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小学生児童 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）】 

・学童保育の長期休暇時のみの利用。４～６年生まで延長。災害時の子供への対応。おあしすなどで勉

強会などの開催。 

・吉川美南駅付近には医療機関がなく、車を使えない者にとっては子供を病院に連れていくのにたいへ

ん不便。南側にももう少し病院ができればいいのだが。子供向けのイベントや講習会などもおあしすな

ど駅の北側で行われることが多く興味があってもなかなか不便で参加できない。南側でのイベントも増

えるといいと思う。それかバスなどの便が増えて行き来が気軽にできるようになるとよい。 

・認可公立保育所は土曜保育が午後 5時までだが通常勤務となった場合使えない。ファミリーサポート

は予め協力会員との面談が必要で当日以外にもう 1日予定を空けるのは忙しい共働き家庭では大変。病

児保育「めぐみ」はとてもありがたく助かっている。ただ朝 8時～18時とはいえ朝の申し送りに 15分

以上、夕方 17:45のお迎えを要請されると通勤 1時間以上フルタイム職員としては中途半端。結局遅刻

に早退。宛名の子は兄がいるため学童保育室後もそれほど心配はないが第1子の時はとても不安だった。

週 5日習い事を確保し携帯電話をもたせ経済的にも負担だった。特に夏休み等の長期休みは心配だった。

同級生の溜まり場ともなっていた。女子だったらもっと心配だったと思う。家庭の状況により必要性は

変わると思うがご検討お願いします。 

・きよみ野などには公園があるが旭小学区には公園がない。子供がサッカーや野球を遊ぶ場所がない。

もう少し全体を見渡してほしい。人口が少ないところにも同じように子供がいる。地区ごとに公園があ

ってもいいと思う。集会所の開放やおあしす以外にも児童館のようなものを増やしてほしい。 

・学校に相談窓口はあるが教師との関係で悩みがある時に相談しにくい。プリント配布回収の窓口が担

任教師であることがいちばんの問題。親は担任教師に子供を「人質」に取られているとまで考えている

ので何も言えなくなる。窓口、相談担当者を学校外に設けるべき。校外からの介入が必要。児童館が少

ない。安心して子供を遊ばせたいが、おあしすの２階では職員の目がなくトラブルも多い。線路で南北

に分断されていることを考えると北側にも児童館は必要。 

・母子家庭だと１日働いても月にすると十分な金額はもらえない。その金額で生活するわけである。手

当においても年収は大事かと思うが同じ家に住んでいても生活するお金は別々。それが玄関がいっしょ

ということで家族中の年収が対象になってしまうのはおかしいのではないかとずっと思っている。いっ

しょに住んでいてもそれぞれでやっている。月の給料は少ないうえに手当も少ないだと生活も厳しくな

る。こういった意見を聞いているのであれば少しは考えていただきたい。少しは改善されることを願っ

ている。聞くだけというのは勘弁してがっかりさせないでください。医療費が無料というのはありがた

い。こういった支援は助かる。このような支援を増やしていただけると本当に助かる。 

・母子家庭に対しての子供を預かっていただける場所等があれば助かる。 

・「めぐみ」の運営にとても感謝している。ありがとうございます。 

・下の子がもうすぐ２歳になる。近くに両親がいてその両親も仕事をしている。いま私も正社員でフル

タイムだったが、子供が熱を出しても休めず職場の理解もなく残業は３～４時間で時には夜勤があった

りした。そのため私が体調を崩し求職している。看護師という資格のためどこでも働くことはできる。

だが他のワーキングマザーの声は保育園でありながら病児保育ができればという声が多い。一時的な一

時病児ではいつもの様子が分からないうえに子供も病気で不安で人見知りをして余計に泣く。子供と親

が安心できる病児保育は私のように悩んでいる親には嬉しい。私のような人が病児をつくることは可能
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だろうか。 

・父子家庭なのでひとり親家庭に対しての支援。幸い私は世話をしてくれる親族、兄弟（兄３人が高校

生以上）はいるし仕事に関しても深夜などはありつつも子育て家事をする時間は確保できているが。一

般的には仕事を子育てに合わせるとどうしても収入減になってしまい生活が大変かと思う。金銭的な部

分もそうだがそれ以上に十分な収入を得られて子育てもできるような支援制度が望ましいかと思う。漠

然とした意見で申し訳ないのだが。 

・子供をたくさん産んでも児童手当以外の支援がない。吉川は子供が多いように感じるが子供を緊急時

に預けられるところがない。あっても時間帯に限りがある。病中病後児室「めぐみ」たいへんありがた

く利用させてもらっている。 

・ファミリーサポートを利用する時の金額をもう少し安くしてほしい。 

 

 

【保育サービス（保育所、学童保育室など）】 

・学童の他に公共の施設で子供たちが遊べる日や時間があるとよい。旭地区は公園などもないので必ず

誰かの家や庭で遊ばなければならず不便。 

・台風での学校休校日に学童もお休みだったのは非常に困った。近隣の市では受け入れているという話

を聞いただけに残念。学童保育室の預かりが 19時までのため、その後の二重保育が必要な状態である。

ファミサポでとても良い方に支援してもらっているが、夏休みも含めてもっと充実してほしい。もしく

はもう少し高額になってもいいので民間も含めた預かり施設を誘致できないだろうか。 

・自分は利用しなかったが一時保育（１日保育）ができるような保育所や施設をもう少し増やしてほし

いと思うことはあった。子供は現在小学３年生で学童保育室の利用も３年生までとなっているが、希望

すれば６年生まで利用できるというような支援があれば今よりももっと子育てがしやすくなるし、「働

きたい」と思っている人にとっても安心して働きやすくなると思う。そしてこれは「学童保育」の意味

合いとは異なってしまうかもしれないが、家から学校までの距離がかなりある場合、例えば夏休みなど

は登校が１人きりになるのではという不安や心配があり、また下校時のお迎えも保護者にとって時間的

にも体力的にも負担になってくると思う。実現は難しいかもしれないが、スクールバスなどのサービス

があれば安心できるし、これはもっと難しいかもしれないが、市内に数ヶ所、小規模でいいので学童保

育室のような施設が家の近くにあると本当に安心できると思う。 

・これからは学童が必要になるのでは。公園：子供たちが集まる場所にもう少し力を入れてほしい。県

の公園は町の外れにある吉川の球場とされている。１日中遊ぶことのできる１歳未満の子供も遊べる場

所（土日）がない。春日部エンゼルドーム、足立区ギャラクシティ。もう少し他の県、市の子育てを参

考にしてみたらどうだろう。吉川市は今子育て世代が多い市となっている。早急な対応をお願いします。

土日に行っているイベントがない（広報）。図書館、新市役所は南口からバスで行けるだろうか。遠い。 

・時間が不規則なサービス業についていてその仕事を続けたいと思っていたが、子供が小学生になり学

童を利用したかったが週３回、３時以降まで仕事しているというルールを満たしていない（不規則なた

め）ので学童に入れず、平日はなんとか知人に頼み乗り越えたが夏休みはどうにもならなくて仕方なく

その仕事を辞めた。夏休みだけでも利用できるとかもっと誰でも学童を利用できるようにしていただか

ないと女性は働きにくい。 

・宛名の子供が週２日で保育園の一時保育を利用していた時のこと。フルタイムでの働きを考え週５回

の通常保育への希望を申し出たところ、通常保育申請をすると一時保育利用不可となるとの説明だった。
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いま現在も同じなのだろうか。通常保育申請をしなければ入所はできないし、待機人数も多くてすぐに

は入れない。入所を待つ間に一時保育の利用もできず（申請したら利用不可のため）、結局あきらめざ

るを得なかった。現在もそのような「規則」のままであるとしたら、私と同様の思いをしている方もた

くさんいらっしゃることと思う。よい方向に改善していただけることを強く願う。 

・一部の地域（市外）で行われている放課後児童クラブ（学童保育とは別）のようなものが利用できる

ようになるといい。単発での利用、仕事をしていなくても利用できる等。 

・長期休暇中（夏休み、冬休み、春休み等）のみの学童保育があるといい。休み中は子供一人で家で待

っていることが心配である。仕事は夏休み、冬休み、春休みはないので。学童保育は６年生まであると

安心である。 

・私が第３子を産んだ時、次男を保育所で数日預かってもらうことができた。その制度は本当に助かっ

た。母親の立場になって困った時に頼れるところがあると本当に心強い。このような環境をたくさんつ

くってくれるすてきな吉川であってほしい。いつもありがとうございます。期待している。 

・普段は学童を利用していないが、長期休み（夏、冬、春休み）だけ使えたらいい。 

・毎年高学年の学童実施を訴えているが予算の関係で実施できないという回答の繰り返しで納得のいか

ない状況。現在共働き家庭が増えている中、地域で子育てをサポートする環境づくりは自治体の義務だ

と考える。少子化が進む今だからこそ子供たちが健全に育つことのできる地域社会をつくることが女性

の活用や将来の人材育成につながるのではないだろうか。４年生より学童がなくなり現状どの家庭も、

予算がある家庭は塾に入れる等で対応し、そうでない家庭は親が帰宅するまで放任しているという状況。

高学年は一定の時間以降集団下校をさせたり兄弟で下の子が低学年の場合は認めたり等柔軟な運用で

なんとか実施していけないものかと思う。あくまでもサポート的な配慮を求めている。小学校３年生ま

ででサポートが打ち切られてしまうのにはまだ年齢的に早いと考える。早急な対応等を検討いただきた

く強く希望する。 

・母子家庭で双子（２年生）との３人家族です。収入は安定しているが決して高くない。勤務地と就労

時間の都合で朝 7時に家を出て夜 7時に帰宅する。一家の収入があるということで母子手当の類いは一

切受給していない。平日子供より早く家を出るため１年生のころから毎朝ファミリーサポートを利用し

ている。通学班の場合場所まで交通量があり心配なため。だが毎月の費用がかさむ（学童保育室も延長

している）。このため夏休み等長期休暇時の学童開室時刻を保育園と同様の 7 時にしていただけるとあ

りがたい。親が送迎できれば子供もよろこぶし経済的な負担が軽減される。ひとり親はたとえ一定の収

入があってもすべてを一人でこなさなければならず時間をお金で買わざるをえないことがあり、そうや

ってなんとか行政のお世話にならずに生活している人も多いと思う。子供と触れ合う時間を確保するた

めにも親が心身ともに健康でいるためにも検討をお願いします。合わせて、子供の安全のため学童保育

室利用年齢拡大もご検討ください。通学路は県道 67 号線を通って登校している。ガードレールのない

道路をトラックが多く走行していて危険。車道と歩道を分ける措置を講じていただけたらと思う。トラ

ックが横断歩道をまたいで停車するなどマナーの悪さが目立つ。対策をお願いします。 

・働く父母の家庭に対して保育園が 7～20 時（駅前ステーションもあり）、土曜も 7～19 時と時間が長

いのに対し、学童保育が 7:30～19 時、土曜は 8～17 時と短くなってしまうのが大変困る。土曜の 8～

17時では土曜にフルタイムで働いているお母さん、お父さんは送り迎えができない。男女共同参画がう

たわれ女性も仕事をする時代。多少お金がかかってもよいので学童保育の充実（時間の延長）を切実に

望む。 

・学童保育室について。越谷は 6000 円＋おやつ代 1000 円。松伏は 6 年生まで。他の市町村より金額
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が高く、預ける条件も厳しい。３年生までと区切るのはどうかと思う。子供には個人差があるので４年

生で１人でお留守番できない子はどうしたらいいのだろうか。働けなくなるかもしれない。長期休みや

土日祝祭日利用も可能にしてほしい。学童保育の現場の先生方はとてもすばらしくがんばっていらっし

ゃる。学童に入れて本当によかったと思っている。このすばらしい施設がもっと多くの人に利用可能に

なることを希望する。子供を対象にした犯罪や事件・事故が近年多く発生しているため一人でお留守番

するのは心配。私たちが安心して仕事に打ち込めるよう保育環境を充実させてください。 

・学童保育かそれに近いもので夏休みなどの子供の長期休みにその時だけでも預けられるところがある

と助かる。３年生までというのもきびしいと思う。 

・フルタイム（自営業なので就業時間が長い）なので、学童保育が終了となる４年生以降がどうなるの

か今から不安。友達の家に迷惑をかけたりすることになるなど話を聞くことが多い。ファミリーサポー

トも利用しているが、毎日となると他の方にも担当してもらわないといけないし、金額も多く出費する

ことになり悩んでいる。兄弟がいない一人っ子ので学童保育の延長を希望する。 

・学童保育を高学年になってもお願いしたい。母子家庭でどうしても学童を週５日で利用させてもらっ

ている。子供自身が実際の年齢より幼く、震災や子供が巻き込まれる犯罪が多い中なにかあった時に誰

かが必ずそこにいてもらえるという安心感がほしい。高学年になると反抗するだろうし先生方は大変だ

とは思う。だがまた大きな地震もくるといわれている中、一人で留守番させていて地震でパニックを起

こしたりした時が怖い。キッズケイタイを持たせても通学中は持つことが禁止されているし、家で携帯

を身につけていても 3.11の時のようにつながらなかったら･･･と不安が大きい。学童にいれば先生方が

いてくださるし学童で母を待つ間も落ち着いていられると思うから。 

・長期休暇（夏休み）の学童保育をお願いしたい。 

・夏休み、冬休みの長期のお休みの際に（一時的に）高学年も預けられる場所を設けてほしい。いちば

んは学童保育室の利用を高学年の長期休みに利用できるようにしてほしい。 

・学童に希望者だけでも４、５年の夏休みに在籍できるようにしてくれたら本当にうれしい。帰宅後に

親が帰るまで一人で置いておくのはとても不安なのでどうしたらようものなのか今から頭を悩ませて

いる。平日もお願いできたら助かる。通学塾に通わせることも考えているが限度があるので（さすがに

週に４日、朝から晩まで勉強ではかわいそうかなと）ほんとうに困っている。仕事を辞めるよりは続け

て市に税金を納める方が市にとってはよいのではと考える。４年生以降増額でも大丈夫なので仕事を続

けつつも子供を育てられるようにしていただきたい。 

・学童保育室も保育園のように 7:30 からの保育をしてほしい。夜遅い人ばかりではなく私のように朝

早い場合もあるのでその辺をもう少し幅を広げていただければ幸いに思う。 

・先日の台風の際、学童保育も休校となってしまった。改善を要望する。 

・学童保育が 3 年生で終わってしまうので夏休みなどの長期休みの時に昼間一人になってしまい困る。

子供が一人でいても安全な場があるとよい。 

・学童保育の利用の仕方をもっと柔軟にしてほしい。とくに新 1年生の 4月（3時間や 4時間で下校し

てくる間）や夏休み、冬休みなどの長期休業の間だけでも利用できるようにしていただきたい。 

・学童保育での長期休み中の昼食を給食のようにしてほしい。もしくは現在のお弁当注文を毎日できる

ようにしてほしい。 

・いま学童保育を利用させていただいているが配偶者のパートタイムの就労が満足なギャランティでは

ないので、できればフルタイムで働けるような時間の保育をと思っているが。 

・吉川駅周辺の道路整備をお願いしたい。雨の日はいちょう通りが渋滞はいつもで危険ではないかと思
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う。大雨が降るといちょう通りは水没してしまう。そのために保育園に送ることが遅れる、仕事に遅れ

