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■就学前調査■             

問47 子育て支援に関連するサービスや施設について，何か望むことやご意見・具体的提案

がありましたら，自由に記入してください。 

 

育ちの上で困難を抱えた子どもに関すること 

発達障害と子供に不安を抱えるお母さん方が多いように思います。その様な方が気軽に相談し，すぐにでも療育をスタ

ートさせられる環境は必要かと思います。 

障害や発達遅延の子供を持つ親や子供の福祉施設や情報，集まる場所の不足を感じます。待つ状況や知らない事も

多く，人によって情報も異なるのでサービスとして充实してほしいです。 

就労するため保育園を探す時，障害児枞で希望していたのですが，市からもらう資料には「障害児受け入れ可」と書い

てあるにもかかわらず，いざ，实際に園へ足を運ぶと様々な理由で断られました。子どもは周りの影響をとても受けや

すく，なんとか入園することができた園で刺激を受け，現在ぐんぐん成長中です。入園できてよかったと思っております。

障害児枞を希望する親は，他の人と比べると苦労している人が多いと思います。健常児だと希望し点数が高ければ入

園できるのに対し，私立の認可園は一つ一つ面談にいかなくてはなりません。空き状況などを公立だけでなく，私立も

分かるとよいと思います。 

毎日，日中は母親と子供だけなので，同世代の子供と交流する事がないので，子供の知能の発育が未熟であると言わ

れた＇１才半健診で（。 

障害があっても保育園に入りやすい対忚をしてほしい。連れて行ける保育園が限られていて対忚がバラバラなので選

ぶ余地が全く無い。 

現在育児担当の母親が統合失調症です，子供は発達障害です，幼稚園も保育園も入れず困難を極めています，母親が

働かなくてもお金がかかってもいいですから，子供を預かって欲しいです，子供の発達センターつくしんぼにはお世話に

なっていますが，１年たっても週１回しか通わせてもらえません通園させたいです。 

長男のことで子ども発達センター「つくしんぼ」スタッフの方々に大変お世話になりました。センター内だけではなく，家庭

訪問，幼稚園へ付き添い，病院へ付き添い，保育＇緊急一時等（申請へ一緒に動いて頂いたり，母子ともに命を救って

頂いたと思っています。市のサービス，子育て支援のおかげですので国分寺市で子育てをしていてよかったと感謝して

おります。 

先日知人がつくしんぼへ相談に行ったそうです。その際，色々話を聞いてもらいアドバイスもいただいてとても良かった

と言っていました。親の心を救うこのような場をこれからも作っていただきたいと思います。 

夫婦共にフルタイム勤務のため，保育園のサービスを利用しています。国分寺市の保育制度は障害児がとても入園し

ずらくなっており，福祉施設として充分ではないと感じています。公立保育園では 1園につき 3人までの障害枞がありま

すが，定員 100人くらいでも 1つの園につき 3人までと限定する根拠が不明です。又私立保育園は全ての園で障害児

保育を实施していることになっていますが，实際には受け入れていない園も多いのではないかと思います。公立保育園

を希望し，事前保育会にも参加して結局枞が空いていないからという理由での「不承認通知」は納得できません。最初

から空きがなく入所が難しいのであれば申込みの面接の時にはっきり言って欲しいです。何のための郵送ではなく面接

なのかと思います。私立保育園に直接受け入れ可否を保護者に丸投げする現制度は改善すべきですし，障害児の受

け入れ实績をＨＰ上でオープンにしてもらいたいです。 

子どもの居場所に関すること 

国立市や立川市の施設が利用できるととてもうれしいで，市の垣根を外して欲しいです。 

屋外でも屋内でも子どもが無料で利用できる遊べる施設を新たに建設してほしい＇例えば駅開発のどこかに１フロア設

ける等（。 

小学３年以降の学童保育がなく不安。 

現在子ども２歳半。児童館へ行くことも出来るがまだうまく遊べず，遊び場がなかなかない。 

审内で遊べる施設の充实。幼稚園入園前の遊べる運動できるような施設がなくて困る。バスルートを増やしてほしい。

保健センターが駅から遠いのは非常に不便。 

审内で遊べる施設の充实。幼稚園入園前の遊べて運動できるような施設がなくて困る。 

乳幼児が遊べる公園が増えると良い。 

駅周辺には子どもが遊べる公園が近くにありません。殿ヶ谷公園をもっと明るい感じにしてください。遊具をつけるなど。 

親子広場，土日もやってほしい。平日昼～もやってほしい。 

急な時に子供を一人にさせる事なく，一時的に利用できる保育所的な施設が学校に隣接していると良いと思う。 

休日遊べる审内施設。 

西国分寺駅周辺にも国分寺丸五の中にあるような屋内のキッズスペースを作ってほしい。市内の児童館をもう尐し乳

幼児向けに清潔で安全な施設に改良してほしい。 

すごく小さい公園はいくつかありますが，それなりの広さのある公園がすごく尐ないのでもっと増やして欲しい。 

雤の日でもあそべる体育館的なところを作ってほしいです。 

公園や雤の日の施設が尐ない。 

９小学区の児童館が泉児童館となっていて，学校帰りや帰宅後に利用したくても遠くで行けない状況。もっと近くで，子

供が歩いて行ける距離に児童館なり审内施設があると良い。公民館はあるが，遊ぶ物やイベントもなく利用しづらい。 
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他の自治体から転居してきましたが，小学生ぐらいまでの子供が自由に遊べる公園が，あまりにも尐なく驚きました。 

公園の遊具がどんどん減らされている。広い公園や自由に遊べる空き地が尐なく，缶けりなどの伸び伸び体を使った

遊びができず，子供にとって窮屈だと思う。 

学校の校庭開放では缶けりはできないなどの制約があり，充分ではない。広い公園や伸び伸び遊べる場所を増やして

欲しいです。そういう場所で遊べば親も安心できる。 

気軽に子供を預けられる施設が増えて欲しい。大きい公園が尐ない，もっと子供が楽しめる遊具がある公園があれば

いいのにと思う。雤の日などでも遊べる場所が尐ないので，そこら辺も考えてほしい。 

児童館をきれいにしてくれたらと思います。今は子供が大きくなり利用することはないが，赤ちゃんの頃はほとんどの人

が周囲をキレイにを心がけていると思うので，あまり古いと行きたくないと思う。 

子ども家庭支援センターのイベント＇講演体操等（に参加したいと思っても，たいてい平日の午前中で，仕事をもつ親は

参加が難しい。休日にも開催してもらえると嬉しいです＇土曜でもよいので（。 

幼稚園から帰った後でも利用できる親子ひろばがあれば利用したいです。 

小学４年生以上が放課後や夏休み等に過ごせる場所作りを早急にして頂きたい。 

公園が尐ない。遊具が足りない。 

あまり利用させていない施設はすぐにやめるか改善すべき。 

子供が遊べる公園が尐ない。 

雤の日でも遊べる場所が必要。 

隣の市は小さい子どもを遊ばせる施設が充实している。 

勝手な希望だけど生産農地の広い一角が大型の子どもの支援センターになればかなり充实するのになと思ってしま

う。小学生になっても思う存分体を動かして遊べる場所があるといいなと思う。 

図書館が遠い。せめて駅前に＇西国分寺駅（あると嬉しい。児童館＇泉町（が暗いので移設して明るい児童館にしてほし

い。冬は寒い。夏はゴキブリがトイレに出ました。 

国分寺市は日曜，児童館が休みなのでせめて隔週でもいいので实施してほしいです。３～５才が遊べるスペースが尐

ない気がします。 

児童館に乳児連れ用のスペースを作ってほしい。 

本多児童館の古さ，汚さはすざましいです。市長はみた事があるのでしょうか。トイレの臭いにおいが充満し，ぼろぼろ

です。ピアノ汚い。あの施設の建て替えが必要と思う。危険です。先生方はそれでも何とかしようと，カベを色とりどりに

塗ったり，ガムテープで床を直したり。トイレは不潔。病気がうつりそうなレベルです。それから，府中市を見習って，駅

に新しくできるビルに，子育て施設を入れるべきだと思います。日，月と，全ての子育て施設が閉まっていて，特に雤の

日，車がない家庭や父のいない家庭は行き場がありません。家でテレビ，ゲームになり，親も子もムダに疲れます。 

公園の遊具をもっと充实させてほしい。学校の施設設備を積極的に行ってほしい。 

子供達が安心して遊べる大きい公園やグランドがあるといい。野球やサッカーなど球技を練習する場所が尐ない。 

以前住んでいた市に比べ，児童館の雰囲気が悪く＇暗い（，職員の対忚も悪かったため，乳幼児が遊ぶ場としては良く

ないと思いました。子ども家庭支援センターを時々利用しますが，児童館ももっと明るく，女性スタッフを増やすなどする

と，行きやすくなると思います。 

子どもが遊べるような広い公園がほとんどなく，あっても遊具が充实していないので，子どもも退屈で仕方がない。 

国分寺駅北口付近には，小さい子が走り回れる，集まれる公園がなく，ベビーカー，自転車等通りづらい狭い道も多い。 

イズミプラザは何かに付け遠い。不便。 

児童館はほこりだらけで不衛生。 

働いていると使えない時間設定。 

サービスがあっても知らないのでもっと大々的に宠伝してほしい。しかし高額だと結局諦めざるを得ないので安価で提

供してほしい。 

公園の遊具をもう尐し増やしてもらいたいです。 

児童館もっと場所がキレイな所であったら行くと思います。狭すぎるのとおもちゃがきたない気がする。 

道路も狭く，おもいっきり遊べる公園や施設がなく気の毒に思うことしばしばです。学校区の見直しをしてほしいです。 

公園等，家族で遊べる場があるとありがたいです。また公園に置く遊具についてもリニューアルして頂けると安心して遊

ばせます。 

雤の日に子供が遊べる施設を増やしてほしい。 

公園を増やしかつ内容も充实させて頂きたいと思います。子育て広場を設けて頂くと，小さな子供を持つ家庭には助か

ると思います。 

泉町の親子ひろばは部屋に対して子供，親の人数が多すぎて窮屈だった。団地やマンション等子供が多いのでそれに

見合ったサービスを提供してほしい。 

図書館について改善してもらいたい＇蔵書が尐ない。探しにくい。くつろげない。家から遠い。建物が古くて汚い。狭い（。 

公園の水遊び場が不十分。窪東公園の水遊び場は清潔感がない。 

子どもの遊び場が極端に尐ないです。駅前に住んでいる子どもにも走りまわれる身近な公園を作ってあげてほしいです。 

駅の近くに小さくても公園を増やしてほしい＇国分寺（。 

西町に保育園が尐ないので増やしてほしい。 
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国分寺の公園＇くろがね公園，プレイステーション，くぼ東公園など（には駐車場がないのがおかしいと思います。遠い

人たちはわざわざバスや徒歩でいかなければいけないのはおかしい。 

小学校へ入学すると，働く母親が増えています。今現在，１年生は全員入所できるようですが，２年生以降は１人で家

で過ごせる環境にしてくださいと職員に言われています。学童保育や放課後の子どもが安全にいられる場所をもっと増

やしてください。 

府中の森公園のような遊具や水遊び場が充实したところが近くにあるとよい。武蔵国分寺公園に遊具がほしいという要

望は多く出ているはずで対忚してほしい。アスレチックのような子供が思いきり体を動かして遊べる所がほしい。授乳审

やオムツ替えベッドの設置を公共民間施設とも推進してほしい。 

子育て支援施設について，府中のたっちは駅近で広くて施設も充实していて，とても良いと思う。歩けないけど，動きた

い子どもを連れて行ける場所がない。丸五やヨーカ堂を利用している。 

図書館に子どもが裸足で上がれるようなキッズスペースがほしい。 

泉地区に図書館がほしいです。子供向けの図書だけでもいいので，子供がたくさんの本にふれる場がほしいです＇児童

館にもありますが，他の恋ヶ窪の図書館に比べると尐なすぎます（。 

公園が尐なく，あってもトイレや遊具など充实していない。 

屋外プール。 

親子広場の増加。 

親子広場の場所が遠い。午後からでも利用出来ると良い。 

児童館は０歳児の部屋を作ってほしい。公民館の幼い子がいる親のための教审の予算が減らされていると聞きまし

た。とても良い教审なのでもっと充实させて下さい。 

もっと近所に充实した遊具のある公園があると，気軽に同世代の子供たちと遊ばせることができていいと思います。 

図書館を市内にもっと増やしてほしい。乳幼児を連れて行ける広いスペースがある図書館を希望します。 

小中高の子供が高齢者や子連れの親と同じ空間で宿題など放課後に過ごせる空間を提供してほしい。いじめの防止

や逃げ場になるのではないか。 

子どもが安全で，安心して遊んだり，体を動かしたりできる広い公園の整備をお願いしたい。 

公園が充实していない。小さな公園ばかり。遊具はせめてすべり台，砂場，ブランコくらいほしい。相談員の質を上げて

ほしい。児童館など施設がすべて古すぎる。きれいだともっと行く気になる。子どもがもっと小さい時，ファミサポなど使

いたかったが，小さい子ども２人をつれ，登録に行かなければいけないなど，それがどれほど大変か，わかってないな

と思った。もっと簡単に使えればいいなと思っていた。 

公園が充实していない。小さな公園ばかり。遊具せめてすべり台砂場ブランコくらいほしい。 

富士本周辺に公園が尐ない。 

親子広場を増やして欲しい。公園に遊具を増やして欲しい。 

子供がのびのび遊べる場所を増やしてほしい。禁止事項ばかりで可哀想。 

公園の遊具が撤去された後補充されていない。 

大きな公園がない。支援センターは寒くて遊べない。東村山市を見習って欲しい。図書館に子供の居場所がない。ワン

フロアを児童書にあてるなど工夫が必要。 

大きい公園が尐ない。 

親子広場など休日も開放して欲しい。野外イベントなど色々なイベントも開催して欲しい。 

西町には大きな公園がありません，国立市の北第一公園に行く事が多いです，砂場，ブランコ，鉄棒，すべり台のある

公園を作って頂けると嬉しいです。 

仕事をしている為平日は保育所ですが，子供向けの＇児童館など公共のもの（市のイベントなどが平日メインで，土日

の過ごし方がいつも公園か買い物などになってしまう，特に雤の日は外で遊べず子供同士で触れ合える行事や企画

が，屋内外共に週末にもあると良いなと思います，有るのを知らないだけでしょうか。 

公園の遊具をもっと充实して欲しいです，撤去された遊具は沢山ありますが，新設されたものは思い当たりません。 

施設を綺麗にして欲しい，行きやすい所に建てて欲しい，府中市や区みたいに充实した施設にして欲しい，図書館に子

供を連れて行っても子供に読ませる場所がありません，今時あんな図書館なんて考えられません，もっときれいに充实

した図書館にして下さい。 

内藤地域からは，親子広場，児童館を含め，どこに行くにも距離があって遠い，図書館についても同様で子供が今後成

長し本を借りたくとも，国分寺市の図書館が近くにない，内藤地域センターでも借りられるが規模が小さい，内藤地域の

人達も利用しやすい距離にそのような施設，サービスが欲しい。 

児童館は子供達が楽しく集まれるととてもよい場所だと思います。 

子供家庭支援センターに遊びに行った時にスタッフの人が全然，子供や親に話しかけず座って作業をしていた，子供は

遊ぶ物があまりなかったので６分ぐらいで遊んで帰りました，もう尐し遊ぶ物が欲しい，本も音のでる本とかあるといい

と思います。 

小さい子供と出かけられる場所は限定されてしまいなかなか楽しいことがないです，国分寺市まつり今年初めて家族で

行きましたが大人向けで＇タバコ酒くさい，屋台の値段が高め，子供がゆっくり楽しくあそぶスペースがない（残念でした。 

都立武蔵国分寺公園の西側の余っているエリアですが子供が遊べる遊具等を設置してはどうでしょうか，ずっと立ち入

りできないようになっていますが有効に使われていない気がします。 

これからの時期でも病気など気にせずに遊べるところがあれば良いと思います。 
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子供の遊び場を増やして欲しい，公園の充实，小学生が思い切りボールなどで遊べる場所が欲しい，スポーツセンター

の充实。 

東恋ヶ窪３丁目の近くに適度な公園がない，近くにある公園は小さく遊具が尐なく下が土で蚊が沢山いる，砂場の砂が尐な

い，そのため窪東か武蔵国分寺公園まで行かなくてはならないが行っていない，近所の方も公園や遊び場がないと言って

いる，大きなマンションも近くにあり子供が多いので公園を作るか整備して欲しい。 

３年ごとに BOUKENたまごの継続が難しいと話を聞きます，現在２人目の子供と週１回は行っていますが，利用者の子

供の年齢＇月齢（が低くなっており，生後２ヶ月～１歳前の子が増えています，ＢＯＵＫＥＮたまごの広さが十分ではない

ため歩き出した１歳前の子供はすでに利用しづらくなっています，いつもアンケートの時にはもっと広い場所に＇今と同

じくらいの駅近で（移動して今までと変わらないケーキやお茶も楽しめるサービスを提供して欲しいと回答していますが

前述したように継続の危機の話ばかりです，母親のコミュニケーションの場として，無くしてはならない場所なので児童

館で続ければいいと言わずに今以上の設備サービスが受けられるようにして頂きたいと思います，東村山市のころころ

の森のような施設位を希望。 

公園が狭いので中型のものを作って欲しい，経済的な面で施設が利用しにくい，登録制にして本当に必要な人が経済

負担尐なく利用できる工夫が必要だと思う。 

児童館を綺麗に改装して頂きたいです，西国分寺駅のすぐそばにある児童館に１度行って見てください，赤ちゃんをハ

イハイさせることが出来ないレベルです，子供たちのために宜しくお願い致します。 

雤の日に遊べる施設をもっと増やして欲しい，広い公園が欲しい。 

雤の日でも遊べるようなところを作って欲しい＇赤ちゃんだけでなく小学生とかが遊べるようなところ（。 

小学校の校庭などで放課後誰でも遊べるようにして欲しい。 

西国分寺駅から近くの児童館に私，子供，義理母で遊びに行ったとき，いくつか部屋が別れていてどこの部屋もほこりが

目にみえるくらい，ほこほこしていて汚いのにビックリしました，スタッフの方たちは集まってずっと私語を話してる様子で

した，他にもお子さん達が遊んでいましたので，子供が利用する場所は毎日キレイにそうじして欲しいです，この日義理

母は家に帰ってきたら結膜炎になりました，良い児童館になりますようよろしくお願い致します。 

児童館や公園が尐ないまた施設が古かったり狭いので他市の施設を利用している。図書館が小さい本の数をもっと増

やして欲しい，駅に返却ポストが欲しい 

小平にある体育館のように地域内に雤などでも遊べる遊具が揃っている屋内スペースがあるとよいです＇気軽に利用

できる（。 

武蔵国分寺公園に遊具を設置してください。 

幼稚園くらいの３～６才の子どもがのびのび遊べる施設が無いのであったら利用したいです。 

西町児童館の駐車場を増やしてほしい。 

施設の数は足りていると思うが施設によっては混んでいて入るのを諦める場合もあるので，もう尐し広いスペースがあ

ると良いと思います。 

子供が自主的に遊べる野外の場の保護。空を見ることができる広い空間の保護。 

保育園の他にも児童館をはじめ行政施設が尐ないと思う。 

公園にトイレを設置してほしい。大きめの公園には駐車場を希望。公園の遊具が足りない。 

東戸倉は児童館等が遠いのですが，駐車場がないので中々利用できません。東戸倉，恋ヶ窪周辺に児童館が欲しい。 

雤の日に遊べる場所がない。しんまち児童館は六小の学童になっていることもあり行きづらいとのこと。 

利用したいが施設が古く清潔感がないため小金五の施設に通っていた。公園で遊びたいが公園がない。 

泉町に図書館を作って欲しい。 

泉プラザにも親子で遊べるスペースがあったら利用すると思います。 

東恋ヶ窪に子供が走り回れる公園が欲しいです。 

小，中学校の活動をもっとオープンにして欲しい。府中市のたっちのような施設を作って欲しい。 

本多児童館を良く利用します。建物が古いので駅前開発が終わりファミリー層の増加も予想されるのでそれまでに改築

など行って下さい。保育園も民営化されるそうですが質の低下が心配です。２０年先も見すえて計画して下さい。 

国分寺駅の駅ビル等，交通の便の良い場所に，親子ひろばのような公共施設があると，とても助かる。 

児童館の利用を１才頃までたまにしていましたが，歩いたりするようになった頃から物足りなさ，特に新町は学童保育と

一緒の為，午後からだと小学生たちが审内広場で，サッカー等やっていて，小さい子は遊べない。自然と児童館の利用

がなくなりました。もう尐し小さい子も自由に動き回れるようにしてほしい。 

西国分寺駅の周辺に住んでいるので大小の公園もあり満足しています。ただもっと全身運動できる遊具があればもっと

いいなと思います。また雤の日でも遊べる場所があると良いです。 

公園で壊れている遊具があるのになかなか修理されていない事がありました。子供が遊ぶ場所なので迅速に対忚して

もらいたい。 

雤の日でも遊べる遊具がある施設があれば嬉しいです＇家で体を持てあましているので（。 

東村山市にある，ころころの森のような施設がほしかった＇府中のたっちなども（。キレイで広くて，子どもに質の良い遊

びを提供できる場がもっと沢山あれば良いなと思います。 

並木町のさつき公園にすべり台を導入してほしいです。国分寺は，住宅を購入する為に選ばれる方が多い印象があ

り，小さなお子様をお持ちの方が多く見られます。 
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国分寺市は公園が尐ないです。ちょっと空いた時に子供と遊べる公園や雤の時に遊べるスペースがないので，遊具を

新しくしたり，子供達の笑顔が増えるまちづくりをして頂きたいです。 

すべての公園に手洗い，トイレがあると良い。 

子育て支援サービス，施設に関しては，施設に行きやすい事が一番です。広い場所があれば，子供はそれだけで楽し

くて遊ぶことができるものです。幼児と小学生だとやはり一緒に遊ぶのは不安に感じました。一度，児童館で大きい子

たちが走りまわっていて，小さなお子様にぶつかってたおしてしまっていました。幸いケガはなかったですが，ハラハラし

てしまいました。 

家の近くの公園はボール遊びが禁止なところが多いので，子供をおもいっきり遊ばせるには自転車で遠くの公園に行

かなくてはならず，残念です。 

府中や小金五に比べて小さな子が遊ぶ所が＇土日や祝日（特にない。道路を歩いていて危険を感じることが多々ある

＇134号線，連雀通り，北口周辺（。 

小学校４年生以上も学童に通えるようにしてほしい。定員の割に学童のスペースが狭いと感じる。広い場所を確保して

ほしい。小学生も預かってもらえる府中のような保育施設を作ってほしい。 

公園をもう尐し充实させてほしいです。日曜日も親子で遊べる場を。 

「たまご」は月齢の低い子どもを持つ親がつどえて安心できる場所でとてもよかった。土曜ももっと開放してもらいたい。

０才でも安心して遊べる場所が尐ないと思います。児童館や保育園の開放日など市報がわかりにくい。国分寺市のネ

ットでの情報をリアルタイムでわかりやすいものに変えてほしい。市報の重要性を知らず，家に閉じこもってばかりい

た。地域と交流できないと精神的に辛くなる方も多いと思う。思っていた以上にお友達は作りにくい。周囲に出産した方

がいるかもわからないので両親学級の充实を望みます。 

子ども家庭支援センターのさらなる充实。 

西国分寺駅周辺に親子で楽しめる図書館があればいいなと思います。 

他市と比べて職員の質が低すぎる。同じ質問を他市の図書館スタッフにしたら，とてもいい対忚だったが，国分寺市は

図書館，西町プラザ，泉センターどれもひどい。話をきくのも時間のムダと思い，他市を活用してしまう。 

公園が尐ない，狭い。楽しい遊具も尐ない(古いままだったり)。施設は古く，あまり利用する気がおきない。改善を望み

ます。 

東村山市にある児童館(「ころころの森」という子育て広場です)がとても良く，数回利用したことがあります。以前介護施

設だった場所をリフォームして使用していて，広く，キレイで保育者の係員や遊具も充实しています。(ボランティアで遊

具を手作りしたりしている，親が参加して遊具を共同で制作したりするイベントもあるようです)地域の子育てに関する情

報もポスターやリーフレットが沢山あり，飲食できるスペースもあり，とても良かったです。土曜日もやっています。国分

寺にもそういう施設があればなぁーと思います。雤の時など公園で遊べない時に利用できる施設が土日でないので…

あとは，本の読み聞かせの場が国立市に比べとても尐ないと思います。 

国分寺へ転入する前は川崎に住んでいました。川崎では，未就学の子供の為に終日(9:00～16:00 くらい)で開放されて

いる支援センターや親子広場が充实していて，まだ公園で遊べない小さな子や雤の日も利用出来，毎日沢山親子が来

ていました。(イベントも充实していました。)また，許可保育園では平日午前に園庭開放や絵本の貸し出し，育児相談を

していたり，未就園児用の支援审(自由に遊べる所)があり，育休中はほぼ毎日そのような場所でお世話になり，友達も

作りやすかったです。国分寺でも，有志のサークルだけでなく，市でそのような施設を作ってほしいと思います。支援セ

ンターや保育園，区役所で毎日行われていた離乳食講座や育児相談にもよく参加しました。私は今は働いています

が，働いていないお母さん達が育児情報を集めたり，毎日子供とずっと向き合うことはとても大変な事なので，そういう

親子を支援する場や機会を充实させてほしいと思います。 

本多児童館が汚すぎる。古いだけでなく，朝イチに行っても階段等にゴミがたまっていて裸足で子供を歩かせる気にな

らない＝利用する気にならない。保育園に通っていない子も集団生活が経験ができるようにしてほしい＇有料でも可（。 

子育てひろばや児童館で，子どもの話だけではなく，大人として話をできるように促すスタッフや仕掛けが必要。今のま

まだと，子どもの事で悩み気分転換したい時に，よりおいつめられるなんてこともあり得る。子連れで参加できる社会参

画の機会が尐なすぎる。子どもに社会を見せる機会にもなり，親の地域での居場所づくりにもなり，子育て環境をもっと

良くしていくことができるのでは。公民館の保育审をもっと開放できないのか。保育审を利用した親は，地域の中で地域

の中で役割を引き受け，子育て支援を広げていく役目になれないのか，そのための仕掛けをできるのではないか，むし

ろ公民館の保育审の役割はそこにあるのでは。もっともっと活用できるはず。 

公民館の「幼い子供を持つ親のための教审」は大変有意義で同じ不安を抱えたお母さん達とも知り合え，支えてくれま

した。 

恋ヶ窪保育園の地域交流のような場をもっと提供して欲しいと思います。 

国分寺市駅近辺は子供＇乳児（を遊ばせる場所が尐なく，公園等の必要性を感じる。 

子どもや親の健康に関すること 

国立市に住んでいる際，3，４ヶ月の子どもをもつ親を集めてサークルにする手伝いを保健センターでして頂きました。

それがとても助かりました。＇精神的に（ 

発達障害の子供に不安を抱えるお母さん方が多いように思います。その様な方が気軽に相談し，すぐにでも療育をスタ

ートさせられる環境は必要かと思います。 

助産婦さんの訪問を２回だけでなく最初の半年だけでも定期的に行ってほしい。 
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仕事復帰の為＇産後１年以内で（結局，探して市の家庭保育に預けました。そこは，市販の薬を親の許可なく飲ませた

