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問問問問 11111111    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

があればよいとお考えでしょうか。ご自由にお書きくださいがあればよいとお考えでしょうか。ご自由にお書きくださいがあればよいとお考えでしょうか。ご自由にお書きくださいがあればよいとお考えでしょうか。ご自由にお書きください。。。。    

 

■急な用事等の時に預かってもらえる施設。病気の時も一時的に預かってもらえる施設。祖父母も年配なので。（中山

小学校区） 

■今の状況で不満がないので特にありません。（中山小学校区） 

■育児に問題を抱えている人で、行政にも相談できない人は周りの関係もうまくできず、抱えこんでいる人が多いよ

うな気がする。そういう人が周囲にいると、周りの人もストレスを抱えてしまうし、問題も解決できないことが多

い。施設ではなく、日常、母親と子どもが遊んでいるような公園、道路などに来て、様子を見ながら遊んでくれる

ような人がいてくれるといい。それなら自然ではないか？施設とかだと構えてしまう気がするし、日常的なサポー

トにならない気がする。（中山小学校区） 

■新生児訪問のように、乳幼児期にも家庭を訪問するようなサポートがあると良いと思います。（中山小学校区） 

■同じ小学校などのグループが分かるとよりいいのかもしれない。今知り合っても小学校で離れてしまうと少しもっ

たいない。小さい頃から同じ学区内と分かればより深まった関係が出来るのかもしれないと思う。（中山小学校区） 

■草むしりと植木の剪定。（中山小学校区） 

■夏休みなど、長期の休みに預かってくれるようなシステム（預かり保育）。（中山小学校区） 

■例）０～３才などかぎられた年代の子と遊ぶだけではなく、小さい子が、小学生や中学生などお姉さん、お兄さん

と一緒に遊ぶ機会など、イベントなどがあるといいと思います。（中山小学校区） 

■家事をする間、みてもらいたいと思います。（中山小学校区） 

■土日も利用が出来る、小学生までが使える児童館があったらよい。（中山小学校区） 

■保育のアドバイスと情報提供と保育サポート（中山小学校区） 

■同じような立場の人がどのように対応しているのかなどが分かるような情報公開などがあると悩まない。例えば病

気のことは医者に行く前にある程度どんな症状があるかなどが知りたい。結局行動をおこす前に判断するための知

識が足りないから相談するのであるが、相談者がいない場合はどうしたらいいのかが分からない。川島町の役場の

ホームページとか広報等や子育てに関する情報をまとめたものがあるのかも知らないので、そのような情報をもっ

と認知させるか、広めるようなことが良いと思う。（中山小学校区） 

■６才上のお姉ちゃんがいるので、あまり相談する事はありませんが、近所に子どもがたくさんいて、その間に「幼

稚園がこう変わったよ」など話が聞けるので助かっています。これからもこまかい変化など気軽に話ができる環境

になればいいと思います。（中山小学校区） 

■土曜日、日曜日も預かってもらえる（保育園、学童などで）環境が整うと良いと思います。（中山小学校区） 

■費用負担の少ない子ども会のような催し物があると良い。（中山小学校区） 

■家で育てる赤ちゃん時代に相談できる機会が増えると良い。週 1 回は、予約なしに遊べる場所など。家庭学習が身

に付くようなきっかけ作りを保育園などでも行ってくれるとうれしい。音楽にふれる機会を増やして欲しい。（中山

小学校区） 

■祖父母への子育ての指導。（中山小学校区） 

■保育園は仕事をしている人にとってはなくてはならない場所であり、とても助かっています。が、仕事を休んでい

る又は、退職してしまった場合は預るのは無理だとよく分かっています。求職中に、早く、次の仕事を決めてくだ

さいとせかされたりすると精神的にきついものがあります。求職中でも子どもを預かってくれる幼稚園的な場所が

あれば気持ちに余裕をもって次の仕事を探せるのにと思います。（中山小学校区） 

■土曜、日曜、祭日も預けられる場所を用意してもらいたい。（中山小学校区） 

■今のままで十分にサポートしてもらっているので、特にありません。（中山小学校区） 

■結局は他人だから期待は出来ないと思うのが正直（中山小学校区） 

■親がリフレッシュできる時間と親が所要のある時間帯→子どもを一時的に預ける時間、回数の拡大→子どもの年齢

層拡大、縦割保育の充実。保育園、土曜午後も預けられたら良い。（中山小学校区） 

■祖父母に預かってもらえる、相談できる状況にあれば特別なサポートは必要ないと思います。（伊草小学校区） 

■緊急時に預けられる場所を町で作ってくれると、心配なく預けられると思う。（伊草小学校区） 

■近くに習い事をもっと増やして欲しい。（伊草小学校区） 

■園から帰った後に遊べる場所（児童館のようなもの）（伊草小学校区） 
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■赤ちゃんサロンに参加しましたがグループのような（仲良し）のがあり、孤立を感じました。川島出身の元々知り

合いの方は良いかもしれませんが結婚後川島に来たり、人見知りの人には苦痛でしかありませんでした。スタッフ

の方が声をかけてはくれましたがフリータイムは本当に地獄でした。内容も少し気にかけて頂けるとまた参加した

いと思いますが、子どものためなので母親として参加しなくてはと思いますが、怖くて行けないです。（伊草小学校

区） 

■地域でもっと子どもが参加できるような行事を町をあげて積極的に働きかけて欲しい。（伊草小学校区） 

■急な時でも預かってくれる所。病気でも診ててもらえる環境。（伊草小学校区） 

■親身になって話を聞いてくれる所、場所。（伊草小学校区） 

■赤ちゃんの一時預かりをしてもらえる所がないので、上の子どもの学校行事（特に入学式や卒業式）に参加するの

がとても大変でした。赤ちゃんでも安心して預けられる所がほしいです。（伊草小学校区） 

■同年代の子どもたちが交流できる場をもっと増やして欲しい。無料の体験学習などを開いて欲しい（○歳対象など）。

安心できる町づくりをして欲しい（歩道をきちんと作ったり、子どもを安心して歩かせたり、自転車を乗らせたり

出来る道を作ったりなど）。就学前児童対象で、交通ルールを教える教室を開いて欲しい（３才ぐらい～対象で毎年

就学前まで受けられる様な物を）。（伊草小学校区） 

■仕事をしていて、日中何か講演会など参加することができないので、メールやネットを使って時間が関係なく利用

できるといいなと思います。（伊草小学校区） 

■あたたかく見守ってもらえることが大事だと思う。歩道のない道路や道のせまい道路でスピードを出している車を

よく見かける。あぶないのでしっかりと運転してほしいといつも思っています。（伊草小学校区） 

■自分が大変な時にいつでも頼れること。（伊草小学校区） 

■相談窓口がどこにあるのかわからない。（伊草小学校区） 

■ファミリーサポートがあれば良い。また、共働きの場合、夫婦のみでの子育ては正直きつく、保育時間に対しても

8：30～17：30 の場合だと、正社員だと送迎の時間に限りがあります。工場地帯があり、若い人々も働き、いずれ

は結婚し、子どもを産みたいと考えている人もいると思います。ですが、子どもを産んだとしても、周囲に親類が

いない限り、育てるのは難しいです。特に、共働きを考えている人にとっては。正直、保育園での時間は、パート

あるいは自営業ではない限り、預けるのは難しいです。（伊草小学校区） 

■０才児の育児が、いちばん母親にとって大変なので、短時間でよいのでリフレッシュの託児の０才バージョンがあ

るといいと思います。美容院に行ったり、ゆっくりコーヒー飲んだり…。２時間くらい家にサポーターさんが来て、

赤ちゃんをみてくれるサポート。（伊草小学校区） 

■気軽に預けられる場所があればと思う。一時預かり保育も、申し込み３日前などでなかなか気軽にとは行かない。

（伊草小学校区） 

■代行してもらえる事（例：保育園送迎など）。（伊草小学校区） 

■月１回の乳幼児相談も活用させて頂いているが、定期的に保健師さんｏｒ助産師さんが自宅訪問して下さると安心。

特に０～６ヶ月くらいの乳児。母乳で育てている人が母乳について気軽に相談できるところが少ないので。（伊草小

学校区） 

■優しい目。（伊草小学校区） 

■保育ルームなどのある病院や美容院などがあると良い。病院は親族に預けられない時もあるので・・・。（伊草小学

校区） 

■日本では祖母・姉がいます。サポートできると思います。イギリスでは学校に行っている間、仕事しています。大

きな病気を母・子ども共に今までなった事がないので何とかやっていけています。小学校では昼休み等色々のサー

クルがあるのでそれに参加。母親も学校のボランティアに参加してイギリスでの学校生活に慣れようとしています。

（伊草小学校区） 

■同年齢の子を持つ親の集まりの場（同じ生まれ年の子で・・・）。サークルを知る機会が少ない。集まれる児童館な

どがあると行きやすい。（伊草小学校区） 

■児童館のような定員がなくいつでも遊びに行けて少しの間でも母親 1 人でゆったりできる時間ができる様なサポー

トがあると毎日子どもの世話をしている（仕事で父親は帰りが遅くて 1 人で育児をしているような人）には心強い

お思います。（伊草小学校区） 

■乳幼児相談を土、日（年に数回でも良いので）に実施してほしい（仕事に復帰する前は何回か利用しました）。（伊

草小学校区） 
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■子どもを思う心と多くの大人の目。（伊草小学校区） 