るというのは環境の問題ではないかと思う。学童保育について、長期休暇（夏休み、冬休み等）中だけ

でも高学年の受け入れをお願いしたい。 

・働きたい女性はたくさんいるのに子育てのために断念する方がたくさんいる。それは保育施設やサー

ビスが充実していないという行政の責任。特に長期休みが大問題で１日中留守番を子供にさせたくない

親は多いと思う。住みやすいまちにするために保育施設の充実を切に願う。働きたい女性が子育てのた

めに断念した結果、女性は家庭から離れることができず女性の地位が先進国レベル下位にとどまる原因

になっているのではないか。吉川市がその点で先進的な地域になってほしい。 

・通勤に時間がかかることもあり学童保育室の長期休暇等での開始時間を保育所と同様に朝 7時からに

してほしい。休み中は遅刻となってしまうため。平日の朝はファミリーサポートを活用しているが休暇

中も毎日は依頼しにくいためぜひ検討をお願いします。 

・学童保育室は以前より利用しやすくなった。時間が 7:30～19:00までとなり働く母親にとってはとて

もよい環境と思われる。 

・8時から 17時だと移動時間を含めると 8:30～16:30までしか働けない。いつも困っている。土曜日に

仕事が終わらず日曜日に仕事している。 

・フルタイムではないので学童について知らないが、利用している方からは保育所よりも大変だという

話をよく聞く。土曜日も 18～19 時まで延長してもらいたい、先日の台風で休まれると本当に困ったな

ど。4年生でいきなり終わり、夏休み毎日一人で 1 日中家においておくことも不安があるそうだ。自分

もフルタイムで働いてたらそう思うと思う。 

・園児と低学年 2人をいっしょにみてもらえるような学童保育室をつくってほしい。また学童保育料の

値下げをお願いします。我が家は低学年と園児がいるため保育料を払いパートに出ることはできない。

保育料が高いと家計の足しにならない。近所に祖父母はいるが就労する際は面倒はみないといわれてい

る。 

・4 年生になった 4 月 1 日から突然一人で丸 1 日家で過ごすことになるこの環境をとても不安に思う。

近くの松伏では 6年？までみてもらえるとのこと。月～金（土）と長期休みも子供を預ける学童または

それにかわるところを必要としている。ぜひ安心して働くことのできる、子供の安全を考えた吉川市に

なってほしい。引っ越してきてよかったと思える市になってほしい。公園で犬を放す人、特に朝夕晩に

みられとびかかられたりする。見回ってくれることもあるようだがその時間ではない。本当に迷惑して

いる。 

・母親学級に参加したが友達もできて参加してよかったと思った。中には仕事で行けなかったという人

もいたので土日などに開催してもいいのではと思った。学童保育室を利用している。小 3までしか利用

できないので小 6まで延ばしてほしい。指導員の先生方がとてもいい先生で子供も楽しく通っている。 

・夏休みなどの長期休みだけ利用できる学童があると嬉しい。仕事で 19 時頃の帰宅になるため平日は

留守番の時間はたいしたことないが夏休みなどは朝 7時半から 1日になってしまうため少し心配なので。 

・現在学童保育室を利用しておりたいへん助かっているが４年生以降について不安がある。他の自治体

では４年生以降も入室可能なところも多いと聞く。長期休暇中だけでも子供をみてもらえる場所がある

ともっと子育てのしやすい環境になるのではないかと思う。 

・夏休みの長い期間、小学４～６年の学童へ行っていない子供が１日中家ですごすことになり毎年頭を

悩ませている。学童の利用を３年までではなく６年まで引き上げるとともに夏休み限定の利用もできる

ととてもありがたい。 
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・親が仕事で家にいない子が過ごせる場所があるといいなと思う。勉強をみてくれたりすると助かる。

学童保育も一律ではなく利用した日数分払うのであれば気軽に利用できると思う。 

・現在学童保育が３年生までなので４年生以降の子はどうしたらと思い吉川市に引っ越した時に仕事時

間を減らした。６年生までの学童保育をすることは学童保育を利用する人にとってもいいと思うしそう

ではない人にとっても４～６年生が親不在時の夏休みなどの地域環境からみても必要であると思う。で

なければ長期の休みだけでも学童保育に入ることができるなど工夫してほしい。 

・学童保育を利用したいと思った頃、週のうち勤務時間が足りないからと断られた。長期休み中も利用

できないので非常に困っている。薬剤師のパートは時給も高く時間が少ないのは当たり前のことで、地

域医療にも貢献しているのにこのような扱いを受けて非常に不満。近所に親類がおらず夫も忙しい妻は

働くなということか。全てが（学校行事など含め）祖父母がいる前提で予定が組まれていると感じる。

吉川市にとってよそ者はどうでもいいということか。地元生まれではない人間には冷たい。 

・春休み、夏休み、冬休みなど高学年になっても学童を利用したい。 

・市にはよくやっていただいている。パートでも保育園に入れることができた。本当にありがとうござ

いました。 

・４年生までは夏休み等長期休暇中は学童の受け入れがあると安心して仕事ができるのだが。朝から夕

方６時、７時くらいまで一人になってしまうので心配。 

・学童保育室の利用を４年生以上に拡大してもらいたい。週に３回等でもよい。特に夏休みはフルで拡

大をお願いします。 

・共働きの家庭なので小４から学童が使えなくなってしまうことについて長期休業中の保育をとても不

安に思う。姉や兄等兄弟もいないので。 

・学童保育のあり方に不満を感じる。まず低学年しか預かってもらえないこと。土曜日の保育時間 8～

17 時。代休の時など 7 時半～18 時半なのだからこの時間にしてもらいたい。土曜日だから出勤時間遅

延が変わることなどない。もっと子供と向き合った保育をしてもらいたい。大人の都合（言う事をきく

子がよい子）で子供をまとめないでほしい。ちゃんと言い分、なぜそうしなければいけなかったのかを

ちゃんと聞いてほしい（やってしまったことだけに目を向けている）。すてきな先生もいるが。 

・学童を小３から小４に引き延ばしてほしい。仕事をしているため。仕事をしており平日子育て支援課

に行くことができない。駅前に行こうと思うが駐車場がなくて困る。美南小の中に子育て支援があると

とてもたすかるが。 

・教育、保育現場の形を整えることよりも中身を大事にしていただきたい。大人にとって都合のいいこ

と、ありがたいこと、充実と思えることが子供にとっては子供が子供らしくいられないこと、がまんし

なくてはならないこともたくさんあると思う。子供たちが日々幸せでいられる教育、保育環境をつくっ

ていただきたい。 

・高学年でも犯罪に巻き込まれることがあるので低学年だけでなく学童を利用できるとよい。上の子は

高学年、下の子は低学年、上の子だけを家に帰らせるのは心配なので学童は利用していない。 

・今年８月に死別母子家庭になった。現在仕事を探しているが小学４年生からどうすればいいのか不安

でいっぱい。下の子が小学１年生になる時、上の子は４年生。夏休み頼れる人もおらず週に５日、朝９

時から夕方 17 時までずっと一人でいさせるのかと思うととても不安。夏休みだけでなく平日も私が帰

るまで一人で待たせることが子供のためにならないのではないかと思うのだが母子家庭が一般の家庭

のように生活していくためには働かなくてはならない。少々お金がかかっても安心のためにぜひ学童や

児童クラブに預けたい（４年生からも）。長男は特別学級には入っていないが発達障害が少しみられる
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ため病院へ通っている。なので一人で待たせることが怖いのである。ぜひ児童クラブをつくってくださ

い。 

・土日祝も 18時か 19時まで学童保育室を利用できるようにしてほしい。 

・学童の入室は４年生までにしてほしい。 

・学童保育施設の環境を充実させてほしい。もっと広くしてほしい。 

・学童保育室以外で地域の集会所等で子供たちが集える場所を増やしてほしい。家だとお互いに気を使

うし、かといって遊べる場所もなく、すごく制限される。 

・高学年になっても学童保育室を利用できるようにしてほしい。週５日。特に長期休業中は一人の留守

番が心配。難しければ週２～３日。まだ未熟な子供が夏休みなどに朝から晩まで１人で留守番せざるを

得ない家庭が非常に多い。せめて週に２～３日でも学童で預かってくれればと願う。学童保育室が朝７

時半から開室している日に昨年までは5分くらい早くても預かってもらえたので仕事に間に合うことが

でき非常に助かっていたが、今年からは１分たりとも許されずぴったり 30 分まで入口前で待機してい

る状態だった。決まりなのだとは思うが遠方まで働きに出かけ 7時半では間に合わない家庭があること

も知ってほしい（栄学童）。 

・美南地区においても低学年の子供だけで遊びに行かせることのできる室内施設をつくってほしい。夏

休みや冬、春休みの学童保育の受け入れがあると助かる。美南小、１年生から図書室の本の貸し出しを

してほしい。ムサシノ幼稚園の願書受付において指導してほしい。 

・以前学童保育に通っていたが遅刻や早退にうるさいのが不満だった。例えば１日休めないが午前中だ

け休みをとって、地域の行事に参加したり病院に寄ってから登室させたいことがあったが学童から認め

られないと言われ結局行事に参加できなかったり、午後も仕事に出られず困ったことがあった。なぜ遅

刻したら預かってもらえないのか不思議だった。 

・今は小学３年生なので学童に入っているが、来年度以降４年生になって学童を抜けて夏休み等の長い

休みの時だけでも預かってくれる場所があると安心して働けると思う。 

 

 

【子育て支援のネットワークづくり】 

・母親一人に負担のかからない社会全体の仕事のあり方について考えてもらいたい。 

・子育て支援のネットワークとは何ですか。どんなものがあるのか知りたい。市役所のＨＰとは別に子

育てのＨＰなどあってもいいのではないか（市役所のＨＰから探すのが面倒）。障害児を持つ母でもあ

るので障害持ちや気になるお子さんを連れて気軽に相談できるところがあれば嬉しい。おあしす遠いし

近くにあれば行くのだが。子育てに欠かせない公園の設備やトイレをきれいに新しくしてほしい。アス

レチックを増やしてほしい。夏休み冬休み、学童で預かってほしい。預け先もなく夏休み小１の子を家

に置いておくのはすごく心配だった。短期間でも預かってほしい。 

 

 

【地域における子どもの活動拠点（児童館など）】 

・児童館が南中地区になく、公園も少ないので子供の遊び場に困る（特に保二区辺り）。数少ない公園

も小さい公園が多く、遊びも制限されてしまうのでかわいそう。もっと子供たちの遊び場をつくってほ

しい。 

・吉川市内にもっと子供がのびのびと遊べる公園を増やしてほしい。児童館をもっと小さい規模でいい
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ので数ヶ所つくってほしい。今の子供たちは安全に楽しく遊んですごす場所が少なくてかわいそう。 

・身近に遊具のある公園が少ない。 

・子供たちが毎日通る道路の歩道が狭かったり危なかったり、学校へ要望しても市や県の判断になるよ

うでなかなか改善されない。安心して通える道路整備をお願いします。吉川美南地域は大きな公園や児

童館があるが、北谷小地区はボールが使える公園がなまず公園の一部しかなく、足りない。 

・吉川には公園がたくさんあり子供にとってもよい環境だと思う。今後も安心して遊べるように点検整

備の充実と草木、花の手入れと自然と触れ合えるような散歩コース、サイクリングコース、なまりんな

どのキャラクターと触れ合えるイベントの企画等楽しく学べる場をつくってください。 

・働くためだけの子育て支援ではなく、誰もが利用できるものを提供してほしい。放課後とくに友達と

の約束はしていなくてもそこに行けば指導される方（子供たちをみてくださる方）がいて遊びでも宿題

でも好きなことを子供たちが遊んでできる、そんな場所がほしい。以前住んでいたところはそういう場

所があったのでこちらに越してきてから上の子供はしばらく孤立することがあった。ご検討いただける

とさいわいです。 

・ワンダーランドをもっと充実した場所にしてほしい。越谷のヒマワリなどの方が楽しいので遠いがそ

ちらに行ってしまう。 

・きよみ野地区は小学校の設置もなくなり学童が増えているにもかかわらず児童館など遠く利用できる

状況にない。体育館も遠い。カードゲームやテレビゲームをするだけになってしまう。雨の日に利用で

き子供が遠慮せずに動き回れる児童館の設置を切に望む。 

・ニコニコ公園のようなボールを蹴ったり遊べたりできる場所を増やしてほしい。小さな公園ができて

もダメ！と注意しなければならないことが多いのでなかなか遊ばせられない。 

・家の近くに公園がないのでつくってほしい。児童が住みやすい市に町にしてほしい。 

・子供が乳幼児だったころのことを振り返って書く。支援センターに行き子育て中の人と知り合いたい

と思ったが支援センターで紹介された育児グループはすでにできあがったグループで新たに入ること

が難しく結局は一人ですごしていた。児童館にも行ったが誰とも関わりを持てないままだった。サービ

スを用意することも重要だがそれをいかに生きたものにするか、使える制度や仕組みにするかが大切だ

と思う。働く女性への支援とともに家庭で子育てをしている者への支援も考えてほしい。子供は親に愛

されて家庭で育つことがまずは基本ではないだろうか。 

・年々変質者が増えているので公園などへの防犯パトロールは続けていってほしい。青パトもいいと思

う。 

・ワンダーランドが子供の数と広さが比例しておらずゴタゴタしていて見ていて危ないと思うことや、

気の小さい子は遠慮している場面を見るのでもう少し駅よりにも子供が遊べる施設があるといいと思

った。 

・夏場など水遊びが気軽にできるように沼辺公園や関公園などの水場を葛飾区や江戸川区のように週一

度の掃除と美化、浄化などしてほしい。 

・児童館の充実。子供は増えても遊べる場所がもっとあればいいと思う。 

・雨の日にでも遊びに行ける大きな児童館（高学年も利用できる）をつくってほしい。医療費を中学卒

業までに延ばしてほしい。児童館等で科学の実験やロボットづくり等の体験できるイベントなどがある

とうれしい。サッカーや運動（アスレチック）等、子供が思い切り体を動かせる広い公園がほしい（大

人も楽しめる）。家族で楽しめるＢＢＱなどができる施設がほしい。 

・もう少し子供の遊べる場所がほしい。公園も少ないし児童館も少ない。歩道が狭いところが多く子供
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たちには危ない。 

