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就学前児童 自由回答集 

 

【地域における子育て支援（子育て支援センター、ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰなど）】 

・週３回利用できる一時保育の数が増えると嬉しい。パートを考えたこともあったが、利用ができずあ

きらめてしまった。また、一度利用したことのある一時保育所は、利用していた子供の様子が一言の文

章のみで、どのように過ごし何を食べたのかもわからず不安に思うことがあった。次はそこは利用しな

いと思う。現在入所している子だけでなく一時利用にも充実したサービスを提供してほしい。 

・幼稚園の預かり保育が高額だが、世帯収入が共働きで高額（というほどでもないが）になり補助金が

少なかった。 

・幼稚園の預かり保育について、長いお休み（夏休み、冬休み）のあいだ預かってくれる日数が少ない。 

・夏休みや冬休みになると子育て支援活動がお休みになったりするがそれはやめてほしい。小さい子か

ら大きい子供、兄弟で活動できるような場所を提供してほしい。働く母ばかりでなく働きに行けない母

にも支援してほしい。 

・子育て支援センターの数が少ない。 

・子育て支援センターが近くにない。 

地域子育て支援拠点→狭すぎ。風邪をもらいにいくようなもの。春日部のエンゼルドームみたいな施設

をつくってほしい。特におあしすは本当に使えない。数も少ないし基本的に狭くて子供もすぐ飽きるし

使い勝手が悪い。 

・保育園や一時保育に入りやすくしてほしい。前住んでいたところで子育て情報のメールが届くのがよ

かったのでやってほしい。０歳～幼稚園入るまでの子が集まったり遊んだり出会ったりすることのでき

る場所があるといい。美南の風に下の子を連れて行った。絵本の日だったのでとても楽しかった。毎日

て遊びの日、パネルシアターの日、工作の日などいろんな体験ができる場所があるといいなと思う。プ

ールの日や砂遊びの日や手足型スタンプの日、行事の工作がとてもよかったので吉川でもやってほしい。 

・近くに身内がいないので気軽に時間を気にせず預けられるところがほしい。親のリフレッシュも必要

だし子供がお友達と接する時間をたくさん与えたい。それとパートに出たいが子供を見てくれる人がい

ないので市で補助金を出して保育所の利用を気軽にしたい。パート代＝保育料金、またはパート代＜保

育料金なので、パート代＞保育料金になるくらい。スキップキッズのような親子カフェ的なものをつく

ってほしい。少子化に歯止めを。吉川市が子供を育てやすく住みやすい都市になりますように。子供が

たくさんいる町を。 

・ふぁみりんぐや支援センターで行っている遊び場は小さい子を持っている家庭にとっては時間がよめ

ないので近所にあってこそ意味がある。小学校区にひとつはつくってほしい。 

・ファミサポは事前打ち合わせと予約が必要で、いざという時に使いづらい。子供が具合悪い時に預け

る先がなく、仕事を休まざるをえないのが困る。 

・子供、０～３歳くらい、が小さい時に楽しめる市のイベントが少ない。 

・おあしすで子供が遊べる場所がもう少し多ければいいなと思う。 

・病児保育（めぐみ）の利用時間をもう少し長くしてほしい。定員ももう少し増えると利用しやすくな

る。 

・病児保育を利用したいのに時間的に合わない。存在意味がわからない。まず朝検査に行って 10 時頃

やっとあげてくれるみたいな感じ。こっちの仕事は 8 時 30 分から。まったく意味ないではないか。な

ら休みをとって自分で面倒をみた方がまし。仕事が忙しくて、面倒な手続きを減らした方がいいのでは



- 2 - 

 

ないだろうか。 

・病児保育の利用申請などもインターネットで予約できるようになると利用しやすいと思う。 

・１人目の時には多かった子育てサロンが２人目以降は参加できないことがほとんど。支援センターで

の２人目以降の集まりなどを増やしてもらえたらありがたい。 

・支援センターなど利用させていただき助かっている。 

・みな子育てしているし仕事をフルタイムでしていなくても用事や仕事、出産などで子供を預けたいの

で、そういう環境を早くつくってほしい。幼稚園はまだ預かり保育を使えるが未就園児、小学校の子供

たちは一時預け先がないのが実情。 

・３歳になる子がいるが病気の時にめぐみを利用させてもらっている。働いている親としてはとても助

かりありがたいと感じている。今後もずっと続けていってほしい。 

・ＮＰＯ団体（ファミリングの方々）はみんな親身になってくれて丁寧で新しく来た人にも入りやすい

ように気を配ってくれ、いい環境をつくっている。すばらしいと思う。おあしすの先生方はもう少し努

力と教育が必要だと思う。質問しても我関せず、環境も悪い。それでよしとしているのはダメ。ファミ

リングは人は申し分ないが狭すぎる。２～３歳児の環境は大切なのに伸び伸びできない。日にちが少な

い。毎日あってこそリズムがつくれるのに。三郷や松伏の児童館を参考にするとよい。日曜日こそ必要

な人も多いのに日曜は完全休みな体制がいかにもお役所様という感じなのでもう少し市民の身になっ

て。新しくホームスタート？とかにお金をかけるよりもっともっと必要なものはたくさんある。 

・私自身に持病があり通院などしなければならないことが多く、また義理の両親の介護も始まりそうな

のでもっと気軽に子供を預けられるところがあるといいなと思う（自分の実家は遠方なため）。 

・あおしすの２階にある児童館が若干入りづらい（仲のいい人が固まっているので）。もっと開放的だ

と嬉しい。公共の幼稚園があればありがたかった。 

・母親が急に入院した際に父親が仕事の間だけ預かってくれるところがよくわからず、友人に預かって

もらうことがあった（当時４歳と２歳）。ファミリーサポート以外に預かって（朝 7 時～19 時など）く

れるところがあればいいなあと思った。近くに協力してくれる親族もいないので大変困った。 

・現在保育園を利用しているが、病気等の際、母親や父親が交代で仕事を休んでいる。各保育園に病児

室のような施設ができるといいなと思う。子供も行き慣れた保育園で慣れた先生なら安心するのではな

いかと思う。新しく吉川市に居住すると周りに知り合いがいなくて話相手などもいなく寂しいと思う。

いろいろイベントなどあるようだがもっと分かりやすくしてもらえると参加できると思う（例えば招待

状のようなものを出すとか）。 

・いろいろとあっても手をつけられない。おあしすなど行ってみたいが連れて行くまでが大変なので行

けない。毎日辛く家に引きこもっている方も中にはいると思うがどうしたらいいだろうか。誰でもいい

ので助けてもらいたいと思う事がある。 

・昔に比べるとトイレやエレベーターなど子育てしやすい（子供とでかけやすい）環境になっていると

思う。子育て支援センターや保健センターのスタッフも笑顔で話しかけてくださるのでとても話しやす

い。 

・保育園の一時預かりでも登録してからでないと利用できないので急に預かってほしいときに利用でき

ない。もう少し簡単に利用できるところがほしい。 

・子育て支援センターが母親、職員のなれあい、常連の母親と職員が固まってしゃべる場に見えて仕方

ない。幼稚園くらいの子供たちが危険な行動･･･ 

・上の子２人が保育園に通っている。病児保育室をつくってくれたのはありがたいのだがとても使いに
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くい。当日朝、埼葛クリニックが休診日の際、他のＨＰから書類をもらっても利用できない。施設長の

許可がないと責任がとれないとのことだが、施設型病児保育の限界を感じる。フローレンスなどの病児

保育（訪問型）の導入を望む。またファミサポの協力会員さんが近所に少なく利用しづらい。もっと使

いやすいかたちにしてほしい。今は働き方も多様化している。一時保育に時間制限があったり、硬直し

た保育行政でなく多様で弾力性のあるかたちを求める。 

・キッズカフェをつくってほしい（親子でご飯がゆっくり食べられる施設）。 

・仕事をしながら子育てをすると時間に追われることがあるが、市のサービスを受けてとても助かって

いる。親が休みの日も預け先があることで用事など済ませることができとても安心して生活できる。 

・親が図書館を利用するあいだ子供の一時預かりをしてほしい。子供が産まれてから、行きたくても図

書館になかなか行けなかった。赤ちゃんは突然泣き出すので静かな図書館ではゆっくり本を探せない。

よちよち歩きをするようになると本を探すために本棚を見た瞬間どこかへ行ってしまう。３歳くらいま

では親が自分のために本を借りることは実際無理。１時間でもいいので預かってもらえるととても助か

る。図書館にはたくさんの子育てに関する本、趣味に関する本がある。それを読むだけでも気分転換に

なるし子育てのヒントを得たりストレスを発散したりすることができる。これから子育てが始まる人た

ちのために実現できるようよろしくお願いします。 

・６か月になる娘がいるが６ヶ月過ぎたらリフレッシュで第一保育所に一時保育をお願いしようと電話

したが「乳児が常にいっぱいで無理です」と言われた。意味がないなと思った。もう少し考えてほしい。

結果無認可を利用するが改善してほしい。仕事を持っていなくても保育所の利用の枠を広げてほしい。

保育所に入るのに仕事を持っている親が優先なのはなぜだろうか。 

・認可保育所に入所できずしかたなく家庭保育園に入園した時、お金がとてもかかる。そのような場合

にはその家庭に補助金などを与えるべきだと思う。 

・いろんな支援施設を日頃から利用させていただいておりとても感謝している。毎日フルタイムで働い

ているので助かっている。特に病児病後児保育「めぐみ」は本当にありがたいです。家に祖父母はいま

すが病気の子供を看るのは難しいので「めぐみ」ができるまでは私が会社を休んでいた。会社では頻繁

に休む私にはなかなか大きな仕事を任せにくいようだった。「めぐみ」ができてからは会社の方は頼り

にしてくれるようになった。こういうママがたくさんいると思うので私の子供が大きくなって利用しな

くなってもずっとずっと続けてほしい。 

・コッコロの森、美南の風の利用可能な日をもっと増やしてほしい。もう少し広めの空間があるとよい

と思う。 

・おあしすで子育てサークルなどもあるらしいが、引っ越してきたばかりの人にはとても入りづらい。

もっと写真など掲示物を増やしたりした方がよい。 

・現在保育所に通っているが先生方はとても熱心で温かく感謝している。 

 

 

【保育サービス（保育所、学童保育室など）】 

＜保育所関係＞ 

・今年９月に生まれた子を来年４月から保育園に預けようと考えている。本音としてはせめて１歳にな

るまでは家で面倒をみたいが、１歳になった９月に保育園の空きがあるとは思えないので４月入園を希

望している。施設、人数に限りがあるので仕方ないとは思うが年度途中でも入園できるような環境にな

るといいなと思う。 
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・保育所入所に関して市役所の対応があまり良くないように感じる。市長が待機児童がゼロになったと

言ったそうだが希望する保育所に入れないで認可外（認証保育所）に入っている児童は含まれるのだろ

うか。自分勝手と思われるだろうが兄弟が先に入所している場合はよほどの理由がない限り別の保育所

にまわすのはやめてほしい。あと家から保育所までの距離は絶対に考慮していただきたい。美南の方の

人が駅前の保育所に入れるのはおかしい。それで駅を利用する駅近くに居住している児童が遠くの保育

所に行かされるのは本当に納得できない。 

・少し前に埼玉テレビの番組内で吉川市は待機児童が現在いませんといっていたが本当ですか。待機児

童がたくさんいそうで、現在２か月の子供が１歳になったときに職場復帰できるのかが不安。職場復帰

できないと現在保育園に通っている長男も途中で園を出なくてはいけなくなるため。 

・数年後に保育所入園希望しているため、待機児童対策に力を入れてほしい。子育てもいろいろとお金

がかかるので給食費も無料にしていただきたい。 

・保育園に入園したかったが待機児童が多く入れなかった。早く希望したときに入園できるようにして

ほしかった。 

・近い将来利用したいと思っている学童体育の充実。できれば４，５年生などの高学年も利用できるよ

うにしてもらいたい。夏休みなど長期休み等も含め。 

・吉川市は 0、1、2 歳児の保育園の受け入れができなかったため、市外の保育園に入ることにした。働

く親も増えているので受け入れを拡大してほしい。川藤方面に公園があるといい。 

・仕事をしたくても子供の預け先がない。預け先がないから仕事ができない等どうしようもない。パー

トでも保育所利用できるようにしてほしい（延長保育も含めて）。 

・保育園をもうすぐ活用する予定。引っ越してくる前に「送迎保育を始めるので保育内容で園を選べる」

とあり、すごいと思っていた。実際市役所できくと「定員がいっぱいなので家の近くにこだわらず送迎

保育を使って市内のはじの方でもいいから入れるのを考えた方がいい」と教えてもらった。「選べる」

ではなく「どこでもいいからとにかく保育園に入れる」ための送迎なのだと思った。しょうがないと分

かっているが少し残念だった。 

・上内川に住んでいるが市内までいくにはバスは不便だし保育所も遠いためお金がかかりすぎる。働き

たいのだが保育所の費用の他に自家用車代、ガソリン代、プラス往復の時間がかかってしまい逆にお金

がかかる。上内川では子供が少ないので保育所を新設するのは難しいだろうからせめて各保育所までの

送迎を上内川まできてもらえたりするとすごく働きやすい。所詮無理でしょうが。 

・今はアレルギーを持った子が多いので保育所での代替食やアレルギーが起きた時の対応など、市から

強く呼びかけていただきたい。私は母子家庭なので優先的に保育所に入れていただけたのでよかったが、

仕事が始まってからでないとなかなか入れないのが当たり前なので預ける人や身内が全く周りにいな

い人ほど入りにくくなっている。私自身は母一人で子育てしているが、今の吉川市には満足している。 

・幼稚園と保育園の教育内容に違いが感じられ、学校入学時に学力の遅れを感じたという事を伺った。

確かに幼稚園と保育園の事業形態が違うことも含めて幼保一体化といわれている昨今、教育、保育環境

の見直しを検討できればと考える。育児休暇を取得したが、復帰後勤務条件が難しいところに異動の話

があったりと（日曜勤務等）退職に追い込むようなことがあり、劣悪な環境での職務に精神的にやられ

てしまい子供を虐待したり暴言をしてしまっている。子育てしながらの両立は、企業によって受け入れ

体制に温度差を感じる。法律で守られているというが守られているように感じられない。 

・保育所、学童保育でも、希望すれば（有料でかまわない）習い事（ピアノ、英語、ダンスなど）がで

きるとよい。フルタイムで働いていると習い事をさせたくても送り迎えもできないので。 
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・保育園の料金が高すぎる。少し働こうと思っても保育園料金だけでほぼ消えてしまうので働く意欲が

なくなる。フルタイムで働くには子供が小さすぎるし子供の体調のことなどを考えると会社にも迷惑を

かけそうで踏み出せない。そうすると幼稚園に入園し、さらに預かり保育を利用しつつ働くことを想定

することになるが、子供が多かったり子供の年齢が離れていると社会復帰するのに時間がかかり、仕事

に対するプランクに不安も感じる。公園や児童館などの施設は充実していると感じるが、どちらかとい

うと小学生以上向けと感じることも多く、乳幼児か利用しやすい場所がもう少しあるといいなと思った。

子供が小さい時は川口市や越谷市、松伏などの施設を利用していた。 

・吉川団地保育園に通わせているが、駐車場の問題を先生たちはよく考えて頑張っていると思う。保育

園だけの責任にするのではなくもっと市としても協力してほしい。あと周囲の人たちもお迎えの時のみ

の一時駐車なのにすぐに通報したりしないで温かい目でみていただきたい。そうでないと預けている保

育園に何かされるのではないかととても心配している。 

・保育所の充実。職場復帰に向けて保育所に入れるのか不安。 

・いま吉川市の土曜日の学童保育は 7 時 30 分と 17 時までとなっているようだが、通常の仕事をしてい

る人は 9 時～17 時がほとんど。私の子供はまだ保育園だが月に 1～2 回土曜保育を利用する時がある。

保育園でさえ 19 時まで預かってくれている。19 時とはいわないがせめて 18 時まで延長していただき

たい。近くに両親もいない。今から土曜日どうしようか不安に感じることが多い。仕事場に迷惑がかか

るから辞めるかどうかなやむ時もある。どうか１時間（18 時まで）長くしてください。 

・幼稚園にしても今の数だと入園するのにかなり競争がはげしく大変だった。保育園でももっと幼稚園

のするような学習を取り入れた保育園も増えればもっといいのかもしれない。 

・現在パートで保育園に入れているが、下の子がほしいが産休をとれる職場ではないためせっかく入れ

た保育園を退園しなければ下の子は産めないので２人目以降なかなかほしくてもつくれない。下の子も

ある程度預けられるようになったらまた働きたいと思うが。なんとかなるだろうか。 

・保育所の入所困難や学童保育の低学年まで受け入れというシステムを改善してほしい。災害時はもち

ろんの事、不審者等が多いのもあり一人で自宅待機は不安。近くに両親がいればいいがいない場合はと

ても困るので早めに対応していただきたい。よろしくお願いします。 

・保育所に入れないのはなぜか。どういった基準で保育園入園の合否を出しているのかくわしく知りた

い。そんなに母子家庭は多いのか。納得がいかない。もちろん両親のお給料にもよると思うが。 

・保育園でも英語やリトミックなどをやってもらっているので子供も楽しんで行っている。公開見学を

してもらえてどんな保育園生活をしているのか見られて安心している。これからも子供が楽しんで行け

ればいい。 

・土日祝日も子供を預けやすくしていただけると、仕事がしやすくなると思う。 

・学童もそんなに遅くまでは保育してくださらなかったり、高学年では入れなかったり、親も子も安心

して日々を過ごすことが難しい現状だと思い今から不安。 

・足立区のギャラクシティ内に入っている子供のための施設のような、子供が楽しめる施設の充実を願

っている。（室内アスレチックなど）（遊びながら体験、学習できるような） 市役所が新しくなる時に

そのような遊び場がつくられると利用しやすい。今年度、吉川市は待機児童ゼロになったと伺ったが、

働きたくても申し込んだのに保育所に入れず、あきらめた方も何人もいらっしゃるのが現状。どこが待

機児童ゼロなのだろうか。国が定めた定義ではゼロになったとのこと。でも実際に待っている子供は何

人もいる。改善してもらえることを切に願う。 

・幼稚園に入る前に、仕事を始めたいため保育園を利用したいと思ったが、仕事をしていないと保育園
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には入れないといわれ結局子供を連れての就職活動はできずに仕事をあきらめた。 

・働きたいが保育所に入れない。保育所に入っても保育料が高く何のために働いているのか分からなく

なる。上記の不安が解消されずに子供を育てる自信がない。吉川市は比較的住みやすいが子育てにお金

がかかる。 

・保育園を充実させるより３歳までは泣いたら親が抱きしめてあげる（保育士ではなく）環境を整備し

てほしい。乳児の時は心をたくさんの愛で包んであげたい。そうすることで豊かな人格が生まれて優し

い大人になりそれが吉川の発展につながると思う。でも妊婦をしていると時にイライラして子供から逃

げたくなることも多々。その時に少しでも他人が子供を（１時間でも２時間でも）安全にみてくれたら

本当に助かる。母親がリフレッシュすることも子育てにはとても大切だと思う。一時預かりがもっと充

実し低料金で主婦でも気軽に使えることが希望。 

・保育園を利用はしたいと思っていたが。認可されていないところだと高すぎるしされているところは

なかなか入れない。仕事をしたくても思うように行動できないのでもう少し保育所を増やしてほしい。 

・保育園に入りたい理由は人それぞれ異なるので決められた枠組みの中に自分の入りたい理由が該当し

ないと後回しになってしまうことが公平でないと思う。決められた保育園だけでなく自宅の近くの幼稚

園などでもリフレッシュのために子供を預けられたら嬉しい。子育て支援センターが遠いので近くの小

学校でもやっていると嬉しい。 

・以前保育園を利用していたが、育休を延長したことにより在園できなくなった。国は３歳までの延長

を勧めているのに矛盾している。ぜひ延長してもそのまま保育園に残れるようにしてほしい。母親学級、

第２子以降でも参加できるようにしてほしい。保育園でも幼稚園並みの教育をしてほしい。 

・保育料を安くしてほしい。 

・幼稚園児と１歳児がいる。子育てと仕事を両立したいのだが２人の子供を預けて働きたいと思っても

保育料が高く見合う仕事はなかなかみつけられない。また子供の精神面でのケアを考えると週４くらい

での就労にしたいがやはりそうすると収入が見合わず保育園にも入れないというのが実情。この矛盾が

なんとかならないものか。児童館と保育所が合わさったような施設はつくれないものだろうか。 

・両親共働きですでに上の子供が入所している。下の子どもが生まれた時にすんなり上の子と同じ保育

所に入れないのは大変。また転園することができないのもおかしい。兄弟がいる場合は優先的に入所で

きるようにしてほしい。あちこちお迎えに行くのは大変。０～１歳はバスも利用できないので。 

・保育園も家に祖父母がいても実際預かってもらえないことはある。そういう時に保育園に入れず仕事

ができなくて困っている母親は多いと思う。祖父がいるから入れないというのは残念。お家にもいろい

ろ事情があるのだからもう少し働きやすい吉川市にしてほしい。幼稚園もムサシノあたりにかたまりす

ぎる感じがする。少なすぎて選べない。教育方針が好きでなくても近くにないのでしょうがなく入園し

たり･･･と聞く。ツライ。 

・保育園入園に関しての市職員の対応が悪い。不親切。他の市などでは点数化されていて公表している

のに、吉川市は公表していないとのことで公平ではないと感じる。待機児童が多い中もっと明確な対応、

説明がなければ納得がいかない。保育園をもっと増やしてください。育児休業中に入園ができるように

市がきちんと対応してほしい。 

・保育所へ入りたくても入れず幼稚園へ入園した。まだ私のような方はいらっしやるのだろうか。入り

たい方が安心して子供を預けられ仕事に復帰できるようにしてほしい。 

・同居の場合でも保育園に入れるようにしてもらいたい。 

・時間で子供を預かってくれる保育所の料金をもっと安くしてほしい。小学生も１日だけ預かってくれ
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るところがあるといい。 