■子育てと仕事の両立とゆう面で、保育園にはとてもお世話になっています。不規則な勤務時間にも対応して頂いて

助かっています。環境の面ではもう少し道を明るく照らしてもらえると暗がりも安心できるかと思います。サポー

トではないのですが…行政機関は子育て支援について受け入れ体制なのでしょうか？担当者の方の意識が少し低い

のではないでしょうか。先日、窓口の担当者の方の態度に疑問を持ったのでお伝えします。色々な点でお困りの方

がいらっしゃると思います。もう少し暖かい態度で対応して頂きたいですね。（伊草小学校区） 

■隣り近所には子どもと同学年の子どもがいないため、成長の過程がどうなのか不安な事があります。地区にもあま

り子どもがおらず、子どもどうしのふれあいが少ないと思います。子ども会でのふれあいだと何かものたりない感

じもあり、町ぐるみで同学年代のイベントが月ごとなどで企画等あれば良いかとも思います。（伊草小学校区） 

■買い物、息ぬきしたい時など、買い物をしてきてもらえたり、短時間子どもをみてもらえたりすると嬉しいです。

特に息ぬき。ゆっくりお茶して美容院とか行きたい。（伊草小学校区） 

■（時間的に余裕が無かったりする場合もありますが）親子教室やサロン等への参加が誰でも気軽に行けるようにも

っと宣伝（というか周知）してもらって、そうすれば初めての子育てで家にこもりがちな人も外へ出ていろんな人

と話し、相談できると思います。今は同じ人が参加している事が多いと思うので、そうすると初めての人は行きづ

らく、勇気がいるのかな…と。（伊草小学校区） 

■給与が上がらないのに税金や物価が上がるので、私（母）が働かざるをえない。私としては私たち家族のルールで

子どもを育てていきたいが、祖父母との意見が合わず、こちら側が折れるしかない。「そこまで言うなら自分達で育

てなさい」と言われた時、預ってもらえる場所があったとしても金銭的に厳しくなる。とにかく国、県、市、税金

がとても負担です。（伊草小学校区） 

■お金があれば、仕事もせず子育てに専念できるので、もっと子育ての手当てを増やして欲しい。（伊草小学校区） 

■下の子の出産、育児専念のため、育児休暇中の上の子の保育施設での受け入れ年数を長くして欲しい。少子化で子

どもが減少しているが、保育制度がしっかりとしていないので仕事をしながら安心して育児に専念できず、子ども

を複数人数生む気持ちになれない。子育て支援とうたうなら本当に必要な支援とは何かよく考えて欲しい。もっと

仕事をしながら育児に専念できる環境を整えて欲しい。（三保谷小学校区） 

■共働きしているため、仕事の都合上、子どもを土日でも預けられる（病気の時なども助かる）施設を川島にも作っ

てほしい。（三保谷小学校区） 

■土曜日、日曜日とお休みの日にも、幼稚園が月 1 回ぐらいあるといいと思う。又、夏休み等も何回でも良いが、保

育する日があれば助かったあと思った。（三保谷小学校区） 

■相談できる場所や時間があり、話を聞けたり、話を聞いてもらえる。（三保谷小学校区） 

■０歳児クラスから延長保育を利用出来るようにしてほしい。ファミサポ制度がほしい。（三保谷小学校区） 

■緊急時に子どもをみてもらえる場所、施設がほしい。（三保谷小学校区） 

■町内に病児保育を行っている所がないので、そういう施設があるとうれしいです。子どもを連れて気軽に食事やお

茶会などができる場所があるといいです。（出丸小学校区） 

■祖父母との考え方の違いにより精神的に負担が大きい。周囲から祖父母に対しての働きかけがあるといいのだか・・・。

難しいと思いますが。（出丸小学校区） 

■小学校の行事や役員会議等の際に、子どもをみていてくれる場があると、とても助かる。（出丸小学校区） 

■働いている親として、子どもをみてもらえる場所（なるべく料金は安く、夜間帯もみてもらえるとありがたい。日

曜など…）。（出丸小学校区） 

■今の幼稚園で行っている預かり保育は”半日の日はお願いできない”、”長期休みには利用不可”となっています。

夫婦で働いているため、同居祖父母にも子どもをみてもらうと文句を言われる等のイヤな思いをすることが多々あ

ります。家族ではなく、公の機関がサポートしてもらえるととてもたすかります。（出丸小学校区） 

■地域との交流もしやすいように色々とケアの面では配慮してい頂いていると思いますので、とくに要望等は無いの

ですが、個人的に知りたい事といえば、川島町にまだ住んで長くないので、子どもの習い事の教室等、調べる方法

が何かラクにできる一覧とか、手軽なシステムがあるとありがたいです。（八ツ保小学校区） 

■同じ３人目でも、幼稚園に通園させているのと保育園に通園させているのとでは金銭的負担がちがいすぎ、不平等

を感じる。幼稚園に通園させている保護者の負担も軽減させてほしい（３人目を持つ親が全て保育園入園を希望し

たら、受け入れられるだけの体制がととのっているのか？）。（八ツ保小学校区） 

■ベビーシッターのようなものが身近にあると良い。（八ツ保小学校区） 
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■まず、保健センターで相談を聞いて下さる方ですが、年齢が若かったりお子さんがいない方だったりすると本当の

意味で相談にならないのだと他のママさんが言っていました。私も一理あると思います。（八ツ保小学校区） 

■乳幼児相談で相談した時に子どもを育てた事がなさそうな人にあたって相談した事を教科書のように説明をして全

然解決しないまま、帰ってきてからは、乳幼児相談には行く気にならなくなった。もっと相談した時に安心できる

人がいるといいと思った。（八ツ保小学校区） 

■保育園、小学校、中学校で子どもが何かあった時に、自宅や祖父母の家まで送り届けていただけると助かる。祖父

母は自営業なので、お店から離れられないし、ひいおばあちゃんは車の免許を持っていないので、いざという時に

代わりに迎えに行く事が少し難しい。（八ツ保小学校区） 

■病児保育（小見野小学校区） 

■早朝や夕方、夜などに送迎してくれる制度。朝は子どもよりも早く家を出るため、保育園に送ってくれたり、小学

校の登校（班に合流する）時とかに見送ってもらえるとありがたいです。また、夕方には、保育園や小学校（学童）

へ迎えに行ってもらえて、その後に預かっていただけるととても助かります。現在は保育園に預けていますが、延

長保育の時間内に迎えに行くのがむずかしいため、仕事を抜け出して（早く帰らせてもらって）子どもを迎えに行

くので働く上でとても厳しいです。朝の通勤や、帰りの時間は、自由に決められるわけではないので、早朝や夜間

のサポートを充実させていただきたいです。（小見野小学校区） 

■児童館のような、いつでも利用できる子ども向けの施設があるとうれしいです。（小見野小学校区） 

■用事等で子どもを一時預かりしてもらえる場所。（小見野小学校区） 

■学童を小見野地区にも作ってほしい。（小見野小学校区） 

■子どもに習い事をさせたいと考えていますが、塾や教室が少ないし、どこに行けば良いのか分からない。習字など

お年寄りがつきに買いコミュニティーセンターなどで教えてくれるとか生け花など簡単な体験ができると嬉しい。

（小見野小学校区） 

■子育て支援専用の広報誌があると良い。（小見野小学校区） 

■２～３時間程度、子どもを預かってみてもらえる、あるいは買い物代行。（小見野小学校区） 

■現在の保健センターや子育て支援センターは２家族以上集まって予約すれば使えるが、そうではなく、いつでも親

子だけで行ける開放している場所が欲しい。安全なフラットなだけの部屋で OK。事務室に相談できる人が常に居れ

ばなお良いと思う。（小見野小学校区） 

■兄弟の行事がある時は、身近な人も一緒に見に行ってもらえると子どもがとても喜んで気持ちよく取り組める。保

育園や幼稚園に入園する前（０～３才以下）の子どもたちのあそぶ場所や支援センターの活動がもっと充実してい

るといいなと思います。（小見野小学校区） 

■平日働いているので少しでも自分の時間がもてるように何かあずけられる所がほしい（土、日、祝は保育園が休み

でみなくてはならないため）。（小見野小学校区） 

■平日のＡＭ９～ＰＭ５の間に小学生未満（０才～６才まで）の子どもたちが、親同伴で自由に遊んだり本を読んだ

り交流できたりする「子育て支援センター」という施設が欲しい。川島町以外の市町村は当たり前のようにあると

聞くが、なぜ川島町には無いのでしょうか？月に１回や２回、しかも短時間しかオープンしない子育て支援サロン

のようなものはあるのは知っていますが、日にちや時間を合わせるのが難しく、利用しづらいです。（小見野小学校

区） 

■保育園に行っても、先生にプライバシーを、まわりに人がいる状況では話せないですし、忙しいので、ベビーシッ

ターじゃないですが、お話が出来る担当を一人でも居ると気軽に伝えたり聞いたりできます。（不明） 
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問問問問 40404040    最後に、教育・保育環最後に、教育・保育環最後に、教育・保育環最後に、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

にご記入くださいにご記入くださいにご記入くださいにご記入ください。。。。    

 

■子どもを遊ばせる公園が少ない（中山小学校区） 

■小学生も幼児も遊べる場所が減っている。遊具を無くしたりしているので、結局外で体を動かす遊びをしないで、

ゲームに向かう子が増えた気がします。小学生は学校で遊べるけれど、幼児の遊び場がない。雨の日、町民体育館

やフラットピアのホール？使用する団体がいない場合開放してもらえたらと思います。（中山小学校区） 

■保育園の入園年齢を 8 ヶ月より前にして欲しい。（中山小学校区） 

■母子家庭なのに祖父母と住んでいるため、何も手当てが無い。（中山小学校区） 

■古い環境で立ち止まらずに、新しい事を積極的に取り入れて欲しいと思います。今すぐに何があったらとは言えな

いのですが、いざという時に選択肢が多くあればベストなものが選べると思います。（中山小学校区） 

■いずれの施設の利用にも料金がかかり負担です。料金が安くすむ施設があっても、役員やら何やらと土曜や、日曜

に参加を余儀なくされる現状で、親の休日は全くありません。（中山小学校区） 

■児童館を作ってほしい。（中山小学校区） 

■８ヵ月未満の乳児を預けられる保育所を川島町内にぜひ設立してほしい。病児・病後児の乳幼児を預けられる保育

所を川島町内に設立してほしい。（中山小学校区） 

■体力と時間に余裕のあるシニア世代の方が、小学校の登下校時の旗当番や、公園で遊んでいる子どもたちの見守り

役をやってくれたら、異なる世代間の交流にもなるし、働いているパパやママの負担も軽減されるし、常に大人が

見守ってくれているという安全な環境で遊べるということにもなると思います。（中山小学校区） 

■平日は就労しており、サークル活動やイベントに参加できていない為、日曜日などに行ってほしい。地域に顔見知

りが少なく、職場の預け先で過ごしているので、小学校に上がるまで地域の友人ができない（機会がない）のでは

と心配。夕方や夜間にも預けられる場所があると嬉しいです。（中山小学校区） 

■何もかも良い方がいいが、川島町ではここがすごいという特化した物があると満足度が上がると思う。中山小に入

学し、西中に行く予定だが、特別よいところが何もみつからない。私の中学時代の学力は全体的に低かったようだ

が、部活が複数の部で関東、全国レベルだった。ぜひ、何か１つでも人に自慢できる思い出を学校で体験させてあ

げたい。それを体験させてあげられる学校を目指して頂きたい。この地区には実力のある人がたくさん存在してい

ます。活用してもいいのではないか。学校の先生は学力向上に忙しくて、部活動がムリなら他の方法を考えてほし

い。ＮＨＫでも放送がありましたが、プロに月１～２日頼んでいる所もありました。（中山小学校区） 

■公園を増やしてほしい（古い公園を新しくするのも良いと思う）。神社のある古い公園は多いが、中山地区（中廓）

は公園が少ない。遊べる場所を増やしてほしい。地域の子ども教室（中山っ子）を利用しています。現在は月１、

２回ぐらい、土曜日ですが、放課後なども行ってくれるとありがたいです。子どももいろいろな体験ができて楽し

いようです。（中山小学校区） 

■子どもを遊ばせる場所が少ないと思います。公園の遊具も種類が少ないです。（中山小学校区） 

■保育園でも幼稚園の様な学習の時間を設けてくれるといいなと思います。保育園で疑問に思うのは、夏休み、冬休

み等、先生の都合で休ませたがるのはどうかと…（過去にそういう先生がいらして）こちらもできれば子どもたち

と過ごしたいですが、働いている立場上、お盆休み、正月休み関係ない方もいらっしゃるので、あまりいつ休みを

とるのかと聞かれ続けるのも辛いと思いますが・・・（中山小学校区） 

■預けてもいい日に（土曜日や年末、お盆など）できれば家庭保育で・・・。預けてほしくないように促したり、そ

の日○○ちゃんだけなんだけど、お家でなんとかみれませんか？など、親からしたら、それならはじめからお休み

としてもらった方がこちらにすれば良いのですが、なぜそのような言われ方をするのか、町の方針ですか？回答を

希望します。ＨＰや広報で公開ということなので、よろしくおねがいします。（中山小学校区） 

■子育て家庭の環境は様々だと思います。保育園へ入るには就労が条件となりますが、フルタイムで働かないパート

タイムの場合は、幼稚園だと少し困る部分もあるかと思います。そのようなケースに利用できるサービスや施設の

提供など、拡大してもらえると良いなと思います。（中山小学校区） 

■保育施設を利用するために必要な情報がどのようにして入手すれば良いのか、入門から実際の手順など、支援サー

ビスを受けるにはどうしたら良いのかをまとめたものを、まず子どものいる家庭に配布、もしくはホームページで

紹介して欲しい。更に母親が知らない時に父親はそのような冊子等を見ることができれば行動を起こすことができ

るので、この様なアンケートにも更に協力できると思う。（中山小学校区） 



 