・児童館は親が一緒でなくても兄弟姉妹で利用させてもらいたい（未就学児）。学童保育の長期休み中

は（夏休み、冬休み、春休み）注文弁当を頼めるようにお願いしたい。予防接種（任意のもの）の助成

金があるとありがたい。今年からインフルエンザの助成があるが。子供が多い家庭にはかなりの負担。 

・保育所の増設。子供が遊ぶ場所（公園など）の防犯の強化。 

・児童だけでいける場所に児童館がないので、そのような場が駅北口周辺にもあると嬉しい。 

・吉川の小学校は栄小、中曽根小、北谷など学区内に公園、おあしす、中央公民館など放課後遊ぶ環境

があるが、旭小はない。三輪野江小の近くにも親子で遊べるような場所がほしい。 

・東中学区の方へ児童館と福祉を合わせたものをつくってほしい。大学を建ててほしい。健常者と障害

者がいっしょに会える場所がほしい。子供と老人で将棋をしたり昔遊びができるところがほしい。キャ

ンプ場がほしい。カヌーや川遊びができるところがあるとよい。自転車が安全に通れるように道路を整

備してほしい。台風などで水たまり（駅前など）ができないようにしてほしい。毛虫のつく街路樹は要

らない。パラグライダーをやりたい。アスレチック場をつくってほしい。春夏秋冬楽しめるお花畑を見

たい。市でプロジェクションマッピングを年に一度でいいので開催してほしい。少年自然の家をつくっ

てほしい。20人くらいが一度に泊まれるホテル。地下鉄を通してほしい。いも掘り、たけのこ狩り、梨

狩り、いちご狩りなどしたい。耳鼻科、皮膚科を増やしてほしい。 

・桜通りの川をきれいにしてほしい。例えば親水公園など。せっかくのきれいな桜がもったいないと思

う。吉川市の「川」なので市のイメージアップも含めてお願いします。 

・美南地区にも児童館がほしい。 

・室内、室外併設の児童館、公園の整備を希望する。学童保育も長期休みなどを中心として日割り払い

での利用ができるとありがたい。 

・子供が安心して遊べる場所が少ない。ボール遊びできる場所がなさすぎる。児童館の１箇所では意味

がない。走って遊んで注意されない場所がほしい。 

・小 4の子供がいる。長期休みの際毎日数時間、ほぼ 1日中家を空けることが心配で仕事を選ぶことも

大変。情報の多いこの時代、家でひとりで留守番をしていたら何を見て何をしているのか心配になる。

学童とまではなくとも公民館や児童館で 9～12時、13時～チャイムまでみんなで勉強しよう、遊ぼう、

という企画があれば親も安心して働きに出られる気がする。予防接種の補助金など金銭的な支援、大変

助かっている。今後ともよろしくお願いします。 

・脱ゆとり教育で他の地区は土曜授業も増えてきているので吉川も検討していただければと思う。夏休

みのプールも前半、後半等分けてもらったり地域の方との交流を含めた行事等やサマースクールもして

いただけると長い夏休み仕事をしている家庭でも安心な充実した日々が送れるのではと思っている。 

・駅より南側には子供たちの遊べる施設などを増やしてほしい。 

・近所にもっと大きな児童館や遊べるところがあるといい。夜間や救急で安心してみてもらえるような

大きな病院があるといい。インフルエンザ予防接種費用が高すぎる。学校での 1 クラスの人数が 30 人

以内がいい。住宅街でもとばして走る車が多いのでミラーを付けたり注意をもっと呼びかけた方がいい。

仕事をしたいと思っているが子供が 3人いるとなかなか条件の合う仕事がみつからない。収入の低い世

帯にはもっと支援してもらえると助かる。 

・公園以外に放課後子供たちが遊ぶ場所の選択肢のなかにおあしすがあるが、高学年（時には中学生も）

を中心にカードゲームやＤＳ等の端末ゲームを持ち寄り、椅子、テーブルを占領して集まっている光景

を目にする。低学年にとってはとても悪いお手本でありとても悪い環境。最近ではおあしすに親のスマ
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ホを借りて持って行きＤＳ（ネットワーク接続可のもの）等を使ってＬＩＮＥにアクセスしクラスメー

トの悪口の書き込み、いじめへと発展するようなことが実際に起きてクラスで問題になったりしている。

市民の憩いの場、交流の場であるはずのおあしすが子供たちにとって悪い環境になってしまっていると

痛切に感じる。うちの子供たちにはおあしすで遊ぶことを禁止している。とても見せたくない雰囲気（特

に 2 階の広場）。はたして吉川市の子育て支援課はこのことに対して問題意識、対策はお考えなのだろ

うか。 

・子供の教育にもっと力を入れていただきたい。子供が安全に伸び伸びと遊べる環境づくり。例えば公

園などもっとつくってほしいし、誰か大人が見守る体制を整えたり。児童館や学童保育室のようなもの

ももっと充実させてほしい。市役所の方も子供が学校にいる時間帯に働くのではなく子供たちが学校が

終わって外に出る時間帯に外を歩いて声をかけてあげたり見守ったりしていただきたい。親も子供たち

のために努力したいし吉川の未来をつくるのは子供たちだから子供をいちばん大切に考える大胆な政

策を進んで行いいちばん住みやすいよりよい町にしていただきたい。小学校を放課後の遊びの場に提供

するとかボランティアのお母さんたちまたはパートなどの見守り隊をつくるなど。 

・おあしすでも小学校、幼稚園生向けの活動を平日増やしてほしい。児童館みたいに子供たちが遊びに

行けるように。 

・ファミサポの協力会員の増員。中学校の増設（美南地区）。夏休み等学校の長・短期休暇時期のみの

学童利用（高学年も利用したい）。学童の一時利用がしたい。平日ほとんど利用しないが時々預けたい

ことがあるが預けられる場所がない。公園の遊具を増やしてほしい（美南中央公園）。小学生が遊べる

プログラムを児童館でやってほしい。夏休みなどデイキャンプ企画がほしい。スポーツ少年団など気軽

に参加できるスポーツ施設がほしい。クラブに入会すると親の負担が多いのでもう少し気軽に参加した

い。 

・公園の遊具が少ない。どこの公園にも鉄棒、ブランコ、すべり台、ジャングルジム、アスレチックの

できる遊具設置を希望する。子供の体力向上、バランス感覚を養うために必要。都内 23 区等の教育、

保育環境設備、制度、利用状況等を視察し、吉川市で実現できることを取り入れてみては。東京オリン

ピックに向けてスポーツ育成の計画、実行を。英語教育の充実。エローラのような本格的ホールの建設。

テニスコートのナイター設備。 

・昔のように子供だけでも安心して暗くなるまで外遊びができるような環境を経験させてあげたい。 

・家の前でボール遊び（小学生、高学年）や自転車の暴走をよくみかけ、注意しても変わらないので困

っている。親の子育ての価値観の違いがあるとは思うが人に迷惑をかけていることに気づかないことに

憤りを感じている。よくお店で走り回っている子供に「店員さんに怒られちゃうからやめなさい」とい

う親がいるが怒るのは親の仕事（躾）だと思う。母親学級や子供がよく集まるような児童館、図書館等

で講演とまではいかなくてもお話会みたいなものがあってもいいかなと思う。 

・児童館が 1つしかないため駅から北側の地区にももう 1つくらいほしい。 

・吉川市内に児童館がもっとできればよい。栄小や関小の子供たちがワンダーランドへ行くのは無理。

子供が安心して体を使って遊べる場所があればと思う。 

・児童館で過ごす際、宿題をするスペース（部屋）をつくって、学生のボランティアで教えてもらえた

ら交流の場もできてよい環境ができるのでは。 

・ファミリーサポート受け入れ者の地域ごとの人数などおおよその数や利用料金をもう少し低くし補助

金等を出してもらえると嬉しい。雨の日でも遊べる児童館をありがたく思っている。また地域の学校の

休みに合わせて開館していただけるのが望ましい。 
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・おあしすの外の広場にも少し遊具をつくってもらいたい。小学生なども遊べるところがほしい。吉川

市は予防接種のお知らせ等細かに知らせがくるので本当に助かっている。 

・放課後は児童館を利用している。児童館の先生に遊んでもらったりしてありがたく思っている。しか

し近隣の児童館と比べると数が少ないということと内容がもの足りないと思っている。子供が参加した

いような企画が増えるといいなと思う。 

・インフルエンザの助成等もっと分かりやすく情報提供してほしい。学童の時間を 19 時まで無料にし

てほしい。児童館をもう一つつくってほしい。ベビーカーがスムーズに通行できるよう歩道の整備をし

てほしい。事故の多い交差点に手押しでいいので信号をつけてほしい。地域のニースに合った公園を整

備してほしい。 

・市内に多くの公園があるが遠く利用しにくい場所もあり残念。公園をつなぐ無料バス等があれば外遊

びをのびのびとさせてやれるのにと思う。プレイパークも定期的に各公園で開催してほしい。昔や田や

森にみえる雑木林、吉川にあった自然がどんどん減り、人工的な遊び場しかないことも残念。 

・児童館が遠すぎて一人でも友達とでも行けないのでもっと近くにつくってほしい。緑もあるし公園も

大きいしたくさんあるが、遊具がもう少し種類豊富で楽しそうなものであると嬉しい。習い事や用事で

暗い道を通る時がたまにあるが外灯がないところやあっても暗い光の場所が多くて怖い。 

・子供特に就園前の子供が遊ぶ施設（公園、児童館）等の遊具を充実させてほしい。発病した子供を預

かってもらえる病院が増えるとよい。仕事を始めたいのだが子供が急に病気になった時どうすれば･･･

と考えてしまうので。 

・雨の日に利用できる屋内施設の充実を期待する。知人はファミリーサポートセンターを利用している

そうだ。とても助かっていると言っていた。このようなセンターは引き続き皆が簡単に利用できるよう

にしていってほしい。 

・公園では野球、サッカーが思い切りできないなどの実状がある。小学校中学年～の児童が思い切り遊

べるようなアスレチック系の遊具の設置を望んでいる。地域の保護者が子育てを共有できる環境を望ん

でいるが、実際働いているお母さんとの連絡がとりにくかったり、それが原因でその子が嫌な思いをす

るなどという場面もあった。働きに出やすい環境が整っていくと比例してこのような状況が増えていく

と思う。子育ての価値観は人それぞれであっても、子供が子供社会の中で何を学んでいるのか何を感じ

ているのか何を訴えたいのか、それを受け取れない保護者が増えてしまわないことを強く強く願ってい

る。表紙にも書いてあった。「自己肯定感をもって育まれること」生きていく上で本当に大切だと思っ

ている。そのためには母親、父親は子供の思いをいっぱいいっぱい受け止めてあげなければ叶わない。

制度ばかりが整い子供の思いが置き去りにならないよう配慮いただきたい。 

・他県から引っ越してきたが前の学校では年間 500 円の保険料のみで学校が終わった後 18 時まで預か

ってもらうことができた。いろいろなイベントも開催してもらえ子供たちは楽しんでいたようだ。高学

年になると利用者は少なかったが吉川市もこのような制度を導入してくれると助かる。 

・各小学校区に児童館があるとゲームばかりせずに遊びも広がり心も体も健やかに育つのではと思う。 

・近所に子供がいないため幼稚園に入るまで友達がいなかった。２歳くらいで引っ越してきたため産院

での知り合いも母親学級での知り合いもいなかった。公園もまったくないため知り合える場もなかった。

神社の遊具で遊んでいたが、誰も遊びにこなかった。たまに保育園やサービスセンターで集まりがあっ

ても時間も短く既にグループができていて仲良くなるのは難しかった。自然が多くても公園は必要だと

思う。学校から帰っても遊ぶ場所がない。今はお友達も増えてきたがコミュニケーションをとるのが少

し苦手なわが子。近場にコミュニケーションが気軽にとれる場をつくってもらえると嬉しい。人口が少
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ないほど出会いも少ないので。公園がほしい。 

・三輪野江地区に公園を。小・中の冷暖房完備。 

・保育環境としてもっと自然と関わりあえて伸び伸びと遊べる環境がほしい。昨今の子供たちをみてい

ると家での遊び、外でもゲーム機等を使った遊びが多く視力低下や運動不足が成長においてとても心配。

幼稚園や学校でのお便りにはこれをやっては危険、ここで遊んでは危険ばかりでいったいどこで何をし

て遊んだらいいのか。子供たち自身も分からなくなっていてゲーム機や自宅で過ごす時間に多くを費や

している気がする。とても心配。 

・児童館のワンダーランドを利用したことがある。とてもいい施設だと思うが児童館のもう一つ上の施

設があると嬉しい。科学館や未来館、自習するための施設、大きくなったらこんな仕事をしたい、こん

なことをやりたいと思えるようなことを学べる施設。 

・通学路の信号設置。公園に時計設置。 

・乳幼児や未就園児用のイベントが多々あり引っ越してきたとき助かった。ただ情報を探すのにどこで

調べたらいいか分かりづらかった。保育園の園庭情報も助かった。ただ子供が小学生になると小学生用

のイベントや子育てに関する情報を得ることが難しくなり不安になった。公園はあるが駐車場がない。

遊具が少ない。児童会のプラネタリウムは利用することがあるが児童会が少し古くなっているような。

また南側だけでなく北側にも児童館のような施設がほしい。できればゲームをする溜まり場にならない

ような体を動かす場をつくってもらえないだろうか。外で遊ぶことが多くなりつつあるので。図書館は

好きで親後手行くる最近は子供用または親子でのイベントが増えてきていつも次は何かなと楽しみに

している。ただ図書をもっと充実したものにできないか。 

・うちの近くには児童館がないのであったらいいのにとずっと思っていた。冬場は特に寒いといって外

で遊ばなくなり友達も遊ばず家にいることが多くなっている。近所にあったらいいなと思う。最近では

本を読むのが好きになってきた子供たちだがおあしすなどちょっと遠くて子供一人で行かせられない

ので、もっと自由に本を読めるように児童館があれば、そこで読んで楽しめるのではないのかなと思っ

たりする。 

・公園に小さい子供たちが安心して遊べる遊具がないところが多いので設置してほしい。 

・夏休みなどの長期の休みにもう少し子供むけの体験教室やイベントなどお金がかからないようなもの

がたくさんあると利用しやすい。児童館は遠くほとんど利用したことがない。 

・ボール遊びなどできる公園が少ない。 

・子供が１日いても飽きないような公園をつくってほしい。例えばアスレチックがたくさんある、遊具

がたくさんある、これらを兼ね備えた広い公園。 

・中曽根地区は児童館しかない。ファミリーサポートセンターに登録するにもおあしすまで行かなくて

はいけない。登録したいが遠くて不便で行きづらい。こちらでも登録できるようにしてほしい。市役所、

保健センターなどすべて遠くて不便。医療費も三郷の方が近いのにわざわざ申請しないといけないのも

不便。幼稚園もムサシノ１つしかない。もう一つつくってほしい。 

・吉川市にはよい公園が少ないように思う。遊具も少なくて子供たちがあまり楽しめるようなところが

ない気がする。児童館もあまり行きたくなるような感じではないのでもう少し子供たちが喜びそうでき

れいなところをつくってもらいたい。夜道が暗いので外灯を増やしてもらいたい。交番も増やしてもら

いたい。 

・子供をネット犯罪やいじめから守る対策、教育の充実。児童館など子供が安心していられる場所を増

やしてほしい。不登校など子供についての悩みを気軽に相談できる窓口など。 
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・郊外にも公園をつくってほしい。 

・夏休みにどこかの地域が寺子屋のように地域の方々が子供たちの宿題や勉強を見ていた日が数日あっ

たような記事を読んだ。そんなことがもっといろんなところで増えるといいなと思った。子供がサッカ

ーをやったりできる場所があるとよい。公園はあるがボール禁止の場所が多いのでニコニコ公園のよう

なところがいろんなところにあるとよい。 

・児童館ワンダーランドやおあしすはよい場所ではあるが遠いので子供たちだけで行くことができず活

用できていない。児童館はブロックごとに分かれていて設立してもらえたら子供たちが遊んだり学ぶ場

が増えてよいと思う。手押し式の信号がなかなか変わらず大人でも信号無視をして横断しているような

場所や信号がなくて小さな子供を連れての横断が難しいところがある。整備していただきたい。子育て

支援は越谷市のように障害児の子供たちのための施設やおもちゃの図書館の設立など福祉に力を入れ

てもらいたい。 

・遊具のある公園を増やしてほしい。 

 

【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）】 

・夜間（深夜）に行ける小児科の充実。だいたい三愛会か草加市立病院まで行かなくてはならず留守番

させる子供たちが心配。具合の悪い子を一人で遠くまで連れて行くのも大変。 

・市内に休日や夜間に診てもらえる病院がない。 

・プール前の蟯虫検査や尿検査以外にも、放射能汚染による健康被害に関する検査を行ってほしい。イ

ンフルエンザの予防接種が他の市に比べ高いのでもっと下げてほしい。 

・大久保クリニックの医療費の手続きが面倒。どんな事情か知らないが子供の病院なのに子連れで市役

所へ行くのはとても大変なこと。 

・子供医療費は市外の病院のものも窓口での支払いをなくしてほしい。 

・他市から数年前に転居してきたが自然がいっぱいでのんびりしたところはすばらしい町だと思ってい

る。ただ子育てするにあたり病院のレベルの低さはかなり不満。たいした病院がないわりにインフルな

どの予防接種の料金の高さにもびっくりした。病院システムがいまいちでどこも混んでいる。市街化調

整区域の道路の悪さ、これは道が悪いなどではなく安全性、歩道がないのに通学路になっていたり、土

地柄大型トラックがバンバン通るのに幅が狭く正直恐ろしい。大人でも怖くて通れないのに小学生が通

学路として毎日歩いているなんて。市の方にご自分の子供を歩かせたいですかと聞いてみたくなる。旭

小学区は最悪だと思っている。いっそのこと大型トラックを通行禁止にしてもらいたいくらい。 

・就学前の子供たちの発達状態をしっかり見届ける環境があるとよい。その親に対するケアやペアレン

トトレーニングもしてあげてほしい。3 歳児健診の内容充実を求める。こで言語、行動を少しでもみて

対応してあげてほしい。少し事務的な今の現状に不満を感じる。 

・子供のインフルエンザ予防接種は公費負担にしてほしい。小さい子供（留守番ができない子）の一時

預かり保育の枠が増えるとよい。歯科になかなか行けなかった。数時間預かってもらえるだけでも助か

る。水道水にフッ素は入れないでほしい。長期的に摂取した場合の影響が心配。もっと教育に力を入れ

てほしい。ゆとり教育のせいなのか中学生で 650円の半額がわからない子がいた。この子たちがこのま

ま大人になって社会に出てやっていけるのか不安になった。 

・水道水にフッ素を入れるのはやめてもらいたい。 

・大久保クリニックを市の指定医療機関に戻してほしい。 

・子供が自由に外で遊ぶところが近くになく、ボール遊びすらできない。近所からの苦情（子供に対す
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る騒音）があるため。車が多く交通事故に遭いそうになることがある。子供の虫歯予防といってフッ素