・待機児童ゼロ（保育所の確保）を要望する。子供の任意の予防接種について助成を要望する。保育所

の入所決定を早期にすることで、働く女性が安心して育休をすごせるようにしていただきたい。母親学

級の内容をもっと充実させたほうがよいと思う。（ママ友づくりだけに重点を置かず育児方法、保育所

情報などの充実を。） 

・これから働き始める人は保育園になかなか入れないので働くことが難しい。 

・子供が 0 歳児から 3 歳児（9 月まで）まで保育施設を利用させていただいていたが、やむを得ず以下

理由により幼稚園に転園した。厚生労働省の告示にもあるが、保育所保育指針のうちの「職員の資質向

上」が必要と思う。①子供が 1～3 歳時の間、アスペルガー症候群や発達障害の可能性があると担任の

先生方から告げられ続けた。受診の結果「異常なし」とのことで、担任、主任、園長へ伝えたが認めて

もらえず取り合ってもらえなかった。②給食を残すと一定時間後には子供が壁に向かわせられ、完食す

るまで席を立つことが許されない。私の子供は給食が苦手になってしまい、毎日食べきれず叱られ、保

育園に行きたくないと頻繁に言っていた。他のクラスでは降園（4 時）まで強制的に食べさせられてい

る子もいるという。幼稚園へ移り、子供は毎日楽しいようだ。私（母）としては母子家庭、フルタイム

勤務のため、保育園を利用できず残念に思った。 

・保育園での土曜保育について。急な仕事が入っても、土曜保育の申し込みは火曜までなので受けるこ

とができない。保育士の人数や昼食などの用意があるのは理解できるが、もう少し柔軟な対応をしてほ

しい。シフトで働く人ばかりではないので。病児保育について。具合が悪く不安な時に知らない保育士

に預けるのは無理。定期的に見学会や保育士と遊んだりする機会があって顔を覚えられたりするとよい

のではないか。 

・3 歳と 4 ヶ月の 2 人の子供がいる。上の子が 1 歳半の時から週 3 日ほどのパートを始め週 1 回こぐま

保育園さんに預け、残りの 2 日は両親等に預けた。パートなので下の子の出産時に育休ではなく辞める

ことになった。下の子がまた 1 歳半くらいになったらパートを始めたいと思っているが、また仕事を探

すために保育所に預けたいが仕事がないと保育所に入れない仕組みに悩むのかなと思っている。もちろ

ん一時利用等のことは知っているが、もう少し気軽に利用できるようになるとありがたい。認可外保育

施設は気軽に利用できるが、それなりの金額もかかるので求職中に利用するには痛い出費になってしま

う。 

・保育所の土曜日預かりの１８時以降の有料はなくしてほしい。 

・来年の４月から保育園に入れる予定だが入れるのか心配。以前八潮市に住んでいた時は入れず育休を

延ばした。４月からは必ず復帰しなければならないので不安。待機児童を減らせるようにしていただけ

ると助かる。 

・保育所の整備により働くことができて非常に助かっている。要望として、サービス業に従事している

ため日曜日も保育が必要となるのだが、市内に認可、認可外保育所で預けられるところがなく、越谷市

まで預けに行っている。金銭的な負担はやむを得ないので一時保育的な保育所が整備される、もしくは

現存している保育所で日祝も預けることができるようになることを望む。 

・父母ともに土日祝・年末年始・お盆などの休みが確実にとれず夜勤もしている。母は時間で仕事が終

わらず残業あり、保育所が日祝が休みのためできるだけ仕事を休むようにしている。必然的に毎土曜は

仕事となる。できれば制限ありで日祝も預けられるとありがたい（どうしても父母、祖父母がみられな

い時のみ）。 

・申請しても待機児童が多くなかなか保育園に入ることができない。改善策を考えてもらいたい。 
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・知人の母親の立場の方が働いているのか不明で、書類さえ書けば役所はちょろいと言っていた。別の

友人はフルタイムで働いているのに、まだ保育園に入れず。きちんと調査して入園させていたらこうい

うことはないと思うのだが。ここに越してきてがっかり。本当に保育を必要としている人は入れず、ず

るい人たちはしっかり入れるんだなと思った。 

・働きたいのに保育園等の空きがなかったり資格が厳しくて、働けない。パートでも週３で預かってほ

しいのに預かってもらえない。金額も高い。横浜のように働きやすい市にしてほしい。パートでも預け

られる環境に直ちにしてほしい。そうでもないと２人目、３人目と子供を考えることができない。 

・保育所の待機児童対策をお願いします。 

・働きたくても保育所に入れず働けない人が周りにいる。保育所を増やしてください。 

・保育所の時間外の時間に習い事ができるとよいと思う。土日に習い事をしているのだが平日午後 5～6

時くらいなどにダンスやピアノ、英語など別料金でもいいのでプログラムがあると嬉しい。 

・保育所（認可）へ通わせたいと思っている人がたくさんいるが実際は空きがなく入れず幼稚園就学年

齢まで働けないという声を多く聞く。吉川市でも待機児童がいるようなので保育所が増えてほしいと思

う。 

・待機児童の数が減らない一方、両親同居の地方公務員の方のお子さんが０歳で保育園へ入所した。優

先順位なく平等に誰もが仕事をあきらめることがなくなるような支援と環境をつくってほしい。 

・育児休暇中だが仕事に復帰が必ずできるのか不安。希望者が 100％預けられる体制を望む。 

・もっと働きやすい環境をつくってほしい。保育料なども下げてほしいし学童ではなく学校が終わって

からのサポート。習い事のようにできてお金があまりかからないような施設や、宿題などをいっしょに

できるような場所などをつくってほしい。 

・第１子、第２子ともに仕事へ復帰する際、保育所に入所することができず三郷市の無認可保育施設に

いれることになった。金額も高く保育内容も満足できるものではなかったため保育所への入所を希望し

ていたが空きがなかった。今回の第３子も来年 12 月からの復職に合わせて保育所入所の希望がある。

ぜひ保育所を増やしていただき安心して復職できる環境になっていただきたい。 

・仕事を探しているあいだも子供を預かってもらえる保育環境を支援していただけると助かる。 

・保育園。就活中の１か月間といわず 40 代の母親の現実を考えるとせめて２～３月間の期間を考慮し

手続き等の簡素化を願う。 

・認可保育所を増やしてほしい。 

・保育施設が充実するとよい。 

・保育園の増設。気管切開や障害があるお子さんがもう少し保育園や幼稚園に入りやすくしてください。 

・他県から吉川に来て数年が経つ。まず驚いたのが歩行者用信号がないこと。全ての場所に設置される

べきだと考えている。以前住んでいた市ではわずか１Ｍほどの道にも歩行者用の信号はついていた。学

童もよく利用するにも関わらず数年経った今でも吉川市は歩行者用信号をつける気配がない。とくに市

役所の近くにもない。子供たちの交通の安全よりも信号を設置する費用をケチっているようにさえ思え、

そんなことさえも気付かない市の状況なんだなと数年住んでいて感じている。残念。保育所に関しても

待機児童ゼロとは聞こえがいいかもしれないが、求職中の人の子供も入れる状況でゼロと言ってほしい。

働きたくても働けない人はたくさんいる。保育所を増やしたらどうだろうか。 

・この調査票の表紙に掲げられた「子供・子育て支援制度の趣旨」には感銘する。このような保育理念

で保育を行っていた市内唯一の幼児教室おひさま園が閉園してしまったことでわが子を安心して通わ

せる場所を失って困っている。社会全体の責任として子育て環境を整備することを目指しているのなら
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ば、趣旨だけではなく保育理念、保育内容、保育目標など子育てに必要なことを具体的に文章で保護者

に伝え、それを実践する保育者を育て、安心して子供を通わせることのできる園を市内に設立していた

だきたいと切実に願っている。 

・親が安心して仕事ができるように保育園を増やしてほしい。保育園に入れず仕事を辞めた。 

・毎日の保育所に入れなかったから一時保育を利用しているのに３日までしか働けないのは疑問。待機

している人にも受け皿のような環境を増やしてほしい。保育所の一時保育をやっている場所も増やして

ほしい。自転車での送り迎えがとても大変。 

・０歳から保育園に預けられる場所が少なくて仕事に復帰しにくい。保育園や幼稚園を増やしてほしい。 

・保育園や幼稚園に入るのに、もっと楽に入園できると嬉しい。 

・現在週３日の一時保育を利用しているが、来年から通常保育を検討している。しかし世帯収入が高い

ため通常保育が現在の倍以上になってしまい、一時保育を来年も継続しようと思っている。通常の価格

から世帯収入の低い世帯が安くなるなら理解できるが、収入の高い世帯が倍以上高くなるのは納得でき

ない。サービスは収入に関係ない。収入の高い世帯は低い世帯より長い時間働いていると思う。利用額

を一律にしてほしいとは思うが極端に高くなりすぎて腑に落ちない。サービスが一緒であるなら金額も

一緒なのが通常だと思う。改善して働きやすい環境をつくっていただきたい。税金収入のためにも。 

・保育園に預けて働いている方はフルタイムでいろいろな就業時間で働いているのに、預けられる時間

帯が市役所時間で困る。土曜日も 19 時まで預けられるようにしてほしいし、祝日もふつうに仕事なの

で 7～19 時まで預かってほしい。 

・子供たちにかけるお金を増やしてほしい。子供が増えないとこれから先の日本、吉川を支えていけな

い。保育所の増設。保育所運営費の増額。保育園の教育のアップを希望する。 

・保育園について、認可保育園でもそれぞれの園によって保護者の負荷の大小がかなり違っており、教

育についても力の入れ具合の差が大きすぎる。かほコビープリスクールが昨年から増えて保育園が増え

たことにとても感謝している。隣の市と比べるとかなり恵まれていると思うが、もっと数を増やしても

らえれば育休も 1年間しっかり取得できて保育園が決定する日までハラハラせずにすごすことができる

のだが。子育て支援課の担当の方はいつも親切に対応してくださりありがたい。 

・子供のたくさんいる家にもう少し援助してほしい。例えば保育料など。 

 

＜学童保育室関係＞ 

・４年生とはいえ子供たちだけで家においておくのは不安。授業がある時はいいが夏休みなど。せめて

夏休みだけ見てくれるようにしていただけたら助かる。千葉から引っ越してきたが、千葉は夏休みだけ

の学童があった。実家が近くにないのでそういう家庭でも働けるような求人情報がほしい。保険屋で働

いているが休日出勤、残業が当たり前で、転職したいが働けるところもなく、小２、年中を２人で留守

番させて遅くまで仕事をしなければならない。 

・学童保育の延長。土曜日も 19 時まで預かってほしい。 

・今回のアンケートは幼児についてだったが、学童での意見を書かせていただく。現在子供が幼稚園、

小学校に行っている間パート（13 時までの仕事）をしている。幼稚園では預かり保育があるが学童は規

定があるため入れない。学校の振替休日や夏休みなどの長期休暇時は仕事を入れることができず苦労し

ている。小学校にあがっても気軽に預けられる環境があればと強く思う。仕事を続けやすい支援を望む。 

・子が小学生になったら仕事をしたいと思っている。放課後児童クラブを利用したいと考えているが、

できれば高学年になっても利用できるようになればとてもありがたい。子が一人なので留守番をさせる
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のは心配だし自分の親は亡くなっている。夫の親は病気で頼ることができない。具体的には考えていな

いが、幼稚園児の今もパートなどをしたいという思いはあるが頼れる人がいないのであきらめて年長児

の今も仕事をしていない。延長保育はあるが風邪などひいてしまった時にやはり親がいないので。 

・学童保育室は３年生までだが、フルタイムでの就業を考えた時、小学生の間は子供を預かってくれる

環境は必要。子育て支援センターの開所時間が短いことと、土日祝閉所されているのが残念。父親が土

日出勤の家庭は少なくない。父親が仕事の日、母親が安心して子供を遊ばせられるのが望ましいので、

土日祝の開所を希望する。以前住んでいた市では子育て支援センターで短時間の預かり保育があり大変

助かっていた。保育所の一時預かりよりも安価であると嬉しいのだが。 

・越谷市では長期休みのみの学童保育を受け入れてもらえると聞いたが吉川市でも長期休みのみの学童

保育をやってもらいたい。 

・来年度から小学１年生になる。仕事は月初 10 日程度で学童保育を利用する規定には当てはまらない。

学校がある時は１、２時間程度留守番になっている。仕方がないがしかし、可能であれば１日 300 円程

度で単発預かりを実施してほしい。もちろん事前登録制でＯＫ。問題は長期休み。可能であれば長期休

み１日 500 円程度で単発（１日単位）で預かってほしい（月に 10 回までなどの限度があってもよい）。

いろいろ大変だとは思うが単発預かりがあると本当に助かるので来年度からの実施をお願いします。 

・現在宛名の子供ではない子が学童保育を利用している。学童に預けている状況は仕事等をしているこ

とが条件になってくると思うが、役員があるということが理解できない。市が運営している学童保育だ

と思うが学校の役員・地区の役員もやらなければならないなか学童の役員まで仕事をしているのにでき

ない。廃止を望む。 

・土曜日の学童保育をすべての学童室でみてもらえると助かる。自分の地域以外につれていくのは大変。

お弁当もたまにはいいと思うがやはり仕事をしている母親は大変だと思う。決まった曜日ではなく毎日

頼むことができれば少しは母親の助けになるのではないだろうか。中学校ももう少し近くにあるといい

がいつできるのだろうか。 

・小学校に行くようになったら特別日課などで早く帰る日は 1 時間くらいいつもより早く帰宅すること

になる。そういう日だけは通常日課の帰宅時間までの預かりがあったら助かるなと思う。学童保育の一

時預かり（毎日ではなく不定期）。 

・保育所は朝 7 時から預かることができるように。学童保育は 7 時 30 分なのはなぜか。朝 7 時からを

希望する。仕事に間に合わないため小学校入学後を考えると不安。 

・学童保育の充実。長期休みの中の預け場所の充実を希望。 

・幼稚園児や小学校低学年のお子さんをお持ちの方、平日短時間働きたい方が多いようだが、夏休み等

の長期休みがネックで働けずにいる方がいる。横浜市のＮＰＯはまっ子クラブやキッズクラブは低料金

で（保険代＋α）子供の居場所をつくってくれて働く方にもそうでない方も利用できるときいた。吉川

市にもあったらなあと思う。 

・学童の時間を考えると正社員の仕事ができない。小４～の学童を強く希望する。他市では実施し好評

と伺っている。子供一人で過ごすことは今の時代いいことの方が少ないと思う。小４～不安でならない。

障害児に対する支援をする施設があまりなく情報もない。専門機関である中川の郷が近くにあるが吉川

市は吉川市としてある資源を上手く使い、幼い障害児を抱える保護者を支える存在になってほしい。周

りの他市に頼らないで居住する地域に通えるものをつくってほしい。 

・小学生になったら学童保育を利用したいと考えている。今は長女が利用させていただいているが、先

日の台風で学校が休業の日に学童もお休みなのは少し困った。保育園は利用できたので保育園と同じよ
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うに利用できるようになると助かると感じた。また利用できる学年が３年生までとなっているが、せめ

て５年生くらいまで利用できると親としては安心。難しいとは思うがどうぞよろしくお願いします。 

・学童が３年生で基本終了となるが、他の市のように４年生以降も学童のようにいられる場所をつくっ

てほしい。夏休みとか長い休みは仕事をしていると子供をずっと留守番させるのは不安。外に遊びに行

ってもどこで何をしているか不安なため学校の一部などをどこか提供してもらいたい。心配な親は結局

パートしかできず、働く時間が制限されてしまう。子供も少しかわいそうな気がする。 

 

 

【子育て支援のネットワークづくり】 

・以前草加に住んでいたが、小学校や中学校の空き教室や学童教室をお昼頃まで開放して乳児が遊ぶス

ペースとして使用していた。雨の日は特に嬉しい施設だった。近所に住むママさんたちと会話できたり、

教室に常駐しているスタッフさんに相談できたりと利点があった。吉川市も公民館やおあしすだけでな

く幅広くやっていただきたい。 

・０～１歳までは保育センターでサークルのようなものがあるが、未就園児対象のクラスもつくってほ

しい。サークルはあるが一度入ると出づらいので、いつ来てもよく登録しないもので。（それって子育

てサロンですかね。） 

・第２子がお腹の中にいる時母親学級みたいなのがあったらいいなあと思った。 

・母子・父子家庭の親子のための母子・父子会のような集まりがあるといいと思っている（越谷市など

にはある）。ファミリーサポート事業の土日対応。支援会員さんの増員等。 

・父親の育児参加をもっとよいものにさせるため、父親同士のネットワーク（父親学級みたいな）があ

るといいかもしれない。 

・第１子以降は母親学級に参加できないとのこと。第１子と歳が離れていると知り合いに子育て世代が

いなくて困る。 

・友人や知人がほとんどいなく、保育環境はいいと思えない。交流などがうまくできる場がもっとあれ

ばいい。交流できる場があってもなかなか新しい出会いなどがない。その中に入っていくことも人間的

にあまりうまくできず、参加してもうまく続かない。悩んでいることがたくさんある。悩みをいっぱい

話せる方などできれば本当はいいなと思うが、うまくいかないことが多い。 

・乳幼児のお母さんをサポートする集まりや場所が家の近所になかったので、あればいいと思う。 

 

 

【地域における子どもの活動拠点（児童館など）】 

・おあしすの空間がもったいない。せっかく遊べる場所があるのだから子供たちが楽しめるような場所

にしてください。松伏の児童館のような場所があれば週３回は連れていくと思う。 

・永田公園の遊具を充実させてほしい。公園の砂場付近に水道を設置してほしい。木陰をつくってほし

い。防犯対策（地域の方々の見守りがほしい）。水害対策。子育て支援課の活発化。児童館や広場など

の充実化など。児童館は未就園児～小学生まで充実して遊べる企画などしてほしい。 

・他の市に比べて児童館がつまらない。いつも他市の児童館利用。子供（特に幼稚園くらいの子）が遊

ぶ遊具もあまりないので児童館を充実させてほしい。保育料が高い。小さい子がいると働きにくい。 

・松伏のちびっこらんどは施設だけでなくスタッフの目が行き届いていてすばらしい。３人子供がいる

がどの子も未就学児時代は利用している。ぬいぐるみなどがない。ボールの貸し出しなどきちんとして
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いる。図書のコーナーもいつもとても整頓されている。大好きです。吉川もそのようになるといいと思