7 

■町立川島幼稚園がＨ２８．３．３１で閉園になってしまうことがとても残念に思っています。うちはギリギリで入

園できますが、今後、川島町に住む人や小さい子どもがいるうちでは、負担が大きくなるのではと思いました。主

人も上の子も、川島幼稚園を卒園しています。下の子も最後の園児として卒園できますが、なんだかさみしい気持

ちでいっぱいです。すばらしい環境と、のびのび育ててくれた先生たちに、感謝の気持ちでいっぱいです。これか

ら若い人たち（子どもたち）、お年寄りのかたまで、負担の少ない、安心、安全な町になってほしいです。（中山小

学校区） 

■川島幼稚園閉園にあたって行われた説明会で、赤字により経営困難だと言う説明をされた事にとても不快な思いを

しました。この一件で川島町の保育に対する姿勢に多大な不安を抱きましたが、これを機により良い発展がありま

すよう期待したいと思います。（中山小学校区） 

■子どもがのびのびと生活できる環境を作って欲しいです。延長保育も充実してもらえると助かります。（中山小学校

区） 

■とねがわ幼稚園がこれから主体になり、町内企業に勤務する父・母親への子育て支援を充実して欲しい。例えば・・・

平成の森で働く母親(看護士）に幼稚園保育料減額など。幼稚園と託児所との連携をはかり、幼稚園が終了後、バス

で託児所への送迎など。町全体で若い子育て世代をバックアップして高齢化を減らす。（中山小学校区） 

■音楽、体操における幼少期の活動はとても大切です。保育園にも専任コーチ、先生などがいても良いのではないで

しょうか。（中山小学校区） 

■子育ての大変さが解決したり、軽減したりすることも必要だけれど、話をきいてもらったり共感されたり、経験し

た事を聞いたりすることも気持ちが楽になります。子育てに関する公園会など聞いてみたいです。（すぐ、ネットで

調べてしまうので。）（中山小学校区） 

■今の時代、両親が共働きをしていたり、親のどちらかが出かけていたりといずれにおいても働かなければ成り立た

ない形が多いと思います。その中で、平日以外、夜間など、安心して良心的な値段で預かってもらえる施設という

のはとてもありがたいと思います。今、インフルエンザが流行っていますが補助をだして頂けると助かります。皆

さんが接種するのではないでしょうか？大人も子どもも受けて家族で 24,850 円もかかっています。（中山小学校区） 

■家の近くにも公園など、子どもが自由に遊べる場所を作ってほしいです。家などはたくさん建つのですが子どもや

老人のためのくつろげる場所はなかなか作ってもらえないのは残念です。（中山小学校区） 

■幼稚園、小学校の長期休みに安心して遊べる児童館があると助かります。小学校の学童保育を利用する場合はフル

タイムでの就労でなければ費用の面で預ける為に働いている様な状態になってしまいます。子どもが就学時間での

パート、アルバイトをしている場合、長期休みになった時に子どもが安全に遊べる場所が欲しいです。※全天候で

そもそも、このアンケート調査対象が就学前の保護者となっていますが、実際に不便に思い困っている小学生の親

も対象にするべきではないでしょうか？目の前の対策ではなく、次世代が川島町に定住できるような政策をお願い

します。子育て中、特に幼児期では保護者自身余裕もなく子どもの成長とともにどのような施設が必要になるのか？

という思考を持つことは難しい事です。調査対象者に政策が反映される、されないという理由では本当に必要な物、

足りない物が見えてこないと思います。（中山小学校区） 

■比企郡滑川町は、給食費が幼稚園（保育園）～中学校まで町が負担して無料だと聞きました。川島でも無料化にな

ると良いなと思いました。子どもが多い家庭はありがたいと思います。（中山小学校区） 

■保育の時間をもっと充実していただきたいです。現在では時間制約が大きく、送り迎えの時間におわれる日々です。

土曜日は預けにくく平日に行事があります。祖父母などの助けが無ければ常勤では働けません。私はそのために勤

続 10 年からパートへと変わりました。勿論できるだけの協力はしますし、お互い様という気持ちも有ります。です

が、「子どもを預けやすい場」が増えて頂くと働く母親は有りがたいと思います。（中山小学校区） 

■現在、無認可保育園に通っているため、町からの就園補助の支援が受けられていないので、その部分での環境整備

があると助かります。（中山小学校区） 

■保育園の外で遊べる時間が少ないと感じます。午後も外遊びできる昔のような環境を作っていただきたい。（中山小

学校区） 

■子育て中の家庭に対し、以前と比べ支援が充実してきたとは思いますが、突発的な早退、遅刻、休暇などで仕事に

穴を開けてしまうことも多々あるため、職場では肩身の狭い想いをしているのが現状です。仕事と家庭の両立をと

言われても 100％の働きは無理なのに、人事等で子育て中の職員の事が考えられていないように思います。国全体

が妊産婦、子育て中のワーキングパーソンにもっと配慮してくれるような制度を作ってくれることを望みます。（中

山小学校区） 
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■こうゆうアンケートをとるばかりで、期待に応えてくれるような事は何１つない。川島は子育てをしていくのに良

い環境ではない。なぜ幼稚園を無くすのか。お金がない奴らは家で見ろと言っているのと同じ。川島町は子育てに

不向き。このアンケートの意味は？（中山小学校区） 

■児童館など、天候に関係なく遊べる場所が欲しい。健診などは、１才半、２才、３才とあり、とてもありがたい。

（中山小学校区） 

■小さな公園は結構あるが、小さすぎたり、遊具が少なかったりあまり満足できない。地域ごとに児童館がほしい。

（伊草小学校区） 

■仕事をしている親が利用しやすい保育が欲しい。土、日の保育園などあれば嬉しい。土曜保育は午前中しかないの

で。（伊草小学校区） 

■３人目の幼稚園と保育園の利用料になぜ差があるのか？ 未就園児が安心して遊べる遊具が少ない。児童館、今時

無いのはおかしい。子どもが増えるわけない。 小さな地域の公園が減ってきていると思う。ボール遊びをできる

場所が少なすぎる。（家のそばで）（伊草小学校区） 

■地域の方と子どもたちが楽しく交流する場が少ないと思う。大人たちが子どもを育て合い出来る場があると良いと

思う。（伊草小学校区） 

■公園が少ない。伊草小の近くに遊具のある公園が欲しい。経済的な援助がもっと欲しい。（伊草小学校区） 

■前回、健康診断に行った時に上から目線でイラっとした事がありました（支援センターの方）。町立の幼稚園が閉園

する事に困っている保護者さんも多いと思います。それにともない、もう少し充実した、保育というものを考えて

頂きたいです。また、生後３か月ぐらいまでセンターの方が自宅に来て話を聞いてくれたり、子どもの様子を見た

りして頂いたのは良かったと思います。（伊草小学校区） 

■就労条件に関係なく保育園に入園できるようにして欲しい。保育料も下げて欲しい。（伊草小学校区） 

■もっと川島町は充実している物だと思い転入して来ましたが、転入した事を後悔する出来事が多すぎて…。川島幼

稚園が閉園する事がもっと早く決まり、わかっていたら転入して来なかったし、妊娠、出産で保育園が利用出来な

くて（他の市町村は利用出来たのに）結局病院を変えざるをえなくなり、急遽里帰りをし…。川島町に住む意味が

無いと思いました。今、あの頃に戻れるならば、他の町へ転入したかったです。以前住んでいた町では保育園で、

幼稚園でする様な授業が有りました。音楽、体育、勉強など。川島の保育園でも、それがあれば良いと思います。

（伊草小学校区） 

■住まいの近くに児童館がなく、学校から帰ってきてからの遊んだりする場がないので、学童ほどお金がかかると利

用できないが、多少の金額負担があっても利用できる遊べる場があったらよいと思います。（伊草小学校区） 

■公園が少なすぎる。あっても掃除がきちんとされていなくて、あきカンなどのゴミや犬のフンなどがおちているの

で安心して子どもを遊ばせられません。インフルエンザなど、ワクチンにかかるお金が結構かかるので、助成を出

してもらえたら助かります。（伊草小学校区） 

■川島幼稚園廃園は本当に残念。もっと町が色々と園を充実させる努力をしていれば、こうはならなかったと思いま

す。（伊草小学校区） 

■川島町は広くて、自然も沢山で大好きです。でも、公園も少ないですし、病院も少なくて、車じゃないと不便です。

もっと活用できたらと思います。（伊草小学校区） 

■医療機関の充実。特に川島町は産婦人科、耳鼻科が全くなく、子どもを育てるのに大変不便です。（伊草小学校区） 

■伊草小学校の校長先生はすばらしい。できればずっといていただきたい。親のつながりを密にして、すべての親が

すべての子どもに責任が持てるようになれればいいなと思う。（伊草小学校区） 

■近隣市町村との子育て支援の差が激しい。どんなに小さな町でも、子育て世代に力を入れている所は多いです。工

業地区でもある川島町の人口減には、子どもを育てる環境が少ないです。高齢者は多いです。世代を越えたサービ

スを希望します。地域住民（おじいちゃん、おばあちゃん）による学童のようなサービスや、共働き夫婦が安心、

安全に仕事、子育てができる環境が欲しいです。保育園の実施時間の変更を求めます。夫婦のみで子どもを育てて

いる親もいます。8：30～17：00 では、仕事は始まっています。まだ仕事をして、迎えに行けません。周りにおじ

いちゃん、おばあちゃんはいません。他の市役所スタッフに相談した所、皆さん驚いていました。24 時間保育は難

しいと思いますが、保育園の内容を考えて欲しいです。（伊草小学校区） 

■ファミリーサポートもなく、保育園も幼稚園も町内では選択肢がないのが川島町だと思います。ただ数が少ないか

らこそ、小、幼、保が連携した事業などもしやすいのではと思います。兄弟が多い家庭が多いので、夏休みは幼稚

園でも小２くらいまでは預ってくれるとか…。（伊草小学校区） 
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■経済的負担が多いので、税金を増やさないでほしい。利用時の料金を低く設定してほしい。（伊草小学校区） 