を水道水に混ぜるなど反対。清潔な新鮮な水を届けてほしい。大久保クリニックを除外することにも反

対。早く元に戻してほしい。 

・水道水フロリデーション実施の場合、以下の事を望む。購入する水の代金の助成。新たな税は認めな

い。理由：口をゆすぐ以外の水道水利用ができなくなる。調理、風呂、洗濯等では使いたくない。助成

するにあたり財源確保のために税の新設が必要となるであろうが勝手に水道水を汚染するわけである

からこれを認めない。以上。 

・今年からインフルエンザの注射が 1000 円助成になったが他の任意の予防接種も助成していただける

と助かる。 

・特に子供たちに害があるのにフッ素を水道水に入れてしまうという考えが理解できない。やめてほし

い。市内で唯一の産婦人科である大久保クリニックで子供 2人とも出産し健康診断、育児相談をしても

らい、どれだけ心強かったか。その流れで予防接種を受けられていたのに何故。乳幼児医療費受給証（ピ

ンク用紙）で小児科で受診できないのか。上記 2つとも一部利害関係が絡んでいるのか市民の子育て世

代の支援になっていない。市の子育て支援事業計画作成のために考えなおしていただきたい。インフル

エンザの費用が昨年まで他の市よりも高価だった。今年はなぜ急に安価になるのか。昨年 2 回 8000 円

から今年 2 回 4000 円、半額。昨年まで吉川医師会が相談して高価にしていたとニュースで見た。子供

の健康を心配した親たちの弱いところをついている医師会が信じられない。子育てにおすすめしたい環

境とはいえない。一方、子供むけのイベントが多く、参加すると楽しいものもあった。おあしす、公民

館などで孤立しないように友達ができたりした。毎年新企画があってとてもよいと思う。 

・以前上の子が小学生の頃、喘息で夜間（深夜）に発作が起きてしまい病院に行かなければならないこ

とがあったが、吉川市内にはみてもらえる病院がなくいちばん遠い草加の市立病院までいかなければな

らず、でも我が家には車もなくタクシーで、病院にも夜間の一時金を払い約 1 万 5000 円くらいかかっ

た。たまたまその時は手持ちがあったからよかったが、なかったら発作を起こしてしまった子供を病院

に連れて行くこともできなかったのかなと恐く感じた。吉川市内で深夜でも診てもらえる病院があると

よい。母子家庭で収入も少なかったので１回の発作の度に何千円もタクシー代がかかるのも大変だった。

他市では診てくれる病院があるのに吉川は持病がある子供には住みにくい。深夜で電車もなく往復タク

シーである。 

・中学卒業までの子供の医療費を市で支援しているが、それは必要ないと思う。病院外来に勤務してい

るが医療を必要としない程度の症状でも無駄に受診させる母親が多すぎる。どうせタダだからと思って

いるのだろう。解熱剤を多めに処方してもらったり、手が荒れるといってハンドクリームを処方しても

らったりひどすぎる。このまま続けていれば財源はどうなるか心配。本当に医療を必要としている人は

他にたくさんいる。 

・水道水にフッ素を入れないでほしい。もし入って飲料水として使えなくなってしまったら私たちは吉

川に住んでいけないので外に出ないといけない。少数の意見かもしれないが吉川市に住む子供たちの未

来をよろしくお願いします。 

・しげる幼稚園前バス停からきよみ野へのぼる小道の坂が夜間真っ暗。外灯はつかないのだろうか。 

・学童保育は６年生までに延長してほしい。変質者の情報などすぐに知りたい。安心して外遊びをさせ

られない。小児科を含め病院が少なく軽い風邪などでは医者にかかりにくい。眼科や耳鼻科などもっと

増やしてほしい。 

・小さい子供（１～２歳くらい）を連れて公園で遊ぼうと思っても車で行けるところが限られていて買
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い物の帰りとか荷物のある状態でぷらっと寄れない。駐車場のある小さい子向けの公園が少ない。沼辺

公園等で水遊びをさせようと思ってもコケ等で汚く遊ばせられない。小さい子が伸び伸びと水遊びでき

るところがない。予防接種を受けましょうというが冬場インフルエンザの公費負担がない。子供２人で

各２回、大人も 1回受けないといけないので結構な金額になってしまう。子供を預けて（保育園等）仕

事に出たいというお母さんがたくさんいるが実際のところ保育園は空きがないし「小さい子がいる」と

いうと働く場所を探すのも大変。無認可の保育所等をみかけるとすごくたくさんの子供しかも異年齢の

子供たちを少人数の保育士でみているので、安心して預けられない。ほんとうは子育ての経験のある 30

代、40代の自分と同じ世代の保育士さん達が保育園や学童で働ける環境が整えば働く方も預ける方もい

いと思う。それにはもっと保育、子育ての分野の補助金を増やし体制を整えるべき。短時間でも働ける

職場、子供が具合悪くても気兼ねなく休める、そして預かってもらう園もベテランがいて安心して預け

られる環境が必要。 

・吉川市だけでなく埼玉県内で子供の医療保険が使えるとありがたい。 

・吉川市全体的に病院が少ない。耳鼻科は三郷市、眼科は越谷市と行っていてその度医療費請求書を提

出している。総合病院、専門病院とも増やしてほしい。 

・インフルエンザ予防ワクチンを無料にしてもらえると助かる。自宅から遠い公園や買い物帰りに公園

に寄ったりするので公園の駐車場の確保をお願いしたい。また公園周りの路上駐車を大目に見てほしい。 

・大久保クリニックで予防接種、健診等が今まで通りできるようにしてほしい。 

・毎年流行して幼稚園や学校が学級閉鎖になって困る。おたふくかぜ、みずぼうそう、そしてインフル

エンザの予防接種の金額がかなり高くて子供が多い家庭には負担になりしていない人が多い。そうする

としている子供たちもうつってしまって流行することになる。無料はむりだとしても義務教育である中

学校まではなんとか安くできたら助かる。高齢者（65歳以上）のように 1000円でできたら。今年はイ

ンフルエンザの助成金 1000 円あったが 5000～6000 円の 1000 円ではする人は増えないと思う。する

人が増えないかぎり流行はおさまらず毎年学級閉鎖になると思う。減らすためにもよろしくお願いしま

す。 

・水道水にフッ素を入れるのは絶対にやめてほしい。水道水を飲料水にできなくなってしまう。 

・医師会問題を早く解決してください。「医師会内の問題だから立ち入れない」と「民事調停の当事者

だから介入できない」という発言矛盾していると思う。個別契約を結ぶことで医師会のご機嫌を損ね、

市民に損失を与えるというが、いま被害を被っているママや子供たちのことはどう思っているのか。う

ちは栄学区から三小学区に越してきた。西学区のママが口をそろえて言っていたのは「三小にスクール

バスがあればいいのに」。栄小は多すぎる、三小は少なすぎる。両学区の問題を解消するのにいい案で

はと思う。休日遊びに子供と行くのは近隣の市。吉川には一日遊べるところがない。住宅しかつくらな

いまちづくりでは 30年後の吉川は老人だけのゴーストタウンになってしまうと思う。 

・市に言ってどうにかなるのかわからないが、インフルエンザワクチン料が高い。子供のみ受けても意

味がないので大人も受けるがかなりの出費になる。２回接種の子供がいる家庭の大人にも援助があると

助かる。 

・小児時間外診療について不満というか不安感がある。夜 10 時までというのは早いというか翌日の通

常の診療時間開始までに延ばすことはできないだろうか。119 番の利用も病院に拒否され遠い病院まで

行かなくてはいけなくなることもあったりした（柏と言われそんなに遠くもないが他県である）。非現

実的なのかもしれないが 365 日 24 時間対応してもらえる病院があると小さい子供がいる家庭としては

安心できる（できれば吉川市に）。 
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・水道水にフッ素を入れるという話があるが水道に入れられては使用したくない人までフッ素を取り入

れてしまう。公共のものは選択できないのでやめてほしい。子供には歯科などでやっているので過剰な

摂取はしたくない。 

・教育、保育環境はもちろん大切だが健康であることが第一と考える。フッ素を入れる、水道水フロリ

デーション反対。実験されると思うと憤りを感じる。 

・私の住んでいる近くには公園がたくさんあるが遊具がないため子供たちは公園に行ってもゲームをし

ている。維持費や管理の問題もあるかとは思うがもう少し頭と体を使って遊べるような遊具を公園に置

いてほしい。インフルエンザの予防接種代だが一人 1000 円くらいにしてほしい。子供の人数が多いと

インフルエンザにかかって治療した方がお金がかからないので予防接種を受けるのを毎年考えてしま

う。 

・両親がいる家庭では働き手が母と父がいるので何とかできると思うが母子家庭は収入減が一人しかい

ない。いろいろ現状支援していただいているが日々生活していく中で塾に子供にお金がかかってくる。

4 ヶ月ごとにいただいているお金を毎月もらえたらと思うことが多々ある。一人の子供につき○円とい

う今の子供手当も夫が月 30 万以上もらっているような普通の家庭には親が使うだけなので要らないと

思う。本当に生活が少し楽になったらと思うような低所得家庭にもっと厚い支援をしてほしい。ひとり

親医療も子供医療のようにみせたら前払いせずにできるとよい。うちは失敗しなければ高校生になる子

供がいるが高校で何かとお金がかかるのに今から先が不安でならない。一般的な家庭の子供と同じよう

な生活をしてあげたいと願って頑張っている毎日。 

 

 

【子どもに対する悩みごとの相談】 

・私がいちばん子育てに不安だったころ（子供６ヶ月～２歳）前ジャスコ（現カスミ）２階のベビーコ

ーナーに毎週土曜に保健士さん（？）がいて毎回身長や体重を測ってくださり、栄養のこと、子供の成

長のこと、病気のことなんでも相談にのってくださった。「毎週」というのが大切で、土曜にいけば話

を聞いてもらえるという「安心」は何にもかえがたいものだった。今はいつでもこの場所でという相談

スペースがないように思う。核家族が多い地域でもあるのでそういう保健士さんがいる安心を今後子育

てするお母さんたちに与えてあげてほしいと思う。 

・ふぁみりんぐで少しお手伝いをさせていただいているが自分の子供が小さかったら絶対利用すると思

った。その場でお友達をたくさんつくっている方、スタッフに相談し心のもやもやをすっきりさせて帰

られる方、いろいろな方が利用されている。知らない方もまだたくさんいると思う。すばらしい場所だ

と思うので市の皆さんに知っていただきたい。 

・保育所の給食をおいしくしてほしい。園によってすごくばらつきがある。療育相談の充実を希望する。

越谷や三郷のようにがんばってほしい。子育て支援課の人はみなさん優しい。 

・核家族のため母親（私）が発熱など体調不良時預けるところもなく幼児２人を連れ点滴に行ったりと

大変な思いをした（夫も出張中など）。母親は病気したら家が回らない。病院受診時だけでも子供を低

料金で預かっていただけるような制度があればよい（領収書提示してもよいので）。また里帰り出産後

７ヶ月健診まで子育て仲間がいなくて孤独だった。仕事で妊婦のサークルに入っていなかったので。ま

た母乳の相談の事も保健センターでやっていると知らず産後７ヶ月までは遠方の知人や友達に子育て

相談をした。７ヶ月健診でサークルを紹介していただき今でも友達付き合いは続いている。ありがとう

ございました。今年長男が４年になり学童を卒業し長期休みが不安なため仕事を減らした。長期休み時
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の学童の預け先の学年の延長を強く希望する。せめて４年生までは預けたいと思った。職業によっては

土日祝休みとは限らない。４年生の壁で悩んでいる親がたくさんいる。 

 

 

【子育て支援に関する情報提供】 

・専業主婦でも子供を一時的に預かっていただきたい時もある。保育園で一時預かりをやっているそう

だがそういった情報をどこでみればいいか分からない。スマホで気軽に○○保育園は○時～○時まで○

円で本日預かれます、や予約ができるなど、贅沢をいえばスマホ予約（予約完了時に持ち物リストが表

示される）ができると、１、２時間お願いしやすくなる気がする。もうすでに実施していたらすみませ

ん。三輪野江地区に遊具がある公園がほしい。自然が多い地区だが公園がないので結局室内遊びになっ

てしまう。家の中に子供が 10 人（お友達）なんて時もあるので。あったら嬉しい。子供が安心して歩

ける広い道も少しずつ増えてきて嬉しい。 

・先日お芋（さつまいも）収穫体験をして低料金で親子共々楽しむことができたのでそのようなイベン

トをもっと増やして食育や親子のふれあい等を企画してほしい。またそのような情報をもっと分かりや

すく提供してほしい。 

・環境や支援について、その情報は探さないと分からないことが多いと思う。誰に対しても常に情報が

広報され、探さなくても分かるくらいにしておかないと、利用したい時に利用できないと思う。問 17

での「わからない」はその意味も含めてである。 

・市で行っていた母親学級に参加し、その時のメンバーでサークルを作るよう勧められしはらくの間親

子で楽しく過ごすことができた。今もその時に知り合った友達とは情報交換やランチ等でつながってい

る。吉川には知り合いがいなかったため子育ての時に仲間ができたのはとても助かったし不安も軽減で

きた。母親学級も他市とは違い調理実習や市内の店の調査等があり楽しかった。 

・子供の遊びを、昔（昭和）の遊びを広めてほしい。市民祭り等イベントで広めてほしい。活動してい

る情報や利用の仕方など広報などで特集してほしい。知らない、分からないことが多い。 

・子育てに関する情報が知っている人は知っているが知らない人は知らないという感じがしている。も

ちろん子育て中の親がいろいろな情報を得るためにアンテナを立てて動くことが大切だとは思うが、市

の方も情報を伝わりやすくしてもらえるともっとみなに広がるのではないかなと思う。情報はぜひ最新

のものでお願いします。市のホームページに過去のものがずっと残っているところがある。現在の生き

た情報を得られる分かりやすいサイトやパンフレットなどがあるととても嬉しい。 

・情報が手に入りにくい。 

・市役所の子育て支援課の担当の人の対応が時々すごく悪く感じる。働かなければならない状況にある

のにいま働いていないため、なら入れませんとか何日までに決めてくださいとか、すごくよく分からな

い。子育てしたことがない、すごく大変だと分からない人が対応しているからそうなるのだろうか。待

機児童０と言いながら実際は高い保育料で無認可に入れていて給料のほとんどを保育料に払う、とても

ばからしいと思う。また市が行っている子育て支援なんて何があるのか。情報がまったく分からないの

でそんなのあったのか、と今知った。 

・出産前の母親学級などで親業についても学べたらよい。 

・もっと地域の方の力を借りて子供たちを守り育てていく取り組みがあると安心できる。学区を越えて

交流できる場所、機会があるといろいろな情報交換がてきてよい。 

・他の市町村などに比べ吉川は子育てに関してとてもよく整っている環境ではないことが、他の市町村
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から転移してよくわかった。もう少し市が子育てに関する情報を他の市町村から仕入れるべきだと思う。