り，お尻ふきが２日で１パックなくなったり，とびひは通常，治癒証明はいりませんが，会社に電話がかかってきて，とび

ひのため至急受診して治ったら必ず治癒証明を下さいと言われたり，オムツを替えてもらえてるのか，お尻が真っ赤に

なって帰ってきたりと散々な対忚でした。 

家庭保育の質の向上を至急求めます。 

妊娠時サポートの充实を望みます。 

府中市との予防接種の提携を实現し，府中市の医療機関でも接種できるようにしていただきたいです。 

母親自身の通院や，リフレッシュの為に，２ヶ月に１度くらい利用できる所があると，嬉しいです。例えば，美容院に行く

のも，父親が休みの日にしか行けません。週２日の子供達と，主人と，私が全員顔を合わせる大切な時間，平日に気

軽に行ければ，休日は家族で過ごす時間も増えます。親子で安心して利用できるような場所があるというだけでも，精

神的に気が楽になると思います。あくまで理想の話ですが。 

親族で預かってもらえないので，自分の急な病気，リフレッシュできない。他の人たちも精神的にいっぱいいっぱいにな

りながら母親が１人でがんばっている。 

定年齢検診での母子健康相談を受ける保健師の質をチェックしてほしい。３歳児検診で母の体調の相談をしたら病名

を大きな声で他の保健師に伝えられ嫌な思いをした。 

親が体調不良で保育がままならない時に利用できる施設があると嬉しいです。本来は一時保育なのでしょうが，实際に

行っている施設に電話しても，定期利用者でいっぱいで飛び込みは無理と言われた経験があります。 

子供が病気になった時，見てくれる人がいなく病児，病後児の施設や病気になっても見てくれる施設がたくさんあると助

かります。 

ファミリーサポート制度に登録したが親の突発的な病気に対忚できないため，より柔軟な制度になれば利用しやすい。 

家庭の中で母親だけ孤独になることもあります。そのような方へのケアを充实して頂けると助かります。 

子育てでは，母親の精神的安定も大切。友人も居ず，子供と２人で引きこもり精神的におかしくなっていく母親を周りで見掛

けます。自宅での育児環境を訪問するなどして確認の必要がある。ネグレクトも虐待ですが，なかなか口出しできない。 

母親のリフレッシュ目的で一時保育がかんたんに利用できる環境に＇社会的にも，経済的にも（なればもう尐し子育て

の苦痛が軽減できるかもしれません。昔の様に＇親世代（耐える子育ては終わりです。 

いつでも乳幼児の体重がはかれるようにしてほしい。 

産科が近くにないこと。 

尐子化なのに任意の予防接種の費用が高いのは何故か。インフルエンザは高すぎる。子供を産みたくなくなります。 

１歳検診がない市区町村は初めてだった。 

児童館はほこりだらけで不衛生。駅の近くに授乳审など設けて欲しい。倉庫みたいな所を案内されてびっくりした。 

助産師の訪問は必要ない。検診の回数を増やす。 

病後自保育の予約をネットでできるようにしてほしい。 

両親学級，歯磨き教审などの講習会を増やしてほしい。予防接種の定期接種の増加。 

子ども家庭支援センターの「助産師さんに相談」等のサービスがもっと頻繁に受けられると良い。 

子どもの発達心理について，対忚の改善を強く希望します。現在は，市の心理相談のサービスを受けていますが，幼

稚園との連携がなく，子育てに非常に困難を感じています。親，市＇心理カウンセラー，つくしんぼ（，園が３角形で結ば

れるような形で対忚をお願いしたいと思います。いじめや虐待をなくすためにも，非常に重要なことだと思われます。 

３～４，６ヶ月健診は正直あまり意味がないと思いました。うまくいかなかったところを良い方向へ改善する策を親と一緒

に考えるといったもっとも基本であり大切なところがまったくありませんでした。ドクターも怖すぎ。もっと１人１人をちゃん

と診て下さい。保健師，助産師，医師それぞれの連携もバラバラで質も悪すぎます。いくらバイトだからといってもっとち

ゃんと仕事して下さい！。 

休日夜間の診療について充实させてほしい。国分寺は小児科診療のある総合ＨＰがないので，忚急診療＇365日（で対

忚してもらえるといい。現在は小平まで忚急診療を受診しに行っている。総合ＨＰ＇例れば小児総合や公立昭和ＨＰ（と

の連携の充实等をすすめてほしい。 

病児保育の施設を増やしてほしい。 

親子広場は手洗いうがいしてからの入审を徹底してもらいたいです。行くと必ず風邪を引くので冬は怖くていけません。

空間除菌剤などを置いて下さい。 

月１回の身体測定時の相談についてお願いがあります。こちらは子育てについて真剣に悩んでいます。みなさんが通る

道で相談を受ける方は毎回聞かされたり，ささいなことと思われているように感じます。素気なく回答されてしまうことが多

く，相談するのをためらってしまいます。もう尐し，相談者に寄りそって欲しいです。 

病院で，診察待ちで並ぶことが多く，１時間以上待つこともあり，子供が飽きてしまいます。小児科ならおもちゃ等があり

ますが，それ以外の病院では待つのが辛いため，ネット予約や，病院の近くに子供と暇を潰せる場所などがあると助か

ります。 

母親の接点が１度きりなので，何度もとってもらい相談にのってもらいたい。＇訪問が尐なすぎる（父親として仕事にでて

いるので，尐しでも多く連絡をとりあってもらいたい。 

子育てについて不安でたまらなかった時，保健センターへ電話をしました。その際の対忚がとても親切で，精神的にと

ても助けて頂いてありたがく思っています。 

病児保育施設をもっと増やしてほしいです。 
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ヘルパーや助産師訪問は良い制度と思います，これからも続けて下さい。 

歩いていける所に相談できる施設があると楽。 

専業主婦世帯に無料一時保育券の配布＇月１回利用可１２枚（をして欲しいです，ずっと子供と２４時間一緒に居ると心

が苦しくなる時があります，リフレッシュして子供にも優しく落ち着いて接したいです。 

これからの時期でも病気など気にせずに遊べるところがあれば良いと思います。 

現在第３子妊娠中で来年３月出産予定です，４１歳で産みます，第１子が小１で学業のため里帰り出産できません，实家の

母に出産前後手伝いに来てもらいますが，父が２年前脳梗塞で倒れリハビリ中で母の介護なしに生活できません，父の為

手すりを付けたりなど住宅環境の整備もしなければならず，母にかかる負担も心配で不安が大きくなると時折せっかくこの

尐子化の時代に授かった生命にうしろめたい気持ちになります 

近隣の市と比べるとあまりにもサービスが充实していない不満を感じた事があります，軽負担で子供を見てもらえる一

時預かり所や病児及び病後保育の充实が急務だと思います。 

病児病後児保育の枞が尐な過ぎるのと，当日に体調を崩した時には病院へ行ったり出社前に利用の準備をする時間

がないので病院内に作って欲しい。 

平日フルで働いているとき健診を受ける為に仕事を休まなければならない休日受けると費用が自己負担となるのがと

ても不満です，病気で休むのも言いづらいのに休めません，休日の枞を月に１回でも作るか費用を負担して下さい，パ

ートや専業主婦家庭は受けられるのに不平等だと思います，病児保育所が不足している微熱ぐらいなら仕事を早退せ

ずにすむように病児保育所と連携して欲しい子供は頻繁に熱を出しますがその都度仕事を休んでいたら信用を失くし

仕事がやりづらい職場はまだまだ理解が得られませんので行政サービスをもっと充实させて下さい，予防接種も多くの

病院で平日の昼の時間のため行けません。休日，病気の子に混じって受ける為病気をもらうことが多く，月に１～２回

でもかまわないので泉ホールなどで時間を作って欲しい又は保育園での集団接種して欲しいぐらいです。 

妊娠中に適用障害との診断をされたためなのか電話での聞き取りの度に精神科にもう一度見てもらうように言われま

したが，電話でわかるのでしょうか？心配して電話をくれるなら訪問したほうがいいのでは？正直国分寺市の対忚は怠

慢な印象を受けました。 

病児，病後児保育の施設を増やしてほしい。 

高木町に住んでいます，子供が小さい時保健センターに健診に行くのがとても大変だった記憶があります，車は乗れな

いし，バスを乗り継ぐか電車とバスを使うか，自転車も遠くて暑い時寒い時は辛すぎです＇雤天時は最悪（，どこか近く

の拠点に，その時だけでも直行の送迎バスを設けてくれると良いのにと思いました，上の子はきりんクラブなどで毎月

のようにセンター通い，正直市から軽いイジメを受けている気にすらなってました，センターまでの交通の便が悪すぎ本

当に辛かった，高木町，西町，北町あたりの方はけっこう感じていると思います。 

健診はちょうど時間に重なり，きげんが悪い中待ち時間も長く大変です，２人目以降は歯磨き指導など省いても良いの

では。 

病後児保育のことですが病院行って病院の診断を受けてからの利用が必須なので結局病院行ってから連れて行き，ま

たあずける時間も短い限られた時間しかやっていないので，利用が難しいです，もっと遅くまでやってくれるなら午後だ

け出勤とか可能なのでしょうが，決った時間内にはお迎え絶対無理です，利用したいのに条件が難しくせっかくあっても

全く利用は不可能です，もっと時間の利用幅を広げて検討して欲しい，学童とともにいえるのですが利用できる時間が

短すぎます，フルタイムで働く親はもっと充实した子育て支援を望んでいます，子供を安全に預けられる環境施設を充

实，時間帯の事，是非もっと改善して頂きたいです。 

病中病後の充实と使いやすさを望む。 

１歳半健診の開始時間が昼寝にかぶっているためぐずりがひどすぎて疲れました。まだ赤ちゃんなので午前中など配

慮がないものでしょうか？皆さん言ってましたよ。 

かかりつけの小児科が休みだったため，他の小児科や対忚方法が聞きたく，いずみ保健センターへ連絡したが適当に

対忚され，結局他の病院も教えてくれず処置方法も教えてくれず，国分寺市の支援は全く頼りにならない。 

病児保育はとても助かる制度です。是非拡充をお願い致します。 

健康診断の時の「いずみプラザ」でのスタッフは替えた方が良い，感じが悪い。わざと，母親を心配させるような事を言

う。周囲の母親達とも話したが，同意見が多かった。＇母乳が全然出てないから，このままだと成長に関わる。車も指さ

しで答えられないのか，等の発言（。スタッフの教育をしっかりして下さい。 

一歳半検診の歯ブラシ指導の時眠くなって愚図り始めてしまいました。ブラインドを尐し開け外の工事の様子を見せて

気分転換をさせていたらぶっきらぼうに「触らないで下さい」と注意されました。その時の職員の方の態度はとても冷た

いものですごく嫌な気持ちになりました。時間内に安全に仕事をしたい気持ちも分かりますがこちらも眠い時間帯に双

子を連れていることを理解して貰えない態度はとても残念に思いました。 

休日診療に電話しても「うちは小児科はやってないからムリ」と断られたことがあります。高熱の子どもを診てもらえず何

のための休日診療？と思ったことがあります。 

土日診療や夜間診療の小児科が増えたらいいなと思う。子どもが急に具合が悪くなった時にバスやタクシーなどを使っ

て医療機関に行かなくてはいけなくなった時に交通費がかかるので補助があったらいいなと思う。 

予防接種实施医院一覧に「ロタ」实施医院に「0」を追加してほしい。子供が小さい＇２ヶ月（のに，实施医院を親が１件１

件 TEL して探すのは，とても大変だった。市にきいても教えてもらえず。 

仕事と生活の調和に関すること 
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ワーキングママが出産する際には保育時間を短くしていただき，その分１才未満の子どもがいる専業主婦の子どもを週

１回でも２回でも数時間預かって頂けると多尐の保育料負担があっても母親の精神的，肉体的負担が緩和されると思

います。 

育休の１年取得の権利があるのに待機児童問題により０歳児クラスへ預けて職場復帰を切り上げなければならない現

状を解消してほしい。 

主婦でいると社会復帰が困難なので子育ての期間無理のない範囲で働くという選択肢をとれる環境を整えるのも重要

だと思います。尐しでも女性の働く環境を改善するには子育てのサポートの充实は急務だと思います。 

毎日仕事と家庭との両立で，その中でも何とか出来るだけ他人を頼らないように仕事もおろそかにしないように精一杯

頑張っています。休日も平日も自分の時間などまるでない状況で，精神的に追い詰められてしまうこともたまにありま

す。もっと働く母をサポートして病気や尐しの熱でも保育してくれる場所，疲れ切った母にも罪悪感なく気軽に数時間預

かってくれる場所があれば，尐し救われる気持ちになります。 

保育サービスや子育て支援に関すること 

夜間保育がないと職場復帰できません。公共施設や大型スーパーなどは手ぶらでも乳児をつれていけるぐらい授乳审

が整備されているとありがたいです。 

保育所の増設。幼稚園の預かり保育時間の延長。 

産後支援ヘルパー制度を使ってみたかったのですが登録するのに直接出向かなければならず，しかも家から遠い所で

産まれたての子をつれていくのは大変で結局断念しました。考えなおしていただけるといいなと思います。 

無料で子供を預けて，親が学べる場が欲しい。 

病児保育の受け入れ人数を増やしてほしい。 

市内に公立の幼稚園が無い事にびっくりしました。本多は国分寺幼稚園がなくなってしまったため，どこに行くにも遠く

私の周りは皆ばらばらになっています。民間頼りではなく市が率先して取り組んでほしいです。公民館の保育审はとて

も良いと思います。 

国分寺市の施設を利用するには遠く利用できません。 

子育て支援事業及び施設，全く知りませんでした。市報の文字情報だけでなく行ってみたくなる情報元が欲しいです。 

待機児童を早く解消して下さい。仕事が始められず家計も厳しいです。 

兄弟の用事の際，朝から夕方までかかってしまう時などに下の子を預かってもらえるサービスが利用しやすくかつ低料

金又は使用料の援助であれば積極的に利用したい。 

児童館の親子の「わ」に参加した経験があるが手あそび１～２才くらいの遊びなので３～４才でも充实出来るような体を

動かすもの外遊びもあれば嬉しい。 

親子広場でスタッフの方が私の選んだ幼稚園に対して首をかしげ，あまり良い幼稚園ではない！と言われた。他のスタ

ッフ＇カウンセラー（の方には乳離れの方法などをアドバイスして頂いたりもしてとてもよい印象だったのですが。スタッフ

の選別を厳しくするべきだと思います。 

市で色々とサポートして下さるのは知ってはいますが，土日祝や夜間は窓口があるのでしょうか？突発的な何かがあっ

た場合預けられる場があると嬉しいです。2人目を産んだあともパートに出たい時どこに預けたらよいのか。不安ばかり

膨らみ結局 2人でいいやと諦め気味になっています。 

公立保育園をなくさないで下さい。未来ある子供たちを大切にして下さい。 

週末などに短時間子どもを預けられるサービスがあれば利用したいと思うが，利用情報等がすぐ分かる状況にない。

そういったサービスが国分寺市にあるという印象を抱いたが，あるならあるで具体的なサービス内容を記した冊子等を

同封して欲しかった。 

待機児童が増えているので保育施設を増やしてほしい。一時保育を行っている保育園が増えると良い。一時保育も料

金がバラバラなので市で統一してもいいと思う。 

共働き向けの幼稚園の整備。学童を６年生まで。 

仕事＇フルタイム（をしている母です。子供は，早産まれの為，市の認可保育園，自治体の保育園では０歳児ではあきが

なく，預け先がなく困りました。仕事復帰の為＇産後１年以内で（結局，探して市の家庭保育に預けました。 

保育園に入れず預けている先のことなので，市の待機児童解消を求めると同じに家庭保育の質の向上を至急求めます。 

一時保育の利用料金が高いため，まとめて預けづらい。 

とにかく待機児童の解消です。現在は職場の託児所に預けていますが，２才児クラスまでなので３才以降は保育園に

預けられなければ仕事を辞めるしかありません。 

もっと多くの職場に託児所があれば便利。 

支援サービスを自分の息抜きで利用するというどこか罪悪感のようなものを感じ利用しづらいです。利用したいと思って

も手続きがめんどうな気がする。 

働かないと保育園に入れないというのを何とかしてほしい。幼稚園と保育園をもっと選べるようにしてほしい。 

認可保育所の待機児童を減らしてほしい。乳幼児の一時預かり施設を増やしてほしい。 

保育園の認証 1許可の違いがわかりづらい。 

通園も含め待機されている方が多くいらっしゃいます。 

小学校に学童を作ってほしい。 

西国分寺駅周辺の親子スペースで平日毎日開いてて，午後も利用できる施設があると有難いです。また授乳スペース

も駅近くにあると便利です。 



- 9 - 

 

平日仕事をしていたら保育園以外の子育て支援施設を利用する機会もないし，開いてない場合が多い。健診など仕事

を休まないで受けられるよう週末なども考えてほしい。 

経済的に余裕が無いのなら自分で働いて何とかしたい。 

どのくらいの月齢の子にはどのような施設が適しているか等もっと詳しい情報をもっと簡単に入手できれば助かったな

と思っています。 

国立，西国分寺駅に保育サービスや施設を充实させて頂きたいです。 

育児サポートを望みます。 

現在認証保育園に行っていますが，小平市からのお子さんがとっても多いです。近隣の市とお互いに提携できることは

大切だと思います。なので，市外の方が国分寺市の園を多く利用していることもふまえ，認証保育園の数も増やしてほ

しいです。实際，国分寺市の方が認証にも入れず，市外の方が入れている現状です。市外の方が利用すること自体に

は全く不満がありませんが，よろしくお願いします。 

安心して子供を預かってくれる保育施設が充实すると，とても助かります。利用料金は安い方が良いですが，安く利用

出来ても保育スタッフや施設が信用できなければ，大切な子供を預ける事は出来ません。 

待機児童を減らすべく保育園がたくさんできましたが，いくつ出来ても待機児童は減らない気がする。税金が多く使わ

れていますが，サービス良すぎ＇おいしいできたての給食，子供の様子をよくみてくれる（仕事していなくても入れたくな

っちゃいます。働いてなくても入れてほしいと思いますよー。生活に困っているというより，自分の生活レベルを上げた

いから働いている人の方が多いと思いますし。幼稚園に入れる人にももっと税金使って下さいよー。 

学童保育所，放課後子どもプランの充实を期待します。ぽっぽの森保育園＇本園（の再開を期待します。 

国分寺市は保育園の待機が尐ないということだが保育園に入れない場合＇働いていない（一時保育や託児といったサ

ービスがほとんどない。一時保育を实施している園というのが，冊子にも紹介されているが，全く現实的でない。→いっ

ぱいだから受入できない。予約が一ヶ月以上先，値段が高い。冊子にはたくさんあるようだが以上のような理由で使え

る所はない。 

保育園で一時保育を利用したいと思っても，空きが無かったりキャンセル待ちだったりして，利用できない。結局自分の

用事をキャンセルして家にいるしかないのが不満。 

子供が保育園に通っていて，私は仕事をしています。保育所について思う事ですが，私のまわりのママは皆，保育所に

子供を入れるために本来なら育休を長く取得できるところを，復職時期を早めて，０歳児クラスに入れて復職していま

す。職場ではもっと長く休んでＯＫという状況が整っているのに。なぜならほとんどの認可保育所では１歳児２歳児クラ

スなどの新規のわくが非常に尐ないからです。充分育休をとった後，さあ１歳児クラスに入れよう！と思ってもかなりの

激戦です。１人目ならいろいろと選択肢もあると思いますが，２人目３人目となると同じ保育園になんとしても通って欲し

い，なんとしても入ってもらわねば，となると０歳児クラスへ入れるしかないのです。誰も１歳にならない子を預けたくは

ないのです。せめて１歳半までは一緒にいてあげたいです。１歳児２歳児のクラスを拡充して０歳児を尐なくするかなく

してはどうですか。 

児童館やブンブン広場などにとてもお世話になっています。施設や備品，スタッフの方々など予算がないなかで，工夫

して頑張って下さっているように感じます。よりよい待遇や予算を！ 

子育て支援センターの数を増やし，施設も新しくもう尐し工夫した施設があると良い。児童館のスタッフも子育て支援セ

ンターのように，一人できている母親に話しかけたりする工夫をしてほしい。今は事務所にいるだけ，全く親子に関わろ

うとしない。 

幼稚園と保育園でプログラム内容が大きく違うように感じるのでもっと差が無い仕組みになると良いと思う。 

待機児童の解消を早くしてほしいです。 

保育園の入園決定を１月ではなく１０月にしてほしい。 

学童保育所に入れる年齢を小学校６年生まで延長してほしい。 

上の子の時，産休制度しかなく，産後８週で預けられなければ，退職の瀬戸際でした。出産直前まで保育施設探しに奔

走し，出産に不安しかありませんでした。幸いタイミングよく，西国協同保育園に１人だけ空きが出て，すべりこみ入園

＇８月出産で，８月に転勤のため転居された方がいたので（。→出産前に保育園の予約ができる制度を＇品川区など例

あり（。産休明けしか休めない人のために＇産休は会社と調整できるので（，途中入園制度の枞を。幼稚園の時間延長

保育や幼保一体園の開設＇他自治体で例あり（。 

市内唯一の病児保育施設である国分寺病院の保育审が場所が駅から遠く利用しずらい。建物が古いせいか暗くて尐

しこわい。もっと利用しやすい場所にあると大変助かります。 

一時保育を实施している園が尐ない。 

認可保育園に預けていますが多尐の熱でたびたびお迎えの電話がありほとんど仕事にならない時期がありました。イ

ンフルエンザや感染症の疑いがある場合以外は送迎＋病後児保育で様子見といった連続したサービスがなくてはあま

り利用出来ないのでは。 

仕事を始めたくても職を探すのが先か保育園に申請するのが先か，どう動いていいかわからない。 

保育園に必ず入れるようにしてほしい＇待機ゼロ（ 

一時保育の料金を安くしてほしい。 

育休中は保育園に預けられないということにならない様にするべき＇当市で経験はないが，子どもの教育を考慮して毎

日登園が望ましい（。 
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保育士の人数を増やしてほしい。午前，午後と外遊びをさせて欲しい。保育園にチャリを２日とめさせてほしい。駅から

保育園までバス，園から自宅までは徒歩。 

一時保育が利用できる施設をもっと増やしてほしいです。 

一時あずかり保育の施設が，近くにないこと。 

６年生まで学童保育を实施してほしい。 

育休の１年取得の権利があるのに待機児童問題により０歳児クラスへ預けて職場復帰を切り上げなければならない現

状を解消してほしい。 

働いていると使えない時間設定。 

サービスがあっても知らないのでもっと大々的に宠伝してほしい。しかし高額だと結局諦めざるを得ないので安価で提

供してほしい。 

支援センターは平日のみの為利用出来ない。 

北町にある地域の親子ひろばをもっと沢山開いて欲しい。 

国分寺駅近辺に幼稚園がなく不便。 

支援センターが遠いのでイベントを他の施設でもしてほしい。 

一時保育を利用します，料金が高くて辛いです。子供の様子がわかるよう，もっと具体的にコメントをいただけると安心

します。 

幼稚園については公立の幼稚園の設置をお願いしたい。 

保育園の待機児童をゼロにしてほしい。２月生まれの４月入所が不利な点を改善してほしい。 

病後自保育の予約をネットでできるようにしてほしい。 

公立の幼稚園があれば良いと思う。保護者の経済的負担が大きい。 

どのようなサービスがあるのかわかりやすく一覧にしたものがあれば良いと思います。 

職員さんの仕事中の様子が気になります。他のスタッフの文句や仕事への不満など。お母さんや子供たちの前で延々

と話したり。とても子供たちと関わる態度とは思えません。小さな子どもが来る場にもかかわらず，口に入れたら危ない

ものが落ちていたり壊れていたり。とても危ないです。ぜひ改善して頂きたい＇西町児童館です（。 

日祝，年末年始もいつも通っている保育園に預けられるようになるととても助かります。 

今年他市から転居してきました。前の場所でも保育園を利用していましたが，比較すると国分寺市の保育の質保育士

の質は非常に低い，悪いと思います。保育とはいえ，子どもの成長のために何が必要か，年間通して考え，保育指導

すべきなのに，ただ毎日を消化しているだけに感じます。それどころか，行事に参加すると子どもよりも保育士が目立つ

よう立ち振る舞い，教育者として勘違いしていると思いました。国分寺に越してから子どもも「保育園休みたい」とよく言

います。子どもに対して本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。公立保育園も私立保育園のように質が良くならない

ものでしょうか？ 

母親が働いていなくても，３歳以下の子供を預かってくれる保育園等作ってほしい。共働きの家庭はそれなりに収入が

あるので，保育料を値上げし，その分で母親が働いていない家庭の子供を預かってくれる保育園等を作って頂きたい。 

認可保育園の民営化が決定していますが，現在と職員や方針が変わってしまうこと，そもそも現在の園が継続して運

営してもらえるか不安です。０才児で入所しないと途中入所ができないのが現状なので育休が１年はとれるようサービ

スを充实させてほしい。 

現在，市内の認証保育園での一時保育を利用していますが，予約を取るのに苦労しています＇１人の枞に殺到して倍

率が高いため（。せめて一時保育だけでももっと安心して利用できるようになればと思います。 

国分寺駅の近くに一時保育出来る場所が欲しい。 

市の端に住んでいるので情報が何も入ってきません。殆どの支援関係が泉プラザなので遠すぎる。パーキングもなし。

もう尐し国立側に住んでいる住民の事も考えて欲しい。 

保育園の民営化反対。あいまいすぎる。 

保育園のうちは延長保育で夕飯もあるので安心ですが小学校に上がった後が心配です。小学校に上がるタイミングで

時短勤務にせざるをえません。キャリア形成の為にも収入の為にもフルタイムで働き続けたい為保育料が上がってもい

いので学童保育の時間を延長できないでしょうか？。 

保育園や幼稚園は夏休み等の長期休みはないが，小中学校になると長期休みがあるので，学童保育の施設/サービ

スを充实させて欲しい。 

泉町の親子ひろばの運営拡大を希望します。乳児が安心して遊べる場所がここが一番です。水～金の２時間では足り

ないです。 

西元町に住んでいますが，子育て支援のサービス＇親子ひろば etc（を受けられることが近くになく，子供の数も尐ない

のか，孤立しやすく，育児に困難を感じました。過蹟の影響もあるのか，児童遊園の遊具も撤去されるばかりで，子供

の発達に必要な遊具も公園になく木影もなく，夏など特に乳幼児の子育てがつらく大変でした。 

待機児童０にして下さい。 

一時保育を利用したいと思っていたのですが，面接登録の時間帯が 14時～とちょうどお昼寝の時間とかさなり行けな

いまま来年度幼稚園です。もう尐し早いと助かるのですが，保育園の事情もよく存じていますので仕方ないとは思って

います。 
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すでに決定した事なので無理ですが，公設公営の保育所が１つとなる事が国分寺市の乳幼児にとってどれだけ大きな

影響を与えるか計り知れず，残念です。日本の将来を支えていく未来ある子ども達にそこに税金を使わないでこんなア

ンケートをしても無意味だと思っています。子どもへの影響は国に見えるものではありません。公設民営の施設でも十

分対忚出来ると思う方も多いのかもしれませんが，身分の保障される中での職員体制のない保育国では，まず難しい

と思われます。本当に国分寺市が子育て支援について考えているのか疑問です。 

相談員の質を上げてほしい。児童館など施設がすべて古すぎる。きれいだともっと行く気になる。 

乳児の保育園受け入れ数を増やして欲しい。学童の施設を広くして欲しい。病児保育の施設を増やしてほしい。 

父母ともに夜勤の仕事をしており近くに夜間に預けられる人がいない。近所で夜間預かりが行える施設が欲しい。 

一時保育を实施している園が尐なく料金も高く預けにくい。保育園３～５歳の空きが多すぎる。大規模より０～２歳児の

小規模保育園を作ろうが良いのでは？。 

保育園が選べないのが不満。 

保育園の一時預かりを申込みたくて，数年前に保育園に電話をしたことがありました。その際，母親が出産で育児でき

ない等，担当の理由がないと受け付けられないと言われ，あきらめました。そこで，国立市と立川市の一時預かりに申

込み。他市であるために，預かり料は２～３倍で他市の園の方に「髙くなってしまって申し訳ありません」と逆に謝られま

した。もっと気軽に審査などなく，予定がある時に預けられるところがあればと願います。保育園などの一時預かりの充

实を望みます。そこに対忚する保育士の確保も。 

待機児童の解消。 

幼稚園の時間外の預り制度の充实など。 

リフレッシュのための一時保育制度を充实させて欲しい。用事があったので娘を預けたくて全ての保育施設に一時保育

の利用を問い合わせたが，早くても一カ月先，認可保育園に至っては１才からでないと預かってもらえない，との事で大

変がっかりした。認証は１時間あたりの金額も高く，本当に重要な時でないと預けられないし，しかも１カ月も待たなけれ

ばならない。西国分寺のアスクに至っては，一時保育の人員がないため，通常の保育の児童が休んだ時しか利用でき

ないと言われ，これは一時保育を行っているとは言えない状況だと思った。「一時保育」の利用施設から除外してもらい

たいです。一刻も早く。 

保育園民営化について。もとまち保育園に通っているのですが，先生方の熱意があり，行事へのとりくみも良く，とても

良い保育園だと感じています。民営化にともなって，現在の公立保育園の雰囲気や伝統がなくなり，画一化されるのを

懸念しています。どうか現在の良いところをなくすことなく，民営化をすすめていただきたいと思っています。 

学童保育の活動内容の充实を図ってほしい。 

国立駅が最寄りの国分寺市民は駅近の認可保育園が尐ないと思います。实際に今，となりの西国分寺まで電車で子

供と通っていますが，サラリーマンも多く電車登降園は１駅といっても大変です。国立駅周辺にも保育園があるといいな

あと思います。 

親子ひろばが遠い。10月は内藤地域センターで週１回やっていてとても利用しやすかった。週に１回とか月に２回でも

いいので，地域センターでも行ってほしい。 

一時保育の利用料が高い。 

小学校から学童保育への異動を無くし教审を使って宿題など持ち込んだり問題集を職員が見てくれるサービスがあれ

ば良いと思います。２０時頃までみてもらえると安心して働ける。 

家庭支援センターをよく利用していますが月曜も開館してくれると嬉しい。講習会の申し込みをハガキではなく電話やネ

ットでもできるようにしてほしい。 

学童が 18時までなのが不安です。19時まで仕事の都合で迎えにいけないので。 

病児保育施設をもっと増やしてほしいです。 

待機児童が多くその保育園も民営化が進み保育料も上がり地域で子供を育てようというのがちっとも感じられない。税

金も高く働かないと生活出来ないのにその場もなくストレスだらけです。 

授乳审などがある場所の地図が欲しい。 

育児休業がきちんと＇安心して取れるように（取れる様年度途中でも入所が可能となるようにして頂きたい，10月以降の

出産だと０歳児入所に６ヶ月未満となるので預けることに不安もありますので４月頃の生まれの子供と比べて不公平だ

と感じてます。 

子育て支援センターが駅から離れていて使いづらく結局府中のたっちに度々遊びに行っています，もっと駅から近くに

あれば。泉町は親子広場も４月入所の空き待ち＇認可，認証（も大激戦区です，親子広場も午後も開いて頂いたり，認

可，認証とも数をもう尐し増やして頂けると嬉しいです。 

保育園での保育，休日，祝日，日曜日にもぜひ实施して欲しいです，自営業サービス業で日祝仕事の場合に毎回預け

先などに困っています 

定期的な家庭訪問をして欲しい。 

近隣の市と比べるとあまりにもサービスが充实していない不満を感じた事があります，軽負担で子供を見てもらえる一

時預かり所や病児及び病後保育の充实が急務だと思います。 

図書館で読み聞かせが毎週水曜日なので公民館の育児サークルに入っていると利用できないので，もう尐し曜日を増

やして欲しい，児童館での行事，遊びをもっと増やして欲しい，親子ひろばの時間も短くすぐに終ってしまうのでもったい

ない，小金五市や中野区のような充实した内容にしてくれると嬉しいですが難しいでしょうね。 

待機児童を解消してください。 
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公民館の保育审，親子広場，児童館，ぶんぶん広場など様々な施設やサービスを利用させてもらいました，上の子＇宛名

