、ST を配置できるとい

いと思います。  

■図書館を大きく、きれいにしてほしい。よく利用させてもらっているが、幼児、児童

と年齢別に、ゆっくり楽しめる広さがあると嬉しい。他市等では、読書通帳など子供

が楽しんで触れ合えるサービスがあります。このようなサービスも取り入れて欲しい。 

■出産や妊婦検診の費用負担や義務教育中の学費や給食費を無くしてほしい。  

■給食費無料。習い事をさせたいので、バスの時間帯を増やし、広域にしてほしい。  

■共働き家庭で子どもが高学年、中学生となると習い事も平日多くなりますが、ファミ

リーサポート事業を昨年知り、フル活用させていただいています。サポーターさんが

お知り合いということもあり、こちらの無理な要望やわがままを受け入れていただき

大変助かっています。現在対象が小学生までということですが、中学生以上も利用で

きると更に助かるなぁ…と思います。何せ足がないと難しい地域なので…もっと相互

関係ができると良いですね。  

■ファミサポの登録人数を増やすように尽力してほしい（現在お願いしているが、負担

が大きそう。今のファミサポさんが、辞めると我が家は成り立たない（今の仕事を辞

めなければならない）かわみんハウスは低年齢向き過ぎる。もっと活動的な年代の子

ども向けの児童館のような（全天候の）施設があると良い。図書館のサービスの充実。

書籍が少ない。ついでに言うと受付の人が平気でおしゃべりしている。子どもに図書

館利用のマナーを教えにくい。病児保育をぜひ拡充してほしい。急に休むのは難しい

仕事である。また、小児科の終わる時間（16 時？）に迎えに行けず受診できず、病

児保育の申し込み（受診が必要で無理）に間に合わない。（夜間だと翌朝は難しい）

なんとかならないのか。  

■下の子が生まれてから一時預かりの利用券ができ、ありがたいと思います。しかし

12 時間分は少ないと思います。1 日 6 時間預けると 2 日で無くなってしまいます。

月に 1 回くらい預けられるようにもう少し利用券を増やしてほしいです。  
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■年々子供の数は減少傾向ですが、夫婦共働きで子供を預けなくてはいけないというご