このままではとても遅れている市町村になりかねないのではないか。人口を増やす環境はできていても

それに比例して子育てに関する環境づくりに力を入れてほしい。 

・もっと児童館を充実させてほしい。他の市の児童館はもっと遊べる施設づくりをしている。吉川の北

側にも児童館がほしい。おあしすの図書館の子供の本のコーナーが探しにくいしもっと新しい本を入れ

てほしい。最近流行の本がない。防犯対策ももっと市でできないだろうか。子供 110番の家のマップづ

くりなど。あってもどこかわからない。 

・母子家庭への支援、相談口、サークル等、気軽に利用してみたいと思えるものがあったり情報がある

と嬉しい。 

 

 

【子どもの教育環境】 

・小学校でもう少し丁寧に勉強を教えてほしい。ついていけない子が多い。先生が子供たちをよくみて

いない。ちょっとしたいじめにも気付いていない。子育て支援がもう少しあってもいい。働けない母親

もいるので。 

・医療費の無料は大変助かっているが、美南は特に市外からの転入者が多く、親など身内が近くに住ん

でいない人も多いのに子供を気軽に預かってもらえるところが少ない。学童はフルタイムで働いていな

いと頼みにくい。それに小３まで。引っ越してくる前は横浜に住んでいたが小１～小６まで授業終了後

～19時まで、ＮＰＯはまっこ及びキッズスクールが学校の空いている教室で面倒をみてくれた。登録し

てあれば 17時まで無料。1日単位でも夏休みでもみてくれた（土曜もＯＫ）。急な用事、夏休みなどと

ても助かる。働きにでる心配がない。美南地区の中学校の早期建設を強く望む。 

・平沼の調整池の通りを栄小学校の通学路に指定してほしい。 

・小学校の夏は昔と違って暑すぎる。扇風機も少なすぎる。太陽光パネルなどつけてあげればいいのに

と思う。昔より小学校の１クラスの人数はかなり少ないにも関わらず宿題が多すぎる。 

・美南地区に早く新しい中学校を建ててほしい。車が増えて子供の安全が心配。 

・子供たちの教育費などがもう少しかからないで済む環境だといいなと思う。高校も公立は授業料がか

からないがその他の費用は積み立て等でかかっている。小中学校もそうだがその辺ももう少しかからな

いといいなと思う。 

・ワンダーランドのような施設が美南地区にもう１箇所ほしい。ワンダーランドも建てなおしてきれい

になるとよい。中学校を美南地区に早くつくってほしい。子供を中心とした講座をしてほしい（料理教

室等）。 

・学校内のことだがクラスによって冷暖房設備のあるところとないところがあり不満。夏は特に暑さで

体調を崩す子も増え勉強も集中できない。早く一貫して冷暖房設備を整えてほしい。 

・最近は土日のどちらかは働けないと雇ってもらえないときくが、子供たちだけ家に残して働くのは不

安なのでなかなか働く気になれない。親も歳なので申し訳なく、預ける気にはなれない。高学年でも土

日でも自由に学校のような施設を開放してみてもらえたらとてもありがたいと思う。子供も友達と遊べ

る時間が持てたら喜ぶと思う。 

・美南に新しい中学校をつくってほしい。給食が学校でつくってほしい。 

・幼稚園の数をもう少し増やしてほしい。 

・神奈川県から引っ越してきたが英語教育など都内や川崎、横浜に比べて遅れているように感じている。
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美南もできておそらく都内からの転入者等、今まで以上に教育に関心のある若い家族も増えていると思

う。吉川市は治安もよくパチンコ店以外風俗店もなく環境はとてもよいので今後は教育にももっと力を

入れて取り組んでほしい。 

・障害支援がまったく足りない。吉川に住んでいて障害がある子供がいる場合、頼りにならない吉川市

にしないでほしい。大人にも。学校の先生の人数を増やすか少人数のクラスにしてほしい。学力を上げ

るために習い事をさせたくても金銭的に厳しいとできない。地域で勉強をみてくれたり学校でも放課後

オープンにして勉強をみていただけるとフリーの時間の方が子供も聞きやすいと思う。ぜひ吉川はすば

らしいと思える市になると嬉しい。 

・幼稚園にかかる費用がとても負担。 

・吉川市はわりと子育て環境が整っていると思うが保育園や学童保育についてはやはりまだまだ現状に

追いついていないのかなあと思う。学校ものんびりしていていいと思うが空調やトイレなどの整備がさ

れていないし県か市で早く環境を整えてほしい。夏休みなどの長期休暇期間は子供だけに任せるには犯

罪等の心配がつきまとうし、祖父母では体調等がおいつかない部分もあるので高学年でも学童保育が利

用できればと思う。 

・放課後に学校とは別にいろいろな習い事ができる（安い料金で）施設がもっとあったらいいなと思う。 

・教育について。現在３人小学校に通っているが教育者へ不満がある。上の子のクラスは単学級で今年

はじめて就任してきた教師で暴言を吐き、４月当初子供が悩んでいた。忘れものに厳しくすぐ罰漢字を

書かされる。忘れ物だけでなく欠伸、背伸び、テストの点が悪かった時も罰漢字と言われ子供は必死。

脅しの教育のような気がしてならない。学校には何度もそのことについて伝えているが何も変わらない。

宿題の出し方でも分からないと子供は先生に聞けず周りの母親たちで解決していくようで今でもそう

することが多い。子供たちだけの時は怒ることが多いのだが保護者会などはまったくそのような姿はみ

せない。現代の教育者にふさわしくないのではないかと思う。子供が委縮してしまう教育はしてほしく

ない。教育者へも教育のあり方を教えるべきだと思う（若い人だけでなく）。 

・小学校４年生から６年生までの子供も学童に預けたい。今の世の中、家に一人でいさせるのはとても

不安（特に夏休み）。 

・ほんとうは子供の近くで成長を見守って子供が小学生のうちは子育てに専念したいのが本望だが生活

に苦しく今の状態を長く続けていくわけにはいかないと思っている。ほんとうは子供の近くにいたいの

に働かなければ生活できないという現状をお持ちの家庭はとても多いと思う。せめて子供が学校に行く

間だけでも仕事を、といろいろ探しているがそんな条件では働く場所すらみつからない。弱者を守る体

制をもっと行政で考えていただけないか。いくら景気がよくなったとニュースで報道していてもそれは

大企業の話。うちは中小企業でまったく給料は上がらない。この先どうやって生きていけばいいのか。

また大久保クリニックが指定医療機関から外されたことで多大な負担がかかっている。わたしは大久保

クリニックで２人の子供を産みその後のケアもお願いしてきた。それが急な除外により予防接種やがん

検診ができない状況になっている。患者は信頼のおける病院を選ぶ権利がある。市内唯一の産婦人科を

排除したことが女性にとってどれほどの負担があるのか。市でもっと真剣に考えてください。婦人科系

のがん検診は特にデリケートなもの。男性も女性の立場になって考えるべき。 

・働きながら子供の学校の役員や行事（３人分）をこなすのは正直大変。両立しやすいためのサポート

（旗振りやパトロール、代行等）があれば助かる。長期休み（特に夏休み中）にサマースクール等でき

るだけ安価な負担で行われればいいなあと思う。子育てほっとカフェとか、お茶を飲みながらゆっくり

悩みごと相談できる場所などどうだろう。 
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・フッ素入りの水道水など飲みたくない（子供にも飲ませたくない）のでそのような計画を中止してほ

しい。小学校のフッ素洗口も中止してほしい。毎年インフルエンザの予防接種をしているが、昔のころ

のように希望者だけでもいいので学校で有料で接種ができたらいいと思う。元気なのに病院で２回も長

時間待つのがとても大変。 

・学童保育について４年生以降長期休校中（夏、冬、春休み）だけでも利用できるようにしてほしい。

むしろ学校のある日は必要ないので長期休校中だけスポットで申し込める制度があれば便利。いくら高

学年とはいえ１日中留守番では心配なので。 

・美南に中学校を早くつくってほしい。南中がパンパンになるのは保護者としても不安。家だけ建てさ

せて保育園、幼稚園、中学校などの教育施設の不備は詐欺のように感じる。未就学児のサポートだけで

なく高学年の小学生の働く父親、母親のサポートも今後視野に入れてほしい。市役所の方々、いつも丁

寧な対応で助かっている。ありがとう。 

・美南の方にもう一つ幼稚園をつくってもらいたい。いま美南にある幼稚園はパンク状態。市外の病院

に行っても一度お金を払う形になり後でもらうのが少々大変。良い耳鼻科が吉川に一つもない。切実に

どうにかしてもらいたい。市外に週４行っていたがガソリン代がかかるし体力的にも大変だった。 

・小学校低学年（１年生）から英語を取り入れてほしい。学童を高学年も対応してほしい。 

・学校の先生、保育士などの質の向上。 

・地域によってはまったく子供がいなかったりして友達関係を築くどころか友達がいなく、下校も一人

だったりと安心して一人で帰すことができない。学校等も偏っているので少しは考えた方がいいと思う。 

・吉川市の学力がさいたま平均以下と聞いた。子供が多い吉川なので子供のために学ぶ楽しさをもっと

教えてほしい。 

・長期休みの時だけ子供を預けられるところがほしい。学童の部屋が狭い。学校の教室など使えばいい

のでは。 

・（以前実父が病に倒れ）子供が小学校低学年だったため、放課後の子どもの面倒がみられなくなった

のでファミリーサポートセンターに登録したが支援してくれる方が見当たらず結局家に一人よる遅く

まで留守番させていた。吉川市は一人っ子の家庭が少なくまた祖父母と同居している家庭が多く（感じ

られ）、核家族にとって東京都や埼玉県の都市部に比べ子育てしにくいように思う。できれば以前住ん

でいた県内の市に戻りたい（吉川よりもっと住みやすく子育てしやすかったため）。 

・中学生になると学習塾に通ったりするが結局夏期講習だけで 1年間の児童手当がふっとぶ。受験生な

らなおさら。中学生の児童手当を増やした方が親の気持ちの余裕につながってよいのではないだろうか。 

・子供が学校に行っている時間に働いた場合、夏休み、冬休み、春休み、子供を一人家に置いて行くの

は不安なのでそういう場合の学童保育が利用できるようになれば、短い時間でも働きにでられるように

なるので。いまの現状、面接に行っても「夏休みなどの長い休みの間はお子さんはどうするんですか？」

と言われ結局面接で落とされ働けないでいる。 

・子供が安心して暮らせる吉川市にしてほしい。そのためには①市全体が暗いのでせめて街頭で明るく。

②事故や学校付近の横断歩道には押しボタン信号を。吉川高校前、関小北側など。 

・栄小の児童数が多すぎると感じる。なにか対策はあるのだろうか。使用学校のトイレを様式に変える

予定はあるのだろうか。ぜひお願いします。 

・学用品の購入が大変なので文具店や本屋などが必要だと思う。市の支援をもう少し強く。母子家庭や

子供の人数が多い家庭への支援を強めてもらわないと、義務教育後の進路も困難で厳しい。 

・小学校 3年生になる子供は第 2子で 1つ上に子供がいるためあまり不安を持つことなく子育てしてい
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ると思う。上の子に関しては学童が卒室となる 4月 1日居場所がなくなる不安があった。幸い祖父母が

近くにいること、学童の先生からの「何かあったら学童に来ていいよ」という声で春休みを乗り越えら

れた。4 年生以上の居場所づくり、学童のように管理されていなくてもいいので出入り自由、ただ何か

あった時の窓口となる大人のいる子供の居場所があるといいなと思う。大久保クリニックの問題、早期

解決を希望する。 

・土日祝に預かってくれるところがない。年末年始、学校の長期休暇などに預かってくれるところがな

い。核家族が増えて母親の負担が大きい。それに対し保育所などが少なく、あったとしても時間が早く

終わってしまい時間ばかり気にしてしまい仕事に集中できない。 

・小学校等の教育現場で保護者会の強制参加を促すようなポイント制の導入を容認しているのは変だと

思う。学校側は個々の家庭の事情を把握している立場であるのだから生活をおびやかすような役員活動

を無理強いする保護者会を制止すべきで、役員活動が可能な人だけの分担にするよう勧めてもよいと思

う。もちろん自分の子供ばかりただ世話になっているだけでいいのかと責められるのもわかるが、義務

教育だから通わせているのにその学校で何かとお金がかかり働くため役員活動する時間がない人もい

ることを学校側は理解してほしい。 

・どのような支援があるのか具体的に分かり難いため、知っている人はいいが知らない人（積極的でな

い人）は利用できない。学校を通してもっとＰＲしていただきたい。広報は正直あまり見ないが、学校

からのプリントは基本的に目を通すため。 

・第 4の中学校を早く美南につくってほしい。 

・我が家は関係ないが近所や友人から 4年生になると学童が利用できなくなるため夏休みや放課後困る

という話を聞く。周りは働いている家庭が多く、夏休みや早帰りの時など玄関前にたむろっていたりス

ーパーで集団で輪になっていたりするのを見かける。小学校までは利用したい人が学童を利用できるよ

うにした方がいいのではないか。さいたま市南区は小学校までは利用できるそうだ。医療費の支給だが

無料ということもありたいしたことがなくても受診されている方が多いのではないかと思う。一定額は

個人で支払い、超える場合はその分を支払うというかたちにした方が市税の無駄が省けるのではないか。 

・小中学生の関係するいじめ等で大小は関係なく学校でなんとかしてもらいたい。子供たちがもっと気

軽に相談できる場所、人をつくってほしい。 

・美南中央公園はブランコさえない。遊具の充実を望む。交通公園がほしい。自転車の乗り方や横断歩

道の渡り方などが学べるような。指導にあたってはシルバーの方に手伝ってもらうというのもいいので

は。インフルエンザの集団接種、希望者のみでよいので各小中学校で行ってほしい。 

・市民プール（屋内）を休日に利用してみたいが、子供が自由に泳げるのかなど分からず行きづらい。

遊べるのか泳ぐだけなのか。中学校のトイレが昔のままなのか、改修したのか心配（女子）。市の（？）

安い習い事の充実。長期休みの間だけ短時間（8～3時くらい）の学童保育があること。 

・都市化の影響なのか地域の関わりが薄いように感じる。そういう意味で子供に「地元」という考えが

芽生えていない気がするし「ふるさと」という概念もなくなっている気がする。もっと自分の町を意識

できるよう地域での活動や集まり（例えばお祭りなど）を気軽に入っていける環境を整えてもらいたい。

また学校ではあいさつや美化運動に関心を持ってもらうように道徳教育を拡充してもらいたい。 

・通学路が危ないので子供の歩く場所を確保してほしい。都内では学校に何らかの発電設備があるのが

普通。放射能の時など対応が遅い。たとえ私立の幼稚園であっても（吉川は私立しかない）外遊びを事

故の翌日すぐやめさせるべき。先生も親も対応に心を痛め悩んだ。市から「とりあえずわかんないけど

やめとこう」でいいので不安な時はやめさせても誰も文句は言わない。運頼みなのが本当に怖い。都内
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ではサイトに入ればすぐ何か区から連絡がもらえる。変質者情報等。特に幼稚園への配慮が手薄。いち