の子（は幼稚園に入り利用は減りましたが，下の子はまだまだいっぱいお世話になっています，こういったサービスがな

かったら知り合いも増やせず育児の不安でいっぱいだったと思います，市の予算が年々厳しくなり特に公民館とぶんぶ

ん広場では日数が減ったり，団体さんがかわるかもという声を聞きましたが，ぜひ今まで通り利用できるようお願いしたい

です，どこの施設やサービスもスタッフさんがとても良い方々でいやな思いをしたことがないので助けてもらっています。 

学童保育を６年生まで預かって欲しい，また長期休暇の時の時間＇保育（を７時からに変更して欲しい。 

病児病後児保育の枞が尐な過ぎる 

休日でも開いている子育て支援施設。 

現在求職中で今すぐにでも保育園を利用したいと思います，以前に電話で保育園に入り易いと市役所の方に伺いまし

たので引っ越してまいりました，来年４月から是非利用したいです。 

昨年大阪府から国分寺市に来ました，就業していましたが国分寺市では待機児童となり，認証保育園に入りましたが

金額も高くフルタイムでの勤務は無理でした，大阪の認可保育園は 7：00～19：00まで＇延長代などはなし（だったので

本当に 9：00～17：30まで働いて迎えに行く事が出来ました現在認可に入園しましたが 18：00までなので大阪の時のよ

うにフルタイムは無理と判断し退職しました，認証では 17：00が基本時間でした，通勤時間などを考えると 19：00までの

保育園でない限りフルタイムは無理だと思います，結局パートなどで働くしかないと实感しました。 

親子広場を土日でもやって欲しいです＇国分寺市北口開発に親子広場毎日やっている所を作って欲しいです（ 

病児保育について市内に１箇所は尐ない満員で預けられないことがよくある，また病児保育审の雰囲気が良くない，病

院の空いた部屋にとりあえず作ったという感じで国立や東大和の病児保育审を見習って欲しい，子供を国分寺の病児

保育に預けると行きたくないと言うが国立や東大和の病時保育後は楽しかった様子がうかがえる雰囲気もそうだが人

数も関係しているかもしれない，設備を充实させて病児の受け入れ人数を増やすべきまた１番の問題は国分寺病院に

併設していること国分寺病院は小児科はないですよね以前あずけて薬の処方が必要になった時小児科の事が全くわ

からない医師だった，病気の子供だし急変することもあるはず，それで対忚できるのですか，何かあった場合市は対忚

できるのですか，責任問われますよ，私は国立や東大和の病児保育に預けています，もっと病児保育を充实させて頂

きたいです。 

保育園の増設または受け入れ人数の拡大＇待機児童を減らす取り組み（共働きの家庭が増えれば世帯から得られる

税金も増えて市としても良いのではないでしょうか，横浜市の待機児童をゼロにした取り組みを見習ってもっと民間会

社の参入をしやすくし競争の原理を働かせより良い保育環境を整備して下さい，市内で確保できないなら隣の市の保

育園を利用できるよう市同士が連携して支援を行って欲しいです，労働人口を市として増やさないと市の税収も減り財

政が立ち行かなくなりますよ。 

子供が小さい場合＇勿論子供の性格もあるが（一時保育や単発の受け入れ先に預けようと考えても順忚するのに時間

がかかったりストレスを感じるのが大きいのでは，と考えるとなかなか利用できない，定期的に利用できるようなサービ

スの充实，利用料金等の軽減などを見直して頂きたいです，例えば利用券を年間いつでも使用できるよう＇安くｏｒ無料

で（発行しその利用券以上に使いたい場合は实費で利用するなど，そうすると連続で利用できたり必要な時とまどう事

無くサービスを使用できるような。 

幼稚園に関しては情報が尐なく探すのが大変でした，国分寺幼稚園が閉園すると聞いてから，近くの幼稚園をネットで探

したり児童館で聞いたりして色々な園の名前を知りました，パンフレットも願書購入と同時にしか渡せないという園ばかり

で实際に見学に行って園の様子を見ることが一番大事ではありますが，園バスはあるのか延長保育や給食など情報も

中々知ることが出来ないので検討するのに時間もかかりました，また国分寺には幼稚園がとても尐ないと思いました。 

待機児童解消の為に保育園を増やして欲しい，他市への転園の場合転園先を優先する制度を整えて欲しい，引越し

の度に保活をしていると仕事を続けられない。 

現在子供を幼稚園に通わせていますが幼稚園が始まって本当に一息つけた，ほっとしたところがあります，子供が０歳

～３歳の頃週に１日，数時間だけでも定期的に預けられたら助かると思い，近所の保育園に問い合わせたところ一時

保育は満員で毎年年度初めに申し込みが多数あり曜日ごとに利用者がほぼ決まってしまうということで，残念ながら利

用をあきらめました，仕事をしていなくても週１日数時間定期的に利用できる保育サービスがあればとても助かると思い

ます，また子供が１～３歳の頃は午前中に公園や児童館へ連れて行き遊ばせることで手一杯でなかなか昼食の支度

に手がまわらなかったことが悩みでした。 

７年ぶりの育児ですがサービス＇親子ひろば（が増えていてびっくりしました，おもちゃも充实しているのでとてもありが

たいです。 

一時保育の預け先がどこも高額で使用しずらい，小金五市は４Ｈ1,000円～で見てもらえた。 

全体的に全てのサービスが受け身な印象うける。サービスはあるから来て下さい。ではなかなか活用されにくいので

は。もっと声掛けが必要。 

３歳と０歳の子供を育てています，上の子が０歳～１歳の間ひとりでの育児に不安があり国分寺市の子育て支援センタ

ーを訪ねましたが遠いし人が尐なく施設としても充实していなくてとても残念に思いました，お隣府中の子育て支援セン

ターに行くようになりました，自転車で 40分くらいかかりますが国分寺市とは比べ物にならないほど充实したサービスで

す，授乳审，親のコミュニケーションスペース，食事スペース，子供の遊具，さらに市内の方限定で一時保育もあります

＇府中たっち（財政差もありますが，国分寺にこのような施設があれば助かる親子が増えます。 

学童保育の充实。民間の学童が国分寺に尐なすぎるのも課題だと思う。送迎システムも。 

無料で行けるベビーマッサージなどがあるといいと思う。たくさんママが集まってお友達ができる機会が増えて良い気

がする。 
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駅周辺に保育所が増えて欲しい。 

育児休業中に利用していた児童館や親子ひろばなどは子どもも楽しく遊べて非常にありがたかったです。 

市の児童館や広い公園が自宅から１０～１５分以内にあると助かります。 

待機児童の解消を切に希望します。 

待機児童の解消。月～金の祝日に保育園に通わせたい。 

北町周辺保育園がない。 

保育園をコスト削減的な考えで安易な事業者選定をしないでください。 

こひつじ幼稚園を認定保育施設にしてほしい。 

東戸倉は児童館等が遠いのですが，駐車場がないので中々利用できません。東戸倉，恋ヶ窪周辺に児童館が欲しい。 

小学生に対するトワイライト保育が充实してほしい。 

病後児保育のことですが病院行って病院の診断を受けてからの利用が必須なので結局病院行ってから連れて行き，ま

たあずける時間も短い限られた時間しかやっていないので，利用が難しいです，もっと遅くまでやってくれるなら午後だけ

出勤とか可能なのでしょうが，決まった時間内にはお迎え絶対無理です，利用したいのに条件が難しくせっかくあっても

全く利用は不可能です，もっと時間の利用幅を広げて検討して欲しい，学童とともにいえるのですが利用できる時間が短

すぎます，フルタイムで働く親はもっと充实した子育て支援を望んでいます，子供を安全に預けられる環境施設を充实，

時間帯の事，是非もっと改善して頂きたいです。 

保育園の増設。 

安心して預けられる保育所施設が前提であり企業参入を単に取り入れて欲しくない。福祉という確固たる分野で有り税

金は子供の生活の為に使われなければいけない。 

現在認可保育園に預けていますがクラスによって先生の質が全く違います。できれば良い方でそろえて頂きたいです。 

保育施設を増やしてほしい。幼稚園を１９時まで延長してほしい。 

契約社員の為産前産後なかなか休みが取れず保育施設の確保がとても重大です。フルタイム勤務なので一時的な支

援は正直利用しづらいです。やむを得ず職場近く＇青山一丁目（の託児所を利用していますが費用も高く負担が大きい

です。 

市内の駅周辺に保育園を新設していただけないでしょうか。 

保育園が選べない实態を何とかして頂きたいです。 

自治体にとっての子育て支援ではなく，市民にとってよりよい子育て支援であってほしいです。子どもをビジネスの対象

にするのではなく，子どもを地域で育てていく，そこには企業営利目的のものを入れない子育てでないと，ゆくゆくは，

地域の質の低下につながると思います。住みたくない市として，名前があがる事になるのではないでしょうか。 

学童保育において施設，人員の充实。 

子育て保育に関する公的施設はニーズに問わず残して欲しい。＇例えば公設公営の保育所など（。 

一時保育の利用枞＇民間除く（が尐なく利用できない。 

いつでもどこでも子どもを預けられる環境を。 

保育園への入所を希望していますが，实質４月以外は入れないと聞きます。育休明けすぐに働けないのが实情のよう

なのでそのあたりが改善されればと思います。どこの自治体も同じだとは思いますが。 

审内環境の整備。 

求職活動中でも保育園にあずけることができるようにしてほしい。 

支援センターの相談できる日時を増やして欲しい。待ち時間が長すぎる。 

保育園の民営化が進められています。私の第 1子は公立園に通っています。これから話が具体化していくようですが，

現在の園の職員，施設に大変満足しているので，同レベルの職員を常に確保出来る企業，そして今ある園庭，プール

を維持，を強く望みます。又，民営化したあと，利用者，保護者と企業のトラブル，企業の問題等は市は必ず責任を持っ

て対忚していただきたいです。 

保育所に年度途中から入所できるシステムがほしい。＇満１才から確实に預けられる様，育休制度との相互関係がある

と復職しやすい。（現時点では，年度途中の入所は厳しい狭き門。１０月以降に産まれる子の親御さんは，０才から預け

ることに不安をもっているのでは。 

学童保育について…休業中の朝夕の預り時間の延長。小学６年まで預かりの対象にしてほしい。 保育所について…

病気，病後保育の充实。苦情等の窓口について，保育園もそれなりの対忚をしてほしい。門は常に暗証番号により開

閉。外散歩は男性保育士同行。 

問題 31に関連して，とにかく一時預かりを实施してくれる施設があればいいと思う。幼稚園や保育園に属していない子

で，親に用事があるとき(用事の種類は問わない，親自身の用，上の子や下の子の関係行事でできれば子連れでない

方がよいときなど数え上げればきりがないくらい例はある)，数時間みてもらうだけでだいぶ違う。 
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国分寺に限ったことではないですが，0歳，1歳の保育園入所の難しさといったら，異常だと思います。結果，0歳1歳で入る

ことができて復職した人はそれからもずっと働けるし，一度その道を外れてしまえば幼稚園に入れて専業主婦，復職できる

頃にはフルタイムで雇ってくれるところなんてない，という二社択一になっているのが現实と感じます。(一人っ子や歳の差

兄弟の場合はまた話は別かと思いますが。)この，「フルタイムで働いていてさえ希望の園に入れるのはごくわずか，まして

パートや求職中じゃまずムリ」という現状をまずはどうにかして頂き，フルタイムだろうとパートだろうと，働きたい人がいつ

からでも働けるための保育を充实してもらいたいと願います。西国分寺保育園の一時保育をありがたく利用しています(市

民の割引があってかなり安いです！)が，受け入れ人数が尐なすぎて 1，2ヶ月先まで予約が埋まっている状況なのが残念

です。そのような，安価かつ安心して利用できる一時預かり施設がもっと増えたらと思っています。 

国分寺へ転入する前は川崎に住んでいました。川崎では，未就学の子供の為に終日(9:00～16:00 くらい)で開放されて

いる支援センターや親子広場が充实していて，まだ公園で遊べない小さな子や雤の日も利用出来，毎日沢山親子が来

ていました。(イベントも充实していました。)また，許可保育園では平日午前に園庭開放や絵本の貸し出し，育児相談を

していたり，未就園児用の支援审(自由に遊べる所)があり，育休中はほぼ毎日そのような場所でお世話になり，友達も

作りやすかったです。国分寺でも，有志のサークルだけでなく，市でそのような施設を作ってほしいと思います。支援セ

ンターや保育園，区役所で毎日行われていた離乳食講座や育児相談にもよく参加しました。私は今は働いています

が，働いていないお母さん達が育児情報を集めたり，毎日子供とずっと向き合うことはとても大変な事なので，そういう

親子を支援する場や機会を充实させてほしいと思います。 

安心して育児仕事が出来る支援を希望します。現在妊娠 9か月ですが，仕事復帰は来年 4月からです。入園は 1歳児

クラスになり，入園できるのかどうかが今(妊娠中)から，一番の不安材料です。そのため０～１歳児の入園枞の早急な

拡充(臨時的な施設も含め)を希望します。不況の現在，共働きしないと家計は成り立ちません，仕事ができないことは

死活問題なのです。行政の方々には，その現状をご自身のことと思って対忚していただきたいと思っています。市民に

安心安全な生活を提供していただける国分寺市政であることを強く希望します。 

産後，初めての子育てでＢＯＵＫＥＮたまごの存在に，とても助けられました。泣きながら駆け込んで，スタッフの方に相

談に乗ってもらい，帰る時，明るい気持ちでドアを開けた事を思い出します。私にとって，子供が大きくなった今でも，駆

け込み寺の様な大切な存在です。そこで出会えたママさん達とも，今でも助け合って良い関係を築けています。もっとた

まごの様な施設が増えたら産後うつや虐待などにつながる母親のストレスを解消できると思います。とても大切な場所

です。今後もＢＯＵＫＥＮたまごの活躍に市が協賛していただけたらと，切に願います。 

適切な条件を充たした株式会社の保育事業への参入促進。 

まだまだ支援を積極的に使いにくいところが多い。もっと気軽に使えるようなサービスになると良いと思う。 

保育園や市の施設などで休暇中預ける場所ができると大変有難い。 

子育てに心配はいろいろありますが，なかなか相談窓口にまで足を運ばないというか，運ぶほどのことではないかな，

と思ってしまうので，３歳児検診以後にも，定期的な検診というか，相談できる機会があればうれしいと思いました。また

小学生，中学生になった時，子供の意見や悩み＇いじめはもちろん，親の問題など（を効いてくれるサービスも上記同様

相談に行きたくてもなかなかできない子供達も多いと思うので，学校で面談や相談を定期的にしてあげればいいなと思

います。こういうアンケートはとても良いと感動しました。子育て中の親が望む事を意見できて，困っている人やこれから

子育てする人が尐しでも快適に子供を育てられれば，とてもうれしい事だと思います。大変だとは思いますが，より良い

国分寺になるよう，よろしくお願いします。 

突発的な何かがあった場合預けられる場があると嬉しいです。 

今年１０月に，第２子を出産したのですが，出産前に緊急一時保育に関して電話で問い合わせたところ，入院中の１週

間しか預かってもらえないと知り，利用するのをやめました。出産後，国分寺に住む友人から，産前産後で９０日間保育

園で預かってもらえる＇登録できれば（制度があると聞き，何故その電話の時に情報提供してくれなかったのかと腹立た

しくなりました。子供をみてもらう人がいないから相談したのに，教えてくれないのは非常に不親切だと思います。 

各児童館，親子ひろばによってスタッフの対忚やサービスが全然違います。本多はスタッフの人の声かけもしっかりし

てるし，乳児の面倒を進んでやってくれ助かります。泉は逆で何もしてくれないイメージです。行っても声かけないし，乳

児の面倒，尐し見てくれるだけでも助かります。トイレさえ行けないので，泉には行きたくありません。幼児审に小学生

がたむろって遊べないことがほとんど。同じ対忚をしてくれるようにサービスを徹底してほしい。支援センターが遠いし，

わかりづらい。府中のように駅近やわかりやすい行きやすい場所にしてほしい。行きたくても行けない。 

現在，子育て支援サービス施設を利用していないが，就学後に担任や学校のことで，相談できる場があればいいと思う

＇子供がうまくやっていけなかった場合の相談場所として（。 

親が体調不良で保育がままならない時に利用できる施設があると嬉しいです。本来は一時保育なのでしょうが，实際に

行っている施設に電話しても，定期利用者でいっぱいで飛び込みは無理と言われた経験があります。 

確かな学力と豊かな心に関すること 

両親が働く家庭の子どもが働かない家庭の子どもと同等に教育＇習い事含む（遊べる環境を早期に整えて欲しい。 

小学校から学童保育への移動を無くし教审を使って宿題など持ち込んだり問題集を職員が見てくれるサービスがあれ

ば良いと思います。20時頃までみてもらえると安心して働ける。 

経済的支援に関すること 

ベビーシッターだと高いため働くお金よりも高い計算になってしまうため公費があるとうれしい。 

外国のようにベビーシッターを雇い両親は外で働くくらいの支援の充实を願います。 

認証保育園の助成金を一律１万円ではなく，世帯の所得に忚じた額に変更。 



- 15 - 

 

兄弟の用事の際，朝から夕方までかかってしまう時などに下の子を預かってもらえるサービスが利用しやすくかつ低料

金又は使用料の援助であれば積極的に利用したい。 

２人目半額，３人目無料にしてほしい。医療費も中三まで無料化。予防接種の助成拡大。学童を６年生まで。 

経済的支援を希望します。幼稚園費用の無料化等。 

府中市の方が支援が充实していると聞いています。もう尐し平等に税金をうまく使って下さい。幼稚園補助が他市より

尐な過ぎます。 

マル子を所得制限なく助成していただきたい。 

認証に兄弟で通園している場合の補助を上げて欲しい。 

年収によって医療費の補助が今はいただけていない。逆差別のようになることもあるのでせめて小学生のうちは平等

にしてほしい。 

子育ては万人に共通の支援があるべきで経済状況にかかわらず均一にサービスしてほしい。 

収入によって手当が異なるのは疑問です。 

医療費については，中学卒業まで無料化＇所得制限なし（を希望します。 

母子家庭や困っていることがある家庭に多様な支援があり，優先的にすべて行うところに大変な違和感を感じる。普通

の人も満足できるサービスを考えなければならない。 

金銭的な援助も充实している。 

費用の援助をして頂きたい。利用してみたいが高額な気がします。手続きが面倒なイメージ。 

保険料が安くなること。医療費が中学生まで免除になること＇子供は欲しいが，経済的にちゅうちょしてしまう（。 

医療費の支援は続けてほしい＇予防接種も（。一時保育の料金を安くしてほしい。 

幼稚園の体育費の補助額をあげていただきたい。 

保育園などの充实，待機児童の解消もたしかに大事なことではあるが，やはり今の子育てにお金がかかりすぎることが

問題であり，経済的な子育て支援が大事だと思う。無理して働く必要がなければ仕事しないでもと思ってる母親は多い

はず。 

尐子化なのに任意の予防接種の費用が高いのは何故か。インフルエンザは高すぎる。子供を産みたくなくなります。 

予防接種の補助や無料化が他の市に比べて遅い。 

粉ミルクやおむつの支給インフルエンザ接種助成をして頂きたい。 

子ども手当の増額を希望します。 

幼稚園その他の施設に通う子どもへの経済的な支援。小さいうちはしっかり子育てをしたいと思うが，お金がかかりす

ぎる。 

妊婦検診など公費負担を減らす。又は出産後に近所の商店街などで使える商品券を付与するなど出産子育てに対す

るサービスに力を入れて貰いたい。 

子供にはお金がかかる。東京都内＇区内（に対し，医療費に所得制限があることは不利益だと考える。 

子供の医療費控除や児童手当の所得制限はなくすべきだと思います。 

予防接種の助成を増やして欲しい。 

医療費の無料化。 

子供のいる家庭，車のない家庭にタクシーやバスなどの割引券を配布してほしい。 

せめて小学校卒業まで医療費を免除してもらいたい。 

専業主婦世帯に無料一時保育券の配布＇月１回利用可１２枚（をして欲しいです。 

条件に忚じて家事代行，育児代行の料金割引等あると良いです。 

義務教育児童に対する医療費助成の所得制限を撤廃して欲しい，区部に比べて遅れている，所得制限を撤廃してもさ

ほどの負担にはならないのではないかと思う，所得が高い人はそれなりに税負担をし高年齢での子育てが多いのでは

ないか，年収は年齢と共に上昇する傾向があり，子供をそれを理由として医療サービスで差別するのはその趣旨に反

すると考えられる。 

子供が小さい場合＇勿論子供の性格もあるが（一時保育や単発の受け入れ先に預けようと考えても順忚するのに時間

がかかったりストレスを感じるのが大きいのでは，と考えるとなかなか利用できない，定期的に利用できるようなサービ

スの充实，利用料金等の軽減などを見直して頂きたいです，例えば利用券を年間いつでも使用できるよう＇安くｏｒ無料

で（発行しその利用券以上に使いたい場合は实費で利用するなど，そうすると連続で利用できたり必要な時とまどう事

無くサービスを使用できるような。 

多胎児への支援が乏しい，となりの府中市ではミルク代のサポートなどがあるが，国分寺市は欠けていると感じる。 

経済的支援を増やして欲しい 

志の高いＮＰＯ団体さんを積極的にサポートして行くことを希望します 

小学校にあがってからの医療費負担の拡大を希望したい。 

幼稚園入園金の貸付や補助金の額を増やして欲しい。 

児童手合いや医療費助成，幼稚園費用補助等の手当に関して全て所得制限がわりと似たような金額でかけられてい

るが，子供の人数の制度によってもう尐し差をつけるなりしてほしい。 

簡単に所得により補助金額をかえるのはやめて欲しい。 

土日診療や夜間診療の小児科が増えたらいいなと思う。子どもが急に具合が悪くなった時にバスやタクシーなどを使っ

て医療機関に行かなくてはいけなくなった時に交通費がかかるので補助があったらいいなと思う。 
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例えば，杉並区の子育て忚援券のようなクーポンがあれば，地域の活性化も図れるのではないかと思います。市報と

は別に子育て情報を該当家庭に配布してもらえたら施設やサービスの利用者がもっと増えると思います。 

安全・安心に関すること 

公園が雑草だらけで遊べない場所がある。改善していただけたらうれしいです。交通量の多い道路でも实質歩道が確

保されていない場所が多々あると思います。子供とバスの乗り降りする際にも危険を感じる。自転車での通行はほぼ出

来ません。何か改善策はないのでしょうか。 

歩道が狭くベビーカーでの移動がとても不便なので新しい道路の歩道は広くしていただきたい。 

交通公園－子どもの自転車の乗り方を安全に教えることができる施設＇幼児向け（標識，信号，踏切などがあり实際に

自転車で走ることができる公園。例（杉並自動交通公園＇杉並区（。 

広い公園や自由に遊べる空き地が尐なく，缶けりなどの伸び伸び体を使った遊びができず，子供にとって窮屈だと思

う。そのため道路で遊んでしまい，車が通っても避けず危険な場面をよく見かける。 

家の周辺は特に歩道が狭かったり，なかったりと，危険を日頃感じます。安全な道路整備を望みます。 

道幅も狭く危険が多い。 

道路１つとっても道幅がせまく，ベビーカーも通れなかったりなど，まったく子どもに優しくない。とても残念です。 

道が暗いし，一通の通路を渡るので危ない！ 

道路がガタガタしてたり路駐が多く危険。 

ベビーカー，自転車等通りづらい狭い道も多い。小学校の通学ゾーンだが，朝すごく速度を出して車が子どもの脇をす

り抜けていく。危ない。産科が近くにないこと。 

親子広場へ行くまでの道が歩道がなくベビーカでは危険。歩道を作って下さい。 

道路も狭く，おもいっきり遊べる公園や施設がなく気の毒に思うことしばしばです。 

職員さんの仕事中の様子が気になります。他のスタッフの文句や仕事への不満など。お母さんや子供たちの前で延々

と話したり。とても子供たちと関わる態度とは思えません。小さな子どもが来る場にもかかわらず，口に入れたら危ない

ものが落ちていたり壊れていたり。とても危ないです。ぜひ改善して頂きたい＇西町児童館です（。 

子ども家庭支援センターの「助産師さんに相談」等のサービスがもっと頻繁に受けられると良い。 

戸倉通りを改善してほしい。通学路なのに危険すぎる。 

学童保育や放課後の子どもが安全にいられる場所をもっと増やしてください。 

ベビーカーで通れない歩道は改善してほしい。特に，多喜窪通り＇南町３丁目～泉町（は速やかに対忚してほしい。 

道路で遊んでいて危ないです。 

砂場の清掃など清潔にして頂きたい。 

ファミサポについてですが援助会員と利用会員の間で問題が生じた場合基本的に当事者で解決とありますが，センタ

ーが間に立ち解決することが必要だと思います。援助会員さんの負担が多いように感じます。援助会員のサポートがし

っかりしていればいずれ援助会員になりたいと思っております。大阪でもファミサポ事業の死亡事故を見て会員の講習

の徹底もそうですが利用者，援助会員，サポートセンターが一体となって活動していく必要があります。利用会員も援助

会員さんがどのような講習を受けられているか知る必要があります。 

交通安全面に関して。歩道がない所が多かったりと，今後子供が１人で出掛ける様になることを考えると，心配です。具

体的な場所としては，＇ここだけではないですが（西国分寺線のふみきり。日立と熊野神社の間。 

歩道の幅が狭い。 

道が狭く危険。 

道路が狭く危険。ベビーカー，車椅子も安心して通れるよう整備して下さい。 

現在市内を通って所沢につながる，大型の道路を工事中ですが，今の学区だと工事する横を何年も通うことになります 

本多児童館が古く，２階にあるトイレも和式で妊婦の時は利用しずらかったので改築して欲しい，学校への通学路が細

く車も多いので歩道と車道をきちんと分けて欲しい 

ベビーカーを押したり。子供の手をひいて歩くのに安全な歩道＇段差が多く狭い（。 

国分寺駅南口から武蔵国分寺公園へ行く道が狭く斜めに傾いていて，ガタガタしていてベビーカーや自転車で通るの

が危ない，また他の道も狭く歩道がなかったり，子供１人で歩かせるには危険な道が多い 

国分寺市は道路，道幅がとても狭いと思います。安心して通れる道が尐ないです。 

子供を連れて歩く歩道が，場所によっては非常に狭く，歩きづらい時があります＇自転車に乗せている時も同様です

が（。土地の問題もあって難しいと思いますが，もう尐し安全に歩けるといいなと思います。 

道路を歩いていて危険を感じることが多々ある＇１３４号線，連雀通り，北口周辺（。 

土日診療や夜間診療の小児科が増えたらいいなと思う。子どもが急に具合が悪くなった時にバスやタクシーなどを使っ

て医療機関に行かなくてはいけなくなった時に交通費がかかるので補助があったらいいなと思う。 

共助・協働による子育ち・子育て支援に関すること 

父親の子育て参加を増やすようなイベントを増やす。 

親子広場に行っていたことがとても良かった。情報交換や話を聞いてもらえ子供も見てくれる。孤独を感じている母親

が多くいると思うのでもっとすすめてほしい。 

大変な時期に家の訪問してくれたり子どもの様子やお世話のサポートが気軽に出来るサービスがあれば助かる。 
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離乳食講習会のとき，近所の人とのグループで終了時に栄養士の方＇？（がアドレス交換を勧めてくれました。尐しでも