■児童数が減っていく中で 254 バイパスより東側のエリアの小学校が今後どうなっていくのか心配している。町内で

引っ越しを考えている為。（伊草小学校区） 

■中学校に行くにあたり、部活動が少なすぎると思います。好きなスポーツができないのは、中学校生活ではとても

大きいと思います。改善をお願いします。（伊草小学校区） 

■子どもたちが遊べる場所や公園がもっとたくさんあったり、公園の古い遊具を新しく変えて欲しいです。保育園を

もっとふやし、０～３才の子どもたちがいつでも入園することが出来たらいいと思います。（伊草小学校区） 

■町立の幼稚園を廃園にするからには、とねがわ幼稚園の保育料を下げたり、何らかの支援が必要。実際、幼稚園の

選択肢が１つしかない為、他の市などに引っ越した友人もいる。もう少し充実させて欲しい。その割に小学校は多

いのでバランスが…。（伊草小学校区） 

■核家族の仕事と子育てに対する時間の優遇（学童時間の朝時間がない。仕事出勤時間を遅くしている）。特に、小学

校の優遇時間（低学年）を確保して欲しい。（伊草小学校区） 

■子どもの数が減ってる中、中学校を１つにまとめないのはなぜか？公立幼稚園をなくす前に、町立中学を１校にま

とめるのが先ではないかと思う。（伊草小学校区） 

■保育所について。１才児の定員がもう少し増えると良いと思う。（伊草小学校区） 

■児童館など子どもが安心して遊べる施設がないので・・・。部屋によって年齢別になっていたりすると遊びやすい。

気軽に行きたい時に行ける場がほしかった。（伊草小学校区） 

■・近くの公園で遊べれば良いと思っても広さが狭い（小さい公園はあるが・・・）ため、車で移動せざるをえない。・

用水路が気になり危険。散歩も（歩道が少ない）大変。（伊草小学校区） 

■子ども向けのサークル、教室、活動を増やして欲しい。例えば東京都北区で行われている様な不用品を使って手作

りおもちゃを作ったり、町内で作られている野菜等を使って化学調味料などを一切使わない料理をしたり、子ども

と親のためになる様な活動をもっと増やして欲しいです。（伊草小学校区） 

■親子教室や医療費が無料などはとても助かっています。ときがわ町に住んでいる人の話だと、ときがわ町は 24 時間

まで無料で預り保育を（ファミリーサポート？）出来るチケットがあるとのこと。同居していない世帯で平日こど

もと二人きりになる母親だと日中に私用(美容院など）で 1 人で出かけられないので川島町もこのような制度がある

と良いなぁと思いました。（伊草小学校区） 

■保育園の延長を満 1 才から（クラスではなく）にして欲しい。通勤時間がかかるため時間短縮をフルに使ってもギ

リギリ間に合わない可能性があるため延長を 10 分でも出来ると助かる。新生児の時は相談できる場所が欲しい。里

帰りをしなかったため、外にも出られず新生児の時期が一番不安定であった。（伊草小学校区） 

■立派な役場より子育てに関わる事にお金を使ってほしい。公立の幼稚園をなくして、役場をあんなに立派にする意

味がわからない。町内に１つしかないから、グループ化する、閉鎖的な町になる。老人も大切だが、子どもも育て

やすい町にするべき。全てが他の市より遅れている、対応が遅い。役場職員ものんびりしすぎ。（伊草小学校区） 

■公立幼稚園が閉園することで、保育園の入園希望者が増加すると思います。川島町には保育園が２つしかないので、

家庭保育室などがあると良いと思います。また、この 2 つの園の規模が大きいので、もう少しそう規模の保育園が

あっても良いのではないかと思います。特に０、１、２歳児は集団が大きいと危険だと思います。（伊草小学校区） 

■室内で遊ぶ施設、遊具貸し出しなどがあると良い。プール等の水遊びが出来る所もあると子どもは増加していくと

思います。そして、情報提供も大切ですよね。12 月 20 日提出なら 12 月 1 日頃までに送付すべきです。（伊草小学

校区） 

■川島町内は子どもが集まって遊べるような場所が少ないと思います。遊具のある大きな公園に行くには遠いです。

将来的に公園が増えていったらいいと思います。（伊草小学校区） 

■両親共働きが現在では普通になり、また国の支援も共働きをおしている割には自治体での支援や施設が少なすぎる

と思います。運良く保育園入園での待機はなく入れましたが、その時は正社員だったからだと思います。パートや、

働きたいがアルバイトで時間によって優先される仕組も困ります（公務員→正社員→パートの順番先で入れないか

もしれないという仕組）。子どもが病気になり母親が休みが多くなり退職する様になってしまう現状を変えられる様、

自治体でも施設の増加をする案を出して頂ければ助かります。子どもも増やせる→安心して職も保障される様な町

になってもらえばと思います。配偶者特別控除自体も→配偶者控除にしてもらいたいです。楽じゃないから共働き

なのです。（伊草小学校区） 
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■公立幼児園がなくなってしまう分、家庭への負担が多くなるので、幼児園料の負担など、子育てしやすい環境（支

援）を行ってほしい。このままだと川島は子どもがいなくなります（現実問題、近所に子ども（友達）がいません）。

（伊草小学校区） 

■子どもが小さいと、いっしょに出かけられる、安心して遊ばせられる場所がない。保健センターではいつも２階で

色々実施しているが、腰が悪いのでつらい。（伊草小学校区） 

■町立の幼稚園に入れたいと思っていたので、川島幼稚園の閉園の知らせはすごくショックでした。市立幼稚園に入

れるとして、費用の経済的な負担が心配で働きに出て保育園にするか…も検討しています。補助などがあると、と

ても安心して川島に住めます。ですが、他の地域よりも子育ての支援、補助などは充実しているとは感じています。

（伊草小学校区） 

■現在、町立さくら保育園にお世話になっておりますが、先生方の対応がとても良く、ひとり目の子なので育児も右

も左もわからない中、子どもの事を良く見てくれ、アドバイスしてくれたり、上手に集団生活できるようにうなが

してくれ、お迎えの時に「ご苦労様でーす」と先生が言ってくれるけど、こちらが「１日おつかれ様です。ありが

とうございます」といつも思っています。さくら保育園すばらしい環境である事に感謝しています。（伊草小学校区） 

■全体的に「知る人ぞ知る」的な感じがします。もう少し誰でも知れて、気軽に相談、利用できる様になるといいと

思います。（伊草小学校区） 

■子どもを公園で遊ばせたいが、公園が近くになく、あったとしても小さかったり、行くにしても車に気を使わなけ

ればならい道を通らなければならなかったりで、小学生のお兄ちゃんも１人でいかせるには不安があります。（伊草

小学校区） 

■どこで遊ばせるかいつも悩む。（伊草小学校区） 

■川島幼稚園内に学童をつくるのはおかしいのではないか。小学校の人数も少なく、空いている教室などがあるので

は？小学校内に学童をおけばいいのではないのか。幼稚園内で小学生が遊ぶのは、少し危険のような気がする。な

ぜ園内に学童を入れたのか、教育委員会は何を考えているのか分からない。子どもたちのためにもっと町民の意見

を聞くべきだと思う。（伊草小学校区） 

■川島町は老人には手厚く色々とやってくれているのに、子育て世代のたいぐうはあんまり良くないと思う。遊ぶ場

所もない、お店も少ないし、もっと子育て世代に住みやすく、色々町としてのメリットがあれば人口も増えるので

は。（伊草小学校区） 

■上の子が来年小学生になるのですが学童に入れる予定です。学童で習い事が出来る、または習い事への送迎がある

などのサービスがあれば良いなと思います。三保谷小は少人数と伺っています。少人数ならではの目の行き届いた

教育を期待しています。また、就学前の教育も重要と考えますが仕事の関係で幼稚園には預けられないのでこども

園ができるといいなと思います。（三保谷小学校区） 

■図書館に１才６ヶ月の子どもを連れて行きましたが、まだ小さいため声の大きさや、走り回る行動は注意してもま

たくり返される事があります。そんな時、大人の方が本を読んでいるとなりで絵本を読んであげようとしても迷惑

だと思い帰りました。３才くらいまでの子が気軽に入れる図書室があればいいなと思いました。（三保谷小学校区） 

■保育園が閉鎖的で日々の子どもの様子がわからない。もっと保護者に開放するべきだと思う。もっと保育園の事や

子どもの様子を知らせ保育園と保護者と一緒に子育てしていくのが理想だと思う。１日のうちのほとんどを保育園

で過ごしているので、もっと知りたい。保育園から来るおたよりが、月に１度の園だよりとこんだてのみというの

は少ないのではないでしょうか。クラスだよりやクラスノートはなぜないのでしょう？（三保谷小学校区） 

■小学校の耐震補強がなされているのか分からない。ちゃんと第３者の人にも見てもらい、合格が欲しい（内々でや

らない）。（三保谷小学校区） 

■土曜日の保育（保育園）も夕方まで預かれるようにしてほしい。（三保谷小学校区） 

■川島町役場の移転に当たりグラウンドが無くなる事で、サッカー等の練習場が無くなる事について考えてもらいた

い。場所を大はばに変更せず、グラウンドを作って欲しい。グラウンド変更により入団を考えていたり退団する（少

年サッカー）親がいる。（三保谷小学校区） 

■川島幼稚園が閉園するにあたり、保育園の保育の充実に力を入れていただきたい。集団行動の大切さを教えてほし

い。できたら、保育園ではなくこども園にして欲しい。（三保谷小学校区） 

■少子化に伴い、役員の回数がどうしても増える(減らない)ように思います。1 人 1 人の負担をなるべく増やさない

で欲しいと思います。役員も引き受けてみると案外楽しいのですが、家を留守にするなど、少し引き受けるのを考

えてしまいます。（三保谷小学校区） 
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■仕事をしながらの子育てには、保育園が必要。定員が少ない。病院など少なく、町内でも車が必要。安全ではない

道が多い。（三保谷小学校区） 

■各小学校の近くに学童クラブが欲しい。現在、保育園に通園しているが、おやつに市販のお菓子が多い。手作りの

ものにしてもらいたい。（三保谷小学校区） 

■幼稚園の無償化を期待します。無償が無理でも軽減してほしいです。（三保谷小学校区） 

■もっと豊かな自然を有効に使い、子どもを遊ばせてほしい。洗濯物が多くなる事を気にせず、たくさん泥遊びや汚

い遊び、走り回ったり疲れる事をたくさんしてほしい。（三保谷小学校区） 

■あまりに充実度が低いのであきれている。添付の別紙を見ると、他の自治体で普通にやっていることも全くできて

いないではないか。この程度では子育て支援といえるレベルではない。町が本気で子育て支援に取り組んでいるよ

うに思えない。他の市町村より不便な環境なのだから、他以上に子育て支援しなければ、若い世帯が住み続けるは

ずがない。そのうち老人とタヌキしかいなくなると思う。保育園にしても、他ではアレルギー対応が当然なのに、

全くやろうとしない。どういうつもりなのか。町民の意見聴取も大切だが、町および職員の意識が低ければ意味が

ないと思うが。（三保谷小学校区） 

■他の地区を知らないので比べられません。悪い所は直し、良い所は持続していただけるよう願っております。（出丸

小学校区） 

■両親が正社員で共働きしていて、勤務先までも遠く（通勤時間１時間くらい）、現在の保育園（川島町立）お預け初

めの時間では無理があるため、７時から保育してもらえると大変助かります。このままだと祖父母に負担が大きく

かかってしまい、親としてとてもつらいです。それと保育料の軽減をもっと行って欲しいです。川島町と吉見町は

遅れていると、川越や東松山の人は言っていました。（出丸小学校区） 

■ご家庭の負担にならない様に子どもには外で(学校)遊びなさいと言っていますが、毎日通う学校ではつまらないと

のことで、結局誰かのお家にお邪魔する事になります。仕事で保護者が不在のお宅などに行かせる時は不安に感じ

ます。使われていない田畑を立派なものではなくていいので子どもたちの”たまる場”、”つどう場”にしてあげた

りはできないでしょうか・・・。児童公園があると嬉しいです。 上尾市、桶川市の医療機関を利用しています。

窓口払いが不要になると大変助かります。（出丸小学校区） 

■近所に公園が無い。車で平成の森公園まで行っているが、たまにしか行けない。川越に住んでいた時は、児童館が

あり、よく利用していたので、川島にも児童館があったらなぁ…と思う。（出丸小学校区） 

■地域に公園がありません。手軽に歩いて遊びに行ける公園が欲しいです。遊びに行くのに車で移動しなければいけ

ないのは、とても残念です。（出丸小学校区） 

■天気が悪いと外で遊ばせる事ができないので、天気や気温に関わらずに、のびのび遊べるような施設があるといい

のではないでしょうか。（出丸小学校区） 

■小学校のＰＴＡになると男の人も参加する為、会議が夜になるけれど、夜に預けて出て行くのがとても困難。子ど

ものためのものが子どもだけで留守番させたりと何かおかしい事が多い｡子育てし難い地域だなと日々感じている。

子どもを預ける場もないのに。子どもを連れてきてはいけない。でも、行事には参加しろと言っている事が矛盾し

ている。 町民体育祭は子どもが居る人にとって選手として出たりしなくてはいけなく地変迷惑です。あれこそ子

育て支援と言うなら無くせ！子育て支援なんて大きく掲げているけれど、実際支援なんて全くないし、大変な事ば

かり。町民体育祭がいい例です。当日種目に出ている間、子どもは面倒見られないし、こんなことやらなくていと、

支援なんて言うくせに何をしてくれるの？じゃあまず町体なくせよ、って思いがある。子どもを預けられる場があ

ればかまわないけど、なんでもかんでもイベントをやればいいっていうものでもない。川島に来てから、川島って

良いなと少しは思いたいけど一度も思ったことはない。  学校の先生も最近は常識のない発言が多い。子どもた

ちが真似したらまずいねっていうことも平気で発言する。もう少し考えて欲しい。（出丸小学校区） 

■仕事をしていなくても預けられる保育園を希望します。（出丸小学校区） 

■川島幼稚園が閉園するにあたって、とねがわ幼稚園その他の幼稚園（私立等）の入園料、保育料、教材費などの補

助金的なものはおりるのでしょうか？出丸地区の公園の設置を検討していただけないでしょうか？（出丸小学校区） 

■保育園で子どものトラブル（かんだかまれない、ひっかかれた等）が多いのでそこを、もう少し子どもたちを見て

頂きたい。学校ではふくしきにするのではなく、近場の学校の人数を集め、同学年生で授業を受けさせたい。子ど

もの友達の関係で子どもが悩んでいる状態、また人数が少ないので競争心がない。ただ、目が届くので学力的には

よく見ていただける事もただ保育園でトラブルが起こって子どもたちが同じ小学校に皆上がるのでこのままだと本

当に心配（八ツ保小学校区） 
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■現在町内保育園に通っています。上の子どもたちの時よりも保育の質が下がっているのが気になります。また、い