ばん小さいのに。小学校と連動して動いてほしい。 

・できれば全学校エアコンを入れてあげてほしい。早めに駅南側に中学校をつくってほしい。 

・長期休暇の際、預け場がなく困っている。まだ低学年なので 1人の留守番も危なく実家に頼っている

が年老いてきており年々不安。フルタイムでなくても預けられる場をつくってほしい。高学年でも 1人

の留守番は不安なのでさせることができない。美南地区の中学校を早くつくってください。駅前マンシ

ョンもますます増え児童数も今以上になるのではないのか。たくさんの子供たちが自転車で遠くまで通

うのは危ない。商業施設もでき車の交通量が増えてきている。 

・人や環境については素朴で温かみを感じている。不足していると感じるのは教育や文化的素地。学校

や教育機関があるとないでは大きく人の素養が違ってくる。簡単なことではないとは思うが。文化的イ

ベント等を定期的に開くなど。子供発明王選手権や、吉川に限らず広くから人が集まるイベント、工作、

絵、イラスト、マンガ、ゲーム、何でも。 

・美南地区に早く中学校を建設してください。南中までは遠いし自転車通学は事故の危険性が高くなる。 

・吉川市の教育環境については市の規模からみて一定水準を確保していると思う。財政への負担を考慮

しつつ可能であればより充実させることができればよいと考える。 

・学童ではなく放課後気軽に遊びにいける場所を学校につくってほしい。以前住んでいた地域ではそこ

でビーズなどで工作したり友達をおしゃべりしたりして過ごすことができた。 

・保育園、小学校といいレベルが低すぎる。もっといろいろなことを試みてほしい。いろんなことを取

り入れてほしい。他の保育園や小学校で行われている教育向上のためのことを新聞でみると、そこに住

んでいれば･･･と思ってしまう。もっと力を入れるべき。 

・小学校までの通学路が狭くて危険（セイコーマート～北谷小）。車もよく通る道なので一刻も早く通

学路を変更するか歩道を広くするなどしていただきたい。 

・最近の夏は猛暑日が多く、そんな中で勉強するのは現実的ではなく、体にも悪く思われるので冷房は

全ての小学校において設置してあげるべき。 

・公立の小中学校で教育環境・成績に大差が出ていることは不満。同じ市内に居住しているのに自由選

択ではないため行く学校は決定している。これから進学予定の中央中は悪い話しか聞かないが市として

は状況を把握しているのか。また何度となく通学路が悪いと自治会から話をしてあるのにいつになった

ら対処してもらえるのか。意見を聞くだけなら必要のないアンケートだと思うる聞くならきちんと早急

に行動すべき。 

・なぜ栄小の校庭にプレハブ校舎なのだろうか。学校をつくることはできなかったのか。美南には学校

ができたのに。 

・美南に幼稚園を増やしてほしい。 

・駅前に保育所をつくっていただいたが駅より遠くあまり便利ではない。学童保育も３年までだが実際

３年生まででも定員になっていないのに４年生の受け入れをしてもらえない。本当に必要としている人

はあまりいないかもしれない（うちは必要だった）のに、実態を把握しようとしていない。まず希望を

募り、実際にはどのくらいの人が必要としているのか等確認し、検討してもよいのでは。この調査結果

は何かに集計されどんな結果だったかは確認できるのだろうか。アンケートだけやってもなにも反映さ

れないのでは意味がない。学校に通っていた時も同じようなアンケートを毎年させられたが答えはいつ

も同じだった。 

・母親が就労するにあたって子供の預け先、場所も考えるが、その前に学校ＰＴＡ役員になってしまう
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と負担を感じる。学校によって違いはあるものの本部役員になってしまったら仕事を休むことが増える。

ＰＴＡ役員のシステム見直し。駅に預かり施設があると父親も迎えに行けるのに。 

・土曜日など教育経験者の方に補修をしてもらえると嬉しい。吉川は学力が低いと聞いたので。高いお

金を出して塾に行かせるのではなく公的な施設やイベントで学力のテコ入れを図ってもらいたい。 

・学校にエアコンを導入してほしい。夏場の教育現場を改善してほしい。 

・栄小学校の校舎が校庭を潰してプレハブでこれからまだ増えてくる子供たちのためにもう 1校小学校

をつくっていただけると助かる。 

・旭小学校地区の住まい。田んぼ一面で子育ての環境には自然があっていいと思うが公園など子供が遊

ぶ場所がない。スーパーなどもないので買い物を頼んでさせてみるなどもできない。生活する上でもっ

と便利で子供がもっと増えていくような環境が必要だと思う。 

・1クラスに対しての人数が多すぎるのではないかと感じる。 

・旭小学校は人数が少なく音楽の先生もいない。せめて音楽、家庭科の先生にいてほしい。美南小学校

はとても立派で新しくきれい。旭小はトイレも臭くて和式。近くに公園もなく子供たちが毎日使う学校

くらい改築してきれいにしてほしい。同じ市内なのに環境が違いすぎると思う。 

・公立幼稚園の設立希望。市立幼稚園、個々で設備の充実に差がかなりある。吉川美南に力を入れすぎ

では。栄小はマンモス校となっている。設備、グランドの改善を。運動会に初めて参加したがグランド

で子供たちの競技をずっと応援できないというのはどうだろうか。習い事等で越谷市へ毎週送迎の際橋

の渋滞が子供たちにとってとても苦痛。吉川橋では夕方の時間帯も右折禁止にするなど対策をとってい

ただきたい。 

・以前に横浜市に住んでいた時に「はまっ子」？という小学校が終わってから放課後学校で子供たちが

遊べるといった内容のものがありとてもいいなと思っていた。ぜひ吉川にもそういう制度があれば嬉し

い。 

・現在の小学校の先生に不満がある。校長先生や教頭先生には満足しているが担任の先生の態度にクラ

ス全体がおかしくなりいつも問題を起こしている。いくら話し合っても担任を変えていただけないのは

いかがなものかと思う。 

・小学校低学年（小 2）時、不登校になった時の相談に子育て支援センターへ電話したら、カウンセラ

ーが常駐ではなく少年センターに電話した方がいいと言われたが、少年センターでは小 2の不登校なら

子育て支援センターへといわれ結局どこへどう相談したらいいのか大変困った。親子ともに小学校との

連携を考慮して小学生不登校への対応プロ、カウンセラーが常駐でいてくれたらどんなに不安を軽くで

きたかと思う。 

・美南地区に早急に中学校をつくってほしい。学力アップのために夏休みなどの長期休暇に補習授業が

誰にでも受けられるようにしてほしい。 

・大切な子供なので生活は苦しくても家にいて子供をみていきたい。サラリーマンの夫の手取りは月 22

万ほどで習い事は月に8万ほど出ていく。収支はマイナスだが私の貯金を切り崩しながら生活。高齢化、

少子化、国も多額の負債を抱えているので国や市にはあまり期待していない。自分で勉強しているがな

かなかかたちにはなってこない。いちばんの負担は大学や受験塾などの教育費。これをとにかく軽減し

てほしい。現状ではリスクが高くて子供は増やせない。 

・公立幼稚園をつくってほしい。 

・美南地区に早く中学校を建ててもらいたかった。児童数が増えているということは必然的に南中もあ

ふれてしまうのではないか。今後美南小が児童数が増えすぎて学区が変更になったりするのだろうか。



- 24 - 

 

そういうことも考慮して決めたらよかったと思う。公園の遊具ももっと充実させてほしい。 

・早期に南側に中学校の設立を求む。自転車での通学にはやはり危険が伴うため早急に願いたい。下の

子供が幼児なので保育園での待機児童が多すぎる。入れたくても入れられない。幼稚園の保育料無償を

願いたい。保育園に入れられない結果幼稚園になったため。預かり保育の充実が足りない。 

・三輪野江、旭地区は子供の人数が少ないため１学年１クラスというのが当たり前になってきた。県で

１クラス（１学年の全体数）制度になるようだが先生の目が届いていないのが現状。うちのクラスの担

任の先生が少し違っているのかも知れないが、もう少しどうにかならないものかと思う。子供たちがも

っと楽しく学校へ行けて勉強にも取り組める体制を考えてほしい。間違いなく子供たちも先生に反発心

しか持っていない気がする。先生がまったく笑わないし褒めてくれないというので子供たちも諦めてい

る様子。公園などが近くにないし三輪野江地区などは移動距離があるため実現してもらえたらと思う。 

・学校イベント、行事、役員の仕事など多くて困っている。時代を考えて根本から見直してほしい。教

育の質もあげてほしい。 

・小学校で役員をやっていると「小さい子がいるから役員は引き受けられない」という方がいる。ファ

ミリーサポートや一時預かりの機能が浸透していないように感じた。 

・今回アンケートでは９歳の子供を対象にしたものだった。教育に関してだが 17 歳の長男はゆとり教

育で育ち小学校で英語学習もほとんどなかった。本人はゆとり教育で損をしたと思っているようだ。現

在中学生は高校受験前になるとほとんどの生徒が塾などに通う。私立高校の入試には北辰テストで高い

偏差値を取ることが必須になってくるからである。公立中学校での学習だけではそれが難しい。教育制

度（学習内容）の改善を望む。 

・学校の教室にエアコン（夏暑いので）がついたらと思った。プールの期間がもっと長くあったらいい

なと思う。私たちの子供のころより泳げない子が多いと思う。 

・上の子が小学校、下の子が保育所の場合、保育料を下げてほしい。子供が２人以上いる家庭にはもっ

と手厚い支援を望む。 

・徒歩で通学できる中学校の設立。 

・来年度より公立高校学費の一律無料化制度が廃止となり所得額により一部有料になると聞いた。一律

所得額のみで線引きするのはおかしいのではないか。我が家は有料化の範囲となる所得だが子供は全員

で 4人いる。子供が一人っ子の家族と 4人兄弟の家族では同じ所得でも一人の子供にかけられる予算は

変わってくると思う。高所得者が一律に負担する制度は納得できない。我が家は祖母に育児を任せ、夫

婦共働きをしているが、家族みなで負担を分けながら生活している。子供も少なからず寂しい思いをし、

私も子供と過ごす時間を我慢している思いもある。そんな思いをしながらの収入を高所得という名で奪

われるのは納得できない。もっと各家庭の内情を考慮した仕組みづくりをしてほしい。 

・個人情報の保護という名目で小学校では緊急連絡網がなくなった。親だけでなく子供も不便を感じて

いる。親しい友人なら連絡もとれるがそうでない時はいろいろな面で困っている。小学校では集まる機

会も少ないと思うし初対面の人に「連絡先を教えてください」とは言いづらいもの。休日も増えている

ので子供は遊ぶ約束がしづらい状況になっているように思う。遊べるかどうかを確認したくても電話が

できないという状況。直接誘いに行きたくても家を知らないこともある。いろいろなことが重なって友

達と遊ぶのは昔に比べて大変なのかなと感じることがある。発達障害に関しての啓発活動について、も

っと早くに知っていたら･･･と思うことがある。当事者だけでなく周りの人々も知ることによってお互

いによりよい生活が送れるのではないかと思う。 

・土曜日も午前中だけでいいので学校で授業をしてほしい。自分たちが子供の頃は土曜日に学校に行っ
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たが何の不自由も感じなかった。現在子供たちは週休２日制だが２日も休むと休みをもてあまし親の負

担が増えるように感じる。週休二日制が学力低下につながっているとも思える。週休二日制にしたのな

らその分夏休みを減らす等の措置をしていただきたかった。吉川市だけに訴えても仕方のないことだが。 

・以前保育園を利用していた時に感じたこと。保育園を利用する保護者の仕事（家庭環境）などの調査

はどうなっているのだろうか。もっと厳しい調査が必要。いま本当に仕事をするためにすぐ利用したい

のに、という親が多い中、私が利用していた時「この人、本当に仕事しているの」という方を見たり、

「あの人ほとんど仕事してないのよ」という話を耳にすることがあった。調査が大変なのも分かるが厳

しさも必要かと思う。中には幼稚園より安いからとの理由で利用しているという方も耳にする。いま本

当に必要な人（お母さん）のたにあってほしい。利用してみての感想で申し訳ないが、これから働くお

母さんのためにもっと厳しい目でよろしくお願いします。 

・同じ市内、隣の小中学校で児童、生徒数の違いがありすぎる。新しい学校をつくることも大切だが学

区の調整など積極的に動いてほしい。 

・子供が通っている小学校の人数が少なすぎるのがちょっといや。せめて３クラスくらいは人数とって

ほしい。逆に多すぎる学校があるのでそちらの方から通学バスを出すとかして振り分けてほしい。 

・不登校ぎみなためアンケート内容に当てはまらない点があった。学校に行けないが友達はほしい、そ

ういう不登校の子供たちの居場所ができるととても救われる。 

・美南にも早く中学校ができることを望む。 

・英語に力を入れていただきたい。 

・我が家は長男（小１）、長女（年中）、二男（０歳）の子供たちがいる。共働きだったが二男の子育て

のため産休のみで退職した。退職（母）の理由としては成長が著しい時期の二男の子育てをきちんとし

たいという思いと４月では二男が６か月に満たず長女と同じ保育所には入所できないということ。仕事

をしながら３人の子育て、家庭の両立は父親の仕事が忙しくほとんど家にいないため難しい、というこ

とから。３年間の産休、育休をいただけたら退職せずに続けられたと思う。今困っていることは長女の

保育所について。長女は人見知りが激しく環境が変わること、大人に気持を伝えること等すごく苦手で

年少の時に保育所に入所し１年かけてやっと保育所や担任の先生と打ち解けすごせるようになった。そ

んな中二男を授かり退職となった。そのため長女は保育所を退所しなければならない。親としては年長

から幼稚園に１年だけ通わせること、やっと慣れた保育所、お友達とも別れなければならないこと、不

安でたまらずあと１年なのだからどうにか保育所に通わせてほしいという思い。今は内職を探している

が産まれたばかりの二男との内職もすごく大変なことだと思っている。しかしそこまでしても保育所に

通わせてあげたい。幼児特に年長児はあまり待機児童はいないと聞いた。こういった場合どうにかなら

ないのだろうか。育休中の方も会社に復帰することが決まっているだけで、お仕事はお休み中なのだか

ら、退職してしまってもその人（本人）に復職する気があるのなら、１年の猶予などあってもいいので

はないか。もちろん保育料の減額などはなしで、しっかり理由のある家庭、特例のような扱いではやは

り不公平ということになってしまうのだろうか。ご検討いただければと思う。 

・高校の授業料無料化。 

・自宅から小学校がかなり遠く朝は通学班で歩いて行くが天気が悪いと送っていかなければいけない

（班長の親から送るよう連絡が入る）。帰りは近所にいっしょに帰る子がいないため毎日迎えに行かな

いと子供が一人で帰ることになりとても危険。働きに行くこともできないため通学バスを強く望む。こ

のバスのために毎月多少バス代がおおってもかまわない。私の周りの人ともよくこの話題が上がる。歩

いて 50分もかかるのになぜ考えていただけないのかとても不満。ちなみに三輪野江小学校。 
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・都内の小学校では保護者の就労に関係なく放課後は学童を遊びや勉強の場として開放してくれるとこ