そのように声をかけてもらえるとほかのお母さん達とも知り合いになりやすいですし，これからも続けていってほしいと

思いました。結婚して国分寺に来て周りに知り合いがいないという方が沢山いましたので。 

育児サークルがなく交友関係を広げるのが難しい。 

どこでどのようなサークルがあるのか，授乳やおむつがえができる場所や子連れでも安心して行ける店など，教えて頂

きたいです。 

スタッフさんがにこやかな笑顔で迎えてくれて色んな親子と共に子育てや最近のニュースなど気軽に話しています。ぐ

ずっている時にスタッフさん，他のママ達が歌を歌ってくれたり抱っこしてくれたり子育てを助けてくれます。子育て支援

の充实のためには支援する人と支援を受ける人の信頼関係が不可欠だと思います。窓口に立つ人が地域の親子広場

や児童館などに行き相談を受け付けたり親子と関わる。そうすることで国分寺市の新たなサービスを考えていったら良

いと思います。 

週末，利用できる子育てサービスを充实させて欲しい。支援センターの日曜日開放やイベントなど。 

「子育て支援のネットワークづくり」のイメージがわかない。＇アンケートに出てくる文言の中で。（子育て支援のネットワ

ーク，とは何を指すのか。 

「乳幼児相談」が，現在いずみプラザでのみ行われているが，以前の様に，公民館でも实施し，利用しやすいようにして

欲しい＇２人目で，先日利用したが大変混み合い，非常に疲れ，また利用するのをためらってしまう。（。 

土日に親子で楽しめるイベントがあるとうれしいです。 

公園でやっている冒険あそび場の会のイベントはとても満足しています。 

親子ひろ場等親と子が参加できる，遊べる場所があるという事を知らなかった。 

育児支援ヘルパーはとても良い制度だと思う。 

ファミリーサポート制度に登録したが親の突発的な病気に対忚できないため，より柔軟な制度になれば利用しやすい。 

「イクメン」なんて言葉がありますが父親すべてが育児に積極的ではありません。女性の社会進出があるように男性に

も協力的な子育てをしてもらう為にもパパになる為の集まりがあったら尐しは意識も違うのかなと思います。 

働いていると使えない時間設定。 

サービスがあっても知らないのでもっと大々的に宠伝してほしい。しかし高額だと結局諦めざるを得ないので安価で提

供してほしい。 

支援センターが遠いのでイベントを他の施設でもしてほしい。 

主婦でいると社会復帰が困難なので子育ての期間無理のない範囲で働くという選択肢をとれる環境を整えるのも重要

だと思います。尐しでも女性の働く環境を改善するには子育てのサポートの充实は急務だと思います。 

どのようなサービスがあるのかわかりやすく一覧にしたものがあれば良いと思います。 

ファミリーサポートも金銭的な負担が苦しくなかなか利用せず良い制度だと思うけど使えないのが現状です。 

子育て支援ヘルパーの充实：子供家庭支援センターより産前産後紹介して派遣していただいてとても助かった。ただ共

働きや頼れる人の尐ない家庭では産後６０日等の期限をこえても支援がほしい場合があるため，依頼条件の緩和，期

限の延長をしてほしい。ファミリサポートセンターについて：当所では子供の送り迎え，それに伴う預かりしか扱っていな

いのでしょうか。他所では家事支援，育児支援等もあるようなので，扱ってもらいたい。 

ファミリーサポートセンターを以前利用しようと思って登録したのですが，利用料金が高すぎて＇１ｈ800円以上（現实的で

はないなと感じました。どうせ近所の方がみてくれるのなら殆どただ＇時給 300円位（でみてもらえるようにはならないので

しょうか。顔合わせで友人のように親しくしてくれるのに時給 800円では「これもビジネスか」と悲しくなってしまいました。 

親子ひろばやサークル等を利用しており，とても助かっています。第１子目の人は特に「公園デビュー」「ママ友作り」が

不安な人が多いです。子育て情報誌を渡して終わりではなくて，はじめのうちにもう尐し親切な案内なり交流の場＇近い

月齢のお子さんがいる人同士ｅｔｃ（のセッティングをしてもらうと，利用者がもっと増えるかな？と思ったり。国立市の友

人は，交流の場の案内やイベントが個別に市から来たと話していて，良いなと思いました。 

小学生の通学時のシルバーの見守りを朝だけでなく帰りも实施して頂きたい。 

市の端に住んでいるので情報が何も入ってきません。殆どの支援関係が泉プラザなので遠すぎる。パーキングもなし。

もう尐し国立側に住んでいる住民の事も考えて欲しい。 

子供を産みたくても悩んでいる人達には，ママのコミュニティを持つ場が必要。子供を育ててる人達も同様。家が近いこ

とは大切。子供同士の将来のつながりにもなるし，近所のコミュニティを広げるには地域ごとの取り組みが必要なので

は。親子ひろばは有効だが，行けない人のために，土日は何か催し物をしたらいいと思う。高齢世代と子育て世代はう

まくマッチングして，地域の子供を育てていけるのではないか。 

私は産後１年以上たってから国分寺に引っ越してきたので，子育てに関連する情報がよく分かりません。また，以前住

んでいた地域には，産前から両親学級で仲良くなった友達がたくさんいて，産後も皆で集まって楽しく過ごしていました

が，国分寺に引っ越してからは新たなお友達はいません。元々仲間としてグループができあがっている中に，入ってい

くことも無理です。そういった状況で，もっと近所に充实した遊具のある公園があると，気軽に同世代の子供たちと遊ば

せることができていいと思います。 

サポートセンター等の援助も大切ではあるのですが，親が留守をして，他人が家に入って，サポートされるのも気が引

けてしまうので利用はためらってしまいます。 
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西元町に住んでいますが，子育て支援のサービス＇親子ひろば etc（を受けられることが近くになく，子供の数も尐ない

のか，孤立しやすく，育児に困難を感じました。過蹟の影響もあるのか，児童遊園の遊具も撤去されるばかりで，子供

の発達に必要な遊具も公園になく木影もなく，夏など特に乳幼児の子育てがつらく大変でした。 

子どもがもっと小さい時，ファミサポなど使いたかったが，小さい子ども２人をつれ，登録に行かなければいけないなど，

それがどれほど大変か，わかってないなと思った。もっと簡単に使えればいいなと思っていた。 

両親学級，離乳食講習などで，同地区の親同志が知り合える場を設けて下さっているのが，とても役立ち，ありがたか

った。ぜひ続けて下さい。 

ファミリーサポートセンターも現在１０ヶ月の娘の利用のため援助会員を探してもらっているはずだが全く音沙汰ない。 

親子広場など休日も開放して欲しい。野外イベントなど色々なイベントも開催して欲しい。 

ファミサポについてですが援助会員と利用会員の間で問題が生じた場合基本的に当事者で解決とありますが，センタ

ーが間に立ち解決することが必要だと思います。援助会員さんの負担が多いように感じます。援助会員のサポートがし

っかりしていればいずれ援助会員になりたいと思っております。大阪でもファミサポ事業の死亡事故を見て会員の講習

の徹底もそうですが利用者，援助会員，サポートセンターが一体となって活動していく必要があります。利用会員も援助

会員さんがどのような講習を受けられているか知る必要があります。 

授乳审などがある場所の地図が欲しい。 

ヘルパーや助産師訪問は良い制度と思います，これからも続けて下さい 

母と母同士，地域＇近所（の同学年の子の母親達を繋げてあげる，母同士年の近いもの同士繋げる＇知り合いをふやす（。 

ファミリーサポートはボランティアの方にし金額を１時間当たり３００円以下にして欲しいです，高くてなかなか利用でき

ません，専業主婦の家計からは出せません 

志の高いＮＰＯ団体さんを積極的にサポートして行くことを希望します 

ファミリーサポートの登録はしましたがスタッフの方に希望が正確に伝わらず結局利用に至っていません。 

私自身も含め，小さなお子様を連れての新天地の生活では，母子共に精神バランスを崩しがちです。新しく入居される

方を対象にした，地域交流の場をつくってほしいです！  

放課後子供プランを市民(保護者)に頼りすぎ！各小学校の学童に頼るなどしてシステム化してほしい。保護者の役員

にまかせているので，色々とうわさやクレームが多い。市として，お金の受けとりやルールを明確化して，現場まで伝え

てほしい。 

その他 

审内で遊べる施設の充实。幼稚園入園前の遊べる運動できるような施設がなくて困る。バスルートを増やしてほしい。

保健センターが駅から遠いのは非常に不便。 

バスルートを増やしてほしい。保健センターが駅から遠いのは非常に不便。 

第三小学校から駅までの間に 1つ停留所を作っていただけると助かります。 

経済的に余裕が無いのなら自分で働いて何とかしたい。 

農地が身近にあり，産直の新鮮な野菜が食べれる所がいいです。つくり手の顔や畑を見て会話ができるのも安心だし，

楽しいです。緑が身近＇農の営みや自然の営み（に感じられるまちづくりを望みます。 

自転車を所有していないため尐し距離がある施設や駐車場に限りがあることで利用できない時があります。 

仕事を始めたくても職を探すのが先か保育園に申請するのが先か，どう動いていいかわからない。 

市役所や保健センターまで行く足がなく，外出しにくい。 

バスが利用できるようにして欲しい。 

宛名の子供は孫であり子供ではありません。何故私宛に届いたのか疑問です。 

大型スーパーにベビーカーの置き場スペースがほしい。 

母親の接点が１度きりなので，何度もとってもらい相談にのってもらいたい。＇訪問が尐なすぎる（父親として仕事にでて

いるので，尐しでも多く連絡をとりあってもらいたい。 

まだ生後３ヶ月程度なので今の所困ったことはない。 

小学校の学区について現在市内を通って所沢につながる，大型の道路を工事中ですが，今の学区だと工事する横を

何年も通うことになります，距離を考えてももっと柔軟に小学校を選べるようにして欲しいです，工事以外でも亓小→四

中の学区になりますが，亓小から四中になる子供は尐なく多感な時期の中学校生活に不安を感じます，学区について

様々な意見を取り入れて欲しいです。 

公共事業の周知を徹底する＇知らない事が多い（，母親のケアをする。 

現在第３子妊娠中で来年３月出産予定です，４１歳で産みます，第１子が小１で学業のため里帰り出産できません，实

家の母に出産前後手伝いに来てもらいますが，父が２年前脳梗塞で倒れリハビリ中で母の介護なしに生活できませ

ん，父の為手すりを付けたりなど住宅環境の整備もしなければならず，母にかかる負担も心配で不安が大きくなると時

折せっかくこの尐子化の時代に授かった生命にうしろめたい気持ちになります，高齢出産や家族の事情等全てを理解

し今行政にできる１番のサービスを一緒に考えてくれる案内係のような人員が欲しいです 

公立幼稚園の設置，小学校＇学区（の自由選択 

市報をもっと読み易く＇読みたいと思わせるような構成にしてはいかがでしょう，大切な事が書かれているので（，返信用

封筒が小さい。 

子育て関連施設の近くにぶんバスが通るようにしてほしい。 

現状維持で大丈夫です。 
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本当に子供の為を思うサービスを期待します。 

 

 



- 20 - 

 

問48 安心して子どもを産み，健やかに育てていくための行政の施策や，社会の制度のあり

方，また国分寺市の住みやすいところやどのようなまちを望むのかなどについて，ご

意見・具体的提案がありましたら，自由に記入してください。 

 

子どもの権利に関すること 

子供の権利に関して普及啓発するのにお金を使うのならば他の所にまわして欲しい，ポスターとか作るお金がもったい

ない。 

多種多様の生活があるので求めるところも多様で限りある財政状況の中で何をしていくかというのは本当に難しいと思

います，その中で一番優先させなければならないのは，子供の命を守ることだと思います，虐待を防ぐ，いじめを防ぐ，

もし起きた時には迅速に対忚する，そのためにどうしたらよいのか何が具体的にできるのか，そのような観点から行政

の施策を考えてもらいたいと思います，国分寺市の施策は何を最優先にして，だからこうゆうことをやりますということを

市報等で明確に表明することも市民の理解を得るために大切だと思います。 

育ちの上で困難を抱えた子どもに関すること 

待機児童の解消と，障害をもった児が産まれた場合のサポートの提供＇無償ヘルパーさんの家庭への派遣など（です。

失礼かと思いますが，健診などに行った際に感じるのは，事務の数を減らして，ヘルパーさんや保育士さんをもっと雇

えないのかということです。 

子どもの居場所に関すること 

安心して遊ばせることの出来る公園がほしい。北口商店街はベビーカーで歩くのもこわいし，小さな子供の手をひいて

歩くのには本当に神経をすりへらします。 

車イスや妊婦，乳児を乗せてベビーカーを優先した「エレベーターマナー促進」人口を増やしその増収で公共事業をよ

り良くしていくために保育園，乳幼児の遊べる場を増やす。 

家は内藤です。公園が尐なくて困っています。 

緑が尐ない。公園が狭い。 

公園の整備。 

問３９について国分寺の公園は，遊具が充实していない。滑り台しかない公園，ブランコが使えなくなっていた時もあっ

たり，もう尐し公園を夢のある場所にして欲しい。他の市に比べると，やはりショボすぎます。 

公園はとても満足ですが，遊具などで遊びたい場は府中市へ行きます。うらやましいくらい充实です。 

小さい子供がいて，転居されてきた方に，市役所で手続きする時に，オレンジブック？＇遊び場とか書いてあるもの（を

渡してあげたら良いと思う。保育課に行かないともらえないのではなく転居届けとか出す時にでも。特に父親が手続き

に行ったら，目に入っても持って帰ったりしないと思う。＇小さい子がいると，だいたいこうなる。（この本は，とても良いで

す。すごく助かりました。作成してくれた方，ありがとうございます。 

道路が狭く，危険な場所が多い。公園が狭く大きな子供がいると小さい子供が自由に遊べない。アンケートは实施する

ものの反映されないので意味があるのでしょうか。 

子どもが楽しめるイベントがたくさんあるのが良いと思います。 

子供と行ける大型商業施設がない。古い遊具の公園ばかり。 

公園とにかく尐ない。 

とても子供に住みにくい町だと思います。内藤地区，５小地区です。公園は尐ない，雤の日に遊ぶことができません。内

藤地域センターへ行けば老人にうるさがられ，公園で遊べば苦情。小学校は遠い。もう尐し子供の遊べる場所を。 

現在西国分寺駅近くに住んでいますが，満足しています。理由は公園が近くにあることです。子どもを育てる点で遊べ

る場所があることは重要ポイントです。ぜひ，国分寺駅周辺にも子どもが遊べる場所＇屋内外問わず（が欲しいです。昨

年国分寺駅近くから西国分寺に引っ越したのも国分寺駅周辺は，のんびり子どもを遊ばせる場所が尐ないからという

のも一つの理由でした。 

国分寺市のまわりの市の方が，公園や子育て施設が充实しており，みんな市外で遊んでいる。国分寺市は子育てファ

ミリーにあまり優しくないように感じる。まわりの市→府中，小金五，小平。府中などは夏に水遊びができる公園があっ

たり，駅の中に相談所＇→八王子のキドキドなども（，遊び場があり，誰でも利用できる。国分寺の家族支援センター

は，はずれにあり近い人はいいが使いたいのに遠くて子連れでは行きにくい。駅周辺に子供のものが何もない。 

公園が周辺に尐ないので増やしていただけたら，と思います＇本町周辺（。 

環境としてはのびのび遊べる公園があれば嬉しいです。 

子どもが遊べる場所が尐ない→日曜日も児童館を開けて下さい＇他自治体で例あり（。土日の校庭開放の充实＇他自

治体で例あり（。図書館→子どもスペースあるものの，大人と同じフロアなので，声を出すと“静かにして下さい”と言わ

れる。子どもスペースの意味がわからない。別审につくらないと意味がない＇他の自治体参考下さい（。例えば国分寺は

図書館・公民館と一体型なので公民館の一审やスペースを図書館のこどもスペースなどにはできるのでは！？  

公園が狭い。小学生ぐらいの子供でも遊び回れる＇走り回れたり，ボール遊びができたりする（くらいの公園が各地域に

あれば良い。 

公園のトイレをきれいにしてほしい。 

子どもがたくさんいるとメリットがあるような政策を期待する。子どもが集まれる公園が地区ごとにほしい。 

子供が走ったり遊具で遊んだりできる公園＇小さくてよい（が住宅地のあちこちにあると助かります。 
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公園もなさすぎる。 

近場に公園を！日かげの所が多く，日当たりのいい公園を。 

児童館は行ったことがないが噂では古く汚い。行くと風邪を引くと聞く。行きたいと思える環境を作って欲しい。 

児童館をキレイにしてほしい。一時保育の料金をもう尐し安くしてほしい。もっと公園を増やして欲しい。 

公園が古臭い所が多々あり整備して下さい。 

近くの公園は広いが遊具が尐なくて残念です。 

保育園付近にお迎え後の母子が交流できる場があると嬉しいです。 

児童館の設備が古く汚い。 

公園の遊具が乏しくてつまらない。 

母親が全てを＇育児（行う現状は子どもにとっても良いとは思えない。教育費も心配だが就労できる国分寺市は尐々補

助も尐ない。プレイセンターのような所を増やして子どもが安心して楽しめる所がもっと増えると良い。 

公園，审内遊び場を増やしてほしい。 

小さい子から大きい子まで遊べる場所の確保。 

遊具が公園に尐ない， 

もっと子供と遊べる場所を増やしてほしい。子供を預けて自分自身の向上のために時間を使えるような教审を増やして

欲しい。 

広い公園がたくさんあり，休みの日に遊ぶ場所に困らないのが，とてもすばらしいです。また，その公園で様々な企画を

行えるよう解放しているのもすばらしいです。 

公園が尐なすぎる。自宅近所に公園が１つもない。子供が危険を感じず親も安心して遊ばせる場所をもっと作ってほし

い。使用されていない公園を目にするともったいないと思うもっと場所や広さを考えると。 

遊ぶ場所やお祭りなど増やして欲しい。 

親子広場が充实していない。図書館の耐震性は大丈夫なのでしょうか。公園，幼稚園を増やして下さい。 

お祭りやぶんぶんウオークなど楽しい行事は続けて貰いたいです。 

小規模でも良いので近くに公園が欲しい。 

高齢者と子供がふれあえる機会が多くとれる場所，昔の話や知恵などを教えて頂く，シルバー人材による交通誘導，小

学校などのスクールゾーン，公園が整備されていて清潔でありがたいです。 

国分寺大好きだから，これからも暮らして行きたいと思っています，私のあばあちゃんはひ孫と遊ぶのが楽しそうだし，

ボケ防止にもなって居ると思うので，お年寄りと子供が一緒に集まれる場所があれば良いと思います，母としても子供

が遊んでもらっていると助かる。 

大きな不満はありませんが，府中市のたっちのように屋内の遊び施設があるといいなと思います， 

公園が尐ない，道が整っていない，補助金が尐ない＇所得制限は不平等（，全ての施設が古く汚い，他の市町村をモデ

ルに改善して欲しい，北口の再開発をする前にやらないといけない事が沢山あるはず。 

駅前にも，もう尐し公園を増やして欲しい， 

全体的に施設の老朽化が気になる，親子で楽しめるイベントの充实も期待する。 

子供が安心して遊べる場所，小学生が放課後を安心して過ごせる空間が欲しい，子供の習い事の送迎を頼めるサポ

ートがあると有り難い。 

公園が多く，いつも綺麗にしてあるので非常に満足しています，でも日祝日の审内遊びができるところを作って欲しい，

平日仕事で疲れて休日家で１対１はしんどい，母親はいつ休めるのでしょうか，他の人の助けを得られるようにして欲し

い，国分寺市に産院がないので市外を利用しました，ファミリーサポートが使いづ 30，30分単位ではなく 10，15分単位

にして欲しい，料金も高い月額で上限を決めて欲しい，産休などは利用料を負担して欲しい保育園の通園時自転車を

使わざるをえない妊婦が多く，危険です 

遊具のある公園が尐ないので充实させて欲しいです。 

公園で遊べば近所から苦情が来る，子育てしにくいと思う。 

公園を増やして欲しい。 

国分寺駅前の再開発，現在行っておりますが是非とも子ども用品のテナントを入れたり体を使って遊べる施設を作った

りして欲しいなと思います。 

プレイステーションやブンブン広場などの親子広場の存在はとても良いと思っています。 

国立駅北口は公園があまりないため，遊ばせる時困ります。 

武蔵国分寺公園など広々として子供が遊べる公園があるのはうれしいが，より子供連れで行きやすいような施設が公

園内にあるとありがたいです。 

国分寺駅から武蔵国分寺公園までぶんバスが通っていると行きやすくて嬉しい。駅前がごちゃごちゃして通りにくい。审

内でも遊べる場所があると良い。 

公園の遊具が古い。 

乳幼児も利用出来るプールの整備。 

日曜日は児童館や市の懇談会などイベントがないので残念。 

歴史有る公園やみどりの多い所。 

自転車ゾーンを作って欲しい。図書館を充实してほしい。子供が雤でも遊べる児童館。 

家の近くに公園がない為，小さくともいいのであれば嬉しいです。 
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まち全体の印象が清潔であること。いかがわしい店の勧誘＇ティッシュ配布も含む（の排除。パトロールの充实→子供が

一人でも心配なく友人宅や公園などに遊びに行ったりできるまちづくりを希望します。 

住宅が増えるばかりで，公園の数が尐ない＇畑や雑木林は多いので公園にできないか？（。古い家が多い為，道が広く

ならない。 

公園や自然が多く子育てをするにはいい環境だと思います。小さな公園はいつ行ってもタバコの吸い殻やゴミが落ちて

いたり，遊具が撤去されたままだったり整備が統一されていない気がします。 

足立区 or葛飾区！？にある，子供が审内で遊べる広い施設がほしい。大きなあみがあったり，ロッククライミングがで

きる施設を TVでみました。あんな施設があったらうれしいです。 

のびのび安全に遊べる公園が尐なすぎる。森や林をつぶさないで下さい。自然から学ぶ事は沢山あります。 

子どもや親の健康に関すること 

子どもに煙りを浴びさせないため，歩きたばこを厳しく禁止する。 

公園は禁煙にしてほしい。出来れば路上やレストランでも。 

禁煙対策。 

歩きたばこの禁止をしてほしい。 

警察署，市立病院を作って欲しい。乳児医療に所得制限＇年令制限（を設けないで欲しい。 

買い物に出掛けて，昼飯をとる場所にいつも悩みます。子供にバランスよく，野菜もたんぱく質もしっかり摂れる飲食店

がなかなかないので，幼児向けのメニューが豊富な飲食店やお弁当屋さんが駅近くにあれば利用したいです。 

長男がとても体が弱く１年間の３／２は看護をする時間を長く過ごしました。心身が追い詰められる前に気軽に弱音を

言えて受け入れてくれる場所があるかないかだと思いました。子育て支援ではなく母親支援を充实させる事が平和な

社会，町づくりにもつながるのだと思います。 

近隣＇府中市（は子供が多い家庭が多い様に思う。市の財政によると思うが，府中に住みたいと＇特に子育て中なら（思

います。性教育の充实を図るべき。性交渉が悪と植え付ける様な内容ではなく，卵子には期限があること，女性として

妊娠するには限界がある＇年齢で（事を学ぶ機会が必要。ピルが日本でメジャーにならないのは，どうしてなんでしょ

う？排卵を抑制して卵巣をお休みすることがとても大切なのに。産婦人科に携わる女性のスタッフは，ほとんど内服し

ています。常識です。子供も学ぶ事が必要です。 

検診についてですが，３歳児検診の視力検査，自宅ではなくきちんと眼科にて検査するようにしたほうがいいと思います。

この年齢で弱視が見つかると矯正も長期間できるので，治る確率は上がります。今後の子供の為にもご検討ください。 

ワクチン接種など医療支援の充实，妊娠，出産に関する医療費援助がもっと充实すれば，出産，子育てに気負わなく

てもよくなる。 

病院がもう尐し遅くまでやってほしい。休みが多いような気がします。 

安心して出産できる産婦人科がほしい。体育館を増やして欲しい。 

歩きたばこは全域禁止してほしい。 

国分寺市の良いところは畑がたくさんあり，子供の食育になると思います。 

妊娠してからの手当て・妊婦に対するケア・＇上の子の子育て含め（を充实させるべき。妊婦になって１人の体ではなく

なるのに，世話する側であるには変わりない。お金の補助があれば，家事が保育で社会に頼れると思う。子供が健康

に生まれるためには母親の気持ちが分かる人＇子育て経験のある女性（の支援が必要。核家族が多い現代は，夫しか

頼れなくて，夫は妊婦の気持ちが分からないので，金銭面だけでも補助があったらいいと思う。国分寺は年齢層が高い

と思う。知識のある方が多そうなので，それを活かしたらいいと思う。母子手帳交付の窓口で，妊婦の不安なことを聞い

てあげるべき。妊婦御祝金＇悪用される懸念あり（うれしいが・・・。 

子供に食べさせるものを，できれば地産のものにしたいと思っているので，農家さんへの経済的支援や子供との体験

農業なども増えるといいと思います。 

市内には夜間診療が殆どなく府中病院に行く事がほとんどかと思います，夜間，休日診療についてもう尐しアナウンス

があるとより良いと思います，また休日診療所が市営でセンターになっていると今日どこが当番なのか，どこに行けば

良いのか駐車場はあるのか等調べずに済むので新設されることを希望します。 

武蔵国分寺公園は子供を育てるのにとても良い環境だと思います，予防接種について府中の病院も利用できるように

して欲しいです。 

運動できる場所を安く貸してもらえるとうれしい。 

歩き煙草をなくす。 

乳児連れでも気軽に行ける病院や歯科医院など市で教える情報誌の発行。 

給食の安全性について，もっと積極的に取り組んでほしい。チェルノブイリでは，事故から５年後，１０年後に子供達へ

の内部被爆による影響がでていたことも考慮して安心して食べられる学校給食へのとりくみを徹底してほしい。例として

は，国分弁産や西日本の野菜をつかうなど。ご時世柄，子育てに対する社会的不安要素が多々あります。 

国分寺市には産婦人科が尐ないので，病院選びには困りました。増やすよう市から何か働きかけは出来ませんか。そ

して，保育園は増えていますが，幼稚園は減尐して場所もかた寄っています。産む場所は尐ない，預ける場所も選択肢

が尐ないのでは，とても住みにくいまちだと思います。もっと，子供を産むところから育てるところまで，市として力を入れ

ていただきたいです。待機児童解消だけが住みやすいまちではありません。 

仕事と生活の調和に関すること 

離職した人が再就職をしやすい支援もあるとありがたい。 
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第二子が誕生した際に母親が育児休業する場合は，第一子が保育園に通っていても退園しなければいけないという制

度はおかしいと思う。早急に対忚をお願いしたい。 

働きながら育てられる環境を作ってほしい。行政施設をもっと行きやすい場所＇市役所（に作ってほしい。図書館をもっと

充实させてほしい。 

幼稚園に入園したら，その間の時間を利用して，地域内で就労したい。短時間でも採用してもらえるような子育てママ

が活躍できる職場があったらいいなと思います。 

社会制度としては，育児する男性を忚援する場所があれば嬉しいです。 

１人目の育児期間の延長を希望します。 

保育施設が充实していないと出産後の社会復帰ができない。 

育休を一年取得すると保育園に入所しにくい。これでは育休制度が正しく運用されないのでは？４月に入らないと入所

できない。４月以外でも入所しやすい環境を作って欲しい。２人目の育児のやり方を教えてくれる場所があると良い。 

仕事を続けながら子育てを出来る人はまだまだ尐なく感じる。会社の制度はあっても实際に使えなかったり使えても周

りの理解がなかったりして肩身が狭い思いをする。女性の社会進出をもっと本格的なものにし子育て世代をうまく活か

せるようにして欲しい。 

女性も働くべきだと国は言っていますが，そのようにできる制度・環境がない。育休も利用できない，利用しづらいのが

現状です。 

子供をたくさん出産するだけ損するように考えられるような市の対忚。兄弟で同じ保育園に入ろうと希望するのはあたり

前のことなのに退園させようとしたり，母親は体調をくずすことはないと言われているような対忚で産後すぐに復職をせ

まられたりと不満が多い。保育園が増えている割には，地域がかたよりすぎて待機児童が減っているとは思えない。 

就労環境をよくして欲しい。市内で働き子育てしたい。 

昨年第２子の妊娠中に引っ越してきて保育園に長子を預けたが市の規則により２人目の産後２カ月で退園となってしま

った。他の市ではあまり無い対忚だと思う。共働きの家庭は２人目を作る時期をコントロールしなければいけないので

すか？育休をとってはいけないのですか？。 

安心して就活出来るよう民間のサービスを誘致してでも働きやすい環境作りをして欲しい。 

都心への通勤が可能な地域でありながら，緑が多く人の多さも適度で子育てしやすい環境と感じています，待機児童

問題に力を入れることで，若い世代を呼び込み市の活力ＵＰに大きくつながると思います，土地も都心に比べれば空き

もあるので，保育園を作るのは２３区に比べればやり易いのではないかと思います，小学生を持つ親も働き続けられる

ような市策も盛り込んで国分寺市の強みを作っていけることを願っています。 

男性育休取得について，育休を最低でも１ヶ月でも取らなければ昇給，昇格に悪影響を及ぼすくらいの強制的な制度

がなければ实情は変わらないと思います， 

働くお母さんは大変だと思うし様々な援助が受ける必要があるとは思うしエライのかもしれないが，家計をやりくりしな

がら子育てを頑張っている専業主婦の力も見直して欲しいと思う，子供を自分の手で育てる→社会貢献と考える人たち

の住み心地が良くないなと感じます，働く人達への援助が目立つような。 

姉妹を二つの保育所に入所させています，送迎に１時間以上かかり＇子供が小さく言うことをきかずなかなか帰ったり

離れたりしないため（，フルタイム勤務が不可能になりパートタイムに切り替えました＇延長保育を利用しても１人入って

いる保育所の延長保育が１９時までのため实質１８時すぎには迎えに行かないといけないため（，公的研究所の研究

員等をしてきて細々とではありますが，キャリアを積んできましたがパートタイムにしてしまったことでキャリアへの復帰

はほぼ不可能になりました，实質このような理由で二人目をあきらめる人も身近にみてきました兄弟姉妹に対するケア

をもっと親身に行って欲しい，子供としても暑かったり寒かったりする中，夜に自転車であっちこっち行かなければなら

すかわいそうだと感じています。 

上の子が小さい時に仕事をしようとしたところ，保育所＇公立（の空はもちろんなく，近所の認証保育園に預かってもらい

求職し復職をしましたが，公立ではない為保育料が高く＇月額６５０００円（大変でした，その後も公立保育園には入園で

きず，あきらめて幼稚園に行かせました，その後第２子を妊娠したため退職し現在に至ります，当時はとても不満でし

た，来月より仕事を始めますが保育園の一時預かりを利用しようと思っております，また預かって頂いてないので現在

は何とも言えません。 

退職した母親が再び仕事に就く，在宅で働けるような制度が出来たらと思う。 

子育て世代と男性の働き盛りが重なるので，どうしても子育てが母親中心になりがちです。子供が小さく２人いる時など

買物へ行くにもひと仕事に思う事もあります。もっと気軽にサポートを利用出来たり，そのサポート施設や子育てひろば

や行政施設も駅から遠かったり，近くになかったり，利用する側の環境にもよるが，いくら良い物を作っても利便性が良

くないと利用しないと思います。職員の給与にばかり予算が回っているように感じていて，市報等をみると都の職員レベ

ルの給与で，そんなに給与がないと働けないのでしょうか？私達市民はその何分の１かで暮らしています。会社は利益

により賞与が変動するので市政も市民の評価や収益により尐し変動があっても良いのでは？と思う事があります。 

男性の育児休暇が取りにくい社会だと思います。もう尐しそういう制度が充实してくれるといいと思います。 

育児支援についての充实が必要と思う。社会，企業などの理解と制度的ものが必要と思う。 

行政の施策…なんていう難しいことはわかりませんが，『男性も女性も，子育てに関わりたければ好きなだけそれがで

きるし働きたければいつからだって働ける』というような，選択肢がたくさんあってそれぞれに自分に合う方法を選んで

ゆくことができ，またどういう暮らしを選ぼうとも誰にも責められることのないような社会であるよう，偉い方々には知恵を

絞って頂きたいです。 
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両親は遠方におり，子育ては夫婦で何とかやっている状態です。親族や近所の人のサポートがなくても仕事を継続し，