くら保育園とはいえ先生たちの都合が優先されていて、働いている親たちの負担は考えてくれていません。もっと、

働く親によりそった保育園にして欲しいです。また、認定保育園の設置を願います。（八ツ保小学校区） 

■お兄ちゃんが公立の幼稚園なので、下の子も一緒の幼稚園に入れてあげたかったのに、なくなってしまうので残念。

「川島はまだ公立あるの？すごいうらやましい」って言われていたので、ずっと続けてほしかった。（八ツ保小学校

区） 

■家の近くにある小さな公園（神社等）の遊具が、危険すぎる。平成の森まで行かなくても、近隣の公園の遊具を立

派な物でなくてもいいので新しくしてほしい。もしくは撤去が必要だと思う。錆びていたり、折れたジャングルジ

ムの先で子どもがケガをしました。遊ばせない様にはしているが、小さなスベリ台１つでもあれば、子どもは神社

でも安全に遊べると思います。（八ツ保小学校区） 

■児童館、子育て支援センターがあるといい。町内に病院が少ない。歩道がなくて危険。小学校の人数が少ないので、

早く統合してほしい。（八ツ保小学校区） 

■核家族世帯でも、時間や曜日等を気にせず安心して子どもを預けられる施設、制度を充実させてほしい。（八ツ保小

学校区） 

■入学後、小学校について。町内６校、それぞれに課題があると思うが、単純に統廃合などするのではなく、６校そ

れぞれの地域を大切に存続してほしい。その際、人数が少なくなる年もあると思うが、複式学級は避け、平等な教

育が受けられるようにしてほしい。また、中学校では部員数が少ないとのことで成り立ちにくい部があったり、そ

のためクラブチームへ入団してしまう（野球など）との話も聞くが、川中、西中２校合同でやるなどして部活動の

充実に努めてほしい（町外へ人材が逃げてしまう）。大変な調査、お疲れ様です。よろしくお願い致します。（八ツ

保小学校区） 

■なぜ保育園に通う３人目の子どもだけ無料なのか。任意の予防接種も助成していただけるとよいと思う。（八ツ保小

学校区） 

■高齢者の方々と幼児との関わり合う場をもっと増やしていくと良いと思います。定年後の新たな職場として、子育

ての施設があれば全世代にメリットがあると思っております。（八ツ保小学校区） 

■子ども、年寄りも大切だけど、若者が地元にいられる環境。そうすると子どもが増えると思う。（八ツ保小学校区） 

■川島町内のどこにファミリー・サポート・センターがあるかを知りませんでした。（八ツ保小学校区） 

■現在、小学校の生徒数が減少していて、教育に関しては少ない人数での中では、少し不安があるので、出来れば幼

稚園閉園後に空いた園のバスを使って送迎してもらって小学校を３つくらいにまとめてほしい。（八ツ保小学校区） 

■川島幼稚園の延長保育を仕事やリフレッシュという理由でも利用出来るようにしてもらいたい。近所の公園は草が

ぼうぼう。おかげで遊んでいる子どもはいない。（八ツ保小学校区） 

■母子家庭に優しくない町だと思う。形だけ、言葉だけもっと母子家庭に優しい町、優先的な町にしてほしい。無理

だと思うけど。（八ツ保小学校区） 

■公立の幼稚園を廃止するのであれば、幼保一体化の制度を取り入れてほしい。保育園に通っているというより預け

ているという感じで、親としては心苦しい面もある。（八ツ保小学校区） 

■現在､町の保育園を利用していますが、保育園の対応に疑問を持つことが多くあります。先生方のお休みやお盆、年

末年始などの保育には必ずと言っていいほどお休みをするよう促され保育園にだしにくい状況を毎回されます。年

末年始は保育の有無を聞かれる事なくお休みを公表され、その数ヶ月前後は新年度の準備なのかどうなのか仕事を

しているにもかかわらず、お弁当を持ってくるように言われます。各行事について、お楽しみ会等は午前行事で午

後は保育をする気はまったくありません。「お弁当をもってくればＯＫです」との建前ですが、受け入れ態勢はほぼ

０に等しいです。上記の保育園の都合に合わせるのが普通とされていますが保護者がお休みと思われる時は朝預る

時に「お母さん今日お休みですよね?お迎え、午後の４時までにお願いします。」とわざわざ他の保護者に聞える声

で嫌味とも取れる一言を言われます。一例ではありますが、書ききれない程の保育園の質は最悪です。もちろん、

子どもの目線で対応してくれる先生もいらっしゃいますが保育園自体がやる気が低いのは町の体制にも問題がある

のでは？（小見野小学校区） 

■川島幼稚園が閉園になってしまうので、子どもがまだほしいけど、つくる事ができません。私立は、金銭的にムリ

で、保育園だと仕事がみつからないと園を出なくてはいけないので…。川島町以外の幼稚園だと、車をもっていな

いので、何かあった時に幼稚園に行く事ができないです。（小見野小学校区） 
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■子どもがすこやかに成長するためには、各家庭が幸せであることが前提だと思います。そのためには、親へのメン

タル面のサポート、親に対する「子育て」の教育が必要なのではないかと思います。そうはいっても、特に専業主

婦には、自由になるお金も限られ、子育てについて学ぶのにはなかなかハードルが高いです。親業、勇気づけの子

育て、コーチングなど、世の中には様々なメソッドもあるので、そういうことが学びやすくなるよう、町で支援が

なされているとありがたいなぁと思います。（小見野小学校区） 

■早く川中と西中を１つにして欲しい。部活も選べなくてかわいそう…児童館は小さい子どもがいるお母さんには必

要な施設だと思う。（小見野小学校区） 

■情報提供、お知らせなどの充実。子育て支援センターでの催し、行事サークルなど、遊びを通した場を増やして欲

しいです。現在ここでは健康診断の育児相談に行くくらいの場なので。 紛らわし遊具の撤去または新設（小規模

な公園、神社にある壊れた遊具を見ます。危険でもあります。小見野の諏訪神社内、虫塚信号の公園内など）（小見

野小学校区） 

■父母、祖父母ともに日中は保育することが難しく、幼稚園の保育の時間帯に合わない。また、保育園の保育に満足

しているため。（小見野小学校区） 

■子どもが少ないのは仕方がないが、子育てに関して川島は力を入れていると思います。今後、子どもが増えるよう

にするために、町外からの引越の受け入れやショッピングセンター、病院などの充実が必要だと思う。教育施設（塾

やカルチャーセンター、○○教室）も、追う少しあると嬉しい。親も子どもが幼稚園、学校に行っている間、息抜

きが出来るような○○教室があったら行ってみたい（小見野小学校区） 

■さくら保育園を利用しているが、やはり私立に比べ、施設、教育、イベントが乏しい。英語教育などを取り入れて

ほしい。土曜保育を 1 日にしてほしい。（小見野小学校区） 

■地域に遊具（すべり台等）はあるが、安全点検がなされておらず、安心して子どもを遊ばせられない。もう少し、

外遊びが出来るような環境を身近に用意して欲しい。（平成の森では遠すぎて、乳児がいる家庭は行きにくい）（小

見野小学校区） 

■病児病後保育の実施と学童の充実、児童館を望みます。給食終了の時期が早いので学童のこどもへ（親が少しだし

てのお金）食事の提供をしてもらえると大変助かります。夏の時期はお弁当のいたみが気になりますし・・。問８

でも記入しましたが、予約しなくても使える１室があるだけで０才児、１才児の親は遠いよその町の児童館へ行か

なくてもよくなると思う。フラットピマのクールシェアは実際に行って見たが、使えたものじゃないと感じました。

子どもに、赤ちゃんに親切な町づくり、お願いします。（小見野小学校区） 

■けやき保育園をもっと広く新しく平屋の園舎にしたら、近くに平成の森公園もあり、たくさん子どもたちがあそべ

る。とてもいい環境があるので、若い子育て世代が集まってくると思う。今の時代はたくさん働きたい人と子ども

をいい環境に預けたいという理由で移住する人がとても多いと思う。子育てをするには川島町はとてもいいけれど、

アパートが少ないということや、保育園が魅力的でない事が理由ではなれていく若い世代が多いと思う。（小見野小

学校区） 

■子どもが居ても自由に仕事が出来るような町にしていただきたいと思います。24 時間とまでは言わないですが、フ

ルタイムで正社員での仕事がしていける環境を宜しくお願い致します。（不明） 

■川島公園は広いのに遊具がなさすぎる気がします。せめて、ゾウの滑り台の所に少し増やしてほしいです・・・。

予算とかで何か増やすのは難しいのですかね・・・。よろしくお願いします。（不明） 
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問問問問 32323232----1111    幼稚園施設の利用について、その他ご意見をご自由にお書きください。幼稚園施設の利用について、その他ご意見をご自由にお書きください。幼稚園施設の利用について、その他ご意見をご自由にお書きください。幼稚園施設の利用について、その他ご意見をご自由にお書きください。    

 

■周辺の地域の子どもたちが安心して遊べる、預けられる施設にして欲しいです。（中山小学校区） 

■子どもも、大人も気兼ねなく集える場になると良い。受付に入る人は笑顔の素敵な方にお願いして欲しい。（中山小

学校区） 

■未就園児や幼稚園休園日等に、子どもたちが天候を心配する事なく遊べる施設が町内にできれば良い。もしくは越

谷市の児童館「コスモス」のように、子ども科学館としての機能を併せ持ち、幼児～中学生まで幅広い年齢の子ど

もが利用できる施設を希望します。（中山小学校区） 

■町立の幼稚園がなくなるのにそれも決定なのにこんなアンケートしても意味はない気がする。（中山小学校区） 

■土・日の夜あいている病院が欲しい。（中山小学校区） 

■場所が離れているので（自分が住んでいる所からでは、車でないと行けないので…。）近隣の人が最も利用しやすい

ようにした方が良いと思います。（中山小学校区） 

■町立幼稚園閉園については、とても残念ですが、閉園後子どもの為により良い方法で再利用してほしいと思います。

（町民の意見を元にして）（中山小学校区） 

■英語教室や理科教室など学んで遊べる施設。（中山小学校区） 

■これから高齢化が進むので高齢者を預かる施設として活用するのも良いのではないでしょうか。（中山小学校区） 

■就学期の障がい児用の学童としての利用も検討して欲しい。（中山小学校区） 

■不況下、働く親が多いので夜 21：00 くらいまで子を預けられる施設になると、時代の流れにも沿って良いと思いま

す。その際は防犯を兼ね、駐在所も併設できると良いのではないでしょうか。（夜は真っ暗な為）（中山小学校区） 

■春、夏、冬休みの時のみで預けられる場（中山小学校区） 

■幼稚園として残すのが良かったかと思います。町に公立の幼稚園がないのはおかしいと思います。（中山小学校区） 

■児童館として利用できるようになればありがたいですが、それでも自宅から子どもが自力で行ける距離ではないの

で、毎日の放課後に利用する事はないかも知れません。（中山小学校区） 

■バスを増やし、バスに乗っている時間の短縮をして欲しかった。（中山小学校区） 

■小学生くらいまでの子どもが利用できる児童館があったらいいなと思います。（坂戸市にある児童館のような…）（中

山小学校区） 

■小学生以上の子どもが遊ぶには遊具が小さすぎます。特にプール。体育館、図書館など。すぐ前に小学校があるの

になぜそっちで学童をやらないのですか？「空き教室がない」の回答は納得がいきません。現在、お子様を預けて

いる保護者の方からの苦情、質問はないのですか？（中山小学校区） 

■高齢化社会となっている現状の為、福祉施設または障がい者施設等に活用してはいかがですか。（中山小学校区） 

■子どもを増やしましょうと言っているのに閉園し、預ける場所をなくしてしまっては出産するのに戸惑いがある。

言っていることとやっていることが違っている。意味がわからない。（伊草小学校区） 

■小学生や幼稚園児（中学生も）まともに遊べる場所がない！上尾の子どもの城を見習ってもらいたい。同じような

施設、遊具などがあったら川島の子どもたちもだいぶ変わると思います。（伊草小学校区） 

■場所が悪く買う用の適応がないと思います。（伊草小学校区） 

■小学生などは、親の送り迎えがなくてもバスで行き来が出来るようにしてもらいたい。（閉園後の川島幼稚園の利用）

（伊草小学校区） 

■児童館にしても、生活の場からその場所は遠いので子どもだけで行かせられない。そうなると他の事に利用された

ほうがいい。（サークル活動の場とか）（伊草小学校区） 

■児童館は賛成ですが、伊草地区に住んでいるため、子どもだけで行くのは不可能です。学区内にあると嬉しいです。

（伊草小学校区） 

■スポーツをしている子ども達も多いので、サポート出来るような場所。(道具のレンタルやシャワーなど）（伊草小

学校区） 

■児童館はあると嬉しい。けれど、川島幼稚園の場所では親が連れて行かないと遊べない、行けない。もう少し子ど

もの多い場所で子どもだけで遊びに行ける児童館が現実的。（伊草小学校区） 

■書くだけで何もないですよね？こういうアンケートの結果って「アンケートやってます」パフォーマンスですか？

何年経っても何もやってない。というか幼稚園なんてなくなっちゃうのですよね。子育てしにくい所ですよね。川

島。お金があったら引越ししたい。（伊草小学校区） 
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■まだ園児がいるのにもかかわらず、保護者の同意なく、学童保育を実施し始め、何もかも事後報告。子どもの支援