ろもあるようだ。６時間で 500円などかなりの低料金で利用できるところもある。学童内だと低学年の

うちでも安心して遊びに行かせることができるので、吉川市でもそういうシステムになればありがたい。

スポット保育の充実とパートタイムで働く場合に保育園がもっと利用しやすくなるといいなと思う。 

・市内の小学校の生徒数にかなりのばらつきがあるので、少しはバランスをとるように何か対策をして

ほしい。スクールバスで行きたい学校に行けるなど。長期休み（夏休みなど）だけ学童保育など子供を

昼間預かってもらえる施設があると助かる。 

・教育に英語やパソコンが学校の授業であるのは大変すばらしい。上に少し支援を増やしてほしいとは

書いたが、あることはとても嬉しい限り。図書館も我が家は利用しており環境がとてもよく利用してい

て快適。 

・教育環境に関してはやはり教育環境が充実している東京の杉並区などに比べるとまだまだ不十分と思

う。事実、小学生の低学年で教育内容の格差が出ていると思われる部分をみることがある。できれば小

学生の時に基本的な学力を確実につけさせてもらいたい。 

・学童保育とは別途に「放課後こども教室」のような小学生が安心、安全に学んだり遊んだりできるよ

うな場所を学校や公民館などを利用して提供してほしい。子供が病気でも預けられる施設をもっと増や

してほしい。 

・ゆとり教育ではなく土曜日も学校に行くようにしてもらいたい。子供は遊びも大切だが学習がいちば

ん大事な時だと思う。 

・中学校に行くにあたり学校の大きさと生徒数を比べ大丈夫なのか。南口に中学校がてぎたとしてもま

だ先の話なので不安がある。 

・旭小学校地区（川藤）に住んでいる。近くに公園がないので遊ぶ場所がない。６年前くらいから「よ

こまちの杜グランド」（公園）をつくるという話を聞いていたのでできるのを心待ちにしていたがやっ

とできたと思ったら遊具も何もないただのグランドだったのでとても残念。旭小地区の子供たちは登下

校にも時間がかかるので帰宅時間も遅いのに、関公園や沼辺公園まで遊びに行く時間もないので「よこ

まち杜グランド」に遊具などを１日も早くお願いしたい。安全に遊ぶ場所をつくってほしい。とても子

育てするには適さない場所に思う。畑など自然がたくさんあるので伸び伸び遊べるように思われるが、

畑の中で遊ぶわけにはいかないし、安全に子供たちが集まって遊べる場所をお願いします。 

・南中学校の生徒増員にともない至急美南地区に中学校を建築してください。保育園の職員の待遇がよ

くない。賃金が安すぎる。休暇をとりづらい。残業手当がつかない。自宅に仕事を持ち帰って対応して

いる（サービス残業）。労働基準で問題ではないか。市の対応をお願いします。仕事環境をよくしてい

かないとよい保育環境にならないと思う（モチベーションが上がらない）。園長等の上位職が下からの

意見を取り入れないので保育の質が上がらない。市としてはこのままでいいのか。まず保育の環境をつ

くってもそこに働く人のモチベーションが上がる内容にしていかないと充実した環境にならない。もっ

と下からの意見を聞いて変化していかないとだめ。賃金が安すぎる、サービス残業、早く対応してほし

い。 

・美南小学校ができて子供たちがプレハブ教室で学ぶことがなくなりとてもよかったと思う。将来子供

の数が減るからという理由で今いる子供たちの教室環境が整わないのは変だと思っていた。中学校も早

くできるとよい。現在パートで午前中のみ働いている。ふだん学童を利用しないのだが長期休暇中の利

用の方法などもっと情報としてあるととても助かる。 

・学校をつくって放課後先生がそろばんや習字などを教えてくれたらお母さんも安心だしやってほしい。
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いま学校で学習発表会や運動会などみんなそれぞれに見せ場をつくってあげようとそれぞれに１回ず

つくらいあるように先生がしてあげているが、子供は競争心があって友達と競争して伸びていくと思う

のでみな平等ではなくやりたい子には幼稚園のころくらいからどんどんやらせてあげて大人しい子に

は先生から背中を押してあげるような教育をしてほしい。親が比べてはいけないが子供同士は比べなが

ら自信がついていくと思う。核家族化が進む中お母さんの実家がかなり遠かったりするお友達ママもい

る。スーパーなどでもとても小さい子供にどなって怒っているお母さんがいる。余裕がなくストレスも

きっと溜まっているのもあると思う。そんなお母さんたちを助けてあげたい。市の方で１ヶ月２～３回

でもいいので安く預かってくれる施設をつくってほしい。お友達同士、ママだけでゆっくりできたら子

供に怒る回数も減ると思う。 

・教育レベルが低い。学校の先生によって学力を向上させようとする気持ちにばらつきがある。 

・小学校の人数の偏り。プレハブ校舎は夏のエアコン（２階）のききが悪く１階へ移動したが、増築も

しくは子供の人数を減らしてほしい。トイレの故障もなかなか直っていない。小学生も中高学年になる

と子供の支援は何があるのかも分からないし特別なさそう。親が出ることが多く働きづらいと思う。駅

南口の方はいろいろとやっているようだが北口の方が子供の数は多いので早く対応してほしい。 

・土曜日の学校利用（校庭開放、教室利用など）。塾ではなく補習授業の充実。見回りの強化。通学路

整備（歩道が狭い、外灯がない、暗いなど）。 

・学校に冷房を入れてほしい。暑すぎて勉強に身が入らないようだ。 

・特に美南地区の人口が増えるのは分かっているにも関わらず幼稚園、中学校数が少なすぎる。特に中

学校が線路寄り、三郷側に１校もないのは本当におかしい。美南小と同時に中学校もつくるべきだった。

中学校を早くつくってほしい。 

・幼稚園や保育園に入れるのが大変な気がする。もっと増えるとよい。南中学校に入学する予定だが駅

の南側にも中学校があるとよい。友人から学校でかかるお金の一部を助成してくれる制度があるときい

た。今まで聞いたこともなかったし見落としてしまっているのかもしれないが、周りでも知らない人が

多いので情報が行き渡っていないと感じた。分かりやすい情報提供をしてほしい。 

・近くに病院、公園がない。学校への通学路に日陰がなく民家もない距離が長く不安。バスがあればよ

いと感じる。中学校はさらに遠く、暗い道を帰ってくると思うので今から不安。市内循環バスの利用な

ど中学からでもあればと思う。 

・収入に応じて教育の支援金に差がつきすぎることに不満を感じる。収入が多いということは税金も多

く払っている。困っている人に補助をという考えは納得できるが例えば幼稚園の補助金もうちはほとん

どもらえなかった一方、年間で数十万の補助を受ける人がいると聞く。長女が来春高校進学の予定だが

就学支援金に年収の上限が設けられると聞いた。我が家はぎりぎりのところで支援金をもらえそうにな

い。収入があると言われればそれまでだが例えば年収 900万の人と 890万の人との差で補助が受けられ

ない受けられると違ってしまったのでは不公平感が拭えない。遅くまで残業したり休日出勤をして得た

収入。うちは子供も３人いるので決して楽な生活ではない。不公平感がないような教育支援を望む。支

援金補助の設定をもっと細かくしてもいいのではと思う。 

・吉川駅南側に中学校がないので早めにつくってほしい。美南駅ができて住宅も建ち人口が増えていく

のに駅南側は幼稚園が一つしかなく今年も願書受付が大変だったと聞いている。こういう話を聞くと子

供を産むのをやめてしまう人もでてくると思う。 

・美南地区に中学校ができると聞いたが進む気配がないのでどうなっているのだろうか。インフルエン

ザ等も少しでもいいので援助してもらいたい。図書館も吉川駅まで自転車で行かねばならず学校でも借
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りられないので美南地区にもほしい。お年寄りなどは中央図書館まで行くバスもないし美南地区から行

くのは大変。ちなみに公民館では飲食できないので子供たちのクリスマスパーティ等もできない。きち

んと掃除もお母さんたちでできるので飲食の検討もしていただきたい。 

・学童保育など小学校高学年でも利用できるとよい。 

・中学生の娘がいるが受験生で公立の学校を受験するが先生は滑り止めに私立の受験もすすめる。私自

身この地域で育っていないのでどんな学校があるかわからないので先生にこの子が入れる私立はどん

なところがあるかと質問したら本で調べろと言われた。こういう学校がありますよなどのアドバイス程

度のことを教えてもらいたかったのに。去年も受験生がいたのだが去年の先生はいろいろ教えてくれた。

他のお母さんたちの話だと「先生が言ったらから」と先生が責められるのがいやだから特に学校をあげ

ないそうだ。今年の先生には失望した。 

・子供手当は年収 500万円以下の家庭にはとても助かっている。が現実は厳しい生活。子供手当を貯金

しているという人の話も多く聞くがそういう世帯と一緒の金額はおかしい。うちは３人子供がいるので

手当なしでは生活できない。なので後々が不安になる。学校等の出費を少なくしてほしい。高校や幼稚

園無料化などいろいろなところで生活しやすいように市でも考えてほしい。 

・乳幼児を持つ親は孤立しやすい反面学ぶ意欲があるのにその場が少ない。よい講演会に行く度もっと

早い段階で子育てに活かしたかったと思う。一方小学生の親は就労も増え家庭状況がさまざまな中、Ｐ

ＴＡ活動も難しくなってきている。親同士の学ぶ機会は必要と思うし学校との連携も大切とは思うが参

加しにくい状況。また魅力的な学びの場が少なくますます義務感、ノルマとしてこなすだけの親が増え

ることが予想される。行政、教育委員が間に入り抜本的に見直すことはできないのかと思う。働きたい

母親は増加するばかりだが認可保育園はフルタイム社員、公務員が入所しやすい状況で本当に公の保育

に頼らなければならない親に支援が届いているのか疑問。格差が広がるばかり。保育士登録制度（県）

は保育サービス充実のために機能しているのか。民間保育園で働く保育士の待遇改善なくしては保育環

境の悪化も心配。保育ママ制度を市は補助しているのか。他市ではもっと広がっているように思う。保

育所の開放。就労していない親にとっても相談の場として開けないのか。南側幼稚園が一ヶ所しかなく

入園希望者が殺到していたがケガ人等出た様子。指導すべきでは。小学生の放課後の過ごし方。放課後

児童クラブ（夏休み、土日勉強会）、学校図書の開放など地域ボランティアがいれば実現できるのでは。

他市でも行政が音頭をとって実現しているところがあるのでそのきっかけ次第では住民ボランティア

も発生すると思う。学校施設を地域の交流の場としてもらえサービス不足、少子化の進むなか住民同士

の交流を助けることも行政のできる行動かと思う。 

・子供同士が遊べる場が少ない。学校からの下校が非常に遅い。他地域では６時間授業でも 14:30頃下

校している様子。昼休みが長すぎるのではと感じる。先生方の勤務の関係なのだろうか。下校が遅く宿

題もたっぷりあるため常に時間に追われている感じ。地域との結びつきを感じることも少ない。教育は

遅れている。 

・予防接種等の集団接種を学校で受けられれば対象年齢での受け忘れが防げていいのではないか。 

・幼稚園の費用（月謝）を 2子、3 子で安くすることよりも、小中など義務教育の間の給食費を無料に

した方が未払いの問題なども起きずによっぽど平等になると思う。 

・幼稚園を増やしてほしい。 

・子供の性格と安全を考慮すると小学校高学年の学童保育室の利用を強く望む。親が仕事をしているた

めに一人になってしまう時間に事故や事件に巻き込まれたらと考えるととても不安になる。ご検討よろ

しくお願いします。 
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・税の公平負担。給食費未納者への徹底的対策。子供ワクチン全て無料。吉川美南地区の早期中学校の

開校。 

・市と学校が協力して「学童」ではなく「勉強をする場（塾）」のようなところをつくってほしい。 

・学童の土曜日の時間を長くしてほしい。せめて朝 7:30～18 時くらいまで。病児、病後児保育とても

ありがたく利用させてもらっているが別の病院でもやるなど定員を増やしてほしい。ネットで空き状況

など分かればすごく助かる。都内の小学校では学童とは別で放課後校庭で遊ぶクラブのようなものがあ

るが吉川市ではやらないのか。働く親としては学童がなくなる４～６年生、そういう制度があると安心

できる。公立保育園のアレルギー対応食、もう少し子供に配慮できないか。他の子がおやつでケーキの

時におにぎり。手抜きしていないか。何年か前は蒸しパンのようなものをつくってくれたり、食べられ

るもので似せてつくってくれていた。 

・中曽根方面に中学校をつくってほしい。美南地区の人数がどんどん増えているのにないのはおかしい。

これからも住民が増えることが分かっているのだから早急に中学校をつくってほしい。学童保育だが１

～３年までしか入所できないのであれば夏休みなどの長期休みだけでも４～６年を受け入れてほしい。

兄弟で入っているのに困る。 

子育てしやすい住居・まちの環境 

・吉川市で初めての子供を産み育てているが特に不満を感じたことはない。小学校へ入学してからは特

に地域の方々が子供を見守る活動をいろいろとしてくださっているのを知り頭が下がる思い。職員の皆

様はいろいろと大変なことも多いかと思いますが、吉川はとても住みやすいよいところだと思う。よい

街、地域づくりに今後ともぜひ頑張ってください。 

・市街地ばかり教育環境が充実している。もっといろいろな地区に増やしてほしい。 

・旭地区の通学路は日陰がなく夏は日射病になりながら帰ってくる。どこかに少し日陰をつくってほし

い。バス通学もできるようになると助かる。 

・交通機関の充実を希望する。おあしす周辺、きよみ野地区は交通の便がよく子供がバスで通学したり

塾へ通うことが可能だが、バスの本数も少なく利用しづらい時間やバス停が少ないため不便さを感じる。

野田のように 100円バスなど（前の市のじんかんバス）があるとよい（特に不便な地域）。 

・中学生になって習い事等に一人で行けるようバスを充実させてほしい。 

 

 

【仕事と家庭生活の両立】 

・働いていないので今回のアンケートには参考にならないかもしれないが、友人の話をきくと学校の振

替休日や急な病欠などと仕事の両立が大変だなと思う。特に幼児を持つ人は大変。 

・子育てはまず家庭だと思う。仕事をしているからには何よりもいちばん重要なのは時間、時刻。子供

と向き合える時間が必要。会社にもフレックスタイム制なども提案したことがあるがなかなか難しい。

いろいろ思案中だがわたしに余裕がないためよい考えが浮かばず悪循環となる。そうこうしている間に

子供たちは大きくなって親なんで必要なくなってしまうだろうか。具体案を提示してもらえる場所があ

ると助かると思う。まず自分の意思を明確にする必要はあるが。何をどうしたい、ではこんな方法があ

りますよ、というふうに。また各種講座とそのいくつかの時間帯の充実などを希望している。ちなみに

興味があるのは傾聴、点字、インターネット、起業等。 
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【子どもを対象にした犯罪・事故の軽減】 