う。 

・あおしす近辺に児童館をつくってほしい。 

・子供が体験できるような催しが少ない。例えば児童館などの場所で 100 円、200 円で申し込み、お菓

子作りや制作ができたりクイズをやったり、そんなのがあってもいいと思う。 

・平沼１丁目、吉川小学区に児童館をつくってほしい。 

・上内川に住んでいるが児童館や保健センター、支援センターなど遠くてまったく利用できない。一時

保育を利用したくてもできないし、同じ年頃の子供もまわりにいなくて、遊び友達にも困る。上内川、

旭地区の子育ての環境については大変不満。 

・児童館も南側にしかないので北側に住んでいると交流場が限られてしまう。 

・吉川市は公園が充実しており楽しめる。児童館はまったく子供にとって楽しめる明るい場所になって

いないのが不満。休館日も他市より多すぎる。もっと他市のすばらしい施設を勉強し充実させてほしい。

子育て視点拠点は０～３歳くらいまでの入園前の子にとってはとてもよい場所である。が４～６歳くら

いの子供には楽しめる場所ではない。土日などはそのような子が楽しめる企画（例えばクッキング、バ

ルーンで遊ぼう、体操の先生が指導する運動遊び等）を充実させてほしい。 

・屋内で遊べる施設を充実させてほしい。 

・コッコロも美南もふぁみりんぐがあるが、利用者数に対して部屋がとてつもなく狭い。広くするか利

用制限するかしないとせっかくストレス発散させにいくのにためて帰ることになるから最近はほとん

ど利用していない。お役所仕事でどんどん決めずにもっと子育て世代の意見を取り入れてほしい。春日

部や庄和町の支援センターの方が利用回数はとても多い。新しい家だけがどんどん増えて、子供が伸び

伸び遊べるところが全く増えないのはとても疑問。 

・児童館が薄暗くて古い。 

・児童館の充実。おもちゃを増やしてほしい。おあしす２Ｆ子育て支援室。おもちゃを増やしてほしい。 

・児童館をもっと子供が集まって遊びたくなるような施設にしてほしい。以前は未就園児向けの催し（平

日１回／月）があり、保育士さんが手遊びしたりして遊んでくれたり、知人と知り合う機会となりよか

ったのになくなってしまった。小学校向けの催しばかりで小さい子供が平日に参加できるものがない。

薄暗くて閑散としていて児童館ではないみたい。子育て支援センターで行われる人気講座はすぐ定員に

なってしまう。20 人と限定せずに多くの人が参加できるようにしてほしい。公園に子供が遊べる遊具を

もっと増やしてほしい。砂場は松伏のように猫が入らないよう囲いをしてほしい。 

・児童館の体育館が暗くなっても電気が付かず、気付いた人が事務所に言いに行くのはどうかと思う。

職員がいるわりには気がきいていないと思う。体育館も小さい子供用と小学生用に半分に分けて使用す

るようにすれば危なくないと感じた。子供たちが遊べる場所として休みはなるべく減らしてほしい。図

書館等のように週１回などで。交代で職員が休みにする方がよい。 

・公園や子供が生き生きと遊ぶことのできる場所の整備をしてほしい。肢体不自由のお子さんが通える

通園施設。デイサービスなどの充実。 

・吉川市は子供の数が多いと感じるが、そのわりに児童館の充実度が低い気がする。校庭でサッカーや

野球もできず体を動かす楽しみをもっと学校でも地域でも教えるべきだと思う。ゲームを持っていない

と遊べないなんていう現実をもっと考えてほしい。コミュニケーション能力のなさは日頃からぶつから

ず交わる遊びをする機会が少ないからではないかと感じる。犯罪等の危険回避ばかりで遊びから学ぶこ

との大切を見失っているのではないかと思う。室内外、広い敷地で安心して遊べる施設があると放課後
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の充実した時間ができるのかもしれない。 

・夏休みだけでも利用できる夏期教室や都心でもみられる放課後の児童教室を開催していただきたい。

公的な扶助の範囲を超えているなら民間を誘致していただきたい。子供を預かりピアノや水泳教室に送

迎してもらえ勉強をみてもらえるような、子供の経験が増やせるような教室を整えていただけると大変

嬉しい。 

・公園に行くまでに子供が寝てしまうくらいの距離があり、子供を育てる環境としては家の場所がいい

場所ではない。高齢化が進み散歩に出ても人に会うことはあまりない。子供にとっては何の刺激もない。

人見知りがまだ終わらない。多くの子供の中で遊ばせたい。なのでサークルには入って週１～２回は参

加しているがもっと子供のイベントを多くしてもらいたい。おあしすのるんるん等に参加したが幼稚園

に入る子供が多く、やることもまだ１歳の子供には早いと思った。 

・ワンダーランドの乳幼児用の部屋だがもっと仕掛けも増やしたり玩具を入れかえたり工夫を重ねてほ

しい。 

・駅北側にも児童館がほしい。放課後や長期休暇中に安全に遊べる場所が必要。子育て支援センターな

ど未就学児を遊ばせる施設については以前より充実したが、小学生が安全に遊べる場所についても検討

してほしい。不審者なども多いので公園だけでは心配。保育所の充実など働く母親にとっての支援につ

いては以前よりもよくなったように感じるが、専業主婦で子育てを一人で抱えている母親に対する支援

も充実してほしい。毎日一人で子供と向き合っている母親のストレスはとても大きいものだ。保育所の

一時保育をもっと気軽に利用できるように時間単位での利用や利用方法を分かりやすく広報してほし

い。またあおしすでも託児を行ってほしい。図書館の利用やあおしすで行われている事業（体操教室な

ど）に参加するため。中央公民館では無料託児をしていただけるのであおしすでもぜひ行っていただき

たい。 

・平日日中は仕事がありなかなか地域とつながりが持てないことが気がかり。子育て支援センターの行

事等も土日は少なくなかなか参加できない。スタッフの方に負担がかかることは承知なのだがふぁみり

んぐなどが土曜開催が増えると嬉しい。問 28 は答えるのに考えたが「サービスとしてはよいと思って

いる」「でも実際に利用しにくい、できない」で記載させていただいた。やはり平日中心のネットワー

ク活動や相談事業、駐車場に停められない（満車）児童館などはすばらしくて利用したくてもしにくい。

病児保育室の制度は他市の人に羨ましがられた。本当にありがたい。 

・公園や児童館の遊具等の充実。子供たちが安全に元気に外で遊べるようにしてもらいたい。 

・児童館が１つしかないので遠いため利用できない。もっと増やしてほしい。小学生になると一時保育

なども利用できないので一時的な預け先がない。子育て支援センターは未就学児が対象で兄弟に小学生

がいるととたんに利用しにくくなった。小学生も幼児もいっしょに行ける施設がほしい。越谷にある「ミ

ラクル」のような科学を学べる施設があるといい。子供が木のぼりなど体を使って自然とふれあいなが

ら遊べる公園があるといい。 

・小学４～６年生が親の仕事中でも安心していられる場がほしい。 

・小学生、幼稚園くらいの子供たちが遊べるような室内遊具のある場所をつくってほしい（無料で遊べ

るところ）。 

・もっと相談しやすい環境や場所を増やしてほしい。周りに友人や知人がいないため子供の遊び相手が

いない。公園や児童館等同じ年齢くらいの子供が集まる場所へでかけても、ほとんどグループになって

いるので遊びづらい。話しかけにくい。よって誰もはなしかけてもこないのでそういう場所が苦手にな

った。だんだん足が遠のく。今では行かなくなってしまった。 
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・他の市町村に比べて児童館など小学生向けのイベントが多い。午前中に申し込みなどしなくても気軽

に参加できるイベントの場がほしい。現在おあしすの子育て支援センターだったり各地域の施設だった

り場所がさまざま。ここに行けば何かやっている、というような場があればよい。 

・夏場のワンダーランドが閉まる時間と子供たちに帰宅を促す音楽の時間に 30 分ほど差があり、ワン

ダーランドが閉まったあと子供たちがどこに行ってしまうか不安がある。ワンダーランドが閉まる時刻

と音楽は同じ時刻にしてほしい。 

・親も子も人見知りの性格。気楽に参加できるオープンなイベントを増やしてほしい。 

・児童館が光があまり入らないのが暗いイメージ。松伏のように明るく清潔な感じになるといいと思う。 

・幼稚園児を対象としたイベントが少なすぎる。親子で何かをつくる、自分（子供も）で何かをつくる、

体を動かす（ダンスや体操など）を長期休み期間や秋のこの時期にほしい。吉川の市民祭りでも戦隊か

仮面ライダーショーを希望する。子育て支援の場所が少ないと感じるのと時間が短いと思う。児童館の

設備も他市と比べるとかなり貧弱なのでもっとただあるだけではなく「楽しめる場所」になるようにし

てほしい。他では日にちや時間限定だったがカプラができる時があり小さい子は壊して喜び幼稚園や小

学校はつくって喜び･･･などとてもいい時間だった。夏季プールも 8/31 以降まだまだ暑いので土日のみ

でも１週目や２週目（９月の）まで営業していると嬉しい。 

・以前他府県に住んでいた。そこの支援センターにはたくさんのおもちゃがあり広さもあり充実してい

たが、初めておあしすの支援センターに行った際愕然とした。本はボロボロ、おもちゃは９割壊れてい

る。なんだか寂しい気持ちになった。もう少し改善してもらえたらもっと利用したいと思った。でもお

あしすにおられる先生方はみなさん親切である。 

・児童館はおもちゃが少なく（他市と比べて）小さく子が遊びにくい。他市では小さな子だけが遊べる

時間帯などつくっており危なくないので。 

・吉川市の中央部から北部周辺に図書館、体育館、プールなどが集中しており、吉川の南部に住む者と

しては不便さを感じている。 

 

 

【妊娠・出産に関する支援】 

・子供の離乳食教室的なイベント、集いのようなことをしていない。隣の越谷市や三郷市ではやってい

るのに。引っ越してきたばかりで知り合いがいないため、妊娠中に妊婦さんの集まりみたいなイベント

に参加しようとしても第１子の妊婦さんのみの集まりだと断られた。ホームページには特に何も書いて

なかったような。とにかく吉川市は三郷市や越谷市より子育て環境に充実感がない。おあしすの児童館

も全くおもしろみなし。すべり台とかないのだろうか。暑い日でも室内で思い切り遊べる施設がなさす

ぎ。吉川市の人はどこで遊んでいるのか本当に不思議。 

・産前、産後に家事（炊事、洗濯、掃除、買い物等）をサポートする事業を行ってほしい。 

・現在４歳の娘と２人目妊娠６か月になる母。吉川市の子育て支援はとても充実している。長女が０歳

の時からあおしすを利用しお友達もたくさんできた。幼稚園に通い始めた今も土曜日などは友達と子育

てイベントなどよく参加させてもらっている。来年２人目が生まれたらまた上の子の時と同じように子

育てイベントなどを利用し子育てを楽しみたいと思っている。 

・市内唯一の産婦人科が医師会を外れただけで市の健診等受けられないのは不便。予防接種も本来なら

病気の子供と待合室が一緒になるのは避けたいので大久保で受けたいが一時的にでも費用がかかった

りするので受けられない。子供を産みたいが今の吉川市の状況では産むのに他の市までいかなくてはい



- 15 - 

 

けないので妊娠するのも考えてしまう。 

・夫の仕事の帰りが遅く両方の親も働いているため２人目の妊娠をためらってしまう。出産後の入院中

はどうすればいいかなど。ベビーシッターも他人なのでやっぱり不安な気持ちもあるので安心して妊娠、

出産ができるサポートがほしい。子育て支援など市でどういうものがあるのかよく知らないので、利用

できる支援内容や料金などがまとめてあるパンフレットなどあると嬉しい。子供にアレルギーがあるの

で各小学校で給食の対応などどうしているか知りたい。 

・妊娠中に参加する母親学級や出産後に参加する子育てグループ、定期健診等、公共機関を利用して保

健センターに足を運ばなくてはならない人に対してなんらかの優遇（例えば妊娠中や１歳未満の子供が

いることが分かる証明書など発行して、利用する際に提示すると半額料金になる等）があると、たくさ

んの人が市の主催するものに参加すると思う。予防接種に関して何らかのお知らせがあるとすごく助か

る。初めての出産でわからないことだらけで、予防接種は各自で受けるなんて言われても何から受けた

らいいのか、どうやって受けたらいいのかまったく分からなかったので、自費、公費、いつから（何ヶ

月から）受けられて、どういう手順で受けるのか等の流れが分かると安心だし受け忘れが減ると思う。 

・妊婦の助成金も増加し、３人目にはもっとよりよい処遇をしてほしい。出産、そして仕事を続けてい

きやすい環境づくりを希望する。 

 

 

【子どもや母親の健康（母子保健、子ども医療費などの支援や医療機関体制）】 

・近隣の市町村でも乳幼児医療証が使えるようにしてほしい。 

・インフルエンザ予防接種の費用が三郷市の方が安いため吉川市内では受けていない。吉川医師会だけ

の問題だけだろうか。口先だけの住みやすさ日本一は要らない。 

・市内で唯一の産婦人科である大久保産婦人科で、予防接種が受けられなくなった。子供がいる方々は

みな非常に不便。なんとかならないのでしょうか。 

・大久保クリニックで予防接種できるようにしてほしい。 

・小児の病気の時など緊急時の連絡先、時間（手順方法など）をもっとわかりやすくしてほしい。夜間、

病気した時に色々とまわされてすごく困った。時間で区切られてしまいたらいまわし状態。 

・大久保産婦人科で予防接種を前のように気軽にできるようにしてほしい。子供が風邪をひきやすいの

で当日に打てる病院がなかなかないので本当に困っている。もう一人子供がほしいがなんだか不安で躊

躇している。よろしくお願いします。子供がボールで遊べる場所を増やしてほしい。道路で遊んでいる

子供がいて本当に危ない。 

・大久保クリニックを吉川市内医療施設に戻してください。幼い子を連れて何度も保健センターに行く

のは大変。とても困っている。たくさんの方が署名をされたと思うのだが、どうして認めていただけな

いのだろうか。吉川市は大好きだがこの問題はとても残念。 

・教育、保育環境はよく分からないが、小児科をもっと増やしてほしい。 

・医療費無料も高校卒業まであると助かる。インフルエンザの助成希望。吉川市のホームページ以外で

の情報もほしい。毎日見ることないので。 

・市内の病院なのに子供の予防接種が無料で受けられず市外と同じ扱いでお金を払わなければいけなか

ったり（大久保クリニックの件）環境が悪くなっている。 

・大久保産婦人科との問題を早く解決して母親と新生児のケアをしっかりしてほしい。産む施設が市内

に１箇所しかないのに市ともめている状況はかなりおかしいし、妊婦のことを軽視していると思われて
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も仕方がない。子育てに入る前の現状をしっかり見つめ直してほしい。小学校の人数が地域によってか

なり差が出ているが市として何か対策は考えているのか。 

・夜間の医療体制をより充実させてほしい。夜間の医療体制の改善。吉川中央だけでは不安な点がある。

当番医は小児科医だが吉川中央の日は必ずしも小児科医がいない。小児科医の診療を望む場合、他市の

病院まで出向くかたちになるので改善していただけたらと思う。 

・吉川駅南側に中学校がない。幼稚園が南側にムサシノしかないので人が集中しすぎる。小児科が充実

した市立病院ができてほしい。市外の病院に通うのが大変なので。 

・吉川市は大きな市立病院がなく、夜間なども隣の市に行かないと診てもらえない。小さな子供は体調

を崩すことも多いので大きな市立病院をつくってほしい。 

・インフルエンザの予防接種を無料にしてほしい。 

・家から一番近い小学校へ通わせたいが定員オーバーで、家からかなり離れている小学校へ通わなくて

はいけない（栄小→吉川小）。そういう子供がたくさんいるのでどうにかしてほしい。予防接種はすべ

て無料にすべきだと思う。インフルエンザなど兄弟がいればいるほど料金がかかるし接種しないとうつ

る可能性もあるのに 1000 円の補助だけというのは納得いかない。おたふくや水痘など高額の予防接種

もおかしいと思う。 

・吉川に子供が増えるのは大久保先生のおかげ。先生を医師会に戻してください。送迎に力を入れてほ

しい。ファミサポにはいくつも頼むのは気が引ける。送迎のみでいいので。 

・12 月に出産を控えており吉川市に１つしかない産婦人科で産む。予防接種を母親が安心して受けられ

る場所というのはやはり出産した場所で受けるのが一番だと思う。子育てを応援してくださるのならも

っと母親の意見を聞いてほしい。他の医療機関で予防接種を受けるときに他の病気を必ずといっていい

ほどもらってくるのが現状。乳児は免疫がないのですぐにうつされてしまう。なので安心して予防接種

ができる場所というのはやはり出産した場所だと思う。 

・以前の市では市外で医療機関を利用した際に申請書は一人につき 1 枚で他の病院や薬局を利用したり

他の月に利用しても 1 枚だった。1 枚 1 枚申請書を起こすのは紙の無駄遣いとしかいいようがない。 

・ひとり親医療費を子供医療費のようにしてほしい。結局お金がなければ病院にもかかれない。先に払

って後に戻ってくるシステムもとても面倒くさい。病院側もひとり親医療のシステムを知らないところ

があってとても面倒くさい。 

・吉川市に唯一の産婦人科の大久保クリニックで予防接種を受けることができないのは大変不便。10

月に第３子を出産したばかりだがこれから３種混合やヒブなどたくさんの予防接種が始まる。１ヶ月健

診、2 ヶ月健診などの定期健診の際に予防接種もしていたので本当に困る。小さい子供を連れての病院

は本当に大変なんです。なるべく乳児は綜合病院ではなく産院で予防接種を受けたいので（風邪などう

つるため）、戸張市長には私たち母親の目線でこのことを考えていただきたいと思う。母子にやさしい

吉川市であることを強く願う。 

・私自身ずっと吉川に住んでいるが子供を産んで吉川市が子育てしやすい町だなと改めて感じている。

働いていないので保育所等のことはよくわからないが、支援センターや子育てサロン、子供の健康や栄

養についての講座等、いろいろ参加させていただいている。おかげで私も子供も友達がたくさんでき楽

しく子育てできている。これからもぜひ子供たちのためにより充実した環境づくりをよろしくお願いし

ます。ここに書くことではないかもしれないが大久保クリニックの医師会除名で予防接種が今まで通り

受けられなくなり困っている。周りの友人も困っている人がたくさんいる。吉川で唯一の産婦人科なの

に。子育てしやすい環境をつくってくれるのなら、まず大久保クリニックでできるようにお願いします。
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そこだけがとても残念。 

・産前から緊急入院、産後も母子ともに入院が長引く等のため、産前よりできるかぎり下調べ準備をし

ていても出産関連の申請手続きが困難だった。現状では新生児医療費や子供手当等、差し迫って必要な

者ほど申請が困難である。出生届さえだせば受けられるサービス全ての申請が済むくらいの簡易的な形

が本当は一番だ。サービスの提供元が課が違うなどで情報収集も不足してないかあちこち確認しなけれ

ばならず不便。サービス、情報、申請の一本化、簡易化を望む。吉川美南の新興住宅の影響で保育所の

待機状況も悪化するのでは。素早い対応をお願いしたい。 

・市で行っている乳児健康診査について。小児科医の大蔵先生に 8 ヶ月児健康診査で診ていただいた。

声が小さすぎて何をおっしゃっているのか全く分からない。何度も聞きかえしやっと乳児湿疹の話だと

分かったが。その後保健師さんとの相談で診察内容の確認の話をしたところ、「乳児湿疹ではなくアト

ピーに丸がついていますね」とのこと。結局どちらなのか不明のまま帰宅したが「健康診査」だからし

っかり診査できる先生に市の健診はお願いします。 

・吉川市のフロリデーション（水道水へのフッ化物添加）は絶対に反対。中止するようお願いします。

子供のためにも今後産まれてくる赤ちゃんのためにも水道水は大切だと思う。どうか中止をお願いしま

す。安心して生活できなくなる。 

・医師会と市のいざこざで医療現場と母子にしわ寄せがあることをもっと市民の立場で考えた方がいい

と思う。誰のための市政と医療だろうか。大人がきちんとした姿をみせなくては子供のいじめなどの対

策を語れないのではないだろうか。 

・出産を行った産院（大久保クリニック）で子供の予防接種を行えず不便に感じている。 

・どうしてインフルエンザなど予防接種の金額が病院によって違うのか。吉川はどこも高く隣の市など

では吉川の半額ほど安かったりする。同じ薬を使っているのではないのだろうか。来年度から幼稚園の

保育費が半額になるという話を聞くがどういうことになっているのかも未だよく分からないのだが４

月から始まるのか。所得に応じた補助金がなくなるのか。など情報を分かりやすくしてほしい。おあし

すを利用するのだが室内だけでは子供が飽きてしまい芝のスペースなどに砂場や遊具などを少し置い

てもらえたらいいのにと思う。 

・小児救急体制の充実。吉川市での２４時間対応希望。 

・給食の放射能の測定。これからも続けてほしい。大久保クリニックで出産した方が予防接種が打てな

くて困っていると友人から聞いた。新生児かかえてあれこれ探すのは大変だから気に入る小児科が見つ

かるまでは出産したところで打てた方がいいと思う。水道にフッ素なくてもいいのでその啓発活動にか

かっている予算を子育て支援にあててほしい。子供たちの甲状腺、触診、エコー、恐い気もするが気軽

に受けられたらいいのになと思う。 

・隣市（例えば三郷市）でも医療券が使えると助かる。広報に小児夜間の救急先の病院を載せてほしい。 

・夜間や休日いつでも受診できる小児科を市内に設置してほしい。輪番医などで市外を利用したことが

あるが遠方であったり道に迷ってしまったりと生活圏外に出ることで受診するまでに時間もかかって

しまう。また輪番医となっていても担当医不在などで受診できない時間があったりした。受診前に消防

等に問い合わせ病院を聞いても、その病院で「他の病院をあたってくれ」など言われることもあり「い

つどの病院で何時から何時まで」が分かるその時の状況を反映ているものがあるととても助かる。 

・子供の医療に対する支援がいまいちだと考えている。特に時間外の救急はまったく機能していないと

同じ。平日も 22 まで、土日祝は対応なしとはいかがなものだろうか。夜に電話で問い合わせしてもた

らいまわし状態。例をあげるなら福岡市の急患センターでは平日 19 時～翌朝の 7 時、土日祝は午前 9
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時～診察するなど対応がとても手厚い。子供を持つ親としては吉川市にもこのような医療体制でのぞん