はとても大切ですし、どんどん色々な事を実施して頂きたいですが、今現在子どもを預けている保護者に学童や閉

園を隠れて進め、実施するのは同じ町民に対して裏切りではないか。町の子育て支援の場として使用されるのは良

いかもしれないが、園である場所に園児を預けている場に児童が入り、そのせいで園が、使用する場が縮小されて

いくのも納得できかねます。園を今後どのように使用するかを話し合い決定していくのは良いですが、閉園後に活

用してください。（伊草小学校区） 

■家からは遠いので使用できない。（伊草小学校区） 

■障がい児も健常者も一緒に預かれる学童保育が欲しい。（伊草小学校区） 

■不登校の子どもたちが増えている。色々な理由でみんなと学校で学べない子どもたちの場がなかなかない。児童館

は他にもあるし、相談は通っている保育園や学校にもできるが、不登校の支援がないと感じる。（伊草小学校区） 

■幼稚園よりも人数の少ない小学校がかわいそう。（伊草小学校区） 

■閉園が前提でなければ、保育園と共に「子ども園」がいいと思っていましたが…。地域のお年寄りのサロン的な場

もあって年齢を超えて触れ合える場はどうでしょう。（伊草小学校区） 

■町立幼稚園で、費用も安いのに閉園するのがわかりません。閉園すると困る家庭もあるのではないでしょうか？主

人も子どもたち 3 人も卒園した川島幼稚園を残してほしいです。（三保谷小学校区） 

■寺子屋のような施設を作ってほしいです。苦手な教科を自由に選んで補習できるスタイルは川島全体の学力向上に

つながると思います。小、中学生の活用できる施設が少ないように思われるので…。（三保谷小学校区） 

■長期の休みの時に子どもだけで安心して遊べる施設があるととても助かります。（高学年も遊べると良いです）（安

心して仕事が出来ます。）（三保谷小学校区） 

■閉園が決定しているとの事ですが、なくなるよりは保育内容や時間を充実されて存続してもらいたいと思う。（三保

谷小学校区） 

■色々な施設も必要だと思うが、幼稚園をなくさない方が良いと思う。我が子はもう小学生になったが、子育てする

にも生活するにも費用がバカにならない現状で、町立の幼稚園はとても助かったので。（出丸小学校区） 

■教育相談室と適応指導教室は併設が可能だと思うが教室がたくさんあるからといって多数の人が訪れる児童館も併

設というのは無理があるように思う。（八ツ保小学校区） 

■児童館として使用するなら、年齢差で気を使います。乳幼児と学童児と時間を区別した方が良いかと思います。異

年齢と関わる事も大事ですが…。（八ツ保小学校区） 

■児童図書館みたいなものがあるといいなと思います。（小見野小学校区） 

■苦手強化だけでなく知識を深めたいものや自由研究、ピアノ、ギターなど学習の援助を行う施設にして頂きたいと

思います。（小見野小学校区） 

■キッズ料理教室や、趣味、習い事のサークル（小見野小学校区） 

■学童保育は必ず必要だと思います。（小見野小学校区） 

■仕事をしている親が安心して子どもを預けられ、子どもたちが安心して外で遊べる場を作って欲しい。（小見野小学

校区） 
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問問問問 36363636    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、ご自ましたら、ご自ましたら、ご自ましたら、ご自

由にご記入ください。由にご記入ください。由にご記入ください。由にご記入ください。    

 

■公園が少ない子どもがのびのび遊べる場所があまりないので家の中で遊ぶことが多くなってしまう。（中山小学校

区） 

■近い将来、西中に通わせて頂く（中山小学校区） 

■出産で困った時、ファミリーサポートが川島になく、東松山市のファミリーサポートを受けていました。祖父母に

頼れず本当に困った時に一時的でもお願いできるシステムを早急に整えていただきたいです。（中山小学校区） 

■子どものため地域活動のアンケートもいいけれど町立の幼稚園も町内にない町はどうかと思うし幼稚園の財政も作

れないのに庁舎を新築して何を言っているのかと思う。税金の使い方をもっと勉強して欲しい。大切な税金なのだ

からしっかりして下さい。（中山小学校区） 

■住んでいる地域（中山地区）に公園が少なく、毎日学校で遊ばせています。公園、児童館（遊具）が揃った場所が

あるといいと思います。（中山小学校区） 

■川島町は人口の割に面積が広いせいか、各施設の場所が遠い為に足が遠のいてしまう事もあると思います。保健セ

ンターも何度か伺いましたが、保健センターの割には何となく暗く、寒々しい印象でした。サークルなどで利用も

出来るのでしたら、床はスリッパなしでセンター内を歩けるよう、明るめのマットのようなものを敷いたりするだ

けでも、かなり変わるような気がします。素人考えですみません。（中山小学校区） 

■基本的に考え方の古い、頭の固い祖父母が多く、若い父母は子育てしにくい環境。協力はしないが口は出す。自分

の手伝って欲しい時、手伝って欲しい事は人の都合を考えずやらせる。町外に対して閉鎖的。親子関係は悪いが同

居を強いる人が多い。交通手段も少なく、高校、大学、就職を考えると非常に暮らしづらい町だな…と思う。（中山

小学校区） 

■保育園に在籍していた頃、母の手術の日だけ早朝保育をお願いしたいと頼んだところ、「就労以外ではお預りできな

い」と断られた。町内には保育園が２ヶ所、職員もほとんど入れ替わる事なく利用者が選択できるほどではないが、

もっと保育の質やサービスの向上に努めてもらいたいとその当時は感じました。また、現在第３子への保育料無料

化がスタートしたが、産みたくても産めない人もいる。子どものいる家庭が平等に受けられるサービスを希望しま

す。（中山小学校区） 

■特に予防接種は接種時期などわからない事が多かったです。就学してからも（大人になっても）何が必要かという

ことを詳しく知りたいので出来たら町のカレンダーにまとめていただけると助かります。町内の中学校は 1 校に統

合されるのでしょうか？具体的に何年後とか決まっているのでしたら、すぐにでも知らせて欲しいです。ここには

関係ないことですが、役場はシンプルに必要最低限のものが備わっていればいいと思います。（中山小学校区） 

■自分の子どもは必要なくなってしまいましたが、川島町にも児童館があれば良かったと思いました。毎日でなくて

もいいので放課後子ども教室ができると良いと思います。土曜日は学校に行って欲しいと思います。（授業又は放課

後子ども教室など）（中山小学校区） 

■前ページにも書きましたが、長期の休みの間のみの学童をやって頂けると安心してパートに出られるのですが、近

所にも子どもがいなくて、普段は子どもが帰ってくるまでの間（パートに）出られる時間はあるのですが、長期休

みが心配でパートに行けません。ぜひ長期の間の学童をやってほしいと思います。他の市で聞いた事があります。

他のお母さんも良く言っています。もう少し町として頑張って母親の仕事を助けて下さい。普通の日まで学童に預

けるのも子どもも親も嫌なので、検討してください。早めにやって頂けるとパートにも出られますし、家計も助か

り、夫の負担も減り、体も楽になると思います。精神的に強い子でないのでずっと学童は精神的に負担になります

ので、よろしくお願いします。とても川島町も子育てに関して力を入れて頂いてありがたいと思っています。（中山

小学校区） 

■登下校時の子どもの安全確保のために見守りボランティアをきちんと担当する人を決めてほしい。また旗当番など

も頼みたい。また、下校してからの習い事や遊びの教室みたいに大勢でも参加でき安心したところで見て欲しい。

学童だけでは不十分。（中山小学校区） 

■川島中学、西中学の合併を希望します。西中の部活に好きな（子どもの）部活が無くどうしても川島中学に入りた

いとの希望あり。（中山小学校区） 

■子育て支援医療費の無料を高校生まで拡大してほしい。（中山小学校区） 

■児童館、図書館､の充実。公園も各地に欲しいです。雨の日も遊べる施設が欲しい。（中山小学校区） 
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■町立川島幼稚園を閉園するのであれば、他の代替案をはっきり公開してから、閉園作業を進めてほしい。・障がい児