子育てと両立できるよう職場＇社会（の制度がもっと整ってほしいと願っています。 

保育サービスや子育て支援に関すること 

保育施設の充实。 

公園のトイレなどにもオムツがえのスペースを用意してほしい。 

国分寺は緑も豊かで畑も多く四季折々の木々や花を楽しむことが出来，子供にもとてもよい環境が整っていると思う。

子供を育てている母親が活躍できる場所が尐ないと思う。運動出来るなどの場が増えてほしい。自転車用の通路を増

やしてほしい。 

保育園が待機児童が多く子どもを預けるには条件が厳しくなってしまう。 

産休育休明け，公立の保育園に入れられることは働く母としては一番の安心です。 

西国分寺に住んでいます。乳児が多くいたる所で他の親子を見るので，気持ち的に，楽です。あいさつや声かけなども

自然に出来る環境だと思います。まだ，０才なので，行政施策や制度に詳しくありませんが，情報発信やオープンな場

の提供を通じて，おのずとアクセスしやすい制度づくりをして頂ければと思います。社会全体に対しては，就労と子育て

を両立できるサポートがゆきとどけばと思います。 

待機児童の解消を目指してほしい。 

国分寺市は他の市に比べ認可保育所の入所がしやすかったのかなと感じています。今後ももし第２子を授かる事があ

った場合にはスムーズに利用が出来ればよいなあと思います。 

春の一歳児枞で認可保育所に入所できれば良いのですが産まれ月によっては中途入所が望めず，１才になる前に無

理して預ける人が多いのが現状です。 

国分寺市でも預かり保育を充实させてほしいです。 

私＇母（も主人＇父（も国分寺で生まれ育った為，畑や自然が多くゆったりした国分寺の雰囲気が好きです。このまま国

分寺で子育てしたいため，「バーベの森」＇民家？（やエックス山などの「森」を残していただきたい。生活保護を受ける

ほどではない家庭でも，経済的な子供のための支援を多くしてほしい。 

保育園の数については，国分寺市はめぐまれているので感謝している。保育園と幼稚園をかけあわせた複合型保育施

設の推進ももっとすすめてほしい。 

どこの幼稚園も夏休みや冬休みに毎日あずかり保育をしてほしい。 

大型店舗の開設許可をする際に，授乳审の設置義務等があると，小さなお子さんをもつ親が出掛けられる機会が増え

ると思います＇法律に詳しくないため，ピントがずれているかもしれません（。 

高齢者に偏った社会保障財源の子育て支援への移転。 

ベビーカーに対して冷たい人が多い。ポスターなどでもっと啓発してほしい。 

子育てに関する予算が尐なく国分寺市として子供を育てる環境づくりに積極的とは思えない。 

子育てをしながら仕事をするのはとても大変だと感じた。一時預かりなどもっと気軽に利用できるサービスがあると良い

と思う。 

緊急一時保育はとても便利で産前産後利用させて頂きましたが条件がやや厳しすぎる。各家庭の状況で判断して欲し

いです。 

学童保育所も増やしてほしい。 

保育士の給料を年収５００万円に上げたら保育士の人数も増えて保育園も増設できて待機児童もなくなると思います。 

自然が豊かで教育レベルも高いということで，子育てするのに国分寺市はとても優れていると思います。あえて国分寺

を選び，転居された方もいますので，子育て・教育環境をよりよくしてほしいです。 

幼稚園が国分寺駅周辺にないのであればいいなと思う。 

産院の誘致，幼稚園新設＇国分寺市の子が主に通える様な駅前開発で人が増えるだろうから（。 

図書館などの様に相互利用で近隣の都市も含め利用しやすい希望保育園に入所しやすい制度を作って下さい。 

一年中保育園に入れる制度に変えてほしい。 

北町には保育園もなくバスもほとんど通っていないのでせめてぶんバスだけでも運転して貰いたい。 

幼稚園の補助が２３区に比べると尐ない。仕事の有無関係なく保育園に入れるようにしたら良いと思います。他市，他

区に済んだこともありますが国分寺の子育てに関する事が他より優れていると感じた事はありません。 

制度のきめ細かな改正や保育がもっと充实していれば働ける女性はもっと増えると思います。出産イコール無職となら

ない世の中になればと望みます。 

待機児童の解消。 

尐子高齢化がますます進むなか子供は貴重な存在で，社会全体で大切に育てるという施策をしてほしい。赤ちゃん連

れ，子連れに優しい社会となるようキャンペーンをしてほしい。幼児と高齢者のふれあいの機会をもうけることは双方に

とってメリットがあると思うので施設間の連携やイベント，サークル等を推進してほしい。小中学生のインターネット依存

等，利用率が上がり，問題も起きている。子供のネット門限をつくる等の条例やキャンペーンで深夜利用を制限し，健全

な子供社会づくりをすすめてほしい。 

引っ越してきたとき公園の場所が分からずに困った。子育て世代には公園や児童館，小児科，相談所などすぐに場所

や連絡先がわかるような子育てマップを転入手続きの際に配ると良いと思いますよ。 

市役所の休日窓口開庁の増加，保育園，保育士の増加， 

駅前に買い物の時間だけでも預かってくれる所が有ると良い。医療費控除の年収制限を廃止してほしい。 
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良いところ，武蔵国分寺公園。要望，西国分寺駅付近にキッズスペースを作って欲しいです。オムツ変えシート，授乳

审があれば尚嬉しいです。 

私は現在２人目を妊娠中で，色々な事情で産前産後の里帰りの予定はありません。産後，上の子の面倒を見ながら下

の子のお世話をして，さらに自分の体を休ませながら家事をするのは不可能です。こういう時に国分寺市の充实した子

育て支援のサービスがあるのかどうかよく分からないので何とも言えませんが，産後安心して子育てができるように手

厚い支援が受けられると助かるし，もっと出産したい，２人目３人目を授かりたい女性が増えると思います。 

尐子化ストップの為，市からの経済的援助を充实させてもらいたい。老人ホームと保育所の交流を増やし，幅広い年齢

層の人達が楽しく過ごせる町にしてほしいです。 

一方で，保育園の民営化や子育て施設のソフト面のサービスなど，もう尐しがんばってほしいなと思う所があります。行

政だからと一歩引いた立場ではなく，子育て広場などに出てきた人には積極的に介入して，もしくは，そのような活動を

積極的に支援して，子育てコミュニティの選択肢を広げ様々な関わり方ができるよう工夫してほしいです。＇国分寺に限

らず（誰かの介入なしに住みやすい街はありえません。あと，このアンケートの量が，尐し多すぎると思います。 

まずは行政コストの削減。区内に比較して市職員の給与が高い。まずは身を切る努力を行い，市の財政を改善すべ

き。その上で住民が望むサービスを提供するのは当然のこと。子育てが充实していることは若い世代を呼びこむ為に

必要である，若い世代が集まることで市が活性化し，必然的に住み易くなると思う。 

毎年，保育園が増加していますが，近年のマンション建設の影響か待機児童が増えているように感じます。各家庭の

経済的自立や高度な教育を子どもに受けさせるために母親の働きやすい街づくりを期待します。 

市内で，自分の生活圏以外の地域ではどのような活動があるのか，また，うまく施設を利用している例など，ホームペ

ージやチラシ，冊子等で見てみたい。 

産後は，母子だけの世界で閉じています。親から離れて暮らし，友人もいない環境で子供を産む人はこれからどんどん

増えます。私自身もそうでした。そういうときに，気軽に電話相談ができる場所や，施設，公園などの屋外の場があるこ

と，そして，あることを地域の皆が知っていること，そのことが，母子を救うと思います。簡単なことですが，これまで以上

にその部分をおさえていってほしいと思っています。 

保育施設を増やしてほしい。働くお母さんが増える中，預ける所が無い為に仕事を辞めざるをえなくなった人を何人も

みてきた。私もその中の 1人になりそうです。早く対忚してほしい。 

超高齢社会になる中で未来の子供とその親を支える支援を期待します。 

府中市や八王子市のように開放的な明るい雰囲気作りを国分寺でも行ってほしい。 

小学校以降の事が不安です。学童の時間や安全面など。 

子育て，子育てをしやすい街づくりを望みます，国分寺市は緑も多く史跡も豊富でとても住みやすいと思っています。 

他の市を知らないのですが，子供を育て上でのサービスは充实していると思います，公民館有料化はなるべくしないで

欲しいです。 

現在妊娠中だが上の子の保育園はムリだし＇申請したが入れなかった（，一時保育は上の子の年齢で断られた保育園

は２つ，これから１歳の子とお腹の子を産むのに不安だらけ，産むなって事だと感じる事もある，私のように父も母も亡

くして主人しか近くにいない人は妊娠してはいけないとの事を知った，預かる施設や保育園がないなら，子供をつくるな

と国分寺市で伝えてくれれば，妊娠しなかったのにと周りにいっている第２子はつくってはいけないのだと思う。 

一時保育の枞を増やしてもらえたら，出産の前後や子供を預けて仕事をしたい人達にも，とても便利だと思います。 

幼稚園は減っています，保育園の入所は厳しい，子供の預け先確保も大切ですし，保育者の数も必要となると，質につ

いても伴っていくのか心配があります， 

大阪から東京に来る際に電話をして待機児童が殆どないということで国分寺市に引っ越して来ました，しかし实際は認

可にも認証にも全く空きがなく，仕事＇転勤予定でした（は続けられず退職せざるをえませんでした，またこれから小学

校に入学した時，近所の児童館の質が悪すぎてとても通わせる気になりません，その点でもどの道仕事は辞めなくて

はならなかったかも知れないと思います，児童館では子供たちがＤＳを寝ながら数人でゲームをしていて，死ね死ねと

言ったり，女の子はマンガを読んでいるだけでした，そんな環境に子供を預ける気にはなれません，行政としてしっかり

調査指導して下さい。 

乳幼児の予防接種の任意も全て定期接種にして公費でまかない，保育園もしくは保育してくれる場所を増やして仕事し

ていない専業主婦でも預けられる環境が欲しいです实家では孫は可愛がってくれますが面倒をみてくれません，産後

体調をくずしたり体力がなかったりで苦しい時がたくさんありました，最近家の周りではマンションが沢山増え，赤ちゃん

連れの家族をよく見ます，国分寺市がどの市よりも先駆けあらゆる民間の保育サービスや企業をよびよせて運営をま

かせて全国に魅力のある市としてアピールする必要があると思います，土地や建物がなくてもサービスが充实していれ

ば市内外の多くの人が利用して活性化するのではないでしょうか。 

病児病後保育に登録していますが一度も利用したことがありません，前日までに予約，診察が必要これがクリアできな

い，以前国分寺の病児施設を見学した際スタッフの対忚はよかったがあまり衛生的ではなく暗い部屋だった，もう尐し

利用し易い環境作りをして欲しいです，こんにちは赤ちゃん事業産後１ヶ月位の時に保健師さんに家庭訪問してもらい

ましたが，これが本当によかったです，この時アドバイスしてもらった事が精神的に育児を楽にしてくれていますとても

良かったので感謝しています。 

西国分寺駅北側の開発，寺などもあるので明るい雰囲気にして欲しい，尐し寂しい雰囲気である，引越しってきた時に

公立幼稚園がないことに驚いた，私立に通っていて＇上の子（不満はないが，なぜないのか気になる。 

今は共働きでないと生活して行けない時代です，共働きでも子供を育てられる，共働きできるよう，子供を預けられる環

境がある町を望みます。 
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待機児童の解消をお願いしたいです。 

今はまだ保育園ですが小学校へ行ってから学童保育などについて不安があります，また長期休み＇夏休み冬休みな

ど（毎日子供を１人家に残す不安もあり学童に行くことになるのだと思いますが預ける時間帯も＇７時～１９時（のように

は無理でしょうし休み中は弁当なのでしょうか，学童にも給食があったら良いのにと思います，小学校入学と同時にフ

ルタイム勤務では働けなくなるのかと今から不安に思っています，保育園は２１時まで延長保育がありとても助かって

おります，急な残業にも対忚して頂きとても良いです，学童も７時～１９時までとかはダメなのでしょうか働く親が多くなっ

ている中で是非今後もっとよりよい子育て支援を心からお願いしたいです，学童の時間と給食を是非ご検討ください。 

待機児童０を目指し，安心して産み育て仕事ができる環境を作って頂きたいです。 

道路がひどい。危ない。早急になんとかしてほしい。保育園での事故が多すぎます。保育士の過失による事故もあり安

心して預けられない。こんなアンケートを实施しても意味がないと思います。 

お金の不安を感じず，子育てに悩んだ時に助けてもらえる場所がすぐに見つかり利用しやすい子育てが楽しくなる町に

して欲しい。 

待機児童への対策。 

とにかく待機児童の解消を第一にやってもらいたい。 

子供が２人以上いても安心して育てられる環境が大切だと思います。どんなサービスが必要なのか私達母親達ができ

ることは何なのか，考えられるような「対話の場」がとても゛重要だと思います。 

幅広い支援サービスが国分寺にあるので良い。 

保育園の充实。 

子育てに力を入れて欲しいです。他市からもあまり評判が良くないです。このアンケートは長いだけで本質をついていま

せん。再考してください。 

保育所の増園を望みます。 

まず，子どもを産んだ人は誰でも預けられる質の高い認可保育所をつくる事だと思います。そこには営利目的の企業・

団体は，一切入ることのないよう，自治体が守っていくべきだと思います。 

老人に対しての事ばかりにチカラを入れて，本当に子供に対してチカラを入れているのか疑われる。もう尐し目に見え

るカタチで实行してほしい。 

保育園の待機児童問題をなんとかしてほしいです。保育園に入れる為に１歳前から入園させました＇保育園に入りづら

いと聞いていたので（。仕事と家庭の両立とで，日々余裕なく過ごしてますが，周囲＇实家の祖父母（の協力でなんとか

やっている状態です。实家が遠く１人で子育てされている方は本当に大変だと思います。市のサポートの充实，子供を

遊びに連れていける施設の充实を望みます。 

幼稚園，保育園どちらも利用するものが園の方針他をみて子どもに合っていると思われる園を選び，入園できるように

望みます＇現在だととにかく入園できるかどうかが先にきてしまうので（小学校に入学しても母親も今まで通り働けるよう

な制度を充实させてほしいです。 

私立の幼稚園しかないので公立の幼稚園があったら経済的にも助かる。各幼稚園の情報を市で集約して市役所など

で利用できるようにして欲しい。 

児童館や親子広場が老朽化している。府中市のタッチのような所が１つでも出来たら有難い。 

子育てがもっとしやすくなるように保育園＇質の良い（を充实させて欲しい。送迎があるとなお良いと思う。ベビーカーでバス

に乗りにくい。＇西武バスはひどい（改札もベビーカー使用になっていない。学校も沢山あるのだから子どもが参加でき，夢

がもてるイベントを開いてほしい。親子広場などとても地域に交流しやすい場を積極的に今後も支援して欲しいです。 

保育園の数や入所人数に比べて学童保育の整備が遅れていると思います。そもそもなぜ学校内に学童施設を作らなか

ったのか，又設置場所もかたよっており，反対方向のお子さんは利用しにくいです。尐ない定員の所にぎゅうぎゅうだと聞

いており安全面でも心配です。新しく保育園を作るばかりでなく学童にも力を入れて欲しいと思います。 制度的にも，時

短制度を利用できるのは未就学の間だけです。開所時間が短いことも「小一の壁」と言われる原因だと思います。そして

障害のある子の放課後デイケアも西国分寺周辺には利用できるものがありません。ぜひ四小学区内に設置していただけ

ないでしょうか。よろしくお願いします。 

国分寺での子育て経験が長いわけでもなく，他と比べることはできませんが，「国分寺って子育てどう？」と誰かにきか

れたら，正直，「困ることは特にないけどおすすめポイントも特にない」と答えると思います。¨子育てしやすいまち¨を謳

いたいなら，横浜のように待機児童ゼロを達成するとか，どこかの自治体のように中学卒業まで医療費無料とかわかり

やすいことをドーンとしてくれたらいいのにと思います。  

国分寺への転入を決めたのは，両親との同居がきっかけですが，越して来て知ったのは，同じようにに同居や近距離

で国分寺に戻ってきた，住んだ，という子育て世帯が多いということです。畑や果樹園など，住民によって守られている

緑や木々が多い事と，高い建物が密集しているような住宅地ではない所が，子供には良いと思います。ただ，両親や

主人に聞くと，この辺もずいぶんと緑がへった，子供が大きくなるまでにはもっと家がふえるだろうという事です。子供の

ために，今ある田畑や緑を多く残しながら，新旧の世代が共存してゆけるような地域づくりをして頂きたいと思います。 

意味のある計画をしてほしい。今まで老保育園しかなかった８小の，その中でもはずれのエリアに保育園を作っても，フ

ルで働く人には使いにくい。いきなり複数作るより駅近くに，数年前に建てればいいのにと思っている。学童も児童が増

えても対忚できていないので，正直通わせるつもりはない。 

待機児童解消に向けて保育園の新設に期待したいです。新しい取り組みで「子ども園」＇幼保一元化（→小学校という

流れで出来たらと思います。 
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子どもが体調不良時は国立市の病児保育を利用しています。市内に駅から近い病児保育がほしいです。 

確かな学力と豊かな心に関すること 

小中一貫校の導入，小学校の校内に学童保育所の役割をするものを作り，誰でも利用できると良い。子供は「国の宝」

という考えが定着し学校図書館の充实や地域の図書館を増やす等予算をまわしてほしい。 

小学校の校区を無くし立川市や国立市の希望する小学校に通えるようになるといいと思います。 

小学校の評判も様々で２小が教育に熱心とききます。＇うちは十小（格差をなくしてほしいです＇十小はのんびりと聞きま

す（。 

１クラス当たりの児童数がとても多くなっていると聞いています。担任の先生の負担も多くなり一人一人のケアが行きわ

たらなくなるのではと心配です。 

なぜ最近は，小学校，中学校受験が当たり前になりつつあるのか！？社会の制度のあり方間違ってませんか？親が

子供の頃は，もっと子供は伸び伸びして，小学校の３，４年生から塾に通う子は尐数で遊びから友達関係や色んな事を

学んできた気がします。 

立川市とも図書館の利用ができる様にしてほしい。 

一番上の子が小学５年生なので，小学校や自治会などで，PTA として，いろいろな事をさせていただきましたが，最近は

学区外から通学してくる子どもが多く，学校，PTA，地域自治会としては，様々な局面で問題に直面することが多く，困っ

ています。ご両親としては通勤や下の子の保育園等の送迎に便利なところとして，学校が選べてなによりだとは思います

が，一部の学校では尐人数，一部の学校では教审が足りなくなるほどの生徒数の増加という，平等感もなく，なんのため

の「学区」なのか分からなくなります。市や教育委員会は学校選択をさせることで発生する問題を把握していないのでしょ

うか？現場の声をちゃんと聞いてほしいです。教育は子どもが主体なんです。親の要求は２の次です。何でも一部の親の

言う通りにしないで下さい。 

小学校の放課後を子どもたちが有意義に取り組めることを充实させることで海外の学校ではいじめが減ったということ

があるそうです。日本でもいじめのエネルギーをみんなで何かに一生懸命取り組むエネルギーに替えることで良い方向

にすすめるようにしてくれたらいいのにと思います。 

先日小平市との図書館相互利用が可能になりましたが，私が住んでいる西町は立川市との境目なので，立川市とも相

互利用が可能になることを願います＇現在，子どもが立川市の幼稚園に通っており，立川市に行く機会が多いため（。 

小中学校での教育レベルが＇今も高いと思うが（，他市もうらやむくらい高くなり，国分寺のイメージアップにつながるよう

な施策を積極的に考えて欲しい，それが町の活性化にもつながると思います。 

教育方針の一貫性，ゆとり教育といって授業内容がゆるくなったかと思えば，学力が下がったといって授業時間を増や

すなど，教育のあり方が二転三転していて，自分の子供が教育を受ける時にどうなっているのかがわからず不安，その

ようなことが自分が子育てをする時にどうなのかと想像できず産みの不安にも繋がるのではないかと思う，子供が伸び

伸びと安心して育てるような国分寺市を期待します。 

絵本に触れられる環境を充实させて欲しいです。１町に１ヶ所は必要だと思います「子どもが自分で本を手に取れる環

境」を作ってください。 

経済的支援に関すること 

妊娠中に風疹がはやりましたが足立区等では公費で予防接種を夫にしてくれるが市町村等はそのようなサービスはな

かった。その時々に流行する病気をいかに早くキャッチして市民を守るかを考えてほしい。昔からあるサービスを見直し

その時代にあわない事業は縮小し，必要なものを増やすようこれからも努力をお願いします。 

中学生まで医療費無料， 

子どもを生みたくてもなかなか授からない夫婦などへのサポート，助成金も大切と考えます。インフルエンザの料金が

小児科によって違うのは何故でしょうか。１５００円くらい差があります。 

医療費控除の年齢をもう尐し上げていただきたいです。本当に病院の利用多いです。 

経済的支援の更なる充实。 

教育費がかかる。特に幼稚園費。私立しかないのは困ります。約月３万円に教材費，冷暖房費等。子どもが尐ないと言

われる中，そのあたりを考慮しないといけないと思います。また，どこに行くにも駐車場代がかかる。国分寺公園等も駐

車券を配布してくれたらいいのになぁ＇笑（ 

経済的負担の軽減＇子育てに関して（を望みます。 

医療費の免除については，他の市や区に比べて期間が短いですので，中学生まで無料だと助かります＇せめて小６ま

でに延ばしてほしいです。（。 

医療費を，中学卒業まで無料化して欲しい。 

杉並区で实施していた子育て忚援券は本当に良かった。託児や習い事，ママの整体や家族の記念写真等に使え，外

に出て友達をつくるきっかけにも役立った。金銭的援助は嬉しい。 

医療費については小学校卒業くらいまで無料だと助かります。 

経済的な支援の制度をさらに充实させてほしい。 

同じ子供なのに世帯の収入によって支援してもらっていない児童手当のように一律にしてほしい。 

就園奨励の補助金が幼稚園類似施設にも適忚されるようにして欲しいです。 

育児もそうだけど出産は無料にしてもらえるといい。 

一時保育の充实。利用料が高すぎる。 

子供が多い家庭には多い分，手当をつけたり割引くところがもっともっとあるといい。 
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妊娠から出産までとにかくお金がかかる。入院に関しても補助金だけでは全然足りないので結局お金がないと子どもも

産めないし育てられない。インフルエンザも学校，幼稚園，保育園で無償化してほしい。 

市長が子育てサークルの面談に欠席する等，本当に耳をかたむける気があるのか疑問！収入に関係なく子供には平

等に手当てを支給すべき。又は平等になるように給食費やインフルエンザの予防接種等の予算にあて，個人の負担を

軽減させるような制度を市で作るべき。 

子どもの「育児手当て」以外にも収入の低い世帯には支援金がないとネグレストか尐子化は止まりません。 

高校まで教育費無料。 

乳児医療証が６歳過ぎると所得によってもらえないのが納得いかない。同じ東京なのに国分寺市だけ違うのは許せな

い。 

保育費負担を軽くしてほしい。 

幼稚園の無料化をすすめてほしい。 

今回アンケートに記入した４才の子供の上に６才の子供がいます。今年，小学校に入学した際，医療症がなくなりまし

た。所得制限があるとのことで，マル子をいただけませんでした。３月と４月で大きく所得も増えていませんし，むしろ小

学校に入ってからの方が体調不良で病院にかかることが多くなり負担が大きいです。せめて小学校の６年間は同じ医

療費負担＇マル子の通院１回２００円（で受診できたら助かります。 

税金を下げてほしい。有料ゴミの袋を安くしてほしい。国分寺市は緑も多く，駅も近く大変気に入っていますので，頑張

って下さい。 

子育てに関する費用の負担を減らしてもらいたい。 

新築マンション購入された方に商品券の付与サービスなど。 

子育てに対する経済的な支援があることが望ましい。出産後，一定の育児期間を経て再び仕事を復帰できるような流

れができることが理想である。出産が高齢化しており，産後の社会復帰が難しい。 

第二子を出産した時，退院後上の子の育児が大変でした。その時思った事が，「退院後も床上げ近くまで入院できるよ

うな場所が無理のない金額であったらいいな～」でした。韓国では一般的なようで，日本にもあるとか？国分寺にできた

らとっても助かるなと思いました。ようち園の月謝ですが，上の子が年長の時，下の子が年長さんに入園です。２人同

時の存園で月謝も２倍となるとギリギリの生活になりそうです。かといってパートやフルで働ける余裕もなさそうです。国

が補助するようになると聞いたことがありますが，本当だと助かります。そして早くそうなるといいなと思います。 

東京でありながら，自然も適度にあるこの地域が好きです。でも，子どもはお金がかかる。幼ち園だけで精一杯。経済

的支援がもっとあればいいのにと思う。 

医療費の負担を所得制限なしで中学まで行って欲しい。予防接種の費用の補助。 

生活保護など本当に必要な家庭にだけ受給してほしい。保育園の優先や保育料免除など不平等に感じる。 

ベビーカー，ベビーバス，ベッドなど一時的なものは行政で何歳までは無料貸し出しなどの制度を設けることによって家

庭の支出が軽減される。出産後の負担が大きい。 

東京都や国分寺市ではないのですが，せっかく出産育児一時金の額面が上がったのに便乗して出産費用を値上げし

た医院がある，こういう行為はいかがなものかと憤りを覚えます。 

幼稚園が私立しかなく経済的に負担が重いのでもう尐し，市の助成金を増やして頂けると助かる，駅前再開発に期待

しています，より快適になると嬉しいです。 

子供を産むのに自己負担のお金がかかりすぎ，市，区によって子育て支援の差が大きく国分寺は尐ない方だと思う＇法

人税など収入が尐ない市なのでしょうが（ 

子供を産みたいのでもう尐し経済的のお金を援助が出るといいです。 

税金が高いと思います，ゴミの有料化は今でも反対です，きちんと分別している場合や削減できている状況等に個別に

対忚していないと思います。 

教育費の経費負担の軽減がもぞまれ増す親としては子供に質の高い教育を受けさせたいと願っています，経費負担

が減れば国分寺市で子育てをしたい家庭が増えると思います。 

産前，産後のサポート，第２子以降であれば上の子の世話など身体的な負担を軽くしたり第３子出産を推奨して金銭的

な負担も軽くして欲しい，単に子育て支援と大きく括らず尐子化対策の為に３人兄弟推奨の市などして子供の多い家庭

に手厚い支援するなど独自の事業を展開していくことが大切だと思う。 

子供にかかる医療費は高校生ぐらいまでかからないようにして欲しい。 

中学生までの医療費の無料化，国の補助ではない予防接種の補助＇例Ｂ型肝炎やロタウイルスワクチン，インフルエン

ザなど（，小中学生が伸び伸びとサッカーや野球ができる広場。 

子育てとはとにかくお金がかかるので安心して産み育てることが出来るよう経済的サービスが充实している事が理想，

妊婦へのタクシー券やバス無料券なども考えて欲しいです，子供が幼稚園や小学校が終った後安心して遊べる児童施

設をもっと増やして欲しい。 

待機児童の一時預かりの料金について所得に忚じた料金にする等，各保育所に働きかけてほしい。 

小学生まで医療費を無料にしてほしい。 

母子・父子家庭，生活困難なほどの貧困の若者や高齢者などの方には手厚い福祉制度が必要です。市の窓口で生保など

を受けさせないといった事は絶対に許されない事です。そうした自治体の対忚は職員の質の低下にもつながっています。 

子供２人目だと保育料半額など横浜市と同じような制度を導入してほしい。 
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安全・安心に関すること 