でほしいと強く思う。具合の悪い子供をたらいまわしにされる気持ちを考えてください。 

・市内で１ヶ所しかない産院でなぜ一時支払いが発生するのか。一時的な立て替えでも負担。 

・保険外で発生する医療費も無料にしてほしい。２歳の子供が中央病院に１週間入院した時強制的に個

室になったため５万円ほどの負担が発生したため。前に住んでいた愛知県知立市では幼稚園のプレイル

ームのような内容の未就学児教室が週に１回、地域ごとに実施されていてよかったので吉川市でも実施

してほしい。 

・予防接種などが大久保クリニックさんで他病院と同じように受けられないのが本当に不便。税金を払

っている市民として納得いかない。吉川市内に産院はここしかないのだから。 

・子供のインフルエンザ予防接種無料化。 

・大久保クリニックでも他の病院のように予防接種できるようにしてほしい。上の子も下の子もずっと

大久保クリニックに行っていて市内ではいちばん信頼している病院で、今も予防接種は大久保クリニッ

クでやっているが２人も子供がいると金額も大きいのでちょっと大変。 

・大久保クリニックで予防接種できないことがとても不便。市民にしっかりとした説明がほしい。こう

いうアンケートを取る前にもっとやることがあるはず。市民の立場になって考えてください。本当に不

便で困っている。 

・長男を出産した時に静岡県に住んでいたのだが、吉川市は静岡に比べて市で費用を負担してくれる健

診が少ないように思う。子供がきちんと成長しているのか母親にとってはとても気になることだが経済

的に行けていない。３ヶ月に一度くらいでもいいので全額負担してもらえる健診があるとよい。 

・水道水へフッ素を入れないでください。 

・インフルエンザの注射（市によって金額の差が激しい）。流行するものは市からお手紙が届いて平等

な金額で摂取したい。子供が多いと金額がすごいので接種するのを考えてしまう。 

・インフルエンザの助成金が今年から 1000 円でるが、もっと助成金が出ると助かる。 

・子育て環境の一つとして予防接種を大久保クリニックで受けられるようになってほしい。 

・大久保クリニックでの予防接種を受けられるようにしてほしい。 

・医療機関体制ついて、早急な解決なくして子育てしやすい町とは言えないのではないだろうか。 

・日曜日や祝日に診てもらえる小児科をもっと増やしてほしい。 

・大久保クリニック問題の早期解決を期待する。 

・子供の予防接種を大久保クリニックで以前と同じように受けられるように戻してもらいたい。市や医

師会の事情で小さい子供を持つ母親がいちばん大変な思いをしている。 

・吉川市には産婦人科の病院が１カ所しかないので大久保クリニックでも予防接種が受けられるように

することは実現してほしい。大久保クリニックは悪いことをしていないのになぜ医師会から外されなく

てはいけないのだろうか。そのことを知ってから吉川市に対して偏見の目でみてしまう。 

・とくに市の支援センターは利用したことはないが定期的な健診の時の対応など親切でとても満足して

いる。 

・唯一吉川で１つしかないお産のできるクリニックで予防接種などが受けられなくなったのは不安。周

りの出産された方もみな同じことを言っていた。選挙の時の演説がうるさくてせっかく子供が寝ても起

きてしまう。 

・安全、健康に過ごせるように呼びかけイベントを多くしてほしい。アレルギーに対する理解を広めて

ほしい。 
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・小児科を増やしてほしい。市外から移り住んだ人がすぐに子育て施設や子育て支援などがどこで行わ

れているか、どういうことをしているのか分かるようにしてほしい。 

・水道にフッ素を入れるのをやめてほしい。周りもみんな不信に思っているので今まで通りでよい。市

長が得をするのだろうか。 

・インフルエンザ等の予防接種が高額すぎる。なぜ吉川市は全国平均並みの金額にならないのか。いつ

も三郷市まで接種しに行っている。家族で受けると３万円近くになる。せめて補助金は 1000 円ではな

くもう少し増やしてほしい。 

・子供医療費受給資格証を越谷や三郷でも使えるようにしてほしい。 

・出産のたびに保育所に入れるかどうか不安になるのは困る。特に中途。けっきょく４月まで待ち、入

れたからよかったが友人は入れなかったため離職となった。大久保産婦人科で出産した。健診と同時に

予防接種できないなんて絶対に子育てにやさしい吉川ではない。子を持つ住民のことを「第一に」考え

ていただきたい。 

・各予防接種料をもう少し市で負担してほしい。 

・子供の予防接種等、特にインフルエンザを無料にしてほしい。子供が遊べる施設をつくってほしい。

屋内で遊べるところ。 

・母親学級に参加したが内容がイマイチで行く意味がなかった。もっと意見を取り入れて興味を持てる

内容にしてほしい。週に１回マタニティヨガや産後赤ちゃんといっしょにふれあってできる体操などや

ベビーマッサージなど赤ちゃんといっしょに楽しめる内容がよい。ただずっと話を聞いていてもつまら

ない。 

・フロリデーションによる人体への影響や湯沸かし器などへの影響を非常に心配している。市内の放射

能汚染について非常に心配。１年ごとに定期測定して公表し続けてほしい。 

・良い耳鼻科を誘致してほしい。吉川にはよい耳鼻科がないので、みんなわざわざ三郷や松伏まで行っ

ている。本当になんとかしてほしい。 

・人口に対して産婦人科、特に参加の数が１箇所では少なすぎる。今後出産される方も増えるだろうし

産後や子供の予防接種、健診など継続して安心して受診できる病院を希望する。 

・フロリデーション。水道水のフッ素混入は絶対にやめてほしい。余計なものの入った水など飲みたく

ない。子供にも飲ませられない。入れたい人は自分で勝手に入れればいい。吉川市は予防接種の補助が

ない。もっといろんなワクチンの補助をしてほしい。 

・子供医療費も市内だけでなく近隣市町でも立て替えなしでやってほしい。 

 

 

【子どもに対する悩みごとの相談】 

・地域の子育て支援センター等はまだ利用したことがないが、広報よしかわなどに相談会などのお知ら

せがたくさん書いてあるのがとてもいい。困った時や日時が合う時に利用したいといつも思う。 

・子育て支援課の人たちの態度が悪すぎて、相談したいときも相談したくなくなる。雰囲気が暗すぎて

話しかけづらい。 

・今は子育てや病気に対し何かあったら保育所で相談している。発達での不安があった場合、支援セン

ターにききたくても仕事が遅いし週５で働いているので相談できない。 

・地方から転勤してきたので近くに両親もおらず２人目が生まれてからはなかなか時間の決められた子

育て講座やサークル等に参加が難しく四六時中いっしょにいるので辛いこともある。 
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・私は今は必要としていないが必要とする人に対しては手厚く対応してほしい。必要なサポートは人そ

れぞれなのでまずは相談窓口の充実を。何があっても安心できると思う。 

・市内以外の病院へ診察した際は医療費控除してもらいたい。他市へ行った場合は市役所に書類を持っ

て行かなくてはならないのは、小さい子供がいると楽ではない。そして月頭に書類を持って行ったらそ

の病院へはもうかからないのか？だとか月末にまとめて持ってきてほしいだの、受付の人に言われて少

し頭に来た。小さい子がいると行ける時にすぐに持っていかないと行くタイミングをずらしたり出し忘

れてしまうのに、と思い、もう少し配慮ある対応をしてほしかった。だからお役所仕事のところへ書類

を持って行くのははっきりいってめんどうだから近隣市内の医療費を控除してほしい。 

 

 

【子育て支援に関する情報提供】 

・例えばインフルエンザなど助成金が出るなど知らなかった。もっと広くわかるように広報してほしい。 

・出産して子供を一時、保育所に預けられることを最近知った。市役所で出生届など提出する時にでも

そういう制度があることを手紙でもパンフレットでも出していただけたら少し育児が楽だったのにと

思った。 

・いろいろな支援があり、以前より子育てしながら働きやすくなっている気がするが、種類が増えてき

たためか自分にどれが合っているのか分かりづらい。制度や支援内容をきちんと把握した専門の人にコ

ンシェルジュのように一人一人に合ったものを提案していただけるといいなと思う。 

・今は認可保育園に入れていただいており宛名の子の祖父母も在宅なので恵まれているが、祖父母とも

に後期高齢者、私もシングルマザーのめた、小学校にあがってから学童が利用できるのか不安。経済的

にも時間的にも習い事などさせてあげられる余裕はないし。定員が少ないと聞いたことがあるのでそう

いったことを含めいろんな場を利用させていただくにもホームページの充実を望んでいる。 

・子育て支援についての分かりやすい冊子があると嬉しい。 

・幼稚園入園準備だが近隣の園の情報等が飛び交っていてどの情報を信じていいか混乱してしまった。

正しい情報や保護者の声等を届けていただける場があれば助かる。 

・幼稚園や保育園などの情報が子供の親からの口コミに頼っているのが現実で、ホームページなどで幼

稚園や保育園の（細かい）情報を一括検索できると助かる。 

・幼稚園を決める際、吉川のこともよくわからずでどこに聞いたらいいかわからなかった。その情報提

供のあり方がどうあるべきか（広報に幼稚園情報を掲載するなど）支援してほしい（幼稚園は学区では

ないため）。 

・他から引っ越してきたが、吉川は子育てしにくいと思った。予防接種（任意）の補助金もなく休日な

ど病院の受け入れ（休日当番医）中央病院も不便。救急ダイヤルにて隣町を紹介されて行った。幼稚園、

保育園の情報入手も不便（空きも少ないようで）。保健センター、市役所等なんとなく不親切な冷たい

感じがあり、以前住んでいた隣町の方がよかったと思った。郵送などでとにかく新しく来て何も分から

ない人のために情報提供を望む。 

・もっと数を増やしてほしい。分からないことが多いので細かく詳しく手続き方法や金額などを知りた

い。 

・地域的に子供が少なく情報が入ってこない。 

・広報を子育て支援専門の紙で日付などがはっきり詳しく分かるようにチラシを配ってほしい。ウニク

ス内でも子育て支援の場をつくってほしい。 
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・いろいろやっているのは知っているが、子育てをしている中、広報やＨＰをまめにチェックするよう

な時間はとれない。策はあっても利用する側まで届かなければ無意味なものもあると思う。参加してく

れるのを待つ、連絡がくるのを待つのではなく、市からもっと積極的、直接的なアクションがあっても

いいと思う。 

・母子家庭への支援を考えていただきたい。女の人の稼ぎで母子になった年は本当に大変。生活なんて

ほとんどままならない。それと母子になったときにいろいろと情報を与えてほしい。どうしたら支援を

受けられるのか等。私は知らなかったため支援を受けていないこともあり、何度も足を運んでいる時に

教えてもらえないのか、と聞いたら教えていませんと言われた。母子になる時は本当に大変。 

・子育て支援の情報を、2 人育てているがほぼ知らない。 

・ファミリーサポートを利用したいがどのような方が預かってくれるのかなど、まだ踏み込めずにいる。

情報等が説明、登録会以外にも事前に入ったら嬉しい。 

・子供が生まれてすぐ吉川に引っ越してきて、情報源がなくほぼ一人で頑張った。公園ももう少しあっ

てもいいと思う。遊具が古く壊れていたり、撤去されて使えないことも多く、公園の管理ももっとしっ

かりやってほしい。リフレッシュ目的で子供を短時間でも預かってくれる施設があったら助かる。 

・４月からの入園で幼稚園にするか保育園にするか悩んだが、幼稚園の願書提出が 11/1 で保育園の申請

が 12 月なのでもしも定員オーバーで保育園に入れないと困ると思い幼稚園に願書を提出することにし

た。上の子３歳、下の子１歳。法律などで決められているかは分からないが、保育園の申請が 10 月く

らいまでにあったらいいのにと思っている。仮決定でも見込みでも、ある程度入園できそうか無理そう

か分かれば園選びがよくなると思う。特に子供が２人いて２人を入園させたかったので。ホームステイ

が盛んになってほしい。誰もが経験するようになったら最高。 

・保育事業の詳細や状況、利用方法等が分からない。詳細や状況、利用方法など聞きたい。子供が０歳

と１歳（もうすぐ２歳）なので２人を連れて子育て支援センターや保健センターなど訪ねていくのがな

かなか難しい。 

・自分で調べないと分からないこと（制度）が多いと感じる。出産後、子育てに関する制度を一覧にま

とめたものを配布するなりする（市役所に取りにいかずとも）といいと思う。 

・働いているので市役所に出向いていろいろ情報を得ることが難しいのでホームページをよく見るよう

にしている。子供が参加できるイベントについて、病院の紹介について等、知りたいことがあっても情

報が足りずよくわからないというのが毎回の感想。育児休暇の時には市役所に行って聞くことができた

ので職員の方にいつも丁寧に教えていただくことができたのでとても助かった。保育園に通園している

が、入園前にいろいろ見学して話を聞いて、１日の過ごし方や食事や教育カリキュラムのようなものを

ホームページでも比較できるようになっているといいなと思った。比べられる（項目で分けられる）も

のだけ表示してあとは実際の雰囲気だけ見学できればだいぶ決めやすいと思った。病院についても、ホ

ームページで紹介のある相羽医院で処方されたお薬が、１歳の子供には使うべきでない強い薬であるこ

とが偶然、相羽さんが休診の日に受診した他の病院で知らされたことがあった。そんな病院を市のホー

ムページで紹介していることにも不信感を持った。そういった意見箱を設けていただきたい。 

・何か冊子にして送ってくださると嬉しい（市の活動など）。仕事をしているので平日役所に出向けず

知らないことが多すぎるんだと思う。子供のためにもと思うわりに自分のこと（仕事）で忙しく申し訳

ない気になった。ホームページなども見てみようと思うが分かりやすい情報誌があるととてもありがた

い。 

・ホームページをもっと見やすくしてほしい。 
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・子育て支援センターが毎月どのようなことをやっているかとか、初めて子育てをしている家庭には月

一での広報が届くと行きやすいのではないかと思う（１年くらい）。行ったことのない者としては行き

づらい。市で行っている健診の際にもそのような内容を告知していただけると初めて子供を持つ者とし

ては助かる。病院（産婦人科や耳鼻科）が少ない。もっと増やしてもらえると通いやすい。 

・不審者が出たとはよく聞くがその者が捕まったのかまだなのかを知らせてもらい安心したい。現在不

安なまま過ごしている。学校行事でタバコを吸う保護者は子育て環境以上に他人に迷惑（健康被害）な

のでそういう場所から出ていくよう促してほしい。学校からのプリントや広報か何かに書いていただけ

ないか。 

・母親が働きやすい環境（一時預かりの価格や受け入れ）。長期休みになると親が近くにいないと預け

られず夜のパートに出るしかないなど働きにくい環境。子育て支援も妊婦のころに教えてもらったがそ

れ以後は情報が入ってこない。利用しやすくしてほしい。 

・積極的な人にはとてもいいネットワークになっていると思うがもっと消極的な人にも利用しやすいよ

う子供（0～5 歳くらい）がいる家庭に年 4 回くらい手紙を出すなどしてほしい。引っ越してきた人や

病気がちで公園などに出られない人、高齢の出産で馴染めない人が大勢いると思う。現に私も子供を認

定こども園に通わせてからいろいろな情報を知った。1 歳から習い事をやったりサークルにも入ってい

たがサークルに行けなくなってからほとんど情報がなかった。「いつどこでこういうイベントがありま

す」など手紙やはがきが届くと参加しやすいと思う。とにかく消極的な人のために。 

・子育て支援の情報を広報にて得ているが配られるのが当月上旬。申し込みが必要な講習等に間に合わ

ない。例えば 11/5 に申し込み開始したものに対し 5 日以降に配られるため間に合わない。どうにかな

らないか。 

・障害をもっているのだが情報があまり聞けないのでどういう教育の事業に入れるのかなど情報がほし

い。 

・家にパソコンなどがない。ホームページを見てくださいと書いてあっても確認することができなかっ

たことがあった。 

・子育て、地域活動に興味はあるが時間、情報等の理由から参加、行動に移せていない夫婦は少なくな

いと思う。既存のコミュニティがあればより認識が広がるような宣伝を。なければ年１～２回の父親も

しくは母親のあり方、楽しみ方等を共有、報告できる環境整備に期待する。親の成熟が子供の成長によ

い影響を与え、ひいてはよりよい地域となるよう御一考の程よろしくお願いします。 

・核家族なので赤ちゃんから幼稚園に入るまで一人で孤独な子育てだった。もっとそういう方がたくさ

んいると思うので声をかけやすい役所の支援がほしかった。情報交換の場など増やしてほしい。 

 

 

【子どもの教育環境】 

＜幼稚園関係＞ 

・今年幼稚園の願書受付で前日並んだ。今年は無事に入園内定だったが２年後下の子も同じ幼稚園に入

園できるのか、近所にどんどん家が建ち人口が増えていくのが明らかに分かるため不安。子供２人いる

ため２人が別々の幼稚園に入園だと送迎の手間がかかる。新しい幼稚園ができれば分散されると思うの

で対応していただきたい。・幼稚園が遠いので市内幼稚園の預かり保育の終了後送りのバスが出てもい

いと思う。気楽に時間外を利用できるから。 

・幼稚園の数が少なすぎて近所のところに入るためにも並ばないといけないのはおかしい。 
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・幼稚園でも土曜日をみてもらえるようになると助かる。 