家庭が大変増えていますよね。預ける場所の充実、学童も一時預かりや土曜の利用時

間 14 時まででなく平日並みにできたら助かる方もいらっしゃると思います。マタニ

ティーサークルなどから続く方もいますが、各地区での（いずれ小学校へ一緒に行く

仲間・同級生など）集まりの場、サークルなんてものもあると親も子も地域交流進出、

仲間になっていきやすいかもです。（現、うちの近所には同じ位の子どもたちが（1

～3 歳）何人もいるのに交流が全くないみたいで、どっかで繋がれたら子ども同士、

親御さん同士遊ばせたり、共通の話等、身近な交流で生活が豊かになるんじゃないか

なとふと思いました。家の姉（13 歳）の頃、小見野サークルというものがあり、輪

が広がり小学校に上がるまでの心構え、心配、不安が和らぎました。これからも川島

町での豊かな子育てができる環境づくり、支援を願っています。  

■出丸地区は公園がない。障害児について（中学校）。支援学校か川中に進学で、支援

学校の授業では物足りないと思っているが、川中に進学して支援級と交流級を利用す

るしかないけど、思春期なので「いじめ」等の心配があります。障害児のみの学校み

たいなのがあると安心して通わせることができるかなと思います。  

■夏休みなどの預かり保育があってほしいと思う。  

■川島町には病児保育がないので、子供が長期間お休みしなくてはならない時に就労で

きず生活が苦しくなってしまうので、病児保育があると助かります。 

■３人目のインフルエンザ予防接種の料金が１回だけ無料になるが小さいうちは２回

接種しなくてはならないため、完全に無料にはならない。  

■病児保育が欲しい。７時半からオープンの病児保育。川島町の保育園を土曜日１日保

育にしてほしい。  

■育児に関しての専門のアドバイザーなどを増やしてほしいです。現在専門の方がいた

としても知らない方がほとんどだと思います。幼稚園などにも親や子供のための相談

員などがいたりすると先生方の負担も減り相談しやすくなるのでは。川島町は遊べる

ところが少なく小さな公園などは人気がなくて怖くて遊ばせることが不安です。人口

や子供を増やしたいのならもっとお金や利用できる施設を増やすべきだと思います。 

■子育て支援に対して小さい子ほどあまりお金がかからないので小学校、中学校の子供

にもっと支援を（児童手当など）してほしい。  

■母子家庭に対する支援が現在ない状態できつい川島に住み続けるのは難しいと思う。

支援がない為必死で働いている状態。子育ての環境ではないと思う。中学の制服や必

要なものをそろえてあげるのも難しい。もう少し援助をしてほしい。高齢者の事に力

を注ぐのは大切であるが子育てに関してももう少し考えてほしい。働きたくても働け

ないお母さんもいます。子が病気で受け入れが困難と。川島はそういう点で遅れてい

ます。町外に出て行けということでしょうか。どこが子育てしやすい街づくりなので

すか。  

 

【交通全般について】  

■高校生になると交通が不便です。  

■交通機関が不便すぎる。児童手当が高校卒業まであるといい。  
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■自分で通える距離に習い事や塾が無い。今後、高校等通学時、バスの本数や時間が少

なく、進学先がかなり制限されてしまうと感じる。  

■バスでなくては小学校へ通えなくなってしまった。いろいろな支援策を行っているか

もしれないが、他の自治体からの人の流入につながるようなところまでは発信されて

いない印象がある。小学校の児童数は減少するばかりである。  

■習い事、医療機関等、町外まで行かなければならないため送迎にばかり時間がかかる。

町内で満足できる教室、機関の充実を望む。  

■高校生の登校時に利用出来るバスの運行を増やしてほしい。  

■義務教育又は義務教育前までの子育てについては、子ども自身の行動範囲も狭いこと

から、保護者の負担もそれほどないと感じるが、未成年者（高校入学、大学入学、就

職している子）の移動手段などの環境については特段に不便さを感じている。  

■交通の手段をもっと増やしてほしい。もっと気軽に最寄りの駅に行きたいと思います。 

■習い事、塾、公園、友人宅どこへ行くにも親の送迎が必要。それが一番きつい。  

■子どもの足で行ける遊ぶ場所が少なすぎる。 

 

【その他】  

■期待していない。  

■車が無いと不便。川島町に駅を作って欲しい。都会へ出て行ってしまう人が多い。少

子化にも影響すると思う。PTA の負担を軽くして欲しい。仕事との両立が大変。夜

の会議では、子供を留守番させ、不安。会議中、子供を見てくれる場所が学校にある

と良い。  

■川島町は子供たちを大切にしてくれて恵まれていると思います。希望①長期休暇中の

短時間パート主婦が利用出来る支援の充実と情報提供。希望②かわみんハウスについ

て、低学年の保護者付添いを廃止し、送迎のみにして欲しい。万一の時の保護者への

連絡先カードを持たせるなどして。  

■二世帯住宅や二世帯で住んでいる人への税の軽減。住民税が高い。駅が無く、中～高

校生への教育サービスが少ない。  

■町で行う、長期休み中の私塾連携、平日の昼間に親の送迎は就労していると無理。子

供が参加希望でも参加できない。高学年は自転車ＯＫにして欲しい。 

■子供の教育費に関して、乳児～中学までは支援があるが、それ以降の方が金銭的負担

が大きくなる。高校生以上の支援も充実してもらえれば、子育てに安心が持てると思

う。  

■子供、子育て世代には住みにくい地域だと思います。  

■川島に子供を増やしたいのであれば、若い人達が残ってくれるような子育てしやすい

環境を作って欲しい。医療費支給の年齢を上げる、他地域の子育て支援の成功例を真

似る、学生にはバス代の援助など。  

■住んでいるところが町のすみっこであり、町の施設をなかなか使おうといった気にな

らない。よその場所へ行ってしまう。だから良くわからない所が多いです。  

■母子家庭の子育てにかかる費用など軽減もされず、祖父母や伯父と同居しているから

といって手当がもらえません。もう少し考えてもらえると助かります。  
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■高校（18 歳）まで医療費無料、学費無料にしていただけるとありがたい。給食も無