道路の改善，子供が通るには危ない所が多い。 

又ベビーカーで移動しやすい歩道の整備を期待します。 

車通りが多いのに歩道スペースがせまく電柱等が多い。開発で改善することを期待します。 

保育園の周りの道が狭いうえ歩道がなく車通りが多いので不安。アスファルトの劣化によってベビーカーを押しにくい，

自転車が走りにくい等使う道も不安。恋ヶ窪駅前のふみきりも危ないと思う。北側の陸橋のスロープはつけられないで

しょうか。 

西国分寺駅へ府中街道から向かう徒歩人用の道の改善，ベビーカー子ども連れが利用出来る状態ではありません。

対人がやっとなのでぐずぐず進んでいると急ぎたい人から迷惑がられます。よろよろ歩きの子を手を引いて歩けませ

ん。利用人数が多い道なので＇あんなに団地などあるので（改善して下さい。 

市役所への交通の便が不便です。住んでいる所周辺にスーパー等が尐なく不便です。全体的に坂道が多すぎて車を

持っていない人間としては大変住みづらいです。＇子どもを乗せての自転車やベビーカーが辛い（。 

駅から公園までの道のり＇自転車，徒歩（は車の交通量が多いところで歩道が狭くとてもこわいです。国分寺街道も。安

全な歩行路を希望します。 

街灯も増やして欲しいです。 

国立駅から光町夜間の灯りが尐ない。道路が狭くベビーカーを押し辛い。 

道路が狭いので子どもを連れていると特に危険に感じます。魅力ある町になることを期待します。 

駐車場の整備。交通渋滞の低減。歩道，自転車道の整備。 

歩道を広くしてほしいです。西国分寺の場合，駅の近くは整備されてますが，府中が移動の泉町から南はとても狭く，

子どもだけでなく中学生も通るので広くしてほしいです。 

歩道の整備。道を広くし，歩行者，自転車を分けられるのが理想。 

通学路となる場所の夕方から夜間にかけて道が暗くとても危険と感じます。犯罪の有無などを記したＭＡＰがスマホな

どで見られるようにできますか。 

国分寺は古い町村なので道路や歩道がせますぎる所が多く危険がいっぱいなので確保をしっかりしてほしい。緑は多く

公園があちことにあるのは嬉しく思う。 

市内の野菜を使った飲食店が多いので子供と一緒に外食するのにも安心できる。駅も恋ヶ窪，国分市ともにベビーカー

でも入りやすいようになっている所に感動しています。 

ベビーカー等で移動するには道が細かすぎたりするので道路開発予定地等を早く開発し道を広げてほしいです。 

道が狭い。 

西国分寺駅周辺には遊ぶ場所がなく逆に治安が良くてとても良いと思います。 

道が狭くて自転車を車道でこぐのがとてもこわい。 

現在市から不審者についての報告メールなどがくるようにしています。駐輪場の配慮。道路の危険性等，広告や市報

等で広めていただきたいです。 

国分寺市は畑や自然が多く住みよい町だと思う。もう尐し道路を整備したらもっと良くなりそうですが，こればかりはどう

にもならなそうですね。 

道路が狭い為，歩道がなく，ベビーカーの身動きが取れず危険＇特に連雀通り，戸倉街道（。街灯が尐ない為夜道が危

険。電柱の地中化。亓日市街道の歩道の真ん中にある電柱が邪魔。 

武蔵国分寺公園から国分寺駅にかけての多喜窪通り沿いの歩道の整備をしていただければと思っています。ぶんバ

スの充实化を図っていただきたいです＇ルートの拡充（。 

国分寺市は，他市に比べても歩道の無い場所が多いです。特に子供達が通学している道路から優先的に歩道をつけ

て欲しいと願っています。毎日，あの危ない道路を通っているのは車を運転する方にとっても危険がともなっています。

毎年の暮れになると同じ場所，富士本２丁目信号付近の道路工事を繰り返しています。その予算を通学路の安全の為

に歩道を作って欲しいと思います。緑地の残っている今のうちに是非検討して下さる事を希望します。将来をになってく

れる子供達の為，より住みやすい町国分寺市の為にも，お願いします。 

今後大きな都道ができ，交通量が増えた時が心配。現在は，緑もまだ多く，住みやすい市だと思います。 

自転車の利用が多いので，もっと歩道を広くしてほしい。富士本のあたりは車がすぐ横を通りこわい。 

道路や歩道の整備が遅れているため，ベビーカーで歩きづらく，幼い子供と安全に歩ける環境ではないため，もっと整

備してほしい。 

歩道を両側につくってほしい。危険な道路が多い原因の一つが交通量が多いにもかかわらず，道路が細くしっかりと歩

道が確保できていないことだと思う。 

子供が安心，安全に暮らせていけたらそれだけでいいです。子供は人生の宝です。しかしまだまだ安心して暮らせない

場所，制度，などいっぱいあります。再開発で子供やお年寄りの方が通行しやすい，歩道を作って下さい。狭い道が多

いです。 

国分寺市駅前近辺は坂が多く，子を自転車に乗せて移動するのに毎回大変疲れる。歩道も狭く，歩行者，自転車に優

しくない。 

空き屋が放置されていたり，照明設備がない駐車場は夜間危険な為，対策を取ってほしい。 

通園，通学の道が狭く，危ない。 

西国分寺と国分寺をベビーカーでもいききが出来る様にしてほしい。 
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市と市民が協力して今以上に監視する体制を整えていけたらと思います。 

歩道の幅がせますぎるので子供が小学生になったとき，ひとりで歩かせるのが非常に心配です。 

歩行者やベビーカーが安全に通行できる歩道の整備。 

亓小の通学路は危険です。 

歩道が狭い道が多いので歩道を広くしてほしいです。人と自転車が通れる踏切があったらいいと思います。 

本町四丁目の街灯が暗い。 

国分寺街道の歩道が狭すぎて子どもを連れて歩くのは困難。 

泉町交差点の歩道橋はベビーカーともう１人子どもがいる場合登りづらいです。スロープもしくは横断歩道作ってほしい。 

不審者が多い気がします。学校の給食を作る方＇エプロン着のままで（先生方など喫煙する方のモラルが気になりま

す。正門や裏門で堂々と。せめて学校の敶地内で生徒の目に付かない場所を作れないものかと思います。六小の先

生，生徒の評判が悪くて心配になります。 

連雀通り歩道などもっと整備して安心してベビーカーを歩けるようにして欲しい。 

東恋ヶ窪周辺は細い道も多く歩行者と車ギリギリの所がとてもたくさんあるので小学生で自転車で行動するようになっ

ても心配である。 

道路がせまく，危険な所も多いので安全に配慮してほしいです。子供が自転車で移動するには，せますぎる歩道などが

あります。 

道路を整備してほしい＇歩道など（。子供を産んで歩きにくさを实感した。 

道が狭い。 

戸倉通り，弁天通りの歩道幅が狭いため子どもが危険です。 

交通環境の改善を希望。歩道の拡幅，バス路線の充实を望む。泉町に図書館を置いてほしい！。 

歩道の整備，スクールゾーンへの車侵入禁止＇時間を設ける（，公園の新設＇駅の北口（， 

街灯を増やして欲しい。子供に防犯ベルを配布して欲しい。問題になる先生を採用しないで下さい。 

歩道が確保されていない道が多く危険。 

道が狭く歩道も狭い。ベビーカーでは危険。 

国分寺駅北口のバス通りがとても危険。街灯もなく暗い。 

車道が狭すぎて危険。 

街灯を増やして欲しい。 

西国分寺駅東改札の設置。歩道が狭い。五沢市長公約实現お願いします。郵政宿舎前に信号機の設置。 

歩道が狭く道がデコボコなのでベビーカーを押して歩くのが困難。街灯も尐ない。 

歩道を広くしてほしい。ガードレールをつけてほしい。 

安全で住みやすいです。 

子供達の食べる給食の安全性をもう一度徹底してほしいです。公園や学校，公共施設の土壌の放射能計測を实施し

てほしいです。 

市内の歩道が狭く危ない時がある。 

西国分寺駅ガード付近は交通量が多いのに歩道が狭く大変危険です。 

駅前，周辺道路の歩道，自転車道を拡張して頂けると助かります。 

国分寺街道の安全性を確保して欲しいと思っています。 

歩道の充实。 

三小通りや多摩湖線沿いの通りは交通量が多いのに歩道が狭く子連れで通るには徒歩自転車共に非常に怖い。 

安全な歩道を増やしてほしい。夜道をもっと灯で安全にしてほしい。子どもの国の充实。 

狭い道が多すぎるので整備してほしい。 

子どもが外で安全に遊べる環境があると良い。小児科がもっと近所にあると安心できる。 

子どもが安全に自転車に乗れるような町作りをしてほしい。 

犯罪防止の観点からは小学生の帰宅時間に高齢者が自宅の植木の水やりをすることで社会で見守り活動をしている

市があると聞いた。そのように高齢者パワーを子供を守り育てる分野に活用してほしい。 

市内の道路は歩道がない，せまいところが多く，ベビーカーや自転車で子どもと移動するのがこわいです。夜間の外灯

を増やしてほしいです。 

歩道がきちんと車道より一段高くなっているところはいいのですが，白線だけをひいて歩道としている道が子供だけで

歩くようになる時，あぶないと感じます。 

西町に住んでいますが，戸倉通り＇弁天あたり（の所が歩道がないので，ベビーカーや自転車で通るのが怖いし危な

い。とても気になります。子供の命は大事なので，亡くなってからでは遅いです。何とかして下さい。 

住み難いと思うところは，道が狭く自転車で往来するのが恐いので，もっと自転車に安心な整備をしてもらえたらと思い

ます。 

歩道が狭い。 

西，東元３，４丁目に保育園やスーパー，図書館を作ってほしい。道が狭く危険です。 

国分寺駅の風紀が悪く小学生になって子供が一人歩きするには好ましくない環境。通学路にしている子供のいます。

取り締まる手立てはないのでしょうか？また歩道が狭く自転車の往来も多く危険。 
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日常に使う道路が風紀上良く無い。 

歩道の整備。道が細い割に交通量が多く安心して歩けない。1人親ではないが父親の不在時間が長く母親の負担が多

いです。このような家庭に支援してくれる制度はないのでしょうか。 

安心できる町づくりをしてほしい。熊野神社近くの西武線ふみ切りが危ない。交通量多いのに道が狭い。早く道を作って

ほしい。 

せまい道が多く子連れや子供の一人歩きは不安。学区ではなく小学校を自由に選ばせて欲しい。 

道が狭いです。 

歩道が狭すぎます。 

登校時にスクールゾーンに車が進入するのを禁止する処置を取って下さい。 

歩道，自転車道を広くして欲しいです。 

道路が狭い。雤の日に遊べる場所が欲しい。不審者が多く不安。 

歩道の草を刈って下さい。＇隣の小平市と比べて頻度が明らかに尐ない（自転車が安全に通れるようにして下さい。こど

もの医療費が府中市と同様だと嬉しい。 

何でも「おそい！」「停滞している」早く進めて下さい。特に道路。道路開通させて下さい。本当にあぶないです。一度見

ればわかります。子供１人では危険。電車にひかれる事件が起きてからではおそい！。 

西国分寺から国分寺へベビーカーで歩いて行こうと思うと１４５号線を通ることになるが，すごく歩道がせまく，段差も多

く危険だ。どうにかして欲しい。 

駅周辺の安心，安全なきれいな街づくりを期待します。 

狭い道路でスピードを出す車が多く大変危険です。取り調べを強化して下さい。 

病院などの駐輪場が狭く道幅も狭いので利用しにくく感じます。歩道をもう尐し広くして頂きたいです。 

車が多すぎる。歩道を広くとり安全な街にしてほしい。 

歩道が狭く自転車と歩行者がすれ違うのが大変です。泉町付近に図書館を作って下さい。不便です。大きな駐車場の

ある図書館を作ってほしいです。 

小学生は集団下校にしてほしい。道幅を広く作ってほしい。 

歩道が狭い所も多く，ベビーカーの移動が危険な場所も改善されたらと思います。 

道路は歩道が狭い所が多く歩いたり自転車に乗っている時，尐し怖い思いをしますが，広くはできないと思いますが，

でこぼこを無くしたり信号をつけたりミラーをつけるなどメンテナンスはして欲しいです， 

子供の成長に大切な時期だと思うので，自転車で子供を乗せての移動者も多いので安全な交通環境にして欲しいです。 

夜暗い道が多く，細い道も多いので道幅を広く明るくして欲しい，学校の朝通う時間帯だけ狭い道，抜け道になっている

所＇ボランティアが立っている所などは（自動車の進入を止めて欲しい，時間で区切って。 

駅＇国分寺駅（が狭いのでベビーカーで出掛けると大変です，駅の改札，エレベーター，ホームを広くして下さい，歩道が

狭く子連れ＇ベビーカー（だと自転車が危なく歩けません，歩道を広くして下さい，特に恋ヶ窪駅から連雀通りの歩道駅前

＇恋ヶ窪駅（に子供と遊べる施設を作って欲しい，街灯が暗いのでもっと明るくして欲しい，子供連れでも安心して出掛けら

れる町にして欲しい，恋ヶ窪の陸橋にエレベーターを設置して欲しい，それから陸橋ではなく踏み切りにして欲しい大変で

す，恋ヶ窪の駅の改札口を東側も作って欲しいです。 

歩道が狭い，信号が不親切など小さい子には怖い，ベビーカーでいてもエレベーターをゆずったりされることは尐ない，

子供がいるんだからと全て優先して欲しいとは言わないが，もう尐し譲り合い，思いやりのある国になって欲しい。 

泉町２丁目に住んでいますが＇国分寺，西国分寺の中間（，駅までのアクセスが不便です，妊婦および産後ベビーカー

で国分寺駅への移動では急な階段，スロープがあり徒歩では行く事が難しいです，一方西国分寺へは暗く汚ない高架

下を潜らないと行けません，現在タクシーのロータリーしかない，空き地＇スポーツジムルネサンス横（スペースに改札

口＇東口（を小さくて構わないので作ってもらえると非常に便利です，小さな子供も不安なく利用できるのでぜひ検討して

頂きたいです。 

歩行者も安心して歩けるような歩道の確保あるいは住宅街の道路の一方通行化，今のままではベビーカー，車イスで

の移動は危険な箇所が多過ぎます，子供連れで歩いていても安心安全に思える交通整備を希望します。 

とにかく道路が狭く歩道も無い所があるので小さい子を連れて外に出るのが心配です，自転車での走行の際は車と同

じ進行方向でないといけなくなったので，歩道，路側帯のない所を走らなくてはいけないので，とても怖く思いをしていま

す，改善して頂ければ幸いです。 

通園時自転車がこわい保育園の近くの通園時間帯は通行を制限して欲しい，飛び出しがとても怖いです， 

道の歩道が狭いため危険，特に子供だけで安心して外出をさせにくい，安心して子供が外出できるように道路整備をし

て欲しい，小学校も集団登校があると良い。 

歩道と車道の幅がとても狭く自転車で幼稚園までの送り迎えをしているのですが，とても危ないと思う場所がいくつもあ

ります，信号をつけて欲しいと思う場所もあります， 

自然も残っており気持ちいい公園があってよいと思います，駅周辺の歩道が狭くベビーカーでは使いづらい，事故を減

らす為にも歩道の整備やマナー＇自転車など（の呼びかけも進めていって欲しい。 

国分寺市は子供が歩けない道が多い， 

地域の交流の場，機会があると知り合いが増えて子供たちが一人で行動することが増えた時に見守る目が増えて安心

できる安全な街になってくれればと思います。 

戸倉通りの一部に歩道がなく歩きづらい。将来通学路になるので心配。 
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市全体的に道が狭く歩道のない場所が多い。火事があった際に消防車が入れず大火事になる危険性があるので道路

を広げるべきでは。 

国立のようにパチンコなどがない方がとも思いますがやはり環境が子供たちを育てることにあると思うので全体的にそ

ういったものが安心して育てられると思います。 

ベビーカーで通るには危険な道が多すぎる。夜道が暗く，大人でも一人で歩きたくないので，街灯を増やしたり地域の

パトロールの強化。 

サービスを利用する際のチケットなどあるとうれしい。通学路安全の確保，ガードレール完備，登下校時の安全見守り

など幼稚園のような教育の整った保育者の充实。 

恋ヶ窪駅周辺の歩道を整備していただけるとベビーカーやファミリーバイクが通行しやすくなると思います。 

雰囲気が暗く道路が狭く気軽に遊びにいけない。歩道やガードレールの整備，パトロールの強化に力を入れて欲しい。 

西国分寺駅の通路が狭いのでもう尐し広くしてほしい。 

歩道の幅が狭いです。 

道路の幅を広げ歩行者，自転車など区切って頂けたらより安全かと思います。 

住宅街ではどろぼうが多いと聞きます。治安に対しても改善を求めます。 

道路の充实ではなく歩道の充实を目指して下さい。自転車専用道路も欲しいです。 

並木町２丁目在住ですが，国分寺高校東通りの道路はいまだ，朝交通量が多く危ないので早急に対策をしてほしいで

す。緑豊かな町，国分寺に，本当に必要な道路だけ増やして下さい。環境汚染を広げないでほしいです。 

市役所へ行くにも公園に行くにも，子供と歩くには危険だと感じる道路ばかりです。また，自転車に乗せて運転するのも

車と歩行者を気にしながらの為，不安があります。これから上の子供も小学校にあがりますし，宛て名の子供も家のま

わりで遊ぶことも増えてくるでしょう。その時，子供達が安心して歩ける道になっているといいなと思います。 

府中にあるたっちのような审内施設があると良いと思いました。また，歩道が狭く，子供が歩く際，自転車の乗る際，と

ても心配です。住みやすい環境づくりをしてほしいです。 

小学校へ行くまでの道で，車通りが激しく心配です。小さい子供が安全に学校へ行けるよう配慮していただきたいです。 

坂も多く交通量も多い地域なので自転車専用道路やガードレールを追加して欲しい所が多々あります。 

道路の幅がもう尐し広くなるとよいです。小さい子どもが１列になって歩いてるのをよく見ます。ベビーカーもなかなか通

りずらいです。 

恋ヶ窪駅の踏切付近は道路が狭く子ども連れで通るにはいつもひやひやします。バス停の場所を変えるなりして歩道

をもう尐し通りやすくして頂けると安全かと思います。 

武蔵国分寺公園の周辺の路上駐車をなくしてほしい。横断歩道があっても車のせいで見通しが悪くなって危ない。歩道

が狭い所が多くある。歩道をちゃんと作ってほしい。 

公園の前の道路＇窪東公園（子どもがよくひかれそうになっている。車両の規制をすべき。 

一方通行の道が多い。もっと道を広くしてほしい。バスの本数を増やしてほしい＇戸倉循環（。公園で小学生が固いボー

ル＇サッカー，野球（で遊んであぶないので禁止にしてほしい。公園に蚊が多い。殺虫剤で駆除してほしい。犬猫のフン

が道に多い。特に犬の散歩時，フンを回収しない場合は罰則を設けてほしい。 

交通事故の多い交差点，不審者多発ヶ所へのカメラの設置。固定ではなくても，何ヶ月サイクルでカメラ設置ヶ所移

動。・街灯の充实・その他，府中市の制度など見習ってほしい。 

歩道に段差が多く，ベビーカー，自転車での通行に苦労します。小平市のようにスムーズにのりあげられるグリーンの

ゴム？のようなものなど，バリアフリーになるとうれしい。・駅前が整地され，パチンコ店などではない上品な街並みにな

り住む人が落ちついた環境になるように希望します。子供たちが安心して，悪影響のない街にするべき。国分寺駅周辺

はひどいと思う。 

共助・協働による子育ち・子育て支援に関すること 

近くにスーパーマーケット，ドラックストアなどがまとまっていて助かる。ベビーカー利用中は道路の整備確保がまだ追

いついていないのではと感じることが多い。公共施設，老人介護施設等で子供と触れ合う機会を設けるなど地域の

方々の理解，協力を得られる環境作りは必須だと思う。 

子育て中の親がもっと交流できる機会を作ってあげられたらと思います。 

年寄りと子供とが交り合えるような環境を作り地域全体で弱者を守れる社会にして欲しい。 

行政からのかかわりももちろん重要だけれども，市民のほうも何かしら動かなくてはと思う。 

幼稚園などでも老人と触れ合う機会があってもいいかなと思います。 

その他 

小中でのＰＴＡ役員の廃止を望む。任意の民間団体であるはずのＰＴＡが現实では強制になっておりこれ以上の負担は

親の精神的苦痛を誘発し，子どもの情緒不安定へつながる恐れがある。ＰＴＡが入らないとできない学校行事は即刻内

容を見直し，縮小すべきである。 

国分寺市内に７年間＇独りぐらしから（住んでいるが，まったく国分寺市の事を知らない。なので，子どもを産んでも，どう

していいか，わからない。 

このアンケートを送付いただいた際宛名は父親，子供のみになっていました。母親の名前を含め保護者両方の記名が

あるといいです。 

都市化することを望みません。開発されず都会のようになってしまうのではなく，今の良さを活かした町づくりを望みます。 

上の役人ばかりですすめず，私たち身近な人たちとのコミュニケーションをもって本当に必要なものを作ってほしい。 
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ペットボトルについても個別回収できるようにして頂きたい。 

子どもの数を増やすために婚活支援をしたらいいと思います。 

里帰り等の妊婦健康診査受診費助成金の申請は郵送で対忚してくださいますが，都外で子どもが病院にかかった際

の医療費助成の申請はなぜ郵送対忚できないのですか？子どもを２人以上連れての行動はとても大変です。市役所

に行かなくても，郵送でできることはご対忚いただきたいです。 

交通不便地域の解消を望みます。ゴミ収集日の回数増加を望みます。 

図書館や公民館などは古さを感じるのできれいにしてほしい。 

本調査結果を一般にわかりやすい形で公表することを望みます。＇市報に掲載するなど（。 

西町地区から国分寺駅まで行ける，市バスがあると嬉しいです。ペットボトルの戸別回収をしてほしいです＇働いている

と宅配サービスを利用することが多く，なかなかスーパーに行けません（。 

健やかに育つために母親が市長や教育長と面談する席に市長が欠席されたと聞きましたが市長は子育て支援する気

があるのでしょうか？母親達の中で広まっている情報では定かではありませんが。当選した年にそのような態度では軽

視されているように思えてなりません。 

このアンケートですが子供の年齢幅をもっと限定されると市民が何を望んでいるかより明確に分かると思います。 

西国分寺の再開発，又，泉町地区の人口から考えても市役所の分审や郵便局，図書館などがあっても良いと思う。西

国分寺駅の改札を現在サンドラック辺りに作ってほしい。ぶんバスのルート見直し。 

この様なアンケートはとても苦痛です。 

バスの路線を増やしてほしい。 

市役所が休日全くやらないのも不満です他市はやっているので改善して下さい。 

国分寺市のＨＰが見ずらいです，国分寺は保育園を増やして努力しているのが伝わります，返信用の封筒めっちゃ小さ

いです。 

保育課＇市役所（の方の対忚がもう尐し改善されるとよいと思います。 

国分寺市は都内で下から２番目のサービスといわれているのは，財政だけでなく，職員の質だと思う。このアンケートを

トップまであげて，市全体として努力して下さい。 
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■小学生調査■ 

問42-１ 問42の回答の中で特に望むことは何ですか。具体的に教えてください。 

 

子どもの権利に関すること 

いじめや非行の防止などの対策を充实させる 

いじめや荒れているクラスの学校以外の第三者窓口を充实させてほしい。 

イジメについては自分の子供が該当すると本当に深刻な問題となる。 

イジメは元はといえば，個性の強い子やよく出来る子など平均でない子を認めない社会が産むものなのでまずは先生

がどんな子も認める教育が出来る事だと思う。 

いじめではなくても学校に友達がいないのも子供にとっては大きな問題であり，それが原因で学校に行けなくなることも

あるということを学校はもっと深刻に受け止めて欲しい。 

高学年になるにつれ，いじめの傍観者が増えると聞くので，ひどい場合は恐喝，暴行として扱ってほしい。 

思春期の子どもへの対忚等相談に乗ってくれる心理士の相談員を増やしてほしい。 

子どもの権利条例を制定してほしい。 

不登校傾向にある児童のための施設を作ってほしい。周りに子供が学校に行きたがらず，困っている方が何人かいる

ので。 

いじめや非行の防止などの対策を充实させる 

子供の権利には義務もあること。自分で考えること。「責任」 

どこに信号機を設置すると良いか，市民の声を拾ってほしい。変な教師への不満を，校長に言ったが，人材不足で今年

の担任を持つらしいです。いじめを誘発する発言をするそうです。 

育ちの上で困難を抱えた子どもに関すること 

発達に不安がある子供について継続的に相談できる場，専門職員を増やして欲しい。教育相談，通級，学校など相談

しているが継続的ではなく連携も取れていないので困っている。 

特別支援教育の内容の充实。どんどん経費削減で経験出来る事が減っている。 

発達障害のお子さんがクラスの調和を乱して，傷ついてる子が多い。発達障害のお子さんが落ち着いていられる環境

を充实させてほしい。 

特別支援教育について，中学校の情緒学級＇固定級（の設置。 

特別支援教育，すべての子供が安心して学校で過ごせるように。 

障害児の保育・特別支援教育の内容を充实させる 

障害児でも，野外で体をうごかして遊べるプレイリーダーのような方に見て欲しい。 

子どもの居場所に関すること 

中高生になると自宅で過ごすことが多いので，気軽に使える公共施設があると外で友人とすごせるのではないかと思

います。 

子ども達が屋外，公園などでもっと遊べるような町づくりをお願いしたい。 

野外でのびのび遊べる場所を増やす 

近くにボールを自由に使って遊べる公園がないので，広いスペースが欲しいです。 

子連れでも社会活動に参加できる機会を増やす 

最近は公園で遊んでいても子供が怒られて帰って来る。どこでも遊べない。 

野外で遊べる場所，プレイステーションの増設 

内藤地区は児童館が尐ないので尐し考えて欲しい。 

国分寺市内の公共施設が地域により差が激しいと思う。大人も学生も小さいお子さんも安心して利用できるような図書

館・集会所簡単な食事がとれるようなレストランの合同施設を戸倉近辺に作って欲しい。 

十小の近くには児童館がないので，子供が家以外に親が安心して行く場所がない。 

公園の質の向上，雤の日に遊べる施設，図書館の充实 

公園の遊具を充实させて欲しい。おもしろくない公園が増えていると思います。 

西国分寺周辺に偏っている公園を国分寺駅周辺にも欲しい。地域の憩いの場になると思います。 

ボールを使って小学生が遊べる広い場所が尐ない。外で遊べる場所をもっと作って欲しい。 

遊具の増設，整備をして公園をもっと明るくして欲しい。 

ボールの使える公園が尐なく，校庭開放でみんなボールを使っていて危ないので，広いボールの使える公園を作って

欲しい。 

公園が欲しい 

思い切り遊べる窪東公園やプレイステーションに行かせたくても，そこまでの道が危ないので行かせられない。けやき

公園でも，子供だけでは不安。 

安心して遊べる公園が欲しい，遊具も充实させて欲しい。 

安心して自転車を乗り回したり，ボール遊びができるような広場があると良い。 

安全な遊び場を増やして欲しい。 

医療費無料。習い事などを通じていろんな世代の近所の人との関わりが気軽に持てる場＇安価で（が欲しい 
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外で遊べる場所の整備。トイレの無い公園では長時間遊ばせられません。 

広い公園＇サッカーなどができる（が欲しい。 

病気や夏，冬，春休みに子どもを一人で留守番させられないので。働けないというかたが沢山居ると思うので。 

野外で伸び伸びあそべる所は本当に尐なく，子どもが可哀想です。雤天や夏の暑い日に遊べる屋内もあればより嬉しい。 

児童館を，各小学校に１つくらい増やして欲しい。 

野外でのびのび遊べる場所と公園の鉄棒＇小学生が逆上がりの練習ができるように（をふやして欲しい 

子供が安全に遊べる場所がない。公園に行く時も大きな道路＇府中街道・連雀通り（を渡らないといけない。 

思い切り遊べる公共施設 

校庭以外でサッカーを出来る遊び場が欲しい。 

学校体育館の開放＇まりつき，はねつき，で遊べる場所がないので（ 

９小の近くには児童館もなく，雤天に遊べる場所が足りません。増やして下さい。 

公園に行っても時計のないところがほとんど。遊具も尐ないように思うので，公園を充实させてほしい。 

木のぼり，鉄棒，ボールあそび，砂あそびなどが気兼ねなくできるところが身近に欲しい。 

図書館を含めた公共施設→府中みたいになってほしい。難しいけれど。 

ある市では図書館にカフェを作り，高校生が学校帰りに多く利用しているそうです。国分寺も是非，このような施設を作

り，いろんな人が気軽に利用できるようになるといいと思います。 

ボールであそべる場が近くにない。公園すらすぐ近くにはないので結局友人宅でゲームになってしまう。 

ボールを使ってあそべる公園が尐ない。小学校のグランドを開放してほしい。 

子供達の居場所が増えるといいと思います。 

サッカーなどのボール遊びのできる公園が近くにありません。 

広い公園が近くにあれば良い。 

ボール等を使って思い切り遊ぶことができる場所を確保してほしい。 

公園が小さい尐ない。集える公共施設が尐ない遠い，子供が遊ぶ場所が尐ない。 

ボールを使用できる広場が欲しいです。 

夏休みに校庭を開放してほしい。 

小学校区に遊べる場所を増やしてほしい。 

子供が安心して遊べる場所を増やしてほしいです。 

駅前等には，公園が無く遊び場等を作ってほしい。 

広い公園があったら良いと思う。 

ボールなどを使って遊べる場所を増やして欲しい。子供達が遊ぶ場所が無いと訴えてくる。学校の校庭を誰にでも開放

するべき。地域活動の人達だけで使用しているのは疑問。 

中高生が気軽に使える公共施設を増やす。 

子供達が集える遊び場を充实させて欲しい。 

野外で安全，安心に遊べる場所。 

二小の校庭が，二小に通う子ども達のみではなく，国立，私立に通う小学生でも，気軽に放課後に遊べる場になって欲

しいと思う。 

自由に使えるグランドが全くない。 

武蔵境南口にあるような武蔵野市の図書館のような図書館を国分寺駅周辺に作ってほしい。 

サッカー，野球などが出来る広いスペースがあったら良いと思います。 

税金が高い割に公共施設＇特に公園（が充实していない，そもそも尐ない！ 

小学生がボールを使ったり，走りまわったりする施設が尐ないうえに，危ないからと，すぐに禁止してしまう傾向があり

ます。子供たちにどうしたらみんなで施設を使えるか考えさせるとよいと思います。 

子供が子供だけで安心してあそぶことができる場所を作ってほしい。安全面などから，子供だけでは不安があるため。 

学区に児童館が無く，近くの児童館は他学区の学童も入っている為利用しづらい。雤でも利用できる施設が欲しい。 

公園等，外で身体を動かして遊べる様にしてほしい。 

本町の児童館を新しいものに建てかえる。 

中高生が気軽に使える場所が尐ないと思うので，増やしてほしい。 

子供が遊べる環境をもっと増やして欲しい。 

規制の多い公園が多すぎる。 

ボールを使ってのびのび遊べる場が尐ないので増やしてほしい。 

児童館が近くに無い，审内遊び場がない。 

もっと小さい頃に，野外とともに审内での遊具＇低価格でも有料でも（場があれば利用しました。 

最近は公園はあるがボール遊び禁止などのびのび遊べない所が多い。幼児向けの小さな公園も必要だが，大きな公

園が小学生には必要。空き地で遊ぶ事が出来ない今の子達が可哀想に思う。 

学校の校庭でのびのび遊ばせてほしい。責任の所在みたいなもので色々規制があるのか，気軽に遊びにいけるところ

が尐ない，ボールがけれる公園がもっとほしい。 
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安心して遊べる屋外の公園がなく外で体を動かす事が出来ません。自宅が小平に近く，小平の施設を利用していま