・吉川市は私立の幼稚園しかないと聞いた。娘は現在２歳でそろそろ考える時期なのだが正直金銭面も

含め悩む。市で運営の幼稚園ができてほしい。 

・少子化といっているわりには一人当たりの金額や幼稚園の金額などもっと見直してもらいたい。幼稚

園も月々払うのも高いので。 

・小学校に対して不安。ママ友から話を聞くとあさひ小学校は人数が少なく学校までも遠い。また中学

校でいじめが多いとも聞きどうなるかと思う。現在保育所の昼食がとてもおいしくそこで育っているの

で学校給食、食べるのか･･･と思う。 

・幼稚園での延長保育を低料金でやってほしい。 

・幼稚園代を少し安くしてほしい。 

・総合体育館の設備はそれなりに整いつつあるとは思うが、それに比べて市内の中学校などの体育館の

設備が整っていない。例えば体育館内の倉庫内部が暗かったり狭いなどの理由で危ない。また毎日使用

するであろう道具類も古すぎてネットが穴だらけ。中学生が毎日部活等で気持ちよく使えるために、せ

めて総合体育館と同等レベルの道具を使用できるように予算配分してほしい。市内小学校の教育レベル

底上げのために、市内全域で学校を選択制にしてほしい。そのためにスクールパスの配置などまずは１

学年１クラスしかない学校をなくしてほしい。 

・駅南側に幼稚園を増やしてほしい。近くの幼稚園に入りたいのに入れない状態。保育園ばかり増えて

もどうかと思う。吉川市は夫婦共働きを推進しているみたいだ。 

・もう少し学校で子供の教育に力を入れてほしい。 

・教育資金の助成。年金・国保安くしてもらわないといくら働いても生活できない。子供におもちゃ等

買ってあげるためにフルタイムで働き、無理をして過労死でもしたら元も子もない。 

・上の子が来春より幼稚園入園だが願書受取や提出に前夜や早朝に並ばないと入れないことに驚いた。

保育園に入れない上に幼稚園まで足りないのは子育てするにあたってとても不便な市だと思った。子育

て支援センターで職員の方が毎日遊びに来ているような特定の子とばかり仲良く接しているのが気ま

ずく、行くことが嫌だと思うようになった。 

・吉川駅南の幼稚園が１つしかなく競争率がものすごいので駅南に幼稚園が増えるといい。 

・子供はたくさん産み育てたいが夫の給料は減るし消費税は上がる。子供手当があっても家計は苦しい。

幼稚園も無料化になるかわからないまま、来年から幼稚園に入る子供もいるが、補助金も減るそうでび

っくりした。高所得者の補助金を上げ、第３子以降の世帯の補助金を減らすのはどうかと思う。 

・幼稚園、保育所の受け入れ人数を増やしていただくなど安心して産むことができれば良いと思う。塾

も月極の大手さんではなく苦手な部分だけ 1 回行くという形で教えて頂ける場所があれば、上の子にお

金がかかるから兄弟はつくれないという人たちには考えるきっかけになるのではないだろうか。子供は

それなりにお金がかかるので生活に不安がある限り何人でも産めるものではないと思う。 

・今回市内幼稚園での願書受付のことを知っていますか。2 日前に並ぶという噂が流れ、30 日から園付

近をうろうろ。でも翌日の 15 時～という看板があり並ぶと開門と同時に将棋倒し。並んだ意味もなく

転倒した人は整理券がもらえず。他県から引っ越すために来た人も整理券はもらえず。妊婦さん、小さ

い子連れの人はすごい騒ぎで中にも入れず。南側にもう１つ幼稚園があれば。人口を増やすだけ増やし、

商業施設しかつくらず、今からわが子をどう育てようか迷う。せっかく引っ越してきたのに、学区内の

幼稚園に入れないのはどうかと思う。なんとかしてくれないと困る。イオンタウン・マンションをつく

る前にこれから産まれる子、これから保育場所の必要となる子のために幼稚園がほしい。なぜ保育園だ



- 24 - 

 

けが増えているのか。学区内の幼稚園に入れるために引っ越してきても意味がない。 

・住宅が増えて子供も増えたので幼稚園を増やしてほしい。 

・幼稚園が高くて子供を入れるか悩んでいる。年子の２人が続けて入るにはお金がかかりすぎて生活苦

になってしまう。そのせいで妊娠しても２人あきらめた。幼稚園の金額をもうちょっと見直してほしい。 

・吉川公立の幼稚園をつくってほしい。認定こども園の設立。 

・吉川市の一部の幼稚園は毎年願書の時にすごく並ぶ。そして今年は多くのケガ人がでた。ここまでや

る必要があるのだろうか。市や子供支援の方に対応していただきたい。あまりにもひどすぎる。ベビー

カーも押し倒されたそうだ。また来年もケガ人がでると思うと恐ろしくなる。 

・やはり幼稚園の月々の支払いがあることでつらい時もある。2 歳違いでいっしょに幼稚園に通わせた

かったが 2 人同時に入れるとお金も大変なので同時に入れることができなかった。もう少し安ければな

んとかなったかもしれない。 

・保育園は増えたものの幼稚園は少ない（特に駅南）。 

・日祝は園が定休なのを理由に家族の時間を確保できてよい。その制度は変えないでいただきたい。 

・保育所や幼稚園が少ない。近くの幼稚園では申込者が殺到しケガ人やもめ事があったようだ。 

・来年の４月から幼稚園へ入園するが、入園料や毎月の費用（保育料・活動補助費など）が高い。 

・年少、年中で担任の先生が途中でやめてしまい子供はただ困惑していた。二人とも心の病とのことだ

が子供の事を思うと先生方への配慮が大切だと思った。 

・公立幼稚園の設立。 

・保育園に通っているが本当は幼稚園に入れて教育を受けさせたかった。でも預ける時間を考えると保

育園しか入れることができなかった。認定こども園があれば、と思っている。検討よろしくお願いしま

す。 

・市に言えることではないが、幼稚園無償の件が１日でも早く可決し実行に移ることを願っている。第

２子から半額との話もあるが現状どのくらい話が進んでいるのか４月から安心して半額になると思え

る日がくるのはいつだろうか。進行中か、決定が噂にとどまっているので広報等でこの件を取り上げて

載せてほしい。 

・幼稚園の保育料、２人目半額、３人目無料と大きく報道されていたのにそれが実現しないようで残念。

母親が働かなくても家計が支えられるのなら育児に専念したいと思うのにそれができないから保育園

へ預ける人もいると思う。幼稚園の保育料は小中学校の子供にかかる費用に比べあまりに高額。女性が

出産、育児に専念できれば少子化は食い止められるのではないだろうか。働きやすさも大事だろうが働

きながら１～２人の子供を持つのより育児に専念して３～４人子供を持てる方が目指すべき姿なので

はないかと考える。 

・今年下の子を幼稚園に入園させるため願書提出のために 10/31 の 13 時から並びにいったが幼稚園の

対応が悪く、人が我先にと押し合い倒れて潰されている人、子がいた。そのつぶされた人たちは幼稚園

側は優先に願書提出させることもなく、踏みつぶしていった人々が先着順で提出していた。こんな幼稚

園に入れたくはなかったが上の子が入っていて１年だけかぶるので仕方なく並び、ぎりぎりで入れた。

でももし入れていなかったら姉妹別々になってしまうし行事もかぶってしまったら子供たちがかわい

そう。子供のことを考えるなら兄弟枠をつくってほしい。他の幼稚園はあるのに一部の幼稚園にないの

はおかしい。高い保育料を払っているのだからその辺考えてほしい。願書の対応も考えてほしいが人数

が多いのだから運動会は小学校を借りたり、生活発表会は公民館など借りてほしい。子供のことを考え

なさすぎる。これからも美南は住人が増えるのだからちゃんと対応しないと来年の願書でまたケガ人が
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でる。 

・昨年江戸川区から引っ越してきた。江戸川区は子育てに対する支援が充実していて乳幼児手当や幼稚

園の入園金補助、利用料金補助等がありとても子育てのしやすい環境だった。子育てに対する金額補助

があれば習い事をさせることもできるしもっと補助金を充実させてほしい。 

・吉川駅の南口方面に幼稚園が１つしかないので幼稚園を増やしてほしい。 

・幼稚園が少ない。 

・幼稚園に入ってやっとママ友もできたが０～３歳児を持つ親に冷たい気がする。パートで働いている

ママたちは小さい子供に幼稚園が休みの日はお留守番をさせて働いているのが現実。何か事故や事件が

あってもおかしくないこの現状を知ってほしい。是非預かり保育を充実させてください。気軽に３～５

時間預かってくれる場を提供してください。 

 

＜小学校・中学校関係＞ 

・学校によって児童をみてくださる体制（特に長期休業中）が違うのは、生徒数の違いは大幅にあるも

のの受け入れ難い事実だと思う。 

・今は保育所に行っているが小学校に入る前に学区内のギリギリに住んでいる子はその隣の学区内の学

校に入ることもできる、など選べるようにしてもらいたい。道路を挟んで隣の家の子と別々になるなど

少しかわいそう。だったら選んでいけた方がいい気がする。完全に学区内の中心というのだったらその

学校に通うのは仕方がないが。そういう支援があってもいいと思う。 

・上の子は学校へ行っているがあまりよくない先生が担任で、教育に対して学校、保育園の先生不足は

わかるがしっかり先生の教育をしてもらいたい。子供たちの話もきいてくれないし無視されたりする。

先生に言ってあげようとすると後で怒られるから言わないでほしいと言われる。先生に対してもアンケ

ートがほしい（小学校）。保護者が先生、学校に言いにくい。保護者がいないところで何をされるか分

からない。 

・南部地域にも公共施設を設置して教育環境等の充実をお願いしたい。小学生、中学生の教育レベル向

上のため土曜日の午前授業導入をお願いしたい。 

・市内の小中学校に冷房を手配してほしい。長期休みの間だけ（急用で１日だけなど）、参加できる学

童保育室や預り所を小学校内に配置していただけるととても助かる。子供を短い間でも留守番（仕事の

ため）させているととても気になるので。夏休みに入る前や終わった後もエアコンなしで過ごすには暑

すぎると思う。有料でもそうしてほしい。 

・英語教育、小６で全員英検４級取得をするなど。それだけだとこれまでの教育と同様、会話のできな

い日本人が増えるので改善してほしい。英会話スクールに通わなくてもいいように学校で学んできてほ

しい。少子化の現代質の子供を育てていきたい。英語だけではないが、吉川市としてなにか特徴を持っ

て取り組んでいただきたい。 

・三輪野江小学校入学予定だが通学に３キロくらいかかるので帰りだけでもスクールバスがあると安心

だなあと思う。 

・教育・保育事業の利用料を軽減してほしい。 

・就労形態が変わりゆく中、預ける保育環境ももう少し変化してほしい。日祝のように預ける人が少な

い時はどこかで１箇所預かり等。昔と違い月～金が就労体制とは限らない。親も定年が長引きこれから

は親をあてにはできない。教育内容はどちらかといえば昔に戻ってほしい。今は過保護すぎると思う。

今の親も教育現場も。 
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・吉川は新しく住む方が多い街だと思うのでその人口に見合った教育・保育環境にしていただきたい。 

・南部に中学校の建設や保育所がもっと気軽に利用できたら嬉しい。祖父母と同居でも 60 歳になって

いないと預けられないが、60 歳の年齢より低くしてほしい。50 歳をすぎれば１日中小さい子をみてい

ることは体力的に持たないと思う。 

・駅の南側に中学校の建設をお願いします。交通安全、防犯面でとても不安、心配。 

・新設予定の中学校はいつごろなのか知りたい。 

・国際的な流れでもある障害のある子供とない子供が地域で共にすごし共に学ぶ教育（インクルージン

グ教育）、フィンランドの出産相談所（ネウボラ）を、子育て支援の充実している吉川市ならではの取

り組みとして導入していただけたら。私自身障害のある子供と交流したのは、小学生の頃に一度看護学

校に行ったことがある程度で全く知識がない。アメリカではここ 10 年ほど、幼い頃からダウン症の子

供が同じクラスにいたり職場にいたりして、周囲が障害のある人への見る目を変えていったそうだ。障

害のある人を学校や職場で当たり前に見かける社会は本来は国にお願いしたい問題でもあるが。フィン

ランドは国際調査で子供の学力が世界一となり、安定した家庭環境で育つよう支える仕組みが、虐待予

防や良好な発展につながっているとのことで、ネウボラを導入すれば公費の予防接種の未接種率も低く

なるのではないだろうか。 

・これから小学校、中学校へ通うことになるが魅力ある学校づくりをお願いします。いろいろな体験が

でき通わせたくなるような学校であってほしい。 

・吉川駅から南側地域に中学校をつくってほしい。南中学校まで遠すぎる。 

・栄小のマンモス校を解消してほしい。他校と比べると先生方の負担が大きく子供たちをしっかりみる

余裕がないのだろうが見過ごしていることが多々ある。学校行事日程の柔軟な対応。すべての小学校で

運動会を春に行ったらいかがだろうか。やり遂げる力をつける目標を達成する前に体調が悪くなる。 

・市内小学校の教育環境がより整うことを期待している。 

・中学校が少ない。 

 

＜その他の教育関係＞ 

・進学、出世率の悪い埼玉県なので特化教育というか新しい勉強法など取り入れたらどうか。 

・教育委員会の対応が事務的なので改善してほしい（以前の対応で不満があった）。 

・すべてに対して遅れている。先生の態度も言葉遣いも悪くてびっくりした。学力の低さにも驚いた。 

・心や体が不自由な子供の支援について広報などでよく見かけるのだが、勉強やスポーツが得意な子供

の支援もやってみたらどうかと思う。小中一貫教育や飛び級なども検討すべきだと思う。子育て支援や

教育に力を入れている自治体にはたくさんの子がいて未来が明るいイメージがある。子育て支援はかな

り充実していると感じるので教育についても力を入れてほしい。 

・いじめをなくす運動。 

・ＰＴＳＤは戦争、震災、交通事故等で怒る精神障害という意味合いだけでなく戦争のトラウマを抱え

た両親、祖父母の精神を病んだ方からのゆがんだ家庭環境を長期間過ごしていることで心を痛めている

日本人は多いと思う。昔はそれでも時代が自分を出していきづらい時代。気持ちや思いを抑圧、否認し

ながら一生生きていけた。今の時代は自己実現が可能な時代。自分に向き合え自分を出していける時代。

だからこそ心がとても大切で家庭環境からのストレスも日々のストレスも抑圧、否認していくわけには

いかない。全て受容して生きていかなければ心の解離をしていかないと生きていけない。私の見える環

境では心の解離はどんどん低年齢から起こっていて胎児のうちから母親に重度のストレスがかかると
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産まれた子供の発達障害（誤診）母親に心の安定を与えられる環境があれば先天性の障害児でない限り

子供はまともになると思う。幼稚園、保育所での発達障害の増加。両親の不仲、ＤＶ、離婚からのスト

レス、アルコール・ギャンブル・買い物依存などによる家庭崩壊、虐待、両親と祖父母のケンカ、薬物、

精神薬、麻薬依存症、これを起こしてしまう両親も複雑性ＰＴＳＤ、同じように育ってきたのだろう。

小学生も発達障害児クラス増加。解離がすすんでくるといめじや自殺。中学生、解離がすすむと学習障

害で進学できずいじめや自殺は相変わらず。薬で心は治らない。うつ病は遺伝性の脳病。うつ病と言っ

ていい人はうつ病の薬が効く人だけ。今はうつ病はあまりみかけなくなったそうだ。精神科先生談。本

来人は自分も人も殺せない。解離してしまうからそれができる。自分か知らないうちに自分を（他人を）

殺してしまうかもしれない。それが今の世の中だと思うから言葉が理解できるようになったらまずＰＴ

ＳＤについて学ぶべき。それが自分を守ること、愛する子供たち、家族を大きくは日本を守ることにな

ると思う。どうか心ある役人の方に届きますように。 

・教育のレベルが低すぎることが気になる。吉川市は「市」というより「村」みたいで孤立していると

思う。そのわりには地域性があまりない。これだけ孤立するなら吉川ならではの「何か」をした方がい

いのでは。 

 

 

【子育てしやすい住居・まちの環境】 

・通学路整備、公園の定期的な整備をもっと充実させてほしい。 

・吉川市は工業団地が点在し過疎化した地区では子供が１人で大型トラックが頻繁に行き来している中

通学している。人が住んでいない地域を歩いて行くので道中で不審者に出会うリスクや交通事故等、危

険だらけ。人と人が優しく付き合える環境でなければ私たちの保育環境は不安だらけ。また私の家は障

害を持つ人間がおり必ず家に大人が付き添わなければならない状態。子供に何かあった場合でも容易に

家を出られない。人が住むところと工業を発展させる場所が明確に分かれないと吉川市内で教育、環境

の差は広がるばかりだと思う。 

・公園に乳児でも乗れるイス付きのブランコをつくってください。小さい子たちでも楽しめる遊具なの

でお願いします。 

・公園のすべての遊具に対し定期的な点検をして修繕をしてほしい。家の近くに遊具がないからと移動

していくとその間に寝てしまったりぐずったりして遊べなくなる。撤去・設置が大変だと市の方から連

絡があったが、いかかなものか。 

・身近な公園（小さいところ）は見ると野球、サッカー、自転車禁止と禁止事項が多く、子供たちが自

由に遊べていない。また中央公園のグラウンドは遠くなり、学校で指導されている家周辺で遊ぶという

指導に従うと、（子供たちだけで）サッカー等全くできないという話を聞く。確かに怪我やトラブルは

減るかもしれないが、子供を育てる環境と考えるととても残念でならない。なんでも禁止するのではな

く小さくてもフェンスで囲う等スペースをつくり、活動できる場を身近なところにつくるべきだと思う。 

・公園に入園前の幼児でも遊べる遊具を増やしてほしい。 

・公園も遊具がなかったりで微妙。子供を遊ばせつつ親がお茶できるようなところとか、子連れでも行

きやすいところもほしい。 

・自宅近く（歩いていける距離）に公園がなく少し遊ばせたいと思う時に不便。下に弟もいるので車で

かなりいかなければいけない状況。 

・安全な遊具のある公園を増やしてほしい（既存の公園に遊具設置など）。永田公園の遊具が少ない。
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すべり台が熱くなりやすい。越谷にあるすべり台が数個ついている遊具などできるといいと思う。 

・仕事をする親が多くなっている中、小学校・中学校等は役員に対し異常なくらいポイント制やくじ引

き等で決め、仕事でたまたま来られない人がいるとポイントを付けるのをやめようだのとても大の大人

が言ってはいけないようなことを多々言っていて聞くのも嫌である。少子化問題の原因の一つだと思う。

保育所の役員をやらせていただいたことがあるが、みな働いているため気兼ねせず楽しくできた。学校

の役員は子供をよい環境にというサポート活動ではないのだろうか。他人の悪口等を言う場ではないの

ではないだろうか。 

・公園のブランコなどが取り外されていおり、子供を公園に連れて行ってもつまらないと感じる。毎年、

公園、保育所、学校の３カ所は放射能の検査を行ってほしい。 

・吉川市内にもっと公園など遊ぶ場所がほしい。川口市のグリーンセンターみたいな、子供が喜びそう

なアスレチックなどがあるともっと充実した子育てができそうな気がする。吉川市の公園は遊具が少な

い。 

・児童館や公園がない地区があるので子供がすごしやすい環境を作ってほしい。 

・栄町公園をきれいにしてほしい。小さい子供が遊べるような遊具を扱ってほしい。 

・市内に１ヶ所遊具の整った広い大きな公園があったらよい。 

・私が住んでいる三輪野江地区には子供が満足に遊べる公園がない。公園に行く時は車で行く。美南や

きよみ野にはたくさん公園があるのに私たちの地区にはないのが残念。地域の子供たちや高齢者が集ま

ることのできる公園や施設を三輪野江地区にもつくってもらえたらと強く望む。 

・きよみ野地区に住んでいるのでおあしすがすぐ利用できる環境であることはすごくいいと思う。だが

教育、保育するにあたって道路交通に関してとても不安を感じている（大型車が通るため子供を一人で

出すのが不安である）。子育ての支援の充実よりまず子供が安心して生活できる環境の対応を早めてほ

しい。 

・子供ができて初めてわかったのが、駅周辺フラットでなくベビーカーを押すのも初めは不安だった。

車がない人ほど駅やバスを使うことを見て頂くとありがたい。 

・公園の遊具が少ない。３～５歳くらいの子供が安全に遊べる遊具を設置してほしい。 

・公園がきれいな雰囲気ではない。越谷はどこもきれいな印象。緑が多くてそれが汚く暗く見え、虫（特

に蚊）が多いからあまり公園に行きたくない。レイクタウンなどのキッズルームや三郷ビアラシティの

公園などきれいで広くて遊びやすいのがいい。草はもっと少なくていい。０歳の公民館の集まりは上の

子がいても行きたい。下の子のママ友ができない。 

・ベビーカーで歩きやすい道路、入りやすいお店、利用しやすい交通機関など、外国から学ぶことがた

くさんあると思う。未だにおむつ交換台のないお店や狭いトイレで入れなくて我慢するといったことが

実際にあった。子供が雨でも遊べる楽しい場所があればいい。 

・公園（永田公園）くらいの大きな公園をつくってほしい。言えやマンションや店でなく吉川には土地

があるのだから公園をつくってほしい。子供からお年寄りまで誰もが集まるところになるものがほしい。 

・駅南地域の公園の多さに比べ、市の北部の公園の少なさを何とかしてほしい。田んぼ、畑で遊ぶしか

なく、そうすると農家から苦情を受ける。子供が集まって遊べるような公園や広場をつくってほしい。

小学校のスクールバス制度があると安心だし、小学校の児童数のばらつき解消にもなるのでお願いしま

す。 

・近場に公園が多く、中には少し深い湖など暴雨により水がかなりたまる場合がある。可能であれば丈

夫な柵などつくってほしい。大きな子供は溺死しなくても、場合によって散歩の途中で小さな子供は足



- 29 - 

 