の学童保育に力を入れて欲しい。現況のままでは親の負担が多すぎて、共倒れしてしまう。町外の学童に出せば子

どもの負担が多すぎる。町内の学童で預かってほしい。（中山小学校区） 

■インフルエンザの予防接種を高校生ぐらいまでは助成金が出るようになると良いと思います。・中学生が安心、安全

に自転車通学が出来るよう、自転車専用道路を作ってほしい。（中山小学校区） 

■中学までは良いのですが、高校は他の町までくりださなければなりません。そのためにも駅へ直結するバスの本数

を増やして欲しいです。町バスは「リレーバス」なんて言っていますが、バス停からバス停につなげるだけで、駅

までは直結しておらず、全くあてになりません。何とかなりませんか。圏央道や商業施設が増え、交通量も増えた

のに、子どもは減るばかりです。登下校１人で遠距離をふらつく子どもたちがかわいそうなので、通学バスを検討

すべきと思います。（中山小学校区） 

■夫婦が就労している為、放課後児童クラブを利用せざるを得ませんでした。しかし一人っ子の息子にとって学年の

枠にはまらず、たくさんの友達と接する機会が出来てとても良かったと思います。しかし金銭的な問題もあり高学

年になると利用児童は減ります。高学年になっても続けられる条件が少しでも増えると良いと考えています。また

教育やしつけについて、各家庭それぞれに悩む面があると思います。例えば、インターネット上で匿名でも相談で

きれば少しは改善される問題もあるかも知れません。最終的には人と人との繋がりなのでそれで全て解決すると思

えませんが、まずは相談できる環境を少しでも多くして悩みを軽減できれば良いと思います。（中山小学校区） 

■子どもを連れて遊びに行く場所が少なかったので、児童館などがほしいと思っていました。公園では雨の日に出か

けにくいので、知人を増やせるよう安心して子どもと遊びに行ける場があるといいと思います。（中山小学校区） 

■全体的に支援が少ない気がする。母子家庭に対する支援をもっとして貰いたい。（中山小学校区） 

■今住んでいる環境全般に対してはとても住みやすいと思う。川島は子どもの医療に関しては窓口支払いの無料など

他市町村より早くやっていただいたので助かっています。これから通勤、通学の事を考えると、バス、親の送迎な

どで通わなければいけないので、負担がかかります。鉄道がない分、学割などの制度を町で導入していただければ

バス通学などしやすくなると思います。（中山小学校区） 

■学童が新設され NPO 法人と伺いました。伊草と中山の学童は、何故 NPO 運営にならないのか？保護者運営の学童は、

親の負担が大きいので（特に役員、行事の長になった人）仕事と、学校の行事、PTA の仕事も重なり、負担増とな

り学童に預けたいが学童の運営の負担を考えると、学童をやめるほうがいいと選択する人も多いようです。それと、

交通の便が悪いので電車（又は電車のようなシャトルなど…）（バス以外）のものを、通して欲しい。圏央道の側道

などを使ってみては？よろしくお願いします。（中山小学校区） 

■川島町は福祉が充実していると感じています。色々な補助金や手当てなど、とても助かっています。小さな町であ

るメリットとして、一人一人に目が届くご支援を続けて欲しいと思います。よろしくお願いします。（中山小学校区） 

■信号が少なくて、車がスピードを出していて危険。ドブが多く、蓋がないので危険。街灯が少なく夜は真っ暗で危

険。駅がなく交通が不便。バスも少ない。公園が少ない。学童に入ると行事が多く、保護者会や行事の準備など大

変。（中山小学校区） 

■子どもが自由に遊ぶ所が少な過ぎる。防犯運動があまりされていない。（中山小学校区） 

■川島町に住んで困った事は、近所に公園や児童館（特に雨の日）がない事でした。必ず車に乗って近隣の市へ連れ

て行く事は、色々な意味で負担です。子どもが放課後、徒歩や自転車遊びに行けるような場所があれば…と痛切に

思います。地域にある公民館を児童館のような施設として利用する事は出来ないのでしょうか？どうぞ、よろしく

お願い致します。（中山小学校区） 

■放課後安心して遊べる場所が少ないと思います。公園でも家の前の道路でも苦情を言われることがあります。児童

館のような場所があれば子どもも喜ぶと思います。（中山小学校区） 

■平均年齢が高い川島町を若い世代が入ることによって活性化をさせたいと言っているわりには、子育て世代への支

援が少なく、これではますます高齢化が進むと思う。母子家庭への支援も少なく、とても住みにくいと思います。

子育てするには環境的にはとても良いので残念に思います。（中山小学校区） 

■川島には公園、図書館が少な過ぎる。遠い所にあったのでは行かなくなるので、大きい物１つ造っても意味が半減

する。病児院は絶対必要。働いているので何日も休めないから。インフル、ノロでも預かってくれる施設の設置を。

（中山小学校区） 

■今、妊娠中です。子どもたちが大好きでとてもお世話になった川島幼稚園には入れないのでどうしたら良いのか…。

幼稚園閉園を決定した町には何も期待していません。（中山小学校区） 
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■小学生の子どもが通えるような放課後子ども教室（平日）があったらいいと思います。（特にスポーツ、比較的簡単

に誰でも指導できるドッヂボールやフラバールなどどうでしょうか…）そのような場を通じて地域の方と子どもた

ちが触れ合えるといいなと思います。青年部の方が主催して下さる夏休みの肝試しはとても楽しいようです。今後

も続けて頂きたいです。（中山小学校区） 

■毎年インフルエンザ等が流行し、学級、学年閉鎖が実施されていますが、その分追加で授業を行うわけでもなく授

業数は不足しないのでしょうか？うちでは毎年インフルエンザ予防接種を受けていますが、小学校に入るとほとん

どの人が予防接種を受けていないと感じます。それが感染を拡大しているように思います。予防接種費用の協力を

していただけたら感染者が減るのではないかと思います。（中山小学校区） 

■母子家庭にとって支援は感謝しています。・教育については学校全体を見直してみる必要があると思う。子どもが登

校をなぜ嫌がるかの一番の理由として教員が原因だと子どもたちが言う。実際に学校に行っても先生方はマニュア

ル人間みたいな方が多い。社の流れもあるが、何となく信頼関係が作りづらい学校になっている。（中山小学校区） 

■児童館のような施設があれば良いと思います。（伊草小学校区） 

■254 を渡らないといけない平成の森よりも、小さくてもたくさんの公園が欲しかった。家の近くに公園らしい公園

がなさすぎる。学校も土曜日半日授業をしてほしい。（伊草小学校区） 

■私は町内に実家があり、子どもを預けたりする事が出来ているので大変助かっていますが、夏休み、冬休み、春休

みは長期に休みになります。祖父母にも都合があり、預かってもらえない日も出てきます。長期の休みの時だけ預

かってもらえる学童があると安心して働けます。１日いくらという感じで預かってもらえるといいと思います。（伊

草小学校区） 

■とにかく子どもたちの遊ぶ場所がない。放課後、子どもたちが集まって本を読めたり遊べたりする場所を作って頂

きたいです。雨でも遊べる場所。（伊草小学校区） 

■町の街灯が少なすぎる。・遊ぶ場所がないのに学校でも遊ばせてくれない。・学校の休みが多すぎる。（振替休日はい

らない）・PTA など保護者の負担が多すぎる。・公園がない。・病院がない。（伊草小学校区） 

■川島幼稚園には大変お世話になりました。閉園する事はとても残念ですが、諸事情により仕方のないことだと思い

ます。ぜひ、今後の子育て支援施設として役立てて欲しいです。放課後、外遊びをする場所があまりありません。

小学生がボール遊び等出来る公園が近くにありません。（公園は一応ありますが、小さい。）自分の小学生時代と比

べると外遊びできる環境がなさすぎて、こんなに自然がたくさんあるのに残念です。運動能力も低下するのは納得

します。（伊草小学校区） 

■先ほども少し書きましたが、母子家庭の手当てが収入によって貰えない人と貰える人がいるのはおかしいと思いま

す。収入が多いという事はそれだけ自分と子どもを犠牲にして働いている（生活のために）ということなのに、頑

張って働けば働くほど、母子手当てが支給されないのは本当にどうかと思います。どんな人だって母親が女手ひと

つで子どもを育てていくのは大変な事なんだから、母子家庭への手当ては一律にしてほしいです。パートで働いて

いる→早く帰ってこれる→母子手当てもらえる。優遇されすぎです。正職で働いている→帰りも遅い→学童へもお

金を払っている→母子手当てもらえない。おかしくないですか？本当に少し考えて欲しいです。よろしくお願いし

ます。（伊草小学校区） 

■教育者の人たちがもっと脳と心の発達について勉強して、心を育てる保育、教育を実践していって欲しい。そして

親たちも教育していって欲しいです。道徳に人間関係から学び、理科は自然の中で学べる環境を整えてもらいたい。

学ぶ事が楽しいと思える学校になってもらいたい。（伊草小学校区） 

■子どもが幼稚園に上がる前にどうしても預けなくてはいけなくなり、保育園の一時保育に預けたいと当日の朝、電

話したが急だったため預けられなかった。緊急時に預けられないのであれば意味がないと思い、その後は一切利用

しなかった。本当に利用したい時に利用できないのでは意味がないと思う。（伊草小学校区） 

■低学年まで学童にお世話になっていましたが、施設が汚すぎる事（夏に掃除に行くのですが、台所はゴキブリの死

骸だらけだし、トイレは臭く不衛生）が理由に 2 年生でやめさせました。もう少し衛生面を気づかう施設が小さい

子どもを預かるなら必要と考えます。（伊草小学校区） 

■産婦人科がない。駅もないので車で他市まで行くのは大きなお腹なのに大変。公園が少ない。児童館がない。花火

大会もない。親子で参加できるイベントを作ってほしい。（川越小江戸マラソンや東松山スリーデーのような）（伊

草小学校区） 

■子どもが遊べる公園が無さ過ぎる。遊具もないし、子どもが遊んでいると怒鳴られる。車で行かなければいけない

場所に立派な公園を整備するのではなく、近所の公園にも目を向けてほしい。（伊草小学校区） 
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■子育てする中で地域で友人ができることが一番なので、サークル活動など赤ちゃんの頃から母親が子どもを連れて

集まれる場所が必要。母親だけのサークル以外に指導者がいるフリーで集まれる場もあると助かります。公園が面

白くない。遊具がつまらない。日陰がない。お年寄りと小さい子がふれあえる場を何か作れませんか。（伊草小学校

区） 

■夏の暑い時にも遊べる室内の施設がほしい。（伊草小学校区） 

■子どもが安心して遊べる公園やグランドなど、地区に任せるのではなく町ぐるみで整備して欲しいです。各公園に

1 人管理人のような人を置いていただければ、親も安心して遊びに出せます。お願いします。（伊草小学校区） 

■子どもの遊ぶ場所が少なすぎます。近くにグランドがありますが、ボールをけってはいけない。など納得の出来な

いことばかりです。近所にも子どもの声がうるさいなど、子育てに理解していただけない方もいらっしゃいます。

こんな川島のような田舎で外で遊ぶのに大変な思いをするとは…。子どもたちはどこで遊べばいいのでしょうか？

（伊草小学校区） 

■急な残業で子どもだけで留守番をさせなくてはならない時、預ける事ができる施設がほしい。児童館等の子どもが

安心して遊べる場所がほしい。（上尾の子どもの城のような所）（伊草小学校区） 

■子どもの遊び場が無い。野球を自由にできる場所が無い(上伊草）。近所の人達が苦情を言うので遊べない。（伊草小

学校区） 

■インフルエンザの予防接種の費用の助成（伊草小学校区） 

■あちらこちらの道路脇が草ぼうぼうですね。子どもがいても見にくい。外で遊ぶ所も少ない。公園でボールが使え

ない。木に登るな。うるさくするな。子どもを家に閉じ込めておけって事ですか？近くの公園でいたずらされてい

ると「どうせ子どもがやったんだろう」と…決めつけて言われる。証拠があるわけでもないのに…大人はやらない

のか？そのうち子どもの口を塞いでしまう親が出てしまいそうな町ですね。うるさいのですよ。子どもって…。（伊

草小学校区） 

■伊草っ子クラブでは親が体験させられない活動をスタッフの方が支援してくださり、大変ありがたく思っています。

日常生活では、小学校中学年から遊びも活発になるのに対し、広い公園が少なく、伊草公園（さくら保育園横）で

はボールが使用禁止なので、のびのび遊べる場所があればいいなと思います。※体力スポーツ全国調査でボール投

げの記録が低下しているそうです。野球、ドッヂボールなど遊ぶ機会が少ないのも原因の一つのように思います。

（伊草小学校区） 

■家の近くに公園が少ないです。学校まで遊びに行くのは遠いです。・雨の日にでも体を動かして遊べるような児童館

が必要です。（伊草小学校区） 

■さくら保育園の所にある公園（広場）でボール遊びをしても良いようになると良いです。何をするためにあの場所

を造ったのですか？（伊草小学校区） 

■伊草小 5 年生ですが、36 人クラスです。学年によってはクラスの人数が 20 人という学年もあります。その年の人

数が違うので仕方ないとは思いますが…やはり、先生の目の行き届き方は違うと思います。クラスを増やして子ど

もの数を減らすか、担任の先生以外にも常に補助の先生をおくか、ぜひ検討していただきたいと思います。（伊草小

学校区） 

■学童の入会金（1 万円）＋1 ヶ月の保育料が高い為退会をしました。もう少し安く設定し直してもらいたいです。こ

のままだと料金が高い為、やめていく人がいると思います。この事を考えて下さい。別の話になりますが川越市の

方でも「子どもの診察を」（伊草小学校区） 

■子どもが本を読むことが好きで図書館をよく利用するのですが、本の数、種類が少ない。上の子が勉強で利用する

のですが、食べられる場所がないので開館から閉館までいられない。館外に出なければならない。親が連れて行か

ないといけないので、各公民館などに出張してもらえるとありがたいです。（伊草小学校区） 

■川島町は子どもが自由に遊べる公園等などが少なく学童など行っていない児童はゲームやタブレット等を玄関前や

学校の校庭でやっている子が多すぎる気がします。何とか良い対策をご検討ください。（伊草小学校区） 

■医療手当ての延長など、大変に助かっております。子どもの人数が減っている事を逆に活かして、きめの細かい少

人数教育や育児相談など、個を大切にした環境整備を願います。（伊草小学校区） 

■同じ町内でありながら、学校によって行事等の実施方法が異なるのは納得がいきません。川中と西中の文化祭、新

入生の招待、体験入学等全く違うので子どもたちも戸惑っています。できれば、伊草小卒業生が別れる事なく同じ

中学に進めるといいのですが。多動児が増え、担任の先生だけでは難しいと思われます。副担当もしくは補助の先

生をつけることも検討いただきたい。（伊草小学校区） 
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■子どもたちが誰にも気兼ねする事なく遊べる場所（安心して遊べる場所）が欲しい。（伊草小学校区） 