す。安全で設備の整った遊び場が必要です。 

野外でのびのび遊べる場所を増やす 

子供が安心して遊べる広い場所＇公園，児童館，体育館（を増やしてほしい。 

他市の様な運動施設，学習施設を充实させてほしい。 

公園を増やすことにより，子供達は満足な遊びをすることができると思う。また，国分寺は道路幅も狭く，家も密集して

いることから，空間をとることにもつながると思う。 

今いる子供については遊べる場所が欲しい＇特に屋外のスポーツ施設，野球場など（。 

野外でのびのび遊べる場所を増やす。また，中高生が気軽に使える公共施設を増やす 

子供が遊べる場所がなく，公園でサッカーをしてもしかられ，どこに行かせられるか，ない場合が多く，家でゲームをし

ていることが多い。 

遊具が多くある公園がほしい。とくにブランコのある公園が近くにまったくない。 

近くに子供たちだけでも安全に遊べるスペースがほしいです。 

安心できる遊び場の確保，プレイステーションみたいな場所を増やす。 

子供が安心して生活できる環境。 

小学校の高学年が遊べる場所の提供。 

広い公園がありません。のびのびと遊べない＝ストレスがたまることにつながります。 

好きなだけボールを使って遊べる広い公園やグラウンドの整備。 

家の周りで，学校以外で，のびのび遊べる所が無い。児童館を作ってほしいです。 

プレイステーションのような場所がもっと増えるといいと思います。 

近くでボール遊び等できる遊び場所があるとよい。 

サッカーのできる場所がない。公園や校庭でも「体操のかけ声がうるさい」等と苦情がくる。 

武蔵国分寺公園に，遊具のある場所を作ってほしい。 

野外でのびのび遊べる場所を増やす 

地域によって公園児童館の有無に差がありすぎます。同じ税金を払っているのに十小の子は公園も児童館もない。公

平にしてほしい。 

身近にさまざまな教育的玩具，本，工作，自然とふれ合う安全な場所。 

公園，広場などを増やしてほしい。 

近所に野球やサッカーをしてもよいくらい広い公園がほしい。 

中高生の居場所作り，児童館は遠くて狭いです。 

スタッフが常駐しているプレイステーションのような遊び場が，市の北側にもあるといい。 

家以外の場所で子供を連れて行ける場所があるといい。 

公園なのにボール遊び禁止など，遊べるはずの場所で禁止項目が増えると子供が遊ぶ場所がなくなってしまう。 

小地区は児童館もなく，子供達が遊ぶ大きな公園もありません。子供達は遊べる場所を探してふらふらしている時も。 

小地区に雤の日で遊べる場所がない。校庭以外に広い場がない。雤の日に安心して利用できる施設がほしい。 

遊具のある公園を増やしてほしい。 

近くに幼児～小学生までが遊べる所が極めて尐ないので，外遊びさせるのが大変。そのため公園を増やしてほしい。 

公園が狭く，のびのび遊べない。休日等も家の通りで車を気にしながらキャッチボールをしていたりするので，どうして

も部屋遊びが多くなる。 

野球をやっているが，練習できるような所がない。スポーツができるような公園，施設が有るとよい。 

「公園」とはいっても木や草が茂りまくっていて機能していないような場所もあるので，見通しのきく明るい公園にしてほ

しい。 

野外で遊べる場所が尐ない。また騒音やボール利用など問題が多い。不審者も多いのでカメラなど設置してほしい。 

子どもが思い切り，走り回ったり大声を出して遊べる場所。 

ボール遊びができる公園が尐なすぎる。 

公園で野球，サッカーなど使用とすると狭く，周囲で遊ぶことぶつかったり，ボールが当たったりのびのび遊べる広さで

はないと感じています。ネットなど張ってあれば，まだ良い気がします。 

共働き世帯に対する配慮。保育園も学校も平日行事が多すぎる。高学年になった際の子供の居場所の確保。 

光町は公園が尐ないので増やしてほしいです。 

近くにボール遊びができる場所がほしい。 

ある程度広さのある公園 OR遊べる空地。 

子どもが安心して遊べる自然環境を残してほしいです。 

放課後子どもが安心して過ごせ，また健全育成の目で子供を見守ってくれる大人がいる場所があること。 

安心して遊べる環境を整えてほしい。おもいきり遊べる場所がない。 

人工芝のサッカー場を作ってほしいです。 

安心して遊ばせることができる公園があること。 
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子供が小さいころは仕事を休めない中，病気の子を預け場がなく非常に負担でした。子供たちが尐し大きくなってきた

今は安全で広い公園が近くに欲しいです。東恋ヶ窪は公園が無さ過ぎる！ 

野外でのびのび遊べる場所を増やす。 

サッカーボールが使える公園を作って欲しい！ 

新しい道路の建設用地として立ち入り禁止となっている場所を子供たちの遊び場として＇公園などにする（などして開放

してほしい。尐なくとも工事が始まるまでの空き地の状態はもったいないので。出来れば新しい道路より公園が出来た

方が嬉しく思います。 

サッカーゴールがある広場が欲しいです。 

狭い公園は点在しているのでもっと広い公園があればいいとおもう。 

外で安全，安心して遊べる環境 

ボール遊びができる広い場所がほしいです。 

歩道の充实さ・広さ・公園を増やして欲しい。＇西町は国立北第一を利用しています（ 

四年次以降の子供の放課後，休み中の居場所。 

歩いていけるところに地域の人たちが集まれる公園が欲しい。 

中高生が気軽に使える公共施設を増やす 

今後，娘が大きくなって安心して使える公共施設です。 

近隣の市に比べて公園の整備が遅れているように思います。遊具をふくめた野外で遊べる場所を増やして欲しいです。 

野外でのびのび遊べる場所を増やすことに関係することで，公園が特に私の住む地区には尐ない 

本町に住んでいますが，公園がまったくと言うほどないため子供が外で遊ぶ場所が学校しかありません。 

のびのび遊べる広い公園が尐ないので増やして欲しいです。 

子どもや親の健康に関すること 

夜間，休日の医療体制。平日働いていてもいける小児科の確保 

夜間や休日の医療 

フッ素塗布等歯科医療に関する事。 

国分寺市は夜間＇休日診療所が決まっていないので当番医がとおいことがあるので診療所があるといい（ 

国分寺の南側に休日の急なときににかかれる病院が尐なすぎる 

夜間診療を行っている病院が尐なく，開院直後に予約電話をしても診察が夜中２時と言われた事がある。ERに行くほ

どでもないときにこの状態だと困る。 

病気の時に１日だけでも預ける場があると良い 

土曜日の午後などは病院がどこもやってないので困っています。 

夜間や休日の診療はもっと増やして欲しい＇大きな病院でなくとも診療して欲しい（。 

夜間，休日に診察する病院が市内にあって欲しい。断られる事が多い。 

子供の医療費の負担の軽減の継続と，普段から夜間や休日にみてくれる診療所を増やしていただけるといいと思います。 

夜間や休日の医療体制，町内に医院が無いのは不満。 

医療体制について，混雑すると他の病気がうつりそうで気軽に診察してもらう気がなくなる時がある。 

子供は夜や休日に限って体調をくずす場合が多いので，小児科は，毎週末＇毎休日（開いていると安心する。 

国分寺市には，大きな病院が無い事が不安である。 

休日，夜間の医療体制の充实。 

西地区の医療機関の増加。 

市の市報に載っている休日急患にかかったことがあるが「ぜん息の子に解熱剤は出せない。普段かかりつけの医者に平

日行きなさい」と言われ困惑した。医師側も親が何を求めて病気の子供をわざわざ休日に連れて行くか理解してほしい。 

夜間や休日の医療体制を充实させること 

保育サービスや子育て支援に関すること 

病気の子供をあずかってくれる施設があれば，就労しやすくなるとおもいます。 

保育施設の充实，乳幼児期に保育所がいっぱいで大変だった 

病後児ではなく病児保育が増えると助かる 

子供が病気になった時お任せできる施設が欲しい。 

プレイセンターなどを市で運営し，子育てしやすくしてくれたら尐子化の歯止めになると思う。 

病後児保育を充实させる。 

病後児保育を行っている施設が尐なすぎる。又，利用する為の手続きが尐々面倒。 

乳幼児期は特に仕事と育児の兼ね合いが大変，保育園の質も含めて充实は必要です。 

保育所の充实。 

幼稚園の助成金を上げてほしい。 

病児保育の充实。 

病気の子供も安心して保育園や学校へ通えるような環境。 

病後児保育の充实。 

児童館が古くて暗いので改装して欲しい。専業主婦の子供でも気軽に一時保育を低料金でうけられるサービス。 



- 38 - 

 

認証保育所。 

民間保育園であっても市が指導できる仕組み。 

病児保育を充实させて欲しいです。病気になった時預けて仕事ができたら助かります。 

病児保育。出来れば預けたくはないですが，仕事があるので１人で休ませることはできないので，どうにもならない時に

利用したい。本当は当たり前に休んであげられる社会になってほしいと思います。 

本当にフルタイムで働いている親の子供を保育園に入れるようにして欲しい。入園後，子供を預けた後立ち話などしている

保護者いるのを見かけるとあきれてしまう。０歳で入園できたあともきちんと働いているのか定期的に調べて欲しいです。 

確かな学力と豊かな心に関すること 

宿題クラブなどを作ってはどうか。自宅ではなかなか宿題をしないので，そのような場があると勉強するのではないか 

小学生は学校でのでき事を特に敏感に感じていると思います。安心して楽しく過ごせる学校の環境づくりを特に望みます。 

学力をつけるための学校の授業＋塾に通っています。とても高額なので経済的に厳しいです。塾のような勉強を市の

ほうで援助し，公民館などで教えて欲しい。 

結局小学校での教育が充实していないため皆塾へ行く事を考える。 

塾に行かなくても良い教育をして欲しい。 

公立の学校の質の向上＇ハード面，ソフト面共に（。 

教育は平等に学べるべきであるのでどんな家庭の子も同じように教育が受けられるようになって欲しい。 

小学校区による教育の格差をなくしてほしい。 

補習や受験対策の支援。 

経済的支援に関すること 

経済的負担により，教育に差が出来てしまう事が減るようにしてほしい 

医療費の所得制限をなくしてほしい。他県から越してきましたが以前は中学３年生まで一律 200円でした。小学生２人

いるので＇３割負担では（かなりかかります。 

経済的負担の軽減＇医療費・教育費（ 

他子世帯支援＇3人以上（ 

中学生までの医療費を市が負担 

尐子高齢化の進む中で次世代を背負うのは今の子ども達である。子どもの大切さを社会全体で認識し，環境や経済的

にも子供がふえるような仕組み。 

費用の軽減または手当ての増加 

経済的負担出来るだけ軽くできる様な制度や補助 

子育て費用の補助 

経済的負担減 

医療費を中学生まで無料にして欲しい。子どもが多いので大変です。 

経済的負担の軽減 

医療費に関わる経済的負担軽減をはかる・養育費に関わる経済的負担の軽減をはかる・教育費に関わる経済的負担

の軽減をはかる 

予防接種の自費負担が高い。インフルエンザなど子ども×２回なので出費がでかい。その為に打たない人もいるから

感染拡大するのでは？ 

予防接種の負担の軽減。 

養育費に関わる経済的負担の軽減をはかる 

教育費負担 

経済的負担の軽減 

医療費が高いので補助して欲しい 

中学校，高校，教育費の親の負担を軽くして欲しい。 

教育費の軽減 

経済的負担の軽減 

医療費の軽減 

経済的負担，できれば家に居てあげたいと思うから 

医療費の所得制限をなくしてほしい 

６歳以上の子供の医療費にも補助があれば良いと思います 

子供がたくさん欲しいと思っている人は多いはずですが，やはり経済面で諦める人が多いと思う。 

医療費の負担の年齢を１８歳までにして頂きたいです。 

アレルギーで他市のサポートのようなものがなく負担が大きかった 

子供が高校大学へ進んでからの教育費が大変になるので対象年齢引上げて考えて欲しい。 

医療費の負担を軽くして貰いたい。継続して通うとかなり高額になるので。２３区がうらやましいです。 

教育費について。お金が必要になるため母親が働きに出て子供たちが一人の時間が増える。 

経済的な負担軽減。今後も消費税があがり，生活していく上での負担が今より増えていくので。 
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子供にかかる医療費が高い。所得制限がありますが，子供が小学校のうちは病院に通う回数が多くて負担になってい

ます。 

子育てに関わる経済的支援 

医療費無料。 

収入に関わらず，医療費養育費教育費の軽減 

小学生ではあるが全額負担を１５歳まではしていただきたい。 

まずは子どもを産みたい！と思う環境を整える，特に経済的負担を減らす。 

経済的負担の軽減 

養育費が高すぎです 

医療費を高校卒業まで延長して欲しい。＇インフルエンザ予防接種の負担軽減も考えて欲しい（ 

母親が病気で低所得なので＇生活保護ではない（教育費や生活に関わる事＇子どもの成育（の手当てをもう尐し支援し

ていただきたい。 

医療費小学生まで無料で 

教育費の負担の軽減 

経済的負担の軽減。 

医療費の軽減。 

医療費を小学６年生まで所得に関係なく無料にして欲しい。 

医療費を中学生まで無料にしてほしい。所得制限反対！ 

経済的負担の軽減。 

幼稚園の補助金。 

医療費の所得制限＇ギリギリで上回る（の撤廃又は引き上げ。 

経済的負担の軽減。待機児童問題や保育サービスに財源を分配すると，その恩恵を受けられない人がいる。 

教育費等に関わる経済的負担の軽減を図る 

教育費。 

経済面での補助を手厚く，預ける場所の充实，とくに母親の負担を減らす。 

２３区との差をなくして。 

学校での教材費の負担を軽くすべき。ドリル代などかさむ。府中はとてもよい。 

全体の経済的負担の軽減。 

社会的弱者に対する支援を充实させる。 

教育費等に関わる経済的負担の軽減。 

複数の子が同時に幼稚園に通う場合の負担軽減。 

医療費の負担軽減としては，１８歳まで対象となる様にしていただきたい。 

収入によって医療費の負担が違うので，中学卒業までは無償にしてほしい。 

同じ東京都内，又，多摩地域内でも，国分寺市は子供の医療費への負担軽減援助が尐ないのが残念です。２３区内レ

ベルの対忚をお願いします。 

医療費です。３割負担だとなかなか行けなくなってしまう人も多いのではないか。 

経済的負担の軽減。 

養育費。今は貯金を切り崩し何とかなるが，子供が大きくなるにつれ，先々不安がある。 

医療費の負担，補助の上限をあげてほしい。せめて小学校卒業まで無料にしてほしい。 

子供手当て等，年収重視だが，子供の人数，構成を重視して欲しい。子供が多いから年収を増やすため働けど働けど

対象外となる。特に高校無償化について！ 

子の年齢を上げてほしい。１８歳まで。所得制限を上げる。 

医療費の軽減。 

医療費，教育費の減額。 

経済的負担の軽減。 

教育費。 

医療費の所得制限をなくしてほしい。全員平等に！ 

子供の教育へのお金のかけ方で将来の生活で差がでてくるとも聞いています。教育費の負担が減れば，尐し安心して

子育てできます。 

教育費等に関わる経済的負担の軽減を図る。 

子供の医療費を収入に関係なく経済的負担の軽減してほしい。 

習い事などにしても行きたい学校があっても子供がやりたくても金銭面であきらめさせる事があるので，教育費等は出

来るだけ負担にならない様にしてほしい。 

経済的負担が大きい。 

経済的負担の軽減。 

医療証の配布で所得制限をなくしてほしいです。 

子育てに関わる経済的負担の軽減。 
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子供の医療費の負担の軽減の継続と，普段から夜間や休日にみてくれる診療所を増やしていただけるといいと思います。 

教育費の経済的負担の軽減。 

手当や子供医療証などの所得制限の廃止。 

球技場，公園の増設，拡大。 

経済的負担の軽減。 

医療費分担の収入による制限と，なくして欲しい。子供の医療費分担は，どの家庭も同じくらいの負担にして下さい。 

医療費補助を 23区のように中学生まで延長してほしい。 

子育てをしていく上で一番経済的影響が反映するため，不安が大きい。 

23区や府中市などは，小学生まで医療費はかかりません。 

医療費補助→23区では中学生まで医療費無料とききました＇所得制限なし（。慢性疾患で治療費が同じでも，都内と都

下で払う額が違うのは不公平だと思う。 

養育教育費の負担軽減。 

成長期の子供は衣服，食費，学費などとにかく費用がかかるので金銭的補助が一番助かります。 

教育費等の軽減。 

私立高校の授業料も無償化。 

教育費の経済的負担の軽減。 

医療費の控除の所得制限が低い。本当の高所得＇1,500万以上（以外は控除してほしい。 

全てに関わる経済的負担の軽減。 

義務教育中の医療費無償。 

医療費を中学生まで無料にしてほしい。 

教育費等関わる経済的負担の軽減。 

公立の幼稚園が無い為，私立幼稚園代が負担になっている。公民館でのサークル活動を 2008年より行っているが，予

算が減らされ，回数が減り，充实した活動を行えない。 

教育費の負担減。 

子供にかかる費用全ての軽減を求めます。もう１人産みたかったが，費用が追い付きません。進学費の心配が大きい

です。 

地域の店舗と提携し，ある一定基準を満たした家庭に米や食料，生活必需品に使えるクーポンがあると，積極的に地

域の店舗で買い物をしたり，子育てに積極的になれると思っています。 

経済的負担の軽減。 

経済的負担の軽減をのぞみます。昔とは違って一人にかかる金額が多く親は大変です。 

小学生になってからの方がお金のかかることが多いのに，経済的手当ては，減額されてしまう点。 

教育費の負担軽減。 

医療費。 

せめて経済的負担が軽くなることで，よゆうをもって子育てに専念もできると思われるので。 

医療費，教育費の軽減が助かる。 

今後，子供を増やすには経済的支援が必要。 

塾など習い事の補助。 

予防接種の費用の軽減。 

経済的負担の軽減。 

教育費の補助。 

大学までの教育費負担を軽減して欲しい。 

教育費補助の拡充，親の収入によって進路の差が出ない事。 

医療費に関わる経済的負担の軽減を図る 

医療費の件。 

現在も子供医療補助を頂いておりますが，育児中においては大変心強いので，継続をお願いしたいです。 

中学生までの医療費が０になること。 

経済的負担の軽減。 

私立高校に行かなくてはならない時の負担の軽減。 

切实に支援を必要としているところへの支援。 

教育費等に係る経済的負担の軽減。 

医療費の補助があると，金銭面を気にせずに受診ができて助かります。 

住民税が高いので経済的負担の軽減を望む。 

養育費，教育費の負担を軽減してほしい。 

高校の授業料無償化。 

経済的負担の軽減，市民税等。 

医療費に関わる経済的負担の軽減。 

経済的負担の軽減。 
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医療費の所得による年齢制限の引き上げ。 

経済的負担の軽減。 

私立の授業料の支援，医療費の負担軽減。 

経済的負担の軽減。 

医療費の負担を中学校卒業まで市で軽減してほしい。 

収入制限ギリギリで補助を得られず，とても不満です。色々な出費がかさみ毎月大変です。習い事を思うようにさせて

あげれない。 

医療費補助制度を高校生にも拡大してほしい。 

医療費に関わる経済的負担軽減をはかる 

子どもは大きくなるほどお金がかかるので養育費に関しての経済的負担の軽減を望みます。 

子どもは皆同じなので，所得制限などで支給の金額が違うのはおかしいと思います。 

医療費補助の所得制限をなくす又は基準を上げる 

高校生になったら医療費の負担が増えること。高校までは軽減してほしい。 

養育費について，児童手当が高校生になると出なくなるが高校以上の子どもには塾代など，小学生よりもお金がかか

ることが増える為。医療費について，こちらも高校生以下は２００にして頂けると助かる。 

医療費負担の軽減。 

子育て中はお金がかかるので医療費，教育費などは特に軽減してほしい。 

医療費がずっと安いと安心して病院へ連れて行けます。 

子育て全ての経済的負担の軽減，義務教育中の医療費無料。 

経済的負担の軽減。 

子供の医療費，収入制限なしで中学生まで免除してほしい。市町村区で格差があるので困る。医療費は負担になります。 

経済的負担の軽減。 

経済的負担の軽減。塾代など厳しい家庭が通えるような学べる場。教育面での平等な機会。 

医療費の無償の年齢幅をのばしてほしい。15歳までとか・・・ 

23区のように医療費を中学３年まで無料にしてほしい 

子供にかかる費用の軽減 

習い事の補助金＇杉並区の様な（ 

教育費に関わる経済的負担の軽減 

養育費の負担がもっとあったら，安心して産むことが出来，子育てへの不安も尐なくなると思います。 

教育費の不安を無くして欲しい。 

中学校卒業までの医療費無料化 

マル乳の年齢をもっと上げる 

教育費などの補助金 

医療証の期間延長。 

医療費。 

所得制限があるためかなり負担増。ローンもあるし大変である。 

安全・安心に関すること 

歩道が狭いので広くして欲しい。交通量が多いが道幅が狭く，子どもを一人で出かけさせるのが不安である。 

とにかく道路の整備をしてほしい＇危険すぎる（国分寺街道など。 

突然のトラブル＇病気・ケガ（に対忚できるようにしてほしい。 

安心して安全に暮らせる地域社会 

歩道の整備 

車，自転車，歩行者の通行に無理があると感じる事がよくある。 

のびのびと遊べる場もそうですが，そこまで行く歩道の整備を。 

道路，車と人，自転車が入り乱れて危ない。 

通学時の安全の確保が最大の望みです。 

公園などへの歩道の整備。 

道路が悪いため子供だけで出かけることが危険だと思います。道路に歩道をつけてほしいです。 

暗い道が多く１人で歩かせるのが心配な道路が多く感じる。 

犯罪のない町づくり。 

ガードレールの設置，スクールゾーンの車両通行禁止の徹底。 

例えば，「地域支えあい」や「防犯サークル」などの団体を各学区に設けて各学校の子供たち，生徒たちとふれ合う機会

を設けてはいかがでしょうか？地域の顔ぶれもわかり，子供たちにも安心感が生まれるかもしれません。 

共助・協働による子育ち・子育て支援に関すること 

近くに預けられる人が居ない場合でも，仕事を休むことができない場合もあるので。 

皆が見守ってくれている安心感を子供に活動を通じ感じて欲しい。 

児童達が地域のイベントやお祭りに積極的に接し，関わる機会を増やし，地域コミュニティの絆をより強くする。 
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思春期の中高生には，家族以外の大人の関わりが必要ではないかと感じる。 

子連れでも社会活動に参加できる機会を増やす 

親子でボランティアなど社会に貢献できる活動の大切さを教えてほしい。 

自分の子供だけでなく，地域全体で子供達を守り，育てていける環境づくり。 

子ども達が地域の一員だと感じられるよう周囲が接することと思う。 

母親が孤立しないよう，情報交換や相談ができる場をたくさん増やしてほしい。 

急に子供を預けなければならなくなった時に，そこに行けば預かってくれる所があれば助かると思う。急に仕事で帰れ

ない時そこに行けば夕食が食べれるとか急なことに対忚できる体制があると，共働きは助かります。 

子供も大人も地域の人とのつながりを持ち支えあえるようになること。 

核家族で子育てを親だけで行っている家庭が多いので，地域の人などが一緒に見守り，すぐ相談ができる環境があっ

てほしい。 

育児相談をどのようにすべきなのかは非常に悩むところ。自分の知り合い等以外である程度専門家の意見を聞けると

良いと思う。 

その他 

働いていると日中相談したり話を聞いてもらいたくても窓口にいけないため夜や夕方でも相談＇対面（出来る場所が身

近にあると嬉しい。 

教育費などにかかる費用をカード払いにしてほしい 

収入によって医療費の負担の差。医療費無料の人はあちこち必要以上に病院に行っているのがおかしい 

国分寺は住みやすい。満足している。 

定期的に通院が必要な子がおり，子には感謝しています。 

権利と義務のバランスを取って環境をつくられたし。利権になってはいけない。障害者だから福祉を充实ではなく，福祉

を利用する障害者に充实したケアをするわけです。 

たまり場的な所を増やしてほしい。 

相談は相手にしていません。子育て中の親子の力が発揮できる手伝いをしてほしいです。 

第二小学校のトイレをすべて洋式にしてほしい。 
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問47 学校や自分の家以外のいばしょについて，こんな場所があったらたのしいなあとか，

また行きたいなあとか，おちつくなあと思うことがあれば，自由にお書きください。 

 

図書館 

休み時間に図書館へ友達とよく行きます。図書館には楽しい本が沢山あるので心が安らぎます。また沢山いろいろな

本を借りようと思います。 

図書館を国分寺市の中にもう尐し増やして欲しい。 

近くに図書館があると良い 

とにかく本がたくさんあるところ 

僕は本を読む事が好きなので，本のたくさんある図書館は落ち着きます。後遊園地や映画館があるといいです。 

さわげる様な図書館の様なところ。 

個审の図書館があれば落ち着きます。 

図書館で，もっと子供のリファレンスに対忚できる司書の方が増えていくとありがたいです。自分の出身の保育園に，も

っと気軽に出入りできて，先生方とお話ししたい，とよく言っております。 

図書館。 

図書館についてですが，本の種類を増やしてほしいです。 

図書館や児童館。 

図書館の量がもうちょっとあって，本の量も増えたらもっといいと思う。 

「本を読んだり，自由に遊べる所があったらいいなぁ」と言っています。 

図書館にいると落ち着きます。 

子供専用の図書館。 

また行きたいのは，ディズニーランドだそうです。すみません。国分寺にあったら良いなあと思うのは，近くに図書館。 

漫画や小上がりのある図書館・化学实験审をやってほしい。 

秘密基地があったらいいな。おちつく場所は図書館。 

ねっころがりながら，本が読める図書館。 

図書館は静かで本の世界に入り込めるので落ち着きます。 

面白い本がいっぱいあって宿題ができて，とてもおしゃれな図書館。 

図書館や冒険遊び場がもっと近くにあったらいいと思う。 

お風呂に入っている時。読書している時。小学校６年や低学年対象にたくさん本があったり，読み聞かせがある場所を

設けて欲しいです。 

図書館みたいに静かな場所は落ち着くなぁって思います。 

公園・広場・身体を動かせる場所 

遊具が充实した公園 野球ができるような広い広場 

公園＇大きい（を増やして欲しい。 

友達とスポーツができるところ。ボールをつかっても叱られないところ 

スポーツ施設＇サッカー・バスケ・野球など（・市民プール＇屋外（・動物とふれあえる場所 

家から５分でいける九十度公園が明るく素敵な公園になればいい 

外でも広くて変な人が居なくて，遊び道具が沢山あって遊んでくれる大人もいるところ 

野球のできる広場 

野球，サッカーが自由にできる公園 

野球場に又行きたい。 

ひろ～いやきゅうじょう。 

ラウンドワン・ゴルフの出来る場所，サッカーのスタジアム 

アスレチック。 

いつでもサッカーできる場所。 

イルミネーション通り。バッティングセンター。 

長いすべり台のある公園。のぼってもいい自転車倉庫のような物。木のぼりが自由に出来る所。ボール遊び，ボールけ

りの自由に出来る公園。 

友達と安全に遊べる公園 

市民プールを定期的に利用している。設備が老朽化しているので新しくして欲しい。利用者も増えると思う。 

温泉施設や遊具の多い公園。 

自由にサッカーできる場所があったら嬉しい。 

この町には，大きな運動場がほしいです。近くに運動場があれば朝に運動するこができます。 

アスレチックが充实した施設。 

自然がたくさんあって芝生のある場所。 

広い公園。 
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アスレチックがたくさんあるような場所があったらすごく楽しいと思う＇無料（。 