が滑って湖の中に落ちる恐れがある。 

・公園ができても日陰のない、トイレのない公園は利用しにくい。危険なところのカーブミラーなどの

設置を強化してほしい。公園などの不審者の見回りの強化。基本的に吉川市は子育てしやすい。 

・北谷小付近に公園をつくってほしい。 

・５歳、３歳（幼稚園）、１歳の子の子育てをしている。長い休みに入ると毎日外遊びも大変なので、

春日部にある児童館のような、外遊びもでき室内でも楽しめる施設がほしい。病気になると３人連れて

の外出は大変なので、少しの時間預けられる施設があると助かる。ベビーカーを押すとわかるが歩道の

坂や段差がけっこうある。車椅子の人も大変だろうと思う。保健センターで行っている健診だが、午後

だと幼稚園のバスの時間や小学校の帰り途重なり大変なので午前中だと助かる（先生の都合だと分かっ

ているが）。小学校の近くにある信号は、駅前の信号のように車と人がそれぞれ青で渡る信号にしてほ

しい。関小近くの交差点でこの１年２回大きな事故を見た。大型車が通るので右左折で巻き込まれない

か心配。 

・公園が汚い（川富公園）。 

・関小学校周辺の歩道の整備。あおしす辺りはきれいなのに。 

・公園が（小さいながらも）近所に複数ありとても助かっている。夏場は草丈が高くならないうちに刈

っていただけてありがたかった。 

・新しい公園がたくさんできてよいが、今住んでいるところのすぐそばにある公園によく行くがとても

古くゴミなどもある。どうせ新しい公園をたくさんつくるなら、前からある古い公園も新しい遊具など

や美化の点でも考えていただけたらと思う。小さいうちはやはり近くに遊べるところがあるというのが

一番安心なので。 

・小さい子供でも遊べる遊具のある公園などがあるといい。室内遊び場もほしい。 

・公園の整備（木の根っこや時計の設置）。 

・公園などの施設は充実していると思うが、幼稚園が私立しかないなど子供が多い家庭には金銭的な負

担が多いように感じる。 

・小さい子が遊べるような公園が少ない。 

・子供たちが喜ぶような公園をつくってほしい。例えばミニ電車や三輪車が乗れるなど。認可保育園の

持ち物や購入品（制服や体操着など）の統一。兄弟が違う園に入る場合お下がりが使えずむだになる。 

・子供と歩いて買い物に行く。４歳の息子と手をつなぎ１歳の息子はベビーカー。歩道の段差でよくベ

ビーカーが上がらなくなる。２人の子供を連れて片手でベビーカーを押すのも大変。上の子の手を離し

て歩いて危険な高速自転車とぶつかったりするのも怖いし信号無視の車も多いのでとても怖い。特に吉

川駅北口駅前交差点と吉越橋前の保の交差点がひどい。子供とよく保第二公園に行く。歩いて 10～15

分と少しあるがいちばん近い。以前はブランコがあったのになくなってしまってその後設置されず、子

供は「ブランコないね～」と寂しがります。下の子も歩くようになったら遊ばせたいが、遊具もほとん

どないし、今あるすべり台も木がきしんでしまって大人がフォローで上がるのも怖いくらい。どうにか

ならないのだろうか。 

・吉川市もかなり大きな規模の公園がほしい。三郷市にあるピアラシティのような公園があるといいで

す。 

・他市などに比べ２人、３人、４人と子供をたくさん産んでいる人が多いように感じる。少子化なのに

吉川だけは例外なんじゃないかと思う。なので吉川市独自の優遇をしてくれるととても助かる。 

・遊べる場所が少ないと思う。公園だけでなく子供たちがお金を払ってでも遊べる場所の提供がもっと
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増えてほしい。赤ちゃん本舗など身近に赤ちゃんのおむつなどが買えるお店を増やしてほしい。 

・公園で遊ばせる時に犬のフンがすごく目立つ。砂場などにもあるので遊ばせられないこともしばしば。

飼い主のマナーが必要なのは当然だが子育ての環境として市の方で見回り、フンの排除や公園芝生内の

動物の連れ込み禁止など対策を検討していただきたい。 

・ベビーキッズのお店（トイザラス、西松屋等）があると便利。３つの支援センターがすべて家から遠

いのであまり参加できない。いろいろな施設やイベントが駅の近くであると嬉しい。遊具がたくさんあ

る公園を増やしてほしい。いまは子供が０歳のためあまり意見がないが吉川にもっと子供が増え、人気

の町になるといいなと思う。 

・歩道がないところが多いので増やしてほしい。公園の駐車場なども増やしてほしい。 

・駅南口の喫煙スペースの煙がとても気になる。小さな子供を連れていつも通るので。北口の喫煙スペ

ースのような場所であってくれれば道を少し迂回すれば避けることができる。なにか工夫していただけ

ると大変ありがたいのだが。 

・小さい子供には通常の公園の遊具は大きすぎて危ないこともあり保育所などの園庭を利用しない時間

帯で一般公開を週３～５日お願いしたい。保育所にもっと協力してもらい月１回のイベントで手遊び、

歌、簡単な親子クッキングなど自分の子供に他の子供と触れ合う機会をたくさんつくってあげたい。 

・公園の美化。 

・吉川市は子供の数が多くなってきたのでもう少し子供が遊べる場所がほしい（安全に）。 

・公園の遊具が少なく行っても楽しくない。親が外で監視できるような場所をつくってほしい（公園で）。 

・また永田公園の遊具の充実を図ってほしい。すべり台は壊れたらしばらくそのままだし、以前あった

タイヤのブランコも壊れて取り外された後新しいものがつけられる様子がない。とても残念。また砂場

もネコのふんがあったりして安心して遊ばせられない。ねこ、犬よけの柵を設置するなどの対策を考え

ていただけたらと思う。 

・子育てしていて車がないまたは免許がなくて、病院などいく時にタクシー代など安く提供していただ

けたらよい。 

・越谷の健康福祉のようなアスレチックや健康な体づくりができるような大型の公園がほしい。二合半

用水をきれいに整え親水公園にし、自然と触れ合えるように。田園風景を子供の心に残る（故郷の姿と

して）よう農家を大切にし、農業体験をより積極的に受けられるように。田畑は一度失うと再生困難。

ＴＰＰ等に負けぬよう独自の支援の有り方を考えてほしい。 

・子供が３人いる。子育ては大変なことが多いがやっぱり幸せなことだなと思う。子供は経済的とか効

率的とか世の中で求められるいわゆる「きちんとしたもの」とは真逆の存在。自由で勝手。だからこそ

保育や教育の場に効率的にということは求めないでほしい。効率化を求め予算が減らされたら子供たち

からのびのびとした環境が奪われてしまう。子供が子供らしく生きられる場をつくるために市のお金を

使ってほしい。 

・子供といっしょに食事ができる環境を整えていただきたい。個室がある食事場所（レストランなど）

が少ないように思う。 

・いま三輪野江に住んでいる。以前は大宮に住んでいたが比べると吉川市は教育、保育環境ともに最悪。

野焼きは当たり前で子供を外で遊ばせられない。もっと防犯カメラの設置やライトの設置、パトロール

をして安全なまちづくりをしてほしい。恐い。三輪野江が都市化して発展しもっともっと活気ある町に

なってほしい。三輪野江には子育ての環境は整っていない。とても不便。引っ越したい。三輪神社やゴ

ミ集積所はいつも汚い。誰も片づけない。 
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【仕事と家庭生活の両立】 

・社員で働いていてフルタイムだと保育時間が短くて残業がなかなかできないし子供が病気になっても

すぐに休むというのもあまりできないのでその点理解ある会社であればいいが実際そんな融通は利か

ないのでできたら 24 時間保育や、病院と保育所が一緒になっているところ等がもっと増えてくれたら

ありがたい。パートで働いていても保育料で、働いてもあまり･･･と思ってしまうことがたまにある。 

・仕事上、他の市で働いているが、そこの市での対応と（話を友人などから聞いてみて）吉川市の対応

が違う。吉川市の対応に満足している。分からないことなど聞くととても快く教えてくれて分かりやす

いので嬉しい。ただやはり働いている身として保育園になかなか入れないのは残念。見学に行っても待

機と言われてしまうので。フルタイムで働きたいが保育園は難しく思ったので幼稚園にした。幼稚園で

も最近では延長もあるので働いても大丈夫かなと思った。もっとよりよい環境で子供を育てられるとも

っといいと思う。 

・仕事をしている子育て女性にとって残業の多い日本の職場環境はとても不向き。出産と共に仕事を失

う女性が大半。残業を減らす社会づくりと家庭を大切にする法制度を望む。 

・子供が小学校に入学してからも今と同じように仕事を続けられるか不安。 

・よりよい教育や体育環境を充実させるために働くことになると思うが、子育て中に仕事をすることが

とても難しいと思う。幼稚園に行くなど子育てが一段落して働こうにも病気や幼稚園の行事などで休ま

なければならないため、たくさん働かせてもらえない。そういう条件の人がたくさんいると思うので女

性が安心して働ける環境をつくってほしい。３人いると正社員になる方がおかしいという言い方をされ

ることがある。働きたい人の職場を充実させてほしい。 

・共働きしないと生活できない。子供といっしょに母親が家ですごせるような支援があると嬉しい。現

在の状況だと子供一人でせいいっぱい。兄弟をつくってあげたい。たぶん国が悪いのだろうけど、吉川

市の税金を増やされてもちゃんと支援があれば頑張れる。 

 

 

【子どもを対象にした犯罪・事故の軽減】 

・問 28 の項目にある「子供を対象にした犯罪・事故の軽減」について、赤信号を無視する車が非常に

多いのも気がかり。他県より引っ越してきての感想。市のみならず警察署とも連携して交通の見回り強

化を希望する。 

・子供を公園などで遊ばせていても不安な世の中。パトロールでパトカーが巡回しているが何か起きる

場所は人の目のつかない細い道だったりパトカーでは見えにくいところで私が子供の頃は自転車でお

まわりさんが見回りしていた。その方がいいと思う。今はなぜいないのですか。見たことがない。自転

車で下校時間やチャイム時間に見回りしてほしい。 

・冬、子供が学校から帰宅する頃は暗くなっている。もう少し街灯を増やしていただきたい。 

・通学路で危ない場所などガードレール、信号の設置など点検、対策をやってほしい。 

・吉川橋の歩道橋が狭く子供たちには危険。まだ舗装されてなく街灯も足りていない。公園では小学生

が遊具で危険な遊びやボール遊びが多く、小さな子供が遊べる環境ではないと日々思う。 

・医療費を全額市が負担してくれたり吉川市には公園が多かったりと現状で不自由なことはさほどない

が、子供たちの通学路にガードレールがあればより安全に通学できるかなと思う。吉川市はいま開発途
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中なのか道もきれいに舗装されているところされていないところ、街灯がたくさんあって夜でも明るい

ところ、夜になると暗すぎて何も見えないところと差があるので、全面的に安全な道にしていただきた

い。 

・道路の幅が狭く危険が多いので歩道の整備や信号の設置をしてほしいところがある。 

・中曽根小学校のウラの用水路の雑草がひどく荒れている。街灯がないので暗くて危ない。 

・住んでいる地域の街灯が少なく、夜の帰宅時少し怖く思うことがある。子供が大きくなっていくにつ

れ１人で出歩くこともあると思うし防犯のためにも街灯を増やしてほしいと強く感じている。 

 

 

【参考】 

＜美南地区についての意見＞ 

・美南区は急速に人口が増えて子供が増加しているにも関わらず幼稚園、中学校等の教育機関の受け入

れが整っていない。 

・美南小の学童が土曜日は別の学童で合同だという噂を聞いたが、もし本当にそうならとても不便。 

・吉川美南駅周辺には警察がいない。夜は変なやつが集まっている日が多い。吉川美南に幼稚園が少な

い。市内の幼稚園に入れたいが願書提出日は大騒ぎとなり大変だ。吉川美南にも医療費申請できる出張

所をつくるべきだ。 

・吉川美南の開発により人口が増えていると思うが、幼稚園の数は変わっていない。保育園に入れたく

ても転勤で引っ越してきた場合、入所基準が厳しく求職活動が無理である。幼稚園はプレ優先のためす

ぐに入りたくても３年保育は断られて歯がゆい思いをした経験がある。現在は就職（パート）して、精

神的にも安定し、充実した子育てができていると思う。「のど元過ぎれば熱さ忘れる」ということわざ

があるが、子供が小さかったころの大変さは忘れて現状に満足しているので古川市にも大変感謝してい

る。 

・美南側（駅の南側）に幼稚園が１つしかないので増やしてほしい。今年はＭ幼稚園で提出の際、ケガ

人が出たそうなので。ブランコのある公園が少ない。中曽根公園は遊具もボロボロになり危ないし小さ

い子が遊ぶ遊具としてはどうかと思う。大きい子が遊べる遊具しかない。おあしす２Ｆのプレイルーム

の遊具が汚い。本当に掃除や消毒しているのかと思う。美南小で併設しているファミリング、結局は小

さい子の遊び場。大きい子は行きづらい。どうにかしてほしい。 

・幼稚園が少ない地域に住んでいて、入園できるかどうか不安でストレスを感じることが多い。美南か

ら南中まで遠い。医療クーポンで大久保クリニックが使えなくて不便。小学生以上の子供が集える学童

のような場所がほしい。荒れた公園が目につく。 

・中学校を美南の方にもつくってほしい。 

・美南地区の中学校建設の予定は進んでいるのだろうか。まだまだ小学校にも通っていないのだが中学

校までの通学距離があり夕方の下校に不安がある。 

・先日、保育課で話を伺ったところ、保育所（園）が増える予定は今のところはないとのお答えだった。

美南地区に引っ越してきて半年ちょっとだがどんどん新しいお家やアパートなどが建設され、これから

もますます増えていきそうだ。その中で子供を預けられる施設が増えないということは仕事に復帰する

ことができなくなる。前に住んでいたところでも空きがなく復帰できずに育休を延ばした。もう延ばせ

ない。確実に子供を預かっていただける保証がないと復帰できない。子育て世代がどんどん吉川に転入

しているはず。幼稚園も激戦。幼稚園、保育園を増やしてください。 



- 33 - 

 

・駅南の早い段階での中学校建設を強く希望する。小学校が２校あるにもかかわらず中学校を線路を越

えていくのは大変であるとともに遠くて危険だと思う。美南小ができたばかりで更に市役所も建て替え

とのことで予算的に難しいのかとは思うが、子供たちの安全等を考えた上でぜひ検討していただきたい。

よろしくお願いします。 

・美南地区にスーパーがほしい。周りのママさん達もそう言っている。幼稚園が吉川の南側にはムサシ

ノ幼稚園しかなく毎年入園願書提出日前日にとても殺到したり並ばないと入れない状態なので幼稚園

の増設を求めたい。吉川美南駅西口からセキ薬局までの道路が夜は街灯が少なく帰りが遅くなるとき駅

から歩くのが怖い。 

・幼稚園を増やしてほしい。美南地区は特に人口も増えてきているのに１つの幼稚園しかなくそこに人

気が集中していて毎年大変なことになっている。 

・美南地区に中学校または公立の中高一貫校をつくってほしい。特に中高一貫校希望。美南地区に公立

のスポーツセンター（屋内外プール付き）をつくってほしい。 

・幼稚園に入れるか不安。近所の幼稚園に入れたいが上の子と下の子を同じ幼稚園に入れられるか心配。

人口が増えているのでそれに合わせて増やしてほしい。美南地区近くに。 

・美南地区の幼稚園入園をめぐって年々早いもの勝ち的な雰囲気になっていて、子供が幼稚園にあがる

ころの争いがどうなるのかとても不安。子供を持つ家庭がどんどん増えているのに幼稚園が足りない。

児童館ももっと活発で親しみやすい施設になるといいと思う。松伏の児童館は小さな子供も過ごしやす

い場だと思う。ふぁみりんぐが始まってから上の子がお世話になっていた。下の子（宛名の本人）はな

かなかタイミングが合わず利用できていないが。土日祝も活動があれば嬉しい。美南地区から吉川南中

学校への通学も距離があるし美南小学校のように美南地区に中学校ができるといい。 

・１歳の子供が育休延長後やっと入れた保育所に車で 15 分もかかり、働きながらの送迎、急な呼び出

しはとても大変。美南地区は子供の数も増えており土地も広くあるのだから保育所を早く増やすべき。

大変困っている。４月から保育園を変更する予定だが一度退園しないといけないなど他の市に比べて不

便なことが多すぎる。 

・子育てに関する講座やイベントの回数が少ない。１回に利用できる組数が少数で限られていて参加し

にくい。予約が必要なのも多く電話の時間でさえ惜しい。メールやＨＰでの予約システムを構築してほ

しい。何より保育園、美南地区の充実を願う。保育園は待機児童を減らすためのものでなく子供にとっ

て豊かな環境でなければならないと思う。認定こども園の設立を前向きに検討してほしい。美南駅前の

開発をダイワさんとともに急務と思っている。 

・吉川美南の人口増加のため保育所に入りにくくなっているようなので保育所の数を増やしてほしい。 

・美南地区にも中学校がほしい。建設はほんとうに 30 年度か 31 年度にできるのだろうか。中曽根小学

校のときのようにプレハブを使うことになるのだろうか。土地があるのにプレハブを建てて間に合わせ

るという方がお金の無駄に感じた。市の新庁舎よりも新しい中学校の建設に使ってほしい。美南地区へ

の図書館や市のサービスセンターはできないのだろうか。駐車場のない美南サービスセンターでは乳幼

児の親としてはとても不便だった。子供が３人いたりするとバス等での利用は難しかった。 

・小学校ごとに特色（体操をがんばる、読書好きになる、計算得意など）をかかげて目標に向かって努

力するようにしたらよい。新設された美南小も伝統がない分築き上げていく３～４年での子供の姿勢が

学校の雰囲気にもなるので期待の意味も込めて。 

・小児時間外診療体制について大変不満がある。土日祝休日、お盆、年末年始の診療がないこと。受診

をしようとして実際に電話したところ「うちでは診られない」や「○○科しか当直がいない」という返
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答が返ってきて結局何か所にも電話をかけ市外で受診することになった。吉川市の医療体制は全く機能