料だとありがたい。  

■帰宅用のチャイムはあるので助かっています。これから夏休みに入ったり、土日など

の休みの時に子どもたちがお昼に帰る合図のために 12 時のチャイムがあれば良い

と思います。遊びに来ている子がお昼に帰らなかったりすると困るので。時計も見な

いで遊んで、お昼に帰ってこないときは心配になります。携帯をもたせるのはまだ早

いと思うので。  

■教育に関してはあまり早くから勉強勉強と言って始める必要はないと感じています。

それよりもたくさん体を使って遊んだり、友だちとのコミュニケーションをとること

の方が重要だと思います。自然に恵まれている環境なので、子どもの頃に色々な経験

をしたほうが、きっと良い結果が出るのではないかと思います。  

■歩道が少ないのに交通量が多い道路や暗い道路等が多く安心して子供を出せない。  

■夕方のチャイムの時間を PM４時～５時にしてほしい。子供たちは夕方のチャイムで

遊びを切り上げてくるので冬時間に暗くなってしまって心配。夏時間などは子供が

10 人くらい遊びに来たりしていると PM５時 30 分までいると、夕食の支度ができ

ない。  

■川島ほど子育てしにくい町はない。何の魅力もない。役場の職員すべてに知識が無さ

すぎる。現実を知ら無すぎる。KJ ブランドとかいうまえに子供が増えるよう若い人

たちに魅力がある街にするべき。交通事故が起きても何の対策もない、保護者の負担

ばかり増える。本当に何の期待もしていない。アンケートの内容も意図も全て的外れ、

まずは役場の外に出て実際をみることからするべき。ただの机上の空論でしかない。 

■町の情報体制は最低です。小学校になると子育て支援課と教育委員会が連携しないと

意味がありません。昨年おきた、女児へのわいせつ行為で免職になった件きちんと再

発防止教育が教師、生徒両方へ必要と感じますが、町は事なかれ主義でうらやましい

です。  

■子どもの病気けが等で職場を休まざるを得ないことが度々あるが周囲の人達からお

荷物扱いされているのを肌で感じることが多い。家庭も仕事も中途半端で自分の体調

もよくないが。そのために休むことはままならない。産めよ、育てよ、でも仕事も完

璧にしろ。の雰囲気は耐えられない独身の方や DNKS の方からのプレッシャーがつ

らい。  

■病院等を増やしてほしい、プール等も設置してほしい。  

■幼稚園も小学校も給食費を無料にしてほしい。とにかく車がないと子育てしづらい。 

■子供の声がうるさいとの苦情で子供が公園で遊べない。もっと役場は子供たちの味方

をしてほしい。苦情を出せば意見が通ると思っている大人が近所にいて困っています。 

■現在の働き方改革も一種のパフォーマンスでしかすぎず、理解のない中小企業が主で

ある。地域は逆に何の変化もなく現在の仕事している親世代と見合っていない。土日

休み、お盆休み、年末年始も働く親が多い中、変わることのない地域、町に対して不

満は出てしまう。時代の流れに見合った環境や支援を希望する。  

■長期休みの間負担なく預けられる施設が町内にあってほしい。  
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川島町子育て支援総合センター「かわみんハウス」について 

問 38 ご自宅から「かわみんハウス」までの交通手段と、時間をお答え下さい。 

記述はありません。  

 