■子どもが安全に遊べる公園が少なく、外で遊びなさいと言っても場所がない。公園もボールダメ、スポーツダメ、

自転車ダメ…。危険だから。といっても手ぶらで遊具もない公園では子どもは遊ばない。（伊草小学校区） 

■このようなアンケートを書いて何が変わるのか？疑問です。川島町は子どもを育てるのには向いてないと思います。

お年寄りも冷たい人ばかりで。幼稚園も選べずお友達も少なくて。子育ての環境が良ければ何も思わないが、この

町の環境は不満足でしかないと思います。中学校も自転車登校なのに暗い道を行かなきゃいけないし。スクールバ

スくらい出して欲しい。子どもに何かあってから動く町はありえないと思います。（伊草小学校区） 

■交通手段の充実をお願いしたいと思います。車に乗れないとどこにも行く事ができないので有料バスなどを走らせ

ていただけたらと思います。（三保谷小学校区） 

■役場でコミセン裏グランドに建設されると、スポ少や川島中学校でサッカーを練習していた子どもたちの練習場が

不足します。三保谷小学校の校庭で練習できる様にして欲しいです。三保谷地区には公園が一ヶ所もありません。

ぜひ公園を作って欲しいです。（三保谷小学校区） 

■学童は他の学校に行かなくてはならないので利用しにくい。通っている学校に学童があり、なおかつ用事のある時

にのみ利用できると良い。月極で預けなくてもいいのだけれど、利用したいと思っている人は多いと思う。毎日集

団下校なので、放課後学校で遊べない。帰宅してからだと遊ぶ時間がない。（三保谷小学校区） 

■夏休みを削らないでください。家族で過ごせる時間（夏休み中の）がなくなりました。（三保谷小学校区） 

■来年度、うちの地域で小学校入学者が１名です。それ以降（今のところ）子どもがいません。どうしたら子どもが

増えるか教えてほしいです。周りには結婚していない独身が多いです。就学児童調査も大切だと思いますが、まず

は独身者がなくなる事ですね。教育も保育環境も子どもがいないのでは意味ないと思います。（三保谷小学校区） 

■もう少し、町で利用できる場所を充実してほしいです。（三保谷小学校区） 

■祖父母も近くにいましたので、町にある子ども支援のものはあまり利用しませんでした。児童館は川越や上尾に良

く行きました。サークルなどよりも、児童館が近くにあったら良かったと思います。伊草、中山地区以外は家も離

れていて、子どもの遊ぶ場所がそれぞれの家になっています。各地区に気軽に遊べる公園、児童館があるといいで

すね。（三保谷小学校区） 

■家庭教育はもちろん大事ですが、独特な環境を大事に川島町に住んでいる人がかかわっていける方法を実現してほ

しい。（三保谷小学校区） 

■教育に関してはとても先生方が熱心でありがたく思います。通学路に関して、圏央道の側道を横断しますが、まだ

安全的だとは思いません。中学生も多勢通る所ですので、事故が起こる前にもう一度安全点検して欲しいです。今

年の 7 月にバイクと車の事故があり、死亡している所です。（三保谷小学校区） 

■近隣の市町みたいに色々と案を出して行かないと子育ての環境が改善されません。・病院も子どもは内科だけでなく

耳鼻咽喉科にも行く事が多いですが川島には 1 つもありません。・学校に関する問題を早く良い方向に改善して下さ

い。（少子化問題）（三保谷小学校区） 

■児童館を充実させて欲しい。近くに安心して遊べる公園がなく、学校か自宅、友人宅で遊ぶ事が多い。大きな広場

のついた児童館を作って欲しいです。（三保谷小学校区） 

■温水プールを作って欲しいです。子どもからお年寄りまで利用できる施設で健康を維持するためのスポーツクラブ

のような所。上尾にあるような健康ランドがあると良いと思います。（三保谷小学校区） 

■環境は素晴らしいのですが、施設の充実度は厳しいです。でも学童保育が新設されすごく良かった。近くに平成の

森病院もあり、病児、病後児保育が出来ればとても助かると思いました。子どもが学校等で具合が悪くなった時、

就労中ではすぐに迎えに行けず、又、高齢の義父母に預けるのも不安なので色々な子育て世代の助けになると思い

ます。（三保谷小学校区） 

■地区によっては子どもの人数が多かったり、少なかったりしている。人数の少ない所では小学校の合併話まで出て

いる。もう少し住宅団地を作ったり、町としても考えて欲しい。（三保谷小学校区） 

■病気になった時などの医療費が無料なのはとてもありがたい。（三保谷小学校区） 

■地域全般的に住みづらいので（公共交通手段や店もないので）ある程度の年齢になっているにも関わらず、ひとり

で行動する力がつかず、常に親と車で行き来や買物といった感じで、精神面で自立、成長が乏しい子になってしま

いがち。他市、他県の子どもに比べ経験値も低く幼い印象が強い。心がけて電車に乗せるなどしてはいるが、駅も

ないので不便極まりなく 10 年以上子育てをしているが相変わらず、この町を地元とは思えず好きになれません。あ

と別紙（青）にある事業の川島にないものばかり質問してどうするのですか？（三保谷小学校区） 
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■子どもが安心して遊べる場所がない。学校から帰ってきて、外遊びをしたくてもできる場所がない。歩いて行ける

場所に公園を作ってほしいです。（出丸小学校区） 

■川島町は車がないと移動できない環境なのでガソリン代の支援があると大変助かります。（出丸小学校区） 

■川島は、自然に恵まれてはいるが、子どもたちが自分で行き来できる公園が少ない。（出丸小学校区） 

■川島町へ住んで９年になります。こちらへ来たのは転勤の為です。引っ越した当初誰１人知人のいない、名前も初

めて聞いたというような状況でした。子どもも３人目（現在持病があり治療中）が生まれて、１才になる前の引越

しでした。３人それぞれ手がかかり、少しでも転勤で実家に近くにならないかと思って願ったのですが、叶わず、

引越しが最初の数年は辛いものでした。その時子育てでこんな制度があったらというものがたくさんありました。

子育てが大変で、色々な町のサービス等に相談しましたが実を結んだ事はほんの少しでした。今はどうなっている

のでしょうか。少し改善されたでしょうか？保育園の一時預かりや保育サポーター、民生委員さん、子育てアドバ

イザーさん、保健師さん、ありとあらゆる方に相談した覚えがあります。ただどの答えも残念ながら私を元気づけ

るものではなかったと思い起こします。（出丸小学校区） 

■もう下の子も小学校高学年になってしまったので今更児童館とかできてもおそらく利用しないと思うし、少子化で

子ども自体が減っているので思い切った施設ができると良いと思います。（八ツ保小学校区） 

■安全に楽しく外で遊べる環境づくり。（八ツ保小学校区） 

■平成の森公園のような大きな公園ではなく近所の子がすぐ集まれるような小さな公園があるといいな。川島幼稚園

が児童館になれば、その役割が出来て嬉しいです。（八ツ保小学校区） 

■こんなアンケートをとって、どんな意味があるのでしょうか？長い内容で読んでいるうちに嫌になりました。保護

者の方はみな真剣に考えているのでしょうか。無駄にお金を使っているような気がします。（八ツ保小学校区） 

■川島町は地域のふれあいを大切にし、子育てには良い場所だと思いますが、その分地域活動の参加も多く、子ども

を預けて参加しなければならない事が多く、精神的にも肉体的にも負担が多かったです。（八ツ保小学校区） 

■地区の子どもが減少していて、小学校も少人数になってきていて教育環境に不安を感じる。合併等は考えているの

でしょうか。中学校も同様です。（八ツ保小学校区） 

■子どもが小学校３年生の時、学童保育ができました。それまで仕事を早退したり本当に大変でした。学童保育に感

謝しております。・夏休みを１週間減らしましたが、まだまだ暑いです。学校にクーラーがあるからといって、登下

校は本当に暑くてひどいですよ。一度歩いてみて下さい。水筒一本では足りず、重たい大きな水筒を持ち、汗だく

で…かといって勉強は３時間程度で下校、一番暑い時間帯。冬の時間（金）もいいと思いますが、夏休み１週間の

方が貴重だと思います。（八ツ保小学校区） 

■インフルエンザの予防接種の費用の補助があると助かります。高齢者の方にはあるけど子どもたちにもあると助か

ります。（八ツ保小学校区） 

■川島町は年長者の方々が力がありすぎて、今の若い世代についての理解が乏しいと思います。もう少し、今現在働

く世代に優しく充実した環境を求めます。（八ツ保小学校区） 

■こちらへ転居してこんなに子育てをしていくのに不便な所はないと感じている。外灯は少なく、ガードレールの設

置もない所が多い。我が道とばかりに無謀な運転をする老人たち。病院もなく、公園は平成の森のみ。ゲートボー

ルをする場所の整備よりやる事があるだろうと常日頃から思っている。（八ツ保小学校区） 

■教育についてですが学習面の向上を図る為の支援をぜひ行って頂きたいと思います。特に算数が困っています。子

どもの年齢が低かった時にあればよかった事業が増えた事知りました。（小見野小学校区） 

■川島町に在住していますが、小学校は町外、幼稚園も町外だった為川島町の子育て支援は一切知りません。特に情

報収集しようとも思わなかった。必要がなかった。川島町の教育水準は知らないが、もっと力を入れていくべき。

（小見野小学校区） 

■川島町は年配者に対する配慮は多いが弱者、子どもへの配慮は少ないと感じる。古い考えが続いている。はっきり

としたアピールをしなければ人口は減る一方であると考える。他市からも一目置かれるような方向性を打ち出した

らどうか。他市の方々からは「川島町ってどこ？知らない」とよく言われる。町舎などに金銭をかけるよりも、町

民のためにする事はないのか。もう一つ、人口の減る原因としては自治会費が異常に高く年間（16,000 円）という

事。町政から指導することは出来ないのか？これからますます転出していく子どもたちが増えるだろうと思う。若

い世代や私たちが住みやすいここが故郷でこれからも住みたい、子育てしたいと思う町にする事が結局は税収が増

えたり、人々が住みやすい環境作りになったり、町舎が美しくなったりというサイクルになるのかと思うが。（小見

野小学校区） 
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■このアンケート対象の子が小さい時より川島町子育て支援等は変化しています。それと同時に子どもの数が減りま

したが、支援が厚くなっているのも感じています。町内 6 つの小学校、２つの中学校、単体のイベントを実施する

のが難しくなり、親の負担（PTA 等）が増えました。各小学校の交流を多くし、固定化しやすい環境を変えてほし

いと思います。子どもたちに世の中は広いと思って欲しいです。（小見野小学校区） 

■病児保育、病後児保育等の支援は、あまり必要ないと思う。それよりも、病気の時こそ家庭でしっかりと静養でき、

安心して看病できる環境、社会にしていって欲しいと思う。親のためだけの子育て支援でなく、子どものための子

育て支援を考えていきたい。親の役割（本来の）までも、代替えしてしまったり、うばってしまう、子育て支援は

本当の意味での子育て支援とは言えないと思う。子育て期は忙しくて大変な時期…自分のことは二の次となるのは

仕方ないという時期…というのをもっと若い世代に伝えても良いと思う。大変な事を乗り越えた後の充実感が後で

待っている事も伝えていけたらと思う。（小見野小学校区） 

■不審者が出た時の対応が雑な気が致します。川島町は子どもよりお年寄りのほうがたくさんいるので、下校時など

もし暇があれば、安全対策として下校の時間あたりに畑に行くなどしていただけたらだいぶ違うと思います。各地

区に見守り隊がいる、というのもずっと知りませんでした。（小見野小学校区） 

■子どもが小さい頃、近くに子どもが集まって遊べる場所がなく、孤独感を感じていました。公園や児童館などいつ

でも気軽に自由に利用できる施設が必要がと思います。また、川島町に子育て世代が増えるように特に子どもの少

ない４地区への支援が必要だと思います。川島町の将来はどうなっていくのでしょうか。（小見野小学校区） 

■町内に医療機関が少ないので不便である。習い事の施設（スイミングスクールやスポーツクラブ（体操教室）など）

を充実させてほしい。（小見野小学校区） 

■学童ができたので非常に助かっています。自宅から小学校までが遠いので通学が心配です。（今は学童のバスですが

もう少しすると歩きで帰ることになるので）夏休みを短くせず、土日、祝日も半日学校があるといいと思います。

（月２回程度）学童の保育料、給食費等の引き落としを 25 日に統一してもらえると助かります。（小見野小学校区） 

 