していない。駅前の治安が悪い（子供に悪影響）。吉川駅は中高生が駅前にたむろしている（飲酒、喫

煙など）。吉川美南駅は駅前広場でスケボーをしている。吉川市外からも集まっているようだ（電車に

乗ってくる人、ロータリーに長時間車を停めている人がいる）。 

・美南地区で世帯数が多くなってきていると感じる。中学校が受け入れられない（数年後に）といった

状態になると困るので早めに新しい中学校の建設、開校を目指してほしい。 

・美南の人口が今後増えるので幼稚園、保育園をもっと充実させてほしい。 

・駅南側に幼稚園を増やしてほしい。美南が発展し子供が多くなっているのに幼稚園１軒しかないのは

少ないのでは。先日、願書提出のための整理券を前日にもらうのだが、かなり壮絶だったのをご存知だ

ろうか。ケガ人も出た。子供がベビーカーの下敷きになった。頭を打って動けなくなったママもいた。

市でもう少し幼稚園側と話し合ってください。（兄弟枠をつくる、プレの子を優先するなど。）また一時

保育の臨時保育を利用していたが、役所の方が保育園のことを全く分かっておらずがっかりした。通常

の保育園利用以外にも臨時、緊急の場合などの利用方法などもしっかり説明できるよう勉強してほしい

ものだ。ママたちはみな子育てで一生懸命頑張っている。 

・美南地区の幼稚園の充実。フロリデーション反対。誰もが使う水道水に添加物を入れないでほしい。

美南公園に遊具をもっと増やしてほしい。 

・幼稚園や保育所が人口が増えてきているのに足りていない気がする。入りたい市内の幼稚園に夜中か

ら並び入れず、市外に送り迎えして通っている。美南地区にもっと増やしてほしい。 

・幼稚園、保育施設を増やしてほしい。南地区では子供が増えているのに幼稚園は 1 つしかなく、保育

所も入れない。改善お願いします。 

・幼稚園を増やしてください。美南地区は急激に人口が増えているので、ある幼稚園への入園希望が殺

到していると聞いた。 

・美南地区にさらに幼稚園や小児科を増やしていただきたい。 

・美南地区の人口（子供）増加、今後のことも考えると認可保育園の数が足りない気がする。中学校も

美南地区から南中学校までは距離があるのでつくっていただきたい。認可保育園の兄弟枠をつくってほ

しい。現在２人の子供を認可保育園に預けているのだが別々で送迎が大変なので。 

・美南在住。幼稚園が南側には１軒しかない。住宅は増えているのに通えるところが少ない状況。（今

年度、願書の受付の日にはケガ人が出るほど希望者が殺到していた。） 美南中央公園に、砂場を広く

する、囲いをつける、公園北側の出入り口に横断歩道をつける、もしくは道路に止まれ標識をつけるな

ど、衛生面や安全面の配慮を強化していただきたい。他の公園にもいえることだが。以前は美南小内の

子育て支援センターにたまに行っていたが、混雑時は思うように遊べなかったり、赤ちゃんを床に寝か

せている方が多かったりと、求めている内容と違い今は利用していない。乳児と幼児の活動を分ける工

夫が何かあると嬉しい。クラス分けやちょっとした行事など。気軽に立ち寄る場も大切だが、未就園児

たちが決まった曜日に通う場があってもいいのではないだろうか。 

・美南地区、マンションや戸建てがたくさんできているがそれに対応できる小児科、幼稚園、保育園、

公園（遊具）がない。先日の幼稚園願書日は人が集まりすぎて将棋倒しになり幼児、母親が怪我をして

いた。そのような状況になってしまう理由として上記内容があがるのではないだろうか。毎日育児家事

で疲れて自分の時間もまったくないのに近場に子供の楽しめる遊具のある公園もない、ささっと買える

スーパーもない、これでは子供ばかり増えるだけで毎日が大変。もう少し母親に楽させてください。ち

なみに市の園入所の規定をもう少し下げてもらいたい。市の規定で働くと夫の扶養範囲内ではおさまら
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ない。だからといって社保をとるには長く働かなくてはいけいなため、子供を預けすぎていてかわいそ

う。 

・保育施設が足りなすぎる。場所が偏っているし。兄弟で入れたくても下の子が入れないなら働けない

し、無認可だと利用料が高くて預けるために働いているようなものでちっとも家計の足しにならない。

吉川美南の開発を進めて人口増加しても、保育環境が充実してくれないと困る人が増えるだけだと思う。 

・新しい中学校を早く建ててほしい。小学生の子供がいるが南中は遠くて自転車で通わせるのが心配。

美南地区に幼稚園は新しくできないのだろうか。駅前に保育所はできるそうだが幼稚園も必要なのでは。

ムサシノ幼稚園の願書受付では多人数が殺到しケガ人が出るほどだった。マンションも建つともっと子

供の数が増えると思うが、近くに幼稚園や子供円ができれば少しは緩和されるのではないだろうか。 

・美南に住んでいるが、人口が増えてきたにもかかわらず保育所、幼稚園が少ない。2 人目もほしいが

保育園に入れないのではないかと心配。現在フルタイムで就業中。0 歳から預ければ入りやすいのかも

しれないが、あまり早く預けるのもかわいそうだし、1 歳で育休が終わってすぐ入れるかというと 4 月

入園じゃないと難しそう。以前草加市に住んでいたが草加市は認可の家庭保育室が充実しており 1 人目

が 1 歳になって復帰すると同時に 10 月だったがすぐ預けることができた。2 歳以下の小さな子だけな

ので病気をもらったりすることも少なく家庭的な雰囲気でよかったので、吉川市も家庭保育室がもっと

増えるといいと思う。保育園が少ないせいか近所も専業主婦の人で幼稚園に行く人が多く、働くママが

なかなか周りにいないので寂しい時もある。児童館や子育て支援センターのイベントは平日ばかりなの

で働いているとなかなかいけない。土日もあるといいと思う。子育て支援センター（美南）を土日も開

放してほしい。保育園に行っているとなかなか行けないので。他のお母さんとしゃべるきっかけにもな

ると思うので。 

・美南地区に幼稚園が 1 つしかないので増やしてほしい。中学校を早く建設してほしい。医療施設を充

実させてほしい。駅の南側にほとんど病院がない。とても不便。学童保育とは別に放課後子供をみてく

れる場所がほしい。他の市区で年間数百円の保険代だけでいつでも誰でも（仕事をしている、していな

いにかかわらず）預けられる制度があると聞いた。 

・美南地区に住んでいる。子育て世代の家庭が急速に増えて幼稚園、保育園が不足しているように思う。

先日は幼稚園の願書受付があったがある幼稚園では戦争のようだった。これは受け入れ先の幼稚園が少

なすぎるため起きたことだと思う。町をきれいにし、人口の増加が分かっているならば市が何か対応策

を考えなければいけないのではないだろうか。来年も子供の教育現場で戦争が起きないことを願う。 

・中学校も美南地区に早急にお願いします。小学校の通級教室や特別支援なども充実させてほしい。 

・美南地区に新しい幼稚園、中学校が必要だと思う。いまも今後も子供は増えていくのに今の状況では

難しいと思う。 

・美南地区には何もない。まだ新しい町だからだろうか。人口は今後も相当増える。人口に対して相応

の子育て支援計画をお願いします。幼稚園も１つしかない。そこに入れるのは異常な競争。保育園も閉

園時間が早く、土曜日は早かったり日曜日は休みだったり、「土日休みで８、９時間労働者相手」だと

思う。いまどきの社会人でそういう人は少ないはず。都心で働く人も吉川市には大勢いるのではないだ

ろうか。税金の恩恵をなるべく公平に、そういう人たちにも回して働きやすい環境になればと思う。妻

は新宿区に住んでいる時は共働きでフルタイムで働いていたが、吉川市へ１年前に引っ越してからは働

いていない。吉川市はまだまだフルタイム共働きをしにくい町だと思う。改善していくのは予算、ニー

ズ等大変だがよろしくお願いします。 

・美南地区から徒歩（または自転車）で通える範囲に幼稚園、保育園を増やしてほしい。下の子もいる
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のでなるべく自宅から近い幼稚園への入園を考えているが、現在でも不安なのにこれからますます増え

ていく住宅の数を考えるとより強い不安を抱かざるを得ない。もはやストレスである。 

・市内の幼稚園について、毎年先着順での入園受付となっており、ここ数年並びが受付日の前日、前々

日とどんどん厳しくなっている。今年は受付前日に園の開門と同時に 200 人くらいがなだれこみベビー

カーを押していた人が下敷きとなったり、倒れて失神した人がいたりと大問題となってもおかしくない

状況だった。市内の子育てを管理する立場の市役所として幼稚園側に入園受付に関することを指導する

ことはできないのか。美南地区はまだまだ子供が増えていくと思うので、来年も先着順のままだと大変

なことになってしまうと思う。 

・住宅街の道を車が速く走れないように色をつけたり段差をつけたり工夫してほしい。カーブミラーも

もっとつけてほしい。幼稚園の前の子供対象のイベントをやってほしい。吉川美南の大きい公園はあれ

だけ大きいのにアスレチックが増える予定はないのだろうか。吉川市は産科が少ないので子供をつくり

にくい。日本のどこもそうなのかもしれないが選択できないのが残念。今の子供は家の中で遊ぶものが

多いのでなるべく外遊びができるようにしてほしい（公園の遊具充実など）。 

・現在仕事はしていないが早い段階で仕事に就きたいと希望している。美南地区は住民も増えていくこ

とだろうし、保育所の開設も同時に増やしていただきたい。宅地開発ばかりが先行し保育、教育面での

ハード、ソフトが追いつかないことが懸念される。外から引っ越してきた人の期待を裏切らぬようお願

いします。 

・吉川美南地区の子育て環境はよくなってきている気はする。しかし公園なども増え子供たちが友達同

士や一人で遊びにいくことも多いのに吉川美南地区には横断歩道が少なすぎて危ない。特に公園近くに

横断歩道がないのがとても危ない。公園に行くまでにものすごく大周りしないと行けないところが多い

が、子供たちをみていると公園前で道路を横切っているのでいつか事故につながると思う。信号をつけ

るのが難しいのなら歩行・自転車用の橋を美南公園入口前につけるべき。子供たちが安全に遊ぶ、過ご

せる環境にしてほしい。吉川美南地区には図書館や児童館をつくる予定はないのだろうか。子供が本を

借りに行けるとよい。２年くらい前まで子育てサークルを組んでいるグループはおあしすの体育館利用

無料やプール無料があったはず。私は吉川市が子育てをするのによいと思い引っ越してきたが引っ越し

てくる直前にその制度がなくなっていた。今まで体育館、プール、利用回数に制限はなかったが、サー

クルを組んでいるグループで今までと同じ条件で月５回まで無料可能などに見直せばいいのではない

だろうか。友人がそのサークルで利用していたが、制度がなくなってからは自然とみなで集まらなくな

ったと言っていた。検討してください。 

・小学６年、４年、４歳の子供がいる。長女の中学入学までに美南地区に中学校ができると聞き東京か

ら越してきたが、間に合わないことが分かってから親子でとてもがっかりしている。天候、季節、時間

帯に関係なく自転車通学をさせることに対しみなさんはどのようにお考えだろうか。市役所建て替えな

どの前に子供たちのためにももっと早くに中学校を建てていただけることをお願いします。また小児科

が少ないと思う。仙台、東京と引っ越しをしているが吉川はまだまだ子育てしやすい環境ではないと思

う。 

・吉川市に幼稚園が少ない。特に美南地区は１つの幼稚園に入園希望者が殺到し願書受付時に近隣に迷

惑になっている。市立幼稚園をつくるとか。未就園児の支援事業は月に何回かありけっこう参加させて

もらっていたのだが、幼稚園児対象のイベントなどが少ないように感じる。中央公民館の開催だけでは

なく、美南小公民館でいろいろやってほしい。児童館の場所と設備の充実。松伏の児童館は利用しやす

かった。子供も親も安心して利用できる放課後に利用できる施設。例えば登録制で入退場時に親へメー
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ルなどがいく。内容は遊べるスペース、宿題ができるスペース、本を読んだり借りたり、飲食スペース、

習い事ができるなど。放課後などもっと小学校を利用したい。美南地区から気軽に利用できる図書館が

ない。 

・幼稚園願書提出時ケガ人が出るなど危険を伴うものになっている。幼稚園の増設、また願書提出日の

対策等ぜひご検討お願いします。美南地区の世帯数の増加により近い将来中学校が近くに新設されるこ

とを望む。 

・子供の数に対して幼稚園の数が足りない（美南地区）。近くの幼稚園に入園するのに前日から並ばな

いと入れない。頼りになる人がいないと並ぶことができないので我が家は別の市まで毎日車で送迎して

いる。美南地区に新しい幼稚園をつくってほしい。スポーツ施設の充実。例えば美南駅東口の広大な土

地にスタジアムや公園をつくりサッカーや野球チームの誘致を行い吉川市が全国に知れ渡り活気づく

ようなまちづくりをしてほしい。間近にそのような施設があれば子供たちの将来にたくさんの可能性が

広がると思う。 

・幼稚園の数を増やしてほしい。特に美南地区方面。健診の時間がいつも昼すぎでお昼寝の時間や兄弟

のお迎えの時間にぎりぎりになったりするので午前中にやってほしい。 

・美南地区に中学校ができると聞いてこの土地を購入したのだが話が流れたという噂を聞いた。南中学

校までは距離があるし年頃の女の子が冬などに暗い道を帰ってくるのは不安。いま犯罪なども増えてい

るので早めに美南地区に中学校が建設されることを望む。 

・とにかく一刻も早く吉川美南地区に認可保育所をつくってほしい。吉川市は保育所の数が少なすぎる。 

・幼稚園くらいまでの子供が安心して遊べる環境が三郷市の方が整っているように思う。幼稚園も中曽

根の方はムサシノ幼稚園しかないので小さくてももう１園は中曽根、美南の方にあるとよい。 

・子育て支援センターに通っているがおあしすにある支援センターでは保育士や職員がいるにも関わら

ず常に事務仕事で初めて入室の際にも案内がなく困惑した。また掲示物もずっと変わっていないような

ので毎日とはいわないがせめて毎年新しいものになっている方がいいのではないだろうか。美南の風で

は子育て相談しやすい環境がつくられていて入室しやすい雰囲気でありがたい。児童館、支援センター

はもう少し工夫ができるのではないだろうか。保育環境は他市に比べるとまだまだと思う。認定こども

園や家庭保育室などを増やして本当の待機児童 0 を期待する。 

・以前足立区に住んでいたが子育てサロンがきれいで多く感じた。さいたま市（親族が住んでいる）も

子育て支援センターや児童館が充実している。吉川の支援センターもきれいで満足しているがもう少し

広いと嬉しい。児童館も少しきれいだと助かる。今後は子供も増えてくると思うのでいろいろと検討し

ていただけるといいなと思う。吉川美南駅周辺に役所の出張所のようなものがあると助かる。小さな子

を連れて吉川駅や役所に行くのは結構大変なので。 

・自宅から中学校への通学が遠いので美南地区の中学校予定地での建設を希望している。 

・現在の美南地区は人口が増える傾向にあるが保育所は少ない。もっと増やしていただけるといい。そ

の頃には内の子は小学生になっているとは思うが。上の子は 5 年生だが学童保育には入れずいつも放課

後自宅に一人でいる。できれば高学年も入れる環境を整えていただきたい。下の子の時にはそうなって

いるとありがたい。 

・美南１丁目～５丁目のところは保育園や幼稚園などがもっとほしい。小児科も必要。 

・新しく吉川美南小学校ができたがこれから駅前などにたくさんの住宅ができ人口が増えるのになぜも

っと大きな小学校にしなかったのか疑問。公園の数も少ないが、あったとしても遊具がなさすぎて子供

もすぐに飽きてしまっている。 



- 38 - 

 

・美南中央公園の遊具が少なすぎることや日陰になる場所がなく利用しづらい。幼稚園や保育園、小児

科、内科病院が少なく、入園するのも大変だし病院に関しては三郷市の病院に行くことが多い。救急の

医療体制が悪い。 

・平成 26 年 1 月より仕事復帰が決まっている。本来なら吉川市の認可保育所へ預けたかったのだが待

機児童が多く１日目からの入所は無理だろうと言われ、しかたなく事業所内保育がある職場をみつけて

働くことにした。美南地区、人口が増えているにもかかわらず保育、教育の設備が少ない。また事業も

遅すぎると思う。 

・美南地区人口増加にともなう幼稚園の整備。吉川駅南口に園が１つしかないということは問題ではな

いだろうか。他地区の幼稚園状況はわからないが美南地区の子供が増えているので市として何か対応を

考えた方がよいのでは。 

・保育園が増えたとはいえまったく待機児童が減らない。美南ができてからまた人口が増え、住宅ロー

ンをかかえているので共働きが当たり前で、結局増やしても待機児童が減らないということですよね。

少子化といっていてもそれに対して子供を３人産んでも預かってくれるところがない。仕事をみつけて

も待機になる。こちらからすれば不満。働きたくても働けない環境というのが現状。お金ばかりかかっ

て働いたとしても保育料や幼稚園料一時預かりは高いなと思っていた。こちらに書いても何も変わらな

いとは思うが今後の子供のためにもがんばってください。 

・美南地区に早く中学校を開校してほしい。 

・美南地区に住んでいるが駅南側は幼稚園が１箇所しかなく人気が集中するようで毎年前日から並ばな

いと入園できないという話をよく耳にする。できれば家から近い幼稚園に通いたいと考えているが入園

できるかどうか今から心配。今後、美南地区では戸建てやマンション建設もすすんでおりますます子育

て世代が増えることが予想されるので幼稚園の定員が増えるか新しく幼稚園が増設されないかぎり希

望の幼稚園に入園できずあふれてしまう子が多くなってしまうのではないかと思う。人口増加を考慮し

新しく幼稚園が増えるか定員が増やせるよう市が支援してくださることを望む。 

・待機児童数が多く、わが子が希望の保育所に入所できるのか大変不安を抱えている。兄弟同じ保育所

に必ず入所させたい。美南地区には戸建てマンションがどんどん建設されているのでますます厳しい状

況になるのではないだろうか。公立の保育所もつくってほしい。共働きの核家族世帯が安心して子育て

と仕事を両立できる環境づくりをお願いします。 

・子育て支援センターで体重や身長が測定できる日があると嬉しい。健診や月１回の健康センターの相

談の日だけでなく気軽に成長を知る機会がほしい。美南に住んでいるが近くの公園をみる限りどこも時

計がない。親は時計を持っているだろうが、小学生や子供だけで遊ばせる時（今どきケータイかもしれ

ないが）時計があると助かる。小学生によく時間を聞かれる。夕方のチャイム放送だが（16 時半または

17 時半）17 時の時期をつくってほしい。移行期間はどうしてもまだ明るいのに 16 時半に鳴ってしまう

と子供たちも「まだ早い、もう少し･･･」と結局チャイムの意味なしになってしまう。子供たちに知ら

せるために鳴らしてくださっているならば中間の 17 時の時期をぜひともお願いします。宛名の子の下

に発達障害の娘がいる。吉川市内ではデイサービスは放課後デイサービスしかなく通うことができない。

子育て支援センターやオリオン教室（保健センター）、開放保育日等、代替策をとっているがデイサー

ビスができると嬉しい。 

・家計が厳しく義母も仕事をしていないため、預けて私が働かなくてはいけなかったので仕事をしてい

るが、そういった事情がある家庭に対しても保育園に預けられる対応をとっていただければと思う（義

母にあまりみてほしくない）。近くに公園があるがガラスの破片が落ちていたりするため危険。美南公
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園のように小さい子供でも安全に遊べるよう、以前からある公園も定期的にみていただき、危険と思わ

れるところは早めに直していただきたい。ガラスの破片があったら私は砂場等から拾い、危険でないと

ころにおいたり持ち帰ったりしている。 

・幼稚園に入園するために前日から並ばなければ入れないという状況はいかがなものか。今後美南を中

心に子供が増える中もっと幼稚園を増やしてほしい。同時に中学校の数の少なさと場所の不便さに不満

を感じる。変質者や事件に巻き込まれることはないか。部活後暗がりを自転車で帰る等心配のタネが消

えない。美南地区に中学校の開設を求める。 

・吉川美南駅周辺の人口増加に保育所が追いついていない。早急に認可保育所の増設を。その際、都内

と異なり地価も安いのだから園庭も広くとり充実したものにしてほしい。吉川美南駅と保育所をつなぐ

バスを走らせたのは非常にいいと思うが、料金は無料にしてほしい。兄弟がいる場合、同じ保育所に入

れるよう考慮してほしい。妊娠時、市の母親学級に参加したかったがいずれも平日で参加できなかった。

働いてより多くの税金を納めているのにそのようなサービスを受けられないのはおかしい。市の職員の

都合ではなく市民のことを考えたスケジュールにしてほしい（これは簡単にできること）。 

・美南地区の中学校建設の早期実現をお願いします。美南地区に市役所の出張所があるとありがたい。

近隣の市で病院にかかった時の手続きなど近くで手続きができると便利。 

・小学校が新しくできたりしてよいと思う。だが吉川美南が新しくできて子供も多くなっているのでも

う少し保育園が吉川美南側にもできるとありがたい。 

 

 