問 39 利用している理由は何ですか。あてはまる答えの番号すべてに○をつけてく

ださい。 

■集まるのに、ちょうどいい所だったか

ら 

■無料。屋内、屋外両方で遊べる。食事

スペースあり。  

■どこも連れて行く所が無かった時に

利用  

■すいている  

■子供が気に入っているから  

■集まりがあったため  

■子供たちの遊ぶ場所として約束して

くるから  

■川島町に児童館がそこしかないから  

■子ども同士の交流  

■なんとなく  

■イベントの時  

■事故の心配がないから  

■室内で遊べるから  

■他に室内で遊べる場がないから  

■大勢で遊ぶときや赤ちゃんがいると

室内の方が良いから  

■家にいるとテレビやゲームばかりし

ているから  

■他の兄弟が行きたがる  

■子供同士の集合場所にしているから  

■子どもが行きたがった時に利用して

いる  

■室内で思い切り遊べるから  

■他にないから  

■子どもが友達に誘われていく  

■身体を思いっきり動かせるから  

■遊ぶ場所確保の為  

■下の子が行きたがるから  

■子供が行きたがるから  

■雨の日の遊び場  

 

 

 

問 40 利用しない理由は何ですか。あてはまる答えの番号すべてに○をつけてくだ

さい。 

■必要無いから  

■大きくなり、勉強が忙しくなった  

■小学生だから  

■５年男子は、あまり行きたいとは思わ

ないようです。  

■子供だけで行くのは難しい。送迎が負

担になる。  

■子供も大きくなり、わざわざ行かなく

ても遊べるから  

■子供が特に希望しないので  

■利用目的が無い  

■忙しいので  

■時間が無い  

■自宅で友達と遊ぶから  

■必要が無い  

■子供が一人では行けない。  

■仕事をしているため、連れていく時間

が無い。  

■内容が分からない  

■利用する時間が無かった  
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■高学年には不向き  

■利用の仕方がよく分かっていない  

■働いているので、休日を使ってまで利

用したいと思わない  

■なかなか時間がとれない。  

■小学生だから  

■習いごとで忙しい。  

■習いごとで忙しい。  

■子どもだけでは交通手段がなく行け

ない。  

■仕事の都合などで利用できていない。 

■小学生も対象と知らなかった。未就学

児だけだと思った。  

■家事があるのにかわみんハウスまで

子どもだけでは遠く、送り迎えが必要

で、その時間がない。  

■利用しなくてもいいから  

■小さい子ども用と思っている  

■祖父母がいるから  

■行く時間がないから  

■学童児の場な感じで入っていくのに

少しためらう。外遊具は見た目わかる

が、室内ではどんな遊びがあるのか、

できるのかをもう少し前出しにアピ

ール？公表しないとわからない。かわ

みんハウスだよりだけではなく、近く

に小学校があるので実際に目で見に

来てもらう。  

■興味なし  

■子どもが大きいので子供だけで行け

ないので  

■なんとなく  

■あまり用がないから  

■子どもが小さい子だけの利用のイメ

ージが強い為  

■予定、日程、時間が合わない  

■平日就労、土日習い事、休息で行く時

間がない  

■いとこと毎日のように遊んでいるた

め 

■ママ友の付き合いが嫌  

■仕事で行く時間がない  

■子どもが大きいので利用しない  

■行ったことはあるけど職員の態度が

悪かった  

■小さい子がメインなのかなと思って

います  

■行く暇がない  

■子どもだけで行けない  

■年齢が近い  

■特に行こうと思わない  

■小さい子が遊ぶようなものしかない。

小さい子を優先させなければならな

い雰囲気で小学生は楽しめなかった。 

■以前利用したときに職員の方に監視

されているような気分ですごく嫌で

した。子供が少しでも騒ぐと注意され

使用しにくい。  

■使いたいと思わないから  

■妹は利用しているが、もう利用したい

年齢ではない  

■習い事や友達と遊んでいるので行く

ことがない  

■行く暇がない  

■小さなお子さんの為の施設だから  

■行くたびにお金の使い方を間違えて

いると思う。人件費とか光熱費とか無

駄だと思う。利用者が少なすぎる。  

■子供が行きたがらない 

■子供が行きたがらないから  

■３歳、7 歳でも入れるのか分からない。

いつでも入っていいのかも分かりま

せん。  

■利用する理由がない  

 

 

 