・最近、幼稚園、小学校より不審者情報（公園などでの）のメールが頻繁にきている。放課後も安心し

て遊べる（公園など）環境が整ってほしいです。 

・幼稚園が少ない。駅南には２つしかなく、毎年ムサシノは前日から願書提出で並んでいる。うちは駅

南だが駅北の幼稚園にバス通園させることになった。とても不便。更に言えば公立がないので毎月バス、

給食、保育、行事その他もろもろ合わせて４万円くらい支出がある。通園させるために働くことも考え

ている。そして中学校も駅南に早急に建設してほしい。毎朝早く、帰りは部活で暗い中、南中まで自転

車で通学させることを考えると不安。田んぼの真ん中で人通りも少なく女の子なので心配で仕方ない。 

・子供を事故、犯罪から守ることを目的として小中学校のスクールバス導入なども検討してほしい。 

・夏休み等の長期休みの時にお弁当ではなく給食にしてもらいたい。お弁当（業者）のバランスが悪い

ため。チャイム（夕方）が 4 時 30 分に鳴るので子供たちは学校を終わって帰ってきたら遊べない（4

～6 年生）。６時間授業なので 1６時に学校を出て家に着いたらチャイムが鳴ってしまうので。17 時と

か少し長くしてもらえたら子供も外で遊ぶことができると思う。病気になったときに預けることのでき

る場が少ないと思うし、できれば保育所、（通っている）学校でみてもらえたら、親も子も安心。祖父

母にお願いすることができても長期では難しいので、そうなったら楽に子供をお願いできると思う。 

・まわりが田畑ばかりだと大きな公園がないので公園をつくってほしい。街灯が少ない。もっと明るく

してほしい。 

・安全で安心して暮らせる街を目指してほしい。今以上に充実してほしい。この町に大人になっても家

庭を持ってもずっと暮らしたいと思えるような。吉川市にとっても未来につながると思うので。 

・小中学校の教室に冷房（クーラー）をつけてほしい。通学路の安全チェック。危険なところを通らな

ければいけないというのをなくす。学区内の公園などで不審者が多数見られているので見回りの強化や

対策をしてほしい。子供のインフルエンザの予防接種無償化。 

・吉川駅から南側ばかりが新しいものが建ったりしてきれいなイメージになった分、北側は暗く危険な

イメージ。公園や道路も明るく整備したりして安全に過ごせるようになってほしい。 

・子供に対する犯罪や不審者情報など、もっと誰でも認識できるように配信していただきたい。 

・子供の下校時など地域の方々のパトロールにより安全に下校できることに感謝している。しかし放課

後公園付近やに不審者が多数目撃されており安心して遊びに出すことが難しいと感じている。現在は働

いておらず家庭にいるが、働き始めると長期休みなど子供の過ごし方に不安を感じる。学童など少しで

も大人の目があるところで過ごさせたいと常々考えている。高学年まで学童のようなところで過ごせた

ら安心して働けるのではないかと考える。よい支援があったらいいのだが。 

・最近不審者が出没する中で地域でのパトロールを強化してほしい。 

・放課後、防犯の方々が子供たちの帰宅時間に合わせ見守ってくださっているのはありがたい。今後と

もよろしくお願いします。沼辺公園での不審者情報が多いのが怖い。 

・バスの本数を増やしてほしい。街灯を増やしてほしい。信号を設置してほしい。子供たちが登校する

際、遠回りをさせられていてとてもかわいそう。3年以上前から要望している。 

・シルバーの方などで安い費用で習字などを教えていただける教室があるといいと思う。通学路で歩き

にくい段差や傾きのある場所を新しい道路よりも先に着手してほしい。 

・団地内に木が多いのはいいことだが死角も多い。暗い時間になると電灯がなく大人でも見えない場所

がある。自転車、原付等へのいたずらが多くて困る。 

・下の子がかほ保育園に通っているが目の前の通りには外灯が 1本もなく雑草は園児の背丈よりも高く
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伸びきっている。保育園が増えても通う環境がいいとはいえない状況。日の入りが早い今の時期、他の

道でさえ外灯の少ない埼玉県でさらに保育園の前が真っ暗なのはとても不安。 

・最近は不審者もいて安心して放課後遊ばせる場所がなく、自宅もしくは自宅前の道路で（友達と）遊

んでいる。小学校等の空き教室を放課後の遊び場として使うことはできないのだろうか。小学校の役員

のポイント制を改善してほしい。乳幼児を連れての参加はとてもキツイ。預かってもらえない人もいる

と思うので、改善、特例を設けてほしい。以上のことを市から小学校へ助言してほしい。先日東京足立

区の西新井のギャラクシティというところに行ったが、乳幼児から高校生まですごせる施設だった。中

高生も自由に過ごせるスペースがあり、こんな施設が吉川にもあったらなと思った。予算もあることな

ので大変だとは思うが安心して過ごせるスペースを子供たちのために提供してください。 

・小学校の英語教育にもっと力を入れてほしい。低学年のうちから外国人教師と触れ合う機会を取り入

れてほしい。小学校でクラス担任以外の大人がクラスに入る機会を増やしてほしい。今のかたちだとそ

の子供の個性が担任に受け入れてもらえない時、１年間本当に苦しむ。教科ごとに教師が替わるなどの

時間を増やしてほしい。不審者情報への対応を迅速にしてほしい。友人も含め何回か通報をしたことが

あるがなかなか来てもらえなかったりひどい時は来てもらえなかった。年度末に出る幼稚園保育費補助

費のテーブル分け（金額分け）が大雑把でテーブルごとの差が大きすぎる。ほぼ年収が変わらないのに

ほんの少し増えてテーブルが上がってしまうと補助の額が 10 万円くらい減ってしまう。テーブル分け

ではなく各家庭の収入から計算できるようにしてほしい。 

・通学路が危ないので改善してほしい。遊び場（公園）が少ない。公園に行くまでの道が危なく、遊び

に行かせられない。 

・越谷の青柳地区ではすでに空いていれば学童保育室の利用が小学校高学年までできると聞いている。

働く者にとっては栄小学校や関小などに不審者が多い環境のため放課後がとても心配。また子供同士で

遊ぶことが稀になってしまう。学童では全てその心配がなくなるためどうかよろしくお願いします。 

・公園などが子供たちが安全で楽しく過ごす設備より大人向けや見栄えのよいものが多い気がする。美

南在住だが歩道（遊歩道含む）や横断歩道などよく安全に考えられていない気がする。 

・通学路が通行量が多いが（トラック等）歩道が狭くガードレール等がないため毎日心配。歩道をもう

少し整備してほしいと思うところがある。 

・不審者出没続出現場を徒歩で見回ってほしい。 

・子供たちが公園で遊んでいるとそれを注意する大人がいる。危険かそうでないかは人それぞれ。もっ

と広い心で子供をみてほしい。もちろん遅い時間まで遊んでいるのは注意すべきだが元気に遊んでいる

のはいいのでは。それよりも公園の周りで変な目で見ている不審者に目を向けたりタバコを吸っている

高校生、中学生に注意する大人が必要。安心して小学生が遊べる広いきれいな公園がほしい。それを見

守ってくれる大人がいる地域になってほしい。 

・公園もたくさんあり子供が遊ぶ場は少なくないが他の地域と比較して不審者等の話題が多すぎるよう

に思う。中高生が小学生に対していやがらせ等をすると学校に通報しても中学や高校の関係者が対処し

てくれるわけでもない。もう少し子供たちが安心して遊べるような環境がほしい。 

・通学路の安全対策の充実。 

・子供が気軽に遊ぶ場所がない。サッカーやバドミントンができる公園が近くにあればいいのにと思う。

自宅は吉川高校の近く。市道もあり家の近くで遊ぶのは危険。吉川高校から北谷小までの通学路で雨の

日に市道を通る車にたくさん水をかけられると言っているので道路の整備をお願いします。 

・教育施設の充実や子育て支援活動の発展も必要だが子供が増加している吉川市では子供を育てやすい
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まちづくり、信号機や横断歩道、止まれの標識、公園や公民館の充実などこれまでの吉川市の町も改善

していくようなまちづくりもしていってほしい。特に美南地区、美南小付近においては計画性が感じら

れず信号機や横断歩道がとても少なく現状とこれからの子供人口増加に対応していないと思う。 

・学校から帰ってきたら講演など外で遊ばせたいのだが犯罪が多いのでなかなか自由に遊ばせてあげら

れない。子供が多く集まる場所へのパトロールを望む。 

・不審者情報、事故、事件についてのメールサービスを充実させてもらいたい。小学校ではメール配信

してくれないので。母親に対しても無料の歯科健診などをしてほしい。インフルエンザ等の無料化。 

・通学路をもっと安全にしてほしい。お願いしてから 6年経つがお金がかかると言われ特に改善されな

い。あくまでも「通学路」ということを配慮してほしい。 

・吉小に通っているが吉川交番から吉川橋くらいまで歩道が狭いうえに自転車が通るので何らかの対策

をお願いしたい。アントワープ（ダンスパブ）、バイク屋の通りが路上駐車が多く吉川警察に連絡して

もなかなか巡回しない。 

・公園の整備（見通しのいい公園にするなど）等お願いします。道路の横断歩道や押しボタン信号の設

置など見直しをお願いします。 

・子育てをしながら働ける環境づくり。協力をしてほしい。一時預かりを低額でしてくれるところなど。

幼稚園の学校を半額（２人目以降）にしてほしい。いつも公園の草がボウボウで遊べなくて困っている

（小さい子は特に）。公園でのトラブルが多すぎる（盗難や不審者など）。 

・子供への犯罪対策の充実。特にきよみ野地区への交番誘致をお願いします。 

・子供が安全に遊べる場所、公園がない。不審者、変質者が多すぎる、うろつきやすい町なのか。教師

の質が悪い。だらしない、気分で怒る、一般社会の常識を知らない人が多い。いつも越谷、三郷の政策

に続いている。吉川が率先してできないのか。公園に遊具が少なすぎる。情報が少ない。 

・小学校で１日勉強してきて、その他宿題で精一杯で毎日が終わってしまう。土曜日に午前中だけでも

学校があると子供にも余裕ができると思う。昔のように学校で放課後安心して遊べたり公園で伸び伸び

と体を動かして子供たちに遊んでほしい。今は車が危なかったり不審者が出るなどの心配もありあまり

外に出していない。出さないと子供もストレスが溜まるので友達の家に送り迎えで遊んでいる。公園が

もっと多くあるとすぐ行けるのかなと思う。吉小付近には公園がない。小さい子がいても働ける環境が

ほしい。 

・公園での不審者情報などよく耳にする。関公園、沼辺公園など大きい公園に子供だけで遊びに行かせ

るのが不安。 

・舗道の整備をしてほしい。細い道で段差があり子供が自転車で転びそうになる。ガストの前の信号の

道など。 

・保から北谷小までの歩道がとても狭い。傘をさして安全に通れる幅など、実際に市の職員が確認すべ

き。保の住宅街は特に「いけだとんかつ～ローソン」までショートカットする車両が多く、通学時間帯、

何度も危険なのを見ている。何故事故が起きる前にスクールゾーンにするなどの対処をしないのか。こ

れだけニュースで子供たちの痛ましい事故が起きているのに吉川市は行動を起こすのが遅すぎると思

う。早急に何らかの対処を望む。 

・道路（家の前の）が危険。車が 80km/hのスピードで走っている。ガードレールもなく車が小学生の

列につっこむ事故などのニュースをみるととても不安になる。 
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＜参考＞ 

【複数意見】 

・学校の行事が多すぎる。学期ごとの授業参観や一人一役のＰＴＡ役員。母子家庭はそれでなくても就

職が難しいのに休みや早退、遅刻扱いが多くて働きたくても働けない。吉川に引っ越してきて失敗した

とずっと思っている。とても暮らしにくいところ。便利さもない。また高久は治安が悪い。市役所の人

も説明不足。転入してきた人が吉川の状況をわかっている人ばかりではないのに必要な情報が入らない。 

・学童を６年生までにしてほしい。下の子を入れたくても上の子が入れないので１人での留守番になっ

てしまうため２人とも入れられない。母子家庭の場合、親も医療機関での窓口支払いをなくしてほしい。

行きたくても日々の生活が苦しいので行けない。 

・学童はできることなら６年生まで入室したい。子供の医療費は県内の病院に受診した際は無償になる

ようにしてほしい（市内だけだととても不便）。子供たちが集まれる少し大きめの公園が各地区にある

と、放課後の過ごし方が心配でなくなる（アスレチック、遊具のさらなる充実）。子育て支援センター

をいろいろな習い事ができるようにしてほしい。 

・大久保産婦人科で予防接種できない問題をなんとかしてほしい。吉川はもともと地元の方が多いので

保育所等もそれほど不足していないのかもしれないが、新しい家が多くなるとだんだん待機児童も増え

るのではと思う。小学校に入っても夏休み等の長期休暇に預けるところがなくてなかなか仕事も安心し

てできない人が多いと思う。短期で（１日単位など）預けることができる場所があればいいなと思う。

中学校は駅南に新しくできるのか。選択可能といいながら南中学は多すぎて他の地区からは行けなくな

るのでは。 

・美南の子供の数が増えている。幼稚園、中学校の増設をお願いしたい。子供たちの交通事故防止もお

願いします。美南の消防署北側の信号の先の通路。新三郷のショッピングモール買い物帰りの自動車の

侵入が多い。行き止まりである案内板をもっと増やしてほしい。また 2車線でスピードを出す自動車が

多い。住宅地なのでスピード制限をしてほしい。現行では一般道で制限なしなので 60kmとなる。川口

での事故を再発させないためにも行政でも進めてほしい。このような問題をどこに言えばいいか分から

ないのも問題。 

・犯罪から子供を守る環境。教育は学業、スポーツの向上。 

・働く母にも保育しやすい環境をつくってほしい。近くの地域に比べて吉川は遅い。新しい住民も増え

若い世代が増えて子供を育てているのに古い考えを持った人が市を動かしている。もっと新しいサービ

スを考え市民（特に若い人）が暮らしやすい子育てや教育の環境を整備してほしい。 

・医療費はありがたいので引き続き支援をお願いします。小学生向けのイベントや家庭教育講座などこ

れからも情報お願いします。子育てが昔より難しいと感じる時代なのでセミナーなどあると心強い。 

・子供の医療費、子供手当等の制度はとても助かっている。ありがとうございます。また吉川は公園が

多くザリガニ釣りができる田んぼもあり子育てにはいい環境だと思う。これからも自然を多く残してほ

しい。野球遊びのできるような広場があまりないので広々とした空き地があるといいなと思う。 

・学童を利用しているが４年生からは一人で留守番になることが心配。長期の休みなどもまだ一人では

１日が長いと思う。草加市は６年まで希望があれば預かってくれると聞いたのでそのようにしたい。医

療機関も近隣に比べて少ない。もう少し安心して暮らせるよう増やしてほしい。 

・長期休暇期間中だけ子供を預けられるところがあったらみんな働きやすくなると思う。１クラス 30

人以下で授業をしてもらいたい。 

・駅南側に幼稚園がなさすぎる。保育所も足りてないのではないだろうか。学童は６年間通えるのかと
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思っていたので仕事をフルタイムでできると考えていたが実生活としては３年生で終わってしまうと

なると安心して社会復帰は難しいのかと感じる。公園を充実させてほしい。伸び伸び小さい子～大きな

子まで遊具の内容含め安心して遊ばせられるようなあり様だといいのと、砂場の砂の衛生管理や木枝の

剪定、毛虫退治など。 

・通学路に危険なところが多すぎる。必ずガードレール付きの歩道を十分な幅で確保してほしい。長期

休暇時に子供だけで日中安心して過ごせる場がほしい（学童保育のような）。 

・越谷や三郷など近隣にショッピングモールなどができ、交通量が増えてきている。自転車で遊びに行

く子も多く舗道、自転車道の整備を望む。夏休みに自治会館で行った「寺子屋」をできれば長い期間行

ってもらい地域のみなさんと触れ合ったりできれば働く母親としては安心。近隣の市外の通院も医療費

を一度払わなくてもいいようになると助かる。 

・子育ての環境で水道水のフロリデーションは正直嫌。生きるために必要な水を他の市町村で行ったこ

とのないものを吉川市がいちばんに行おうとしているのは子供たちを実験台にさせられるとしか思え

ない。フッ素入りの水かそうでない水かを選ぶことができないのもひどすぎるし、今の子供たちや親も

昔と違って虫歯予防に気を付けている。もし何か子供たちの将来にフロリデーションの件で問題が起き

たらどう責任をとってくれるのだろうか。吉川市には他にも大久保クリニックの問題もあるし小学校の

生徒数は多いし子育ての環境はよくないと思う。いま美南地区に住宅が建っているがもしこのような問

題を知っていたら私なら吉川市に家を買わないと思う。 

・子育てに関して保健センターや各子育てサークルの方々にたいへんお世話になり今では人見知りもし

なくなり誰にでも挨拶できる子供に育った。ありがとうございます。子育てしやすい市なので３人、４

人と出産される方が多いのだと思う。こんなすてきな市なのでフロリデーションのようなことはやめて

ください。 

 

【その他】 

・ありがとうございます。命綱である。 

・介護と子育てを両立させているので働くこともできない。子育てを充実させるためにも介護施設をも

っと増やしてほしい。 

・子育て、子育ちが難しい時代だと感じている。吉川市は住んでいる方が温かく居心地がよくほっとす

るのでそんな大人がいると子供の情緒がよく育つと思う。吉川市全体が連携して温かく子供も私たち親

世代も高齢者も生活しやすい町であることが、そうなるように意識することが大切かなと思う。難しい

ところもあると思うが縦割り行政にならずに協力してよい市になるようお願いします。 

 

 

 

 

 