【複数意見】 

・図書館（おあしす）を月に１回程度利用するが児童書も多く満足している。乳幼児医療も中３まで無

料と言うのはとてもありがたい。保育所と幼稚園の設備や環境の違いが多少気になる。子供が吉川を大

好きになり大人になってもここに住みたいと思えるようになってほしいなと思う。 

・人口が増加しているのに幼稚園や保育所が少なすぎる。親たちが入園するにあたって過度なストレス

を感じる。間違った情報が流れている。病院に関しても少ない。吉川に中央病院があっても藪医者では

ないかと。市がもっと幼稚園や保育園、病院を設置してほしい。大きい病院が少ないから歳をとってか

ら不安で居住していたいと思わない。自転車生活の小学生には黄帽子通学よりもヘルメットにした方が

自転車に乗る時にもっとかぶる子が多くならないだろうか。震災でタイルが落下したりするのを見てい

るせいか市内共通でヘルメットにしたらよろしいかと。 

・吉川市の児童館等は他の市に比べて魅力がない。春日部市などを参考にして充実させてほしい。（水

遊びが充実している。）水道水にフッ素を入れるのは反対。個々の判断で歯医者で行うので日常的な水

はそのままにしてほしい。正直なぜやりたいのか市長の考え方に疑問。 

・公園の遊具の乏しさ。空き地がない。子供たちだけで安全に安心して過ごせる場所がない。幼稚園も

人数に対して少ない気がする。 

・２人の娘がいる。年中と２歳だが働きたくても保育園に入れず仕方なく上の子も幼稚園に入れて下の

子は家でみている。やっていけなくはないが幼稚園の毎月３万円ちょっとかかるのがきつく、働きたく

ても保育園の空きはなく、２人幼稚園に入れたら毎月６万円ちょいで、夏休み預けるとなると更にお金

がかかり、働けないし年少から入れてあげることもできずつらい。働くところも子供が風邪をひいたり

したらと雇ってくれるところもないそうで、私の実家も千葉、夫の実家も長野で周りにみてくる人がい

ないと余計にとってもらえなく、この先不安。子供も医療は無料ですごく助かっているが、親の病院は
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毎月厳しいので、具合が悪くても病院に行くことができない。幼稚園の料金がこんなに高いのはおかし

い。親としても一番苦しい時期なのに。 

・公園に遊べる施設や乗り物、アスレチック、すべり台等充実させてほしい。保育園の情報公開、適正

人数等、求む。 

・産婦人科をいくつか建ててほしい。待機児童がいない状況をつくり働きながら子供を育てられる環境

にしてほしい。産婦人科もなく保育園に入れるかも分からないのでなかなか２人目をつくれない。 

・吉川駅南側に中学校がない。幼稚園が南側にムサシノしかないので人が集中しすぎる。小児科が充実

した市立病院ができてほしい。市外の病院に通うのが大変なので。 

・子供がどんどん増えているので保育所の数をもっと増やして安心して働けるようにしてほしい。車の

通りが多くなってきているので道路の整備など子供を安心して外で遊ばせることができる安全なまち

づくりをしてほしい。 

・通学時の道路環境整備。病児保育の拡大（病気の時も受け入れ可能な場所）と時間延長。学童保育の

時間延長。 

・子供が多い市の割には医療施設が充実していなかったりと不便に感じることがある。古くから家があ

る地区は特に道が狭く、車や自転車が通るたびに危ないと思う。せめてスクールゾーンを設けてほしい。

児童館などの施設は別に要らないが、日常利用しているところは整備してほしい。「止まれ」が消えて

いたり、明らかに信号があった方がいいところもあったりする。安心して子供たちだけで公園や学校に

行けるようにしてほしい。 

・子供を育てるには向いていない市だと感じている。保育園、幼稚園の数が少なく、実際に働くように

なってから幼稚園代に給料をほとんど持っていかれて何のために働いているのだか分からない。働きに

出たくても出られない人も多いと感じる。後で返されなくてもいいので毎月補助してくれた方がよほど

ありがたい。またうちのように実家が遠く預かってくれる人がいないので余計にお金がかかる（延長保

育、ファミサポなど）。予防接種の補助金などもないのですか。子供たちが未来を背負っていくのにな

ぜ年寄りばかり病院など安く済んで、おかしいと思う。全然いまの状態は支援でもなんでもない。早急

に対処していただきたい。 

・新しい住宅、マンションができて人口が増えることが予想されるので、ぜひ新しい幼稚園を早急に開

園させてほしい。既存の園の競争倍率が上がり、今年の願書受付時には親が殺到し事故が起こりかねな

い状況だった（実際にベビーカーの方が後ろから倒されてお子さんが怪我されたそう）。引越してきて

も受け入れてくれる幼稚園がなく３年保育をあきらめなければならなかったので、子供も幼稚園に行き

たがっているがそれに代わる場所もみつからない。児童館も３～４歳児が参加して楽しめるようなもの

が見当たらず、情報を得ることができない。以前住んでいたところ（23 区内）では平日は毎日児童館で

30 分間体操と絵本の読み聞かせ、手遊びの時間があり、週 1 回は年齢別の催しが 30 分あったので、0

歳の時から毎週児童館に遊びに行き、親子ともに充実していた。吉川市にもぜひそのような児童館の活

動をしてほしい。幼稚園の就園補助金の所得制限を見直してほしい。相対的に保護者の年齢が若ければ

補助金が多くなり、年齢が上がれば補助金はほぼなくなるようになっている。その後の働ける年数が全

然違うのに、今の収入で判断されるのは不公平に感じる。子供が大学に入るころには定年を迎えている

ような世帯では、所得制限によって補助金がほとんどもらえないのに、将来の学費もいま貯蓄しなけれ

ばならない。このような不公平な補助金なら制度自体を廃止してほしいとさえ思ってしまうので所得制

限の見直しをしてほしい。中学校を新設してほしい。子供医療費についてはとてもありがたく感じてい

る。図書館を増やしてほしい。子供や赤ちゃんを連れていってもいいスペースや時間帯を設けてほしい。
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もしくはそれに対する理解をお願いする掲示をしてほしい。 

・保育所が少なく毎日預かってもらえないので仕事が思うようにできない。安全できれいな公園がない。

室内型のあそぶところがあればいい。仕事をしていないと保育所へ入れないと言われ先に仕事を探した

が待っても全然入れない。仕事中は誰が子供を見るのかと話が矛盾している。 

・子育て支援センター、現在の 3 拠点は正直現在の住居からは遠く、利用しづらい。もっとコンビニの

ように近くに（車を使わなくてもいい場所）あるといいなと思う。吉川は毎月人口が増加し子供の数は

増えているが、その受け入れ体制は少なく、もう少し幼稚園を増やしてほしい。特に美南側。ムサシノ

幼稚園の願書受付はひどいものだった。子育て支援は母親支援と同等だと思う。婦人科健診で受けられ

る唯一の婦人科で子宮がん健診が受けられないというのは大問題だと思う。何とかしてほしい。 

・来年度に３、２年保育で幼稚園に２人入れたいと思っているが、経済的に２人はかなりきつく母親の

私も働くことにしている。保育園だともっと長い時間子供に負担をかけてしまうし、幼稚園は高いし、

本当に悩んだ。少子化といわれているのに子供にかかる費用はすごく高い。友人の市町村ではあまり負

担がないと聞くし、住みやすく静かな吉川市、住居もたくさん増えていて保育や子供がいる家庭が多い

のに全然やさしくない。幼稚園保育料がいちばん高い。無償にしてほしい。どの家でも子供とすごせる

時間が増えるのではないだろうか。小さい間は親といっしょにいなくてはいけない時期だと思うから。 

・保育園、幼稚園の延長時間の延長を希望する。（フルタイムで）仕事との両立をしていくには保育施

設の充実が必要。市内での延長時間では仕事ができないため、市外の幼稚園に通わせて職場の保育所と

の２重保育をしていて大変。住宅の建設が増えているため子供の人数も増大してくると思うので安全な

交通機関の整備、街灯を増やす等のお願いもしたい。 

・通学路の横断歩道白線をきれいにしてほしい（消えかかってる）。学童や子供の手続きなどもっとし

っかり教えてほしい。市役所の対応が少し悪い。役所の人が受け身で、こちらから聞かないと教えてく

れない。保育所（コビー保育所）の対応が不親切で悩んでいる。小学校進級までに越谷へ引っ越すか悩

んでいる。いろいろと不親切。子育てのやりにくい街。 

・支援センターが狭い。人が溢れかえっていて子供を遊ばせるのに危なくて連れて行きたくない。吉川

美南方面に幼稚園を建設してほしい。ムサシノ幼稚園の入園願書提出で対応がありえない。子供が死ん

でもおかしくない状況だったのに園側からの対応が適当ずきた。幼稚園がもっとできれば一つの園にこ

んなに集中することがないと思う。住宅が増えてきているのだから早急に対応してください。 

・認可保育園が足りなすぎる。1 歳児 2 歳児の入園枠をもっと増やしてほしい。病児保育施設を吉川美

南付近に増設してほしい。吉川駅北側だと不便で利用できない。家庭保育室への補助額を上げてほしい。

さいたま市では認可外保育園への補助が一律 2 万円出ていた。1000 円では補助の意味がない。吉川美

南駅付近の歩道の街灯が少なく子供の一人歩きが不安。もっと街灯を増やし防犯に努めてほしい。吉川

美南の貯水池周辺の柵をしっかりしたものにしてほしい。以前子供たちが池付近にボールを入れてしま

い子供たちだけでとりにいこうとしていた。事故が起きてからでは遅いので。学童保育の充実。小学校

に行っても仕事は続けたいので学童保育の定員枠を増やしてほしい。 

・病児保育は 9～18 時なので使いたくても使えない。預けたい時間が 7～19 時のため。時間を延ばして

ほしい。中曽根小のよい先生たちが美南小に行ってしまったと話に聞いているので偏るようなことはや

めてほしい。保育園は今後明らかに待機児童が増えそうなので考えてほしい。 

・もう少し保育園に入りやすいようにしてほしい。めぐみも朝７時からにしてほしい。学童も６年生ま

でにしてほしい。 

・母子家庭になるが児童扶養手当、ひとり親医療費、保育料など前年度所得、実績で判断されるが（さ
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れた）、（家庭としての）現状所得は大幅に減少したのに支援が受けられていない。保育料も算定区分の

幅が広くほとんど軽減されていないため生活していくのがギリギリ。現状をみて支援できるような柔軟

性を持って対応してほしい。 

・このアンケートの数が多すぎる。大変。総合病院での新生児診療ができるように。越谷にまわされる。 

・中曽根に住んでいるが南側地区には幼稚園も小学校も少なく中学校もない。家がどんどん増えて今後

学校や学区域がどうなるんだろうと心配。中学校はつくってほしい。私立だが幼稚園の願書提出でみん

な大変な思いをしているので何らかの対策をしてほしい。何を利用するにも利用するまでの書類提出や

登録作業などが大変で急な時に利用できない。医療費の支援が中学生まであるのはとてもありがたい。

公園の草の整備をお願いしたい。 

・保育園の数を増やしてほしい。近くに公園がなく車で行かないと無理。子供が遊べるところをつくっ

てほしい。 

・保育園に入所しづらいので改善してほしい。下の子供がまだ待機中。この先学童保育を利用するつも

りだが小学４年生から対象外のため仕事を継続できるか不安。さすがに夏休み期間などの長時間の留守

番は心配なので。上の子の時は違ったのだが下の子の出産時、妊婦健診の無料券がもらえるので喜んだ

ら意外と自己負担金が多く正直「ちっとも無料じゃない」と思った。地域によっては自己負担金がほぼ

ゼロだったり数千円もかかったり。同じ診察内容なのに不公平。なんとかもう少し負担減を望む。 

・公園やスイミングのそばなど児童がよく横断する箇所には押しボタン式の信号をつけてほしい。特に

夏休みは親が共働きの家庭の子供（小学生）は暑さをしのぐためスーパーなどで１日の多くをすごすこ

とになっている。児童館や放課後クラブなど大人の目も届き子供の居場所にもなるような施設を増やし

孤立する子供をつくらないようにしてほしい。１時間程度の利用なら料金負担も軽くファミリーサポー

ト事業は大変ありがたいが数時間以上の利用となると料金負担が重く、現実的には利用ができない。幼

児～学童期の子供まで緊急時に安心して預けられる施設があると助かる。平日の学校行事や実質的には

義務となっているＰＴＡ活動への参加は共働き家庭に刃相当の負担になっている。仕事と家庭生活の両

立を考える際に足枷とならないような内容に変わっていくことを切に願う。 

・公園の数は多いが浮浪者の姿が見受けられ安心して遊べない。遊具の数が少ない。またつまらない。

1～3 歳までの子供向けの遊具ばかりで小学生、幼稚園の子が遊べるアスレチック系の遊具がない。わざ

わざ市外、県外まで行かなくてはならない。公園に鉄棒がない。学校（中曽根小）は長期休みや放課後

に運動場の開校をしていないので練習ができない。中曽根公園広場側にフェンスの設置希望。小学校は

入れない、隣の野球場は入れない、でここでボール遊びをする子が多い。ボールが道路に飛び出してき

て危険。 

・核家族、夫が平日休みのため土日も育児する必要があり就労が難しい。土日をどちらか託児できれば

と思うことがあるが吉川市内で日曜の一時保育（預かり）がないのは困る。現在不妊治療中だが日曜の

通院と指定されることもあり越谷の保育ステーションに登録し実際利用している。特に吉川市では美南

地区をはじめ育児しやすい街として若い家族を受け入れようというところかと思われるが、祖父母のサ

ポートがまったく受けられない家庭は専業主婦せざるを得ない場合も多くある。保育枠の定員を増やす

のも重要だが特に 0、1 歳児の母子関係はとても重要と思うので早期復帰しなくともよい制度をみつけ

ていく必要もあると思っている。自分としてはできれば3歳までは手元で子育てしたい、でもできない、

という声も周囲ではよく聞かれる。子供医療費が年齢が延長されたことはとてもありがたいことと思っ

ている。 

・吉川市の子育て環境は発展途上だと思う。私は実家が遠いため近くに頼れる親族はいない。しかも先
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天性の疾患があったため安易に友人にお願いすることも避けてきた。上の子がいるが幼稚園行事や学校

行事で子供が同行できない場合や自治会行事で同行ができない場合も多々あるにも関わらず、預かり保

育制度が充実していないのにはがっかりしている。預けたくても予約でいっぱいであると断られたこと

も幾度もある。吉川市には公立の幼稚園がないため保護者の費用負担が大きい。ここには２万５千円く

らいと記入してあったが、月々４万円近く費用がかかるのが現実。夜間医療も当番医のところへ出向き

子供のみの受診しかない。私が以前住んでいたところでは公立の幼稚園もあったので月々の費用も１万

円くらい。市で医療センターを運営しており、当番医の先生が年齢問わず診てくれていた。働く親とし

てはありがたい制度。働きたくても子供は体が弱く通院も多い。通院のためにも仕事は休まなければな

らない。なので私は仕事はしていない。預かってもらえる施設も少なければ、通院できるそして信頼で

きる先生も少ない。頼れる親族がいらっしゃらない保護者の方たくさんいると思う。吉川市内に公立の

幼稚園、大人もかかれる夜間医療の充実を希望する。他県の自治会で実施しているところがあるので参

考にしてください。 

・大きな病院がなく（特に休日）他の市へ行かなければならないのが不満。出産した産院で今まで通り

予防接種できないのはおかしい。市民は被害者。小学校の人数に偏りがありすぎる。幼稚園の費用が高

い。 

・もっと無料の施設を増やしてほしい（特に土日）。その場所にスタッフを設けてほしい。自転車が乗

りやすいように道路を整備してほしい。 

・幼稚園等保育料の完全無料化。 

・近隣の三郷市や越谷市に比べると子供を遊ばせる場所などがなく、市外に出ることが多くなるので市

内でそのような場所が増えるとありがたい。病院がもっとたくさんあるとよい（皮膚科や耳鼻科）。子

供を連れて綜合病院にはあまり行きたくないので。 

・子供医療手当が中学生までやってくれるのは大変ありがたい。私の実家に比べたら吉川市の子育て支

援はすばらしい。なので兄弟が多い家族が多かったり転入者が多かったりする。もう少し幼稚園、保育

園、中学校が増えるとよい。願書の日は大変。 

・児童館を幼児も利用しやすいように明るく雰囲気のよい施設にしてください。水道にフッ素を入れる

のはやめてください。 

・水にフッ素を入れないでほしい。２人目、３人目を産んだ家庭に幼稚園の補助をもっとしてほしい。

幼稚園にお金がかかると習い事をさせられない。もっといろんなことをやらせたい。現在幼稚園３万、

プール 7000、サッカー5000、こどもチャレンジ 2000、計 4 万 4 千円毎月かかっている。本当は英語も

やらせたい。 

・幼稚園の長い休み（夏休みなど）の時に普段体験できないようなことをしたりする企画をもっと充実

させてもらいたい。美南には図書館も市の施設もなく不便。 

・子供医療証の使用範囲が吉川市内だけなので近隣の市でも使えるように体制をつくっていただきたい。

小中学校の通学路の整備を進めてください。定めた通学路だけでなく周辺の道は暗い箇所が多いのでも

う少し人の目が届くように明るくなるといい。幼稚園を増やしてほしい。小中学校も大事だが幼稚園の

競争率が年々上がっているように思う。 

 

 

【その他】 

・認定こども園の内容や子育て新制度には子供にとってよくないことも多々あるので、よく検討して子
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供にとって親にとってよりよい制度をつくっていってほしい。 

・子育て環境が日本一、埼玉県一になるように情実してもらえると嬉しい。 

・子供と老人（高齢者）がもっと交流できる場を。高齢化が進み元気老人が増えた分、もっともっと高

齢者の能力を子育て支援にまわせるように工夫できるのではないだろうか。 

・施設がいろいろあり利用しやすくありがたい。 

・子供手当の額が急に減ってしまったのが残念だった。 

・図書館が近くにあればいいなと考えている。 

・まだ子供が幼いためよく分からない。 

・利用者の少ない事業、支援について検討していただき、児童手当等子育てをしている家庭に公平な使

い方をしてほしい。 

・恵まれた環境で感謝している。 

・自然の中での遊び方が分からない。子供と自然に触れ合う吉川での方法をもっと知りたい、子供たち

が大きくなった時のために。特定秘密保護法のことも見たり聞いたりするたび不安な気持ちになる。市

として国に何か働きかけとか･･･。 

・このようなアンケートもまた定期的にやってください。 

・まだ子供が小さくもうすぐ１歳になるので教育や環境などについて深く考えてはいなかった。きっと

これから成長していくとともに意見も出て切ると思う。今は仕事をしている母親が多いので、それでも

育てやすい町であるといいなと思う。 

・子供、子育て支援新制度の趣旨にあるように子供一人ひとり必要としている支援は違うと思うので、

その子に合った子供それぞれが本当に健やかに成長できるように考えてほしい。幼児期に本当に必要な

活動、例えば開放的な遊びや自然体験を通して生活を豊かにしたり、大人のいうことを聞かせるのでは

なく子供一人ひとりの伸びる力を大切にする待つ保育を実践したりと、早期教育を主とするのではなく

心身ともにたくましく思いきり遊べる生き生きした子供たちが育つような市であってほしい。 

・新しい町、新しい学校すべてが楽しみ。吉川についてこれからも知っていき、学んでいきたい。期待

している。 

・吉川市には限らないかもしれないがマイクを使ってスピーカーを使っては本当に困る人がいることを

理解して肉声や文字ネットに自分の考えを書くなどもう少し考えてできないものかと常々感じている。 

・子育てにはお金がかかるのでお金をかけずに学べるような仕組みを作ってほしい。例えばお年寄りの

特技を子供に伝えていく。ボランティアで書道、花、料理、勉強などなんでもいい。子育てのしやすい

モデル都市をつくって、若い世代の人たちにどんどん移り住んでもらう。介護の面でもよくしていけば

いずれは自分たちにも返ってくる。そんな吉川市にしてほしい。働きたいお母さんは多いと思う。施設

があれば雇用も生まれる。そんな簡単なことではないと思うが需要のあることはどんどん回してぜひ他

の市町村が真似したくなるような新しいことを試みてほしい。 

・助成金などお金や助成制度の向上。またそれらの告知（何があるのかよくわからない）。もっと広め

たら少子化も少しはよくなるような気がする。 

・給料が上がるわけではないのに日々母子手当が減らされ生活が苦しい。毎日毎日仕事をしていると子

供との時間もとりづらくなり子供が辛い思いをしているのではと毎日悩んでいる。 

・都内に比べると子育て環境が良くない。税金はがっつりと取るのに補助や手当が低すぎる。幼稚園も

高い。かといって保育園に入れるわけでもないので選択の余地がないのはおかしい。この人数に応じた

支援がないのに子供が増えるわけない。３人目無料という話がいつのまにか条件がついて我が家は見事
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に対象外となった。子供手当もらって年金払わずとは本当に真面目にやっている人が馬鹿を見る世の中、

年金を払っていない人に渡す必要はない。きちんと調べてから補助なり手当なりを出してほしい。だっ

て税金出しているのだから。 

 

 

 

 

 