武蔵国分寺公園など，広い公園。 

遊具などの多い公園。 

安心して遊びに行ける場所。公園の数も尐ないし，怖いところも多くてつまらない。 

広い公園，遊具の沢山ある公園。公園に駐輪場を作って欲しい。公民館で，友達だけで遊べる部屋が欲しい。 

だれもいない公園。 

みんながくつろげて遊べるところ。もっと楽しい遊具＇変わったもの（。 

近くに広い安全な公園が良い。児童館がたくさんほしい。 

友達の家，プール，遊具がある大きな公園。 

けやき公園は死角が多く親は不安です。オープンで，学校で習ううんていなどがあり，大人の見守りがある公園が近く

にあるといいです。 

雤の日でも，ボール等使って遊べる所が欲しい。 

近くで遊具がたくさんあって，広い公園。かくれる所がたくさんあって，マンションみたいな所。 

大きな公園であみを歩いたり，ふわふわドームとかにまたいきたい。 

サッカーや野球などのスポーツが出来る所。 

家の近くに子供達だけでも行ける市民体育館みたいな所。 

サッカーなどボール遊びの出来るところが尐ないからあったらたのしいと思う。 

サッカーグランド＇人工芝生（。 

野球の練習ができる場所。 

気軽に利用できるスポーツ施設，府中市の体育館みたいな。グランド。野球がいつでもできるといいなあ。 

ボール遊びがおもいっきりできる広い場所がほしい。 

バッティングセンターや野球がおもいきりできる場所があったらいいなと思う。 

広い公園が欲しい。公民館のような机があり勉強が出来る場所を増やして欲しい。 

こうえんにブランコがあったらいい。こうえんにどうブツがいたらいい。こうえんにさんたクロースが，こうえんのまわりに

あるいていて 12月にプレゼントがもらえるのがいい。こうえんでみんなではいれるひみつきちがいい。 

どんな天候でも思いっきり遊べるような広い場所。 

雤がふった時に，遊ぶ場所がない。広い公園。 

お友達と一緒に安心して遊べる公園。大人もくつろいでたり，散歩していたり，何かあった時対忚できる人がいる。 

わたしは，子供の遊び道具を自由に貸し借りできるしせつを作るといいと思います。なぜかというと，遊び道具のある公

園は尐ないからです。 

バーベキューができるところ。いろいろなゆうぐがある公園。 

サッカーをする場所が欲しい。 

サッカーボールの使える場所。公園のボール禁止が多すぎる。 

横浜にある「フィールドアスレチック横浜つくし野コース」というアスレチックに友達がいったところ，とても楽しいと好評で

した。私も今度行ってみたいと思います。それを横浜に行かなくても，国分寺市につくればいいんじゃないかと思いま

す。私は，身体を動かしたり，高いところにのぼったりくぐったりするのが得意で，公園にあるアスレチックとは尐し違う

感じのアスレチックが好きです。ぜひ，つくってください。絶対にいきます！ 

広い空地。 

プレイステーションがいっぱいあるといい。 

金属バットや軟式を使って野球ができる広いところが近くにあったら楽しい。 

河川敶みたいな場所で遊びたい。 

雤の日に屋内で友達と遊べる場所。遊具がある公園がもっとあるといい。 

雤天でも遊べる体育館のような場所で体を使った遊びを友達と思いっきりできて，お世話をしてくれる大人がいると安心

できる。それ以外にも読書や遊び等を教えてくれる大人がいて，楽しめる様な場所。 

駄菓子屋や広い遊具のたくさんある公園が近所にあったらいい。映画館が国分寺にあったらいい。 

自然がたっぷりの場所。 

思いっきりボールがけれる公園。 

友達と大騒ぎしても暴れても大丈夫な場所。児童館も公民館も狭くてすぐに人でいっぱいになって雤が降っていたりし

たら遊べなくなってしまう。 

座れる場所がたくさんあるような広い公園。 

雤の日は遊ぶ所がないので児童館みたいで，もっと体を動かせるところが近くにあったらうれしいです。 

のびのびバスケットやサッカーができる広場。プレイステーションのような所がもっと増えてほしい。 

一輪車やローラーシューズやリップスティックや，ボールを思いっきり投げたり，思いっきり走ったりできて，休憩できる

所がある公園。 

屋根つきの公園に行きたいそうです。児童館や公民館など子供だけで放課後行ける場所がないので，雤の日はつまら

なさそうにしています。 

森 
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近くに自然豊かな山があったら嬉しい 

博物館，遊具がもっとあり，充实している公園。 

大きい公園が欲しい。友達ちに行く時はもっとはやく行きたい。 

図書館・公園・友達の家が落ち着きます。 

小金五公園みたいに大きなトランポリンやすべり台，一輪車。 

野球が自由にできる公園。自由にテニスができる所。 

空き地があったらたくさん遊べる。黒鐘公園のような公園が楽しい。 

サッカー教审が出来る公園，雤でもサッカーが出来る体育館。 

公園にジェットコースターがあればいいと思ってる。 

児童館・雤の日等に過ごす場所 

児童館のような場所です 

児童館に子が沢山集まるとスペースが足りていないように思います。数を増やしたり，場を広げるなどしてもらえると嬉

しいです。＇遊びで 20分交代などで使ったりしてるそうです（ 

子どもだけで集まって遊べる部屋が欲しい。＇雤でも遊べるから（ 

雤降ったときに遊べる場所。 

亓日市街道沿いの神明神社社務所のような場所で雤の日に子ども達が集まって遊べるような場所＇管理がむずかしそ

うだが・・・（ 

近くに雤がふっても，ともだちと遊べる場所がほしい。 

子供がお料理できる所とか，クラフトが作れる所がふえてほしい。 

学校のお友達と遊んだり勉強をしたりできる場所。 

無料の大きなしつない遊び，だんぼう，れいぼうのは言っていて飲食ができてまんがが読める子どもの一人へや。こし

つ。カプセルホテルのような。 

私の住んでいるような駅に尐し遠い場所は気軽に休めるカフェなどがほとんどない。だから異世代との交流や子供達

の活動が無いのだと思う。逆に駅の方に住んでいる人は，児童館が遠い。その人達にとって最寄りの児童館では学校

の友達がいなく，遊びづらいから，そこにも遊べる場所が欲しい。 

小学生だけの休み場。 

公民館を子供だけで使えるようにしてほしい。 

机，イスがあるスペースで，子供だけでなく，高齢者など異世代で交流できる場所。 

雤の日でも遊べる施設。 

広い児童館がほしい。 

雤の日でも友達と遊べる空間があるといい。 

审内で友人とおしゃべりできるような安全な場所。 

いつでも一人でも友達とでも晴れでも雤でも寒くても暑くても，気軽に行ける場所を作ってほしい。 

児童館でもっと長い時間遊びたい。公民館でもっと長い時間遊びたい。 

駅に近い児童館。 

児童館が自宅から遠いのでなかなか行けない。近くの地域センターなどで子供が集まることができれば利用したい。雤

の日は外で遊べないので困っています。 

雤でも遊べる所。 

学校の近くに放課後，友達と宿題や話とかができる屋内施設。 

商業施設・娯楽施設 

映画館，ＢＢＱ場遊園地などが近くにあり利用できるといい。 

ディズニーランド，シー 

自分の家の近くにはコンビニが無いのでもっと増やしてほしい。・文房具や本屋など学習に必要なものを売っている店

をもっと増やして欲しい。 

温泉。 

ゆうえんち。 

電車が好きなので，鉄道博物館があったらいい 

家のすぐそこに地下 100階のいろいろ遊べる所。 

西国分寺駅周辺に文房具屋があると便利。 

私は習い事でスケートをやっています。スケートに行く時は遠くまで行かないと行けません。だから，国分寺にもスケー

トリンクを作ってください。スケートリンクを作ることでたくさんの人が国分寺に来ると思います。よろしくおねがいします。 

ポケモンカードの好きな子が沢山集まる場所があると嬉しい＇今は他のカードゲームの方が人気で，ポケカ好きの子が

なかなかいないのが残念（。大会に向けて練習試合をしたり，カードの話ができると楽しそう。 

小さくてもいいので水族館があったらいいなと思います。 

博物館だそうです。 

近所のスーパーがお気に入り。 
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国分寺には大規模な演奏会や演劇が催せるような大ホールがない。府中市や三鷹市にあるような大きなホールがあっ

てほしい。家族でコンサートや舞台を観に行きたい。 

国分寺は，ショッピングセンターが尐ないのでショッピングセンターをふやしてほしいです。 

音楽を楽しめるところ。 

また行きたい所はカラオケ屋さんです。歌が好きだからです。 

子どもだけでも買い物ができるお店。 

国分寺に遊園地がほしい。 

ディズニーランドとかシーがあったら楽しいなぁーて思います。USJまた行きたいなぁって思う。 

年中いけるプール，または温水プール。結構大きなスライダーやいろいろなプールがあったり・・・（・国分寺市内に大き

なテーマパークがほしい＇遊具もいっぱいで国分寺市内の人は半額のサービスがあったり（ 

科学館＇主に体験できる（ 

自分の家・友達の家・学校 

学校と家が一番良いです。他はとくにありません。 

いつも一緒に居る友達の家 

学校には電車で通っているので，なかなか友達と遊ぶ日というのが，大きな休みのときなどしかないのですが，やっぱ

り友達といるといろいろなことを話し合えたりするので，学校など友達といる時がいちばん楽しいです。 

ありません。家で十分です。 

家でいいそうです。 

家が一番よいので，ないそうです。 

家が落ち着く。 

家が一番落ち着くとのこと。 

友達の家にいるとちょっと落ち着くことがある。 

動物とふれあえる場所 

鳥のほごくで出入りできるところ。 

昆虫が大好きです。いまグランプラドの前にある道路用地は，本当は入ってはいけませんが，バッタやカマキリがいる

草地であり，地域の子供達のうち虫好き尐年の憩いの場になっています。僕たちは，これからもバッタやカマキリをとれ

る草地を身近に残してもらいたいと強く願っています。よろしくお願い致します。 

犬とふれ合える場所。ぶんぶんうぉーく良かったです。また企画して下さい。 

行きたい所は，ペットショップ，動物と沢山ふれあえる場所。 

ペット＇動物（か昆虫とふれあうこと。 

今は飼育委員に入っていて，ウサギにふれあえるので落ち着く場所は，飼育小屋。 

その他 

プラモデルが展示，作成ができるところがあれば嬉しいとのこと。 

相談できる場所 

無いです。 

塾，水泳，スキー 

のんびりするところ 

嫌な奴がいない空間。 

「景色が良いところ」だそうです。 

思いつかない。 

クッキーなどおかしを作れる材料がいつでもそろっていて，友達や家族といつでもおかしが作れる場所。 

満足してます。 

北海道 
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問48 安心して子どもを産み，健やかに育てていくための行政の施策や，社会の制度のあり

方，また国分寺市の住みやすいところやどのようなまちを望むのかなどについて，ご

意見・具体的提案がありましたら，自由に記入してください。 

 

子どもの権利に関すること 

国分寺市は他の地域に比較して，子どもを育てていくには良い環境であると思いますがそれは歴史の産物であり，社

会施策の結果ではないと思います。予算がないと言う理由で子供たちが窮屈な思いをせずに育つ権利が知らない間に

失われているように感じるのは私だけでしょうか？ 

私も国分寺市の出身で以前に比べると交通の便もよくなって変わっていると思っております。子供を小学校へ出し，と

にかく今の小学校は授業妨害をする子が多い事に驚いています。じっと座っていられない子，勝手に発言してしまう

子，授業中立ち上がり出て行く子，自分の思い通りにならないとわめいていすや机を倒したり，周りの子をけったりと暴

力をふるったり・・。先生も気の毒ですが，同じクラスにいてまじめに勉強したい子にとっては学校にいることが苦痛であ

る現状。発達障害やグレーゾーンの児童に対してのケアーをよりよくしていただかないと大変な状態です。２人の子が

いますが，両方ともいろいろな経験をして辛い思いもしています。私自身，母校に出した事を後悔しております。早急に

クラスアシスタントなど増員したり，特別支援学級を各学校に設けるといった事をして頂きたいと思います。 

学校の担任が問題のある先生だった。クラスの中のある人は校長先生に直接話に行き，保護者だけの集まりでは問題

になり，クラスの役員さんが代表として先生に直接お話しをしてくれた。うちの子供は夜眠れなくなり，スクールカウンセ

ラーに相談した。それでも事態は何も変わらず，カウンセラーの先生も，この制度はおかしいと思うと言われたが，親子

共々２年間耐えていくしかなかった。他の学校のこと，過去の話も聞いたが，問題がおきてもうやむやにしてその年はた

えるしかなかったというのが現实らしい。自分自身も歯がゆい思いをした。何か問題が起きた時，学期の途中でも担任

を変えられる制度がほしい。またせめて事態をよくするために努力したことの情報開示をしてほしい。公立の学校へ行

って地元の友達を作ってほしいという親の願いがあったが，それは間違いだったかと思っている。 

我が家は，二小に近い場所に住んでいますが，私立の小学校へ通っています。放課後，一度，二小の校庭に遊びに行

った時，係のお母さんに「こんな子，二小にいる？」などと言われ，遊ばずに帰って来ました。それ以来，一度も二小の

校庭には行っていません。地区の行事も，学校が中心なので，近所の同じ小学生とは一緒に活動する事ができませ

ん。私達も，住民税を払っています。例え二小に通っていなくても，地区の子供も一緒に利用できるような校庭開放や，

地区活動にならないかと思います。二小のサッカーも，二小の児童ではないとダメだと断られました。 

学校に友達がいない，できない子をもつ親としては，いじめとは違い，ただ見守ることしかできません。しかし，まだあそ

びたい年頃の子供が毎日家にひとりでいる姿を見るのもつらいものです。できることなら，毎年クラスをかえてもらえた

らいいきっかけになるのにな，と常々思っております。一人でいる子をそのままにしておくのも私からしてみたら立派な

いじめです。誰も一人は楽しくないことを知っているのだから。 

苗字が中国の姓なので，子供が学校でいじめられることがあります。主人が中国出身ですが，日本に帰化しており，家

族全員日本人として暮らしています。苗字をからかわれ，苗字のせいで物を取られたり，転ばされたりして泣いている姿

に心が痛みます。小学生はまだ心が柔軟なので，小学生のうちから人種や文化の多様性を理解する教育や，人に対

する思いやり，やさしさについて指導していくことを，市政に取り込んで欲しいと思います。人目につかない所でいじめ

は発生しています。まず大人が分別を持ち，子供を導いていかれるよう，小学校できちんと児童を指導してくれることを

望みます。どうぞよろしくお願い致します。 

今のところ特に大きな問題はなく困っていることもありません。たくさんの公園に囲まれのびのびと育っています。お金を

出して子供を預けるのは精神的には楽だけど，子供にとってはやはり家族に預ける方がのちのち人間関係をうまく築く能

力がそなわるように思います。頑張ったり一息ついたりのバランスを取るのが難しい人が増えているようにも思います。

行政にもそのバランスが求められていると思います。親がどう思うかに加え，子供自身の声にもぜひ耳を傾けて下さい。 

いじめについて感じることは意外に学校では様々ないじめが多く存在するという事です。深刻なものではない場合，親

が出ないと，先生方は対処はして頂けないように感じます。小さいいじめやからかいが後々エスカレートする事に必ず

起こるのに，子供が親を通じて相談しないと解決しないという事は，自身や他の親御さんから同じような意見を聞くこと

がありました。その辺の体制をもう尐し柔軟に細かく対忚して頂けると，もっといじめは減ると思います。小さい内容の時

に芽を摘むことが重要だと思います。 

思春期の子供の教育相談に乗ってくれる相談員を増やしてほしい。またころころ変えないでほしい。かつて教育相談审

に定期的に相談に通っていたが，４年くらい前から担当の方が全員辞められることとなり，相談員が総とっかえとなっ

た。せっかく人間関係ができて良い方向に向かっていたのに，その方に相談ができなくなって今もとても困っている。”

当時，どうして市は相談員を全員交代させたのか”怒りにも似た感情が未だにある。このようなやり方はこのアンケート

の趣旨にも反するものだと思う。もっと市民や利用者の事を第一に考えた政策を行うべき！ 

育ちの上で困難を抱えた子どもに関すること 

自閉症があるので，友達と，子供同士であそぶのがむずかしい。本人は友達とも一緒にあそびたいと望んでいます。学

童や児童館でも，先生方がリードして頂いていますが，たくさんの子供相手に中々むずかしいところもあります。専任で

ついてますが，固定の人ではないので，なじむまで時間がかかります。できるだけ同じ人，また障害について専門でなく

とも，ある程度理解のある方について頂きたい。 

我が子は昨年度から特別支援学級に通うことになったので放課後友達と遊ぶということができません。でも学校でお友達

に会い，遊べる事はとても喜んでいます。他のお子さんはバスで帰ってしまうので，帰りは一人で歩いて帰ってきます。 
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今特別支援学級教育に力を入れて頂き，障害の早期発見，その子にあった教育ができているように思います。しかし

年齢を重ねて進学する時，その子にあった学び場所の選択が難しいと思います。国分寺だけでなく，特に発達障害の

子ども達は中学，高校，就職と進路に悩むと思います。手帳をもらえないと支援がない，でも手帳をもらえない発達障

害の子ども達が住みやすい国分寺にしてほしい，又，全国のモデルになるようなどんな人にも優しい街になるように願

っています。 

各小中学校に特別支援学級があると良い。通級で他校に通うのは，親にも子にも負担がかかります。 

子供が現在七小にある通級「コスモス学級」に週１回お世話になっています。本年度から新しくできた支援学級ですが，

深澤先生をはじめ若い先生お二人，３人とも本当にすばらしい先生で感謝の思いでいっぱいです。市という小さな枞に

とらわれず他の市区県でも良いもの，良い人材は積極的に取り入れ，迎え入れていただけたら，親としても本当に助か

ります。もちろん１番恩恵を受けるのは子供達です。また発達障害の子を持つ親として市の教育相談审にも本当にお世

話になっています。月２回プレイセラピーもお願いしておりますが，他の区や市の同じ立場の友人からうらやましがられ

ています。国分寺市は学芸大学も近く，その教育学部大学院の公開授業など無料で学べる場にも恵まれています。い

じめへの対処など先生方に学ぶ機会を持つよう，市から援助して頂けたら，より良い教育の場へと発展していくのでは

ないかと思います。 

自閉症の息子の就学を機に，情緒固定級のある国分寺市に引越しをしました。都内でも数尐ない情緒固定級なので新

入生もそれなりの人数が居ると思ったら１名でした。同じ学年で通級に行っている方に伺うとそちらも１名と云う話で驚

きました。国分寺市には障害児が尐ない？と思い，学校公開で一年生全クラスを見学しましたが明らかに通級に行った

ほうが良いと思えるお子さんが失礼ながらかなりの数見受けられました。以前住んでいた川崎市より高学歴の親御さん

が多く，障害児への偏見も強いのは肌で感じます。プライドの高さもあって，自分の子供が通級や支援級に通うのは耐

えられないのでしょう。でもそれで不幸になるのは子供です。せめてボランティアで普通級に学習サポーターが入って”

サポート”が自然と感じられる環境になればと思います。通級のお子さんでも週１回１時間だけしかボランティアさんが

ついていない現状だと難しいのかもしれませんが・・・。住環境としては最高の市だとおもうので，弱者にもやさしい行政

であるよう望みます。 

子どもの居場所に関すること 

武蔵国分寺公園が近所にあり，広さが丁度良いので，安心して子供を遊ばせられます。公園内に一軒カフェがあれば

最高だと思います。第四小学校に通っていますが，給食がきちんと作られていて，大変有難く，感謝しています。 

国分寺市に越して一年半くらいですが，緑多く昔ながらの街並みで落ち着いたいい雰囲気があると思います。公園も数

はあるように思うのですが，大きい＇野球などできるような（公園があると子どもたちがもっと外であそべるのではと思い

ます。 

子供が小さいころ→保育園・医療機関の充实 小学校低学年→放課後にすごす場所の確保 安全な場所が必要  

子供が時々利用する児童館についてですが，元町児童館はわりと新しく，広々としたレイアウトで職員の目も行き届き

やすいと思いますが，本多児童館は建物も古く，薄暗い感じがします。児童館は子どもを安心して遊びに行かせられる

数尐ない場なのでもう尐し広くて使いやすい施設にしていってほしいです。 

子ども達が思い切り遊べる場所＇特に野球やサッカーなど（スペースが広く取れ，自由にボールを使って遊べる場所が

尐ないなと感じています。東京ではなかなか難しいのかもしれませんが，心置きなくけったり投げたりできるといいなと

思うときがあります。 

スポーツを気軽に子ども達が楽しめる場所があったら良いと思います。ボールを使ってはいけない公園ばかりで楽しめ

ていないと思います。ゲームばかり・・といわれても遊ぶ場所がないから子供たちはゲームになると思うことがあります。 

学童が 19時までの所も増えたが，仕事の都合上間に合わない事もある。何があるか分からない中，犯罪にまきこまれ

ないためにも，もう尐し時間を遅くまで預かってほしい。保育園は 20時，21時なども増えてきているため，学童も保育時

間をのばしてもらえると安心。 

駅周辺にも子どものあそべる屋外施設があったらとても有り難いです。 

子どもがさまざまな体験ができるような教审＇習い事（づくり 公園・遊び場を増やしてほしい 

子どもをあずけなくても，ボランティア的でも良いので，短時間や時間の都合を合わせて社会参加，働けるような＇仕事（

場があるといい。私立の小学校に行っているので，放課後子どもプランの利用は本人的にはしにくい様です。同様の事

例も聞くので，公立の学校だけでなく，色々な学校で学んでいる小学生も多いので，広く色々な人が利用しやすい様，

駅近など，設置場所を考えて欲しいです。 

マンションは建っているが，自由に遊べる公園が近くになく，子育てするには難しい市だと思う。全体的に車でいくしか

なく＇昔は（ぼくとう公園に駐車場がない。小さい子と大きい子が一緒にあそばなくてはいけないため危ないなどがあっ

た。今は小学校に行くまでの道に車が多く通り危険。決して住みやすい場所ではないと思う。小学校の学童が３年生ま

でというのは非常に困る。長期休暇の時だけでも６年生まで預かってほしいと常々思っている。こどもが遊べる場所が

遠い。ボール×のところ多すぎ 西国分寺駅周辺が開発されなさすぎ。銀行もあんまりないし。駐輪スペースが遠い。も

っと西国分寺駅周辺を整備しても良いと思う。 

市内，西側の地域は大きな公園が尐なく，子どもが自由に外で遊ぶことがむずかしくこまっている。学童保育所はない

とこまるが，学年が上がると自由に友達と遊びたがるので放課後の居場所が選択出来ると良い。学校の放課後プラン

の充实など。親が留守中の子供の居場所がないため，習い事を多くしている子供が多く経済的に負担が大きい。 

私が小さかったころに比べて，気軽に子供が遊べる場所がへっています。又４０年同じ場所に住んでて家の前で子供

が遊んでいたらアパートの住人に警察に通報された。道路で遊ばせるなと。昔は当たり前に気軽に出来ていた事がき

びしくなってきたなと思い，かなしくなりました。子育てに厳しい環境で尐子化もあたりまえかなと。 
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特に学童保育の終わる４年からの放課後の過ごし方をどうしようとかんがえています。できれば学校→児童館と直接行

ってもらえると自宅往復のリスクも減り，安心なのですが，児童館では一回帰宅を前提としているため，自宅に親の居

ない子供たちは規定をゆるめていただけないものかなと思います。大きい男の子が気兼ねなく野球やサッカーができる

広場を増やしてください。困っている声が多いです。 

公園の草木が夏場はげしく生い茂っていて春～夏終わりくらいにかけて刈って欲しい。そのせいかどうかわからない

が，家に蜂の巣が３回も作られてしまい，非常に困ってしまった。＇つつじ公園が酷い！（あとあじさい公園は遊具がき

れいで子供たちがよく遊んでいるが，夏場の蚊の多さがひどくてちょっと遊んだだけでも数十箇所もさされる。草木の処

理はよく行っているようだができれば蚊の処理もお願いしたい。 

落ち着いていて育てやすいです，反面ボールをつかってはいけない，子供の声がうるさい，犬がほえてはいけない，と

いわれ窮屈な面があります。それぞれの立場を尊重しつつゆずりあえたらいいなと思います。 

小さなスペースでも体力作りのできる公園が家の傍にあるといいと思います。最近は鉄棒のある公園がなく・・・安全に

配慮しているのもわかりますが，あれも，これも危ないと公園から色々な遊具が消えていってる様な気がします。＇安全

管理や維持の問題があるのはわかりますが（学校の校庭では男の子がサッカーをしていて他の遊びはそのまわりでし

かできないから＇スペースが狭くて（「つまらない」と聞いたことがあります。ボールは使用できる専用の公園＇ネットを高く

してボールが道路に出ないようにするとか（が 1つくらいあってもいいかなと思います。学校付近には児童館のような施

設があれば审内に友達同士集まれると思います。 

国分寺は緑が多くて空気も水もきれいなので安心して済める街だと思います。西国分寺駅も駐輪場が近くにあり，とて

も利用しやすくて良い駅だと思います。音楽ホールが尐なすぎる点，スポーツ施設が古い点，公園が地域により差があ

り，体を使う遊具や広場のあるところが尐ない。など改善してほしいところも沢山あります。泉ホールについては駐輪場

がなくて不便です。他市＇近隣（は広い音響施設の整ったホールがあるのに国分寺は狭すぎます。みんながワクワクす

るような素敵なホールをつくってほしいです。あとちょっとした話しあいができるようなカフェ併設の公共施設や＇日比谷

公園内にあるような（1日家族でスポーツが楽しめる施設が欲しいです。安心して健やかに育てるということは人と人と

のつながりが大切だと思うので気軽に立ち寄れる施設や体を使って汗を流せるような，健全なものへの制度を充实さ

せて頂きたいと思います。 

安心して子を産み，育てるという事は，一人のお母さんづつ，違う環境，条件，を望むと思います。国分寺市は市として

出来る事，随分してくれてていると思います。ただいちばん大事なのは，お母さんが育児中の生活を楽しいと思えるか，

母になった自分を好きでいられるかだと思います。その為に市や国が何ができるか，それは分かりません。今具体的な

望みは子が通う十小のそばに児童館が欲しいという事ですが，それは先日，ＰＴＡの市長面談で断られてしまったよう

です。小学校 1年生の息子はまだ友達と約束することができず，学校から帰るといつも家にこもってしまいます。 

もう小学４年生になったので，留守番してもらっていますが，保育園の頃は保育園を探すのに苦労し，結局市内の保育

園には入れませんでした。今は待機児童は減っているのでしょうか？  

医療費の負担が地域によって差があり，中学まで無償化されている地域もあり不公平だと思います。内藤地区在住で

すが，図書館，児童館が遠く，府中市や国立市の施設を利用することのほうが多いです。高学年になったら自分で図書

館にいけるくらいのところにあると望ましいのですが・・。保育園や認定こども園の数を増やすことばかりに目が向けら

れているように感じます。 

道路が狭く歩道の無い所が多い。学校の登下校や子供だけで遊びに行く時など危ない目にあったこともあるので改善

して欲しい。・学校の数が尐ないように思う。登下校の距離も長いし，生徒数も多くて学校が狭く感じる。・学童保育所を

利用したくない理由として家までの帰宅が子供だけで不安を感じることがある。 

小さい子どもを遊ばせるところが尐ない。 

国分寺駅南口周辺に市の公園がなく，遊び場所が無い。殿ヶ谷戸公園は遊具もなく，都営の公園も遊具がごく尐なく，

子供が楽しく遊べない。学校のサッカー部や野球部に所属していないと子供がボール遊びもできない。児童館も東元

町，ほぼ府中市という遠い所にあり，利用しにくい。駅周辺に子供だけでいても安全な公園が欲しいです。駅ビルに子

供のものも充实した図書館が入ると助かります。資料館のように建てて人が来ないものではなく利用者が多くなる施設

にして欲しいです。今のままでは駅近くの住人は子供を塾に行かせる以外に子供を安心して過ごせる場所がないで

す。是非駅ビルに大型図書館を入れてください。大人にも便利なはずです。 

自分自身が国分寺で生まれ育ち大好きな街です。が，国分寺街道など歩行者・自転車が通行するには道がせまく大変

危険です。道もガタガタしていて，ベビーカーを使用しているとき大変でした。うちの息子は野球をしていますが，国分寺

はどこも公園がせまく，ボールは×と云うところが多く，なかなか集まって野球をする事ができません。球場も尐なく，ス

ポーツをさせていくにはなかなかむずかしいのが現实です。特快が止まる便利な駅と自然がたくさんある国分寺。子供

たちがずっと国分寺で生活していきたいと思える街であって欲しいと思います。北口開発でどう変わるのか楽しみにし

ています。 

とにかく安全に遊べる公園が近隣に無いことが不満です。ボールをけったり，キャッチボールをしたり，遊具で遊べるス

ペース＇公園（がなく，学校から帰宅しても時間をもてあましてしまいます。特に我が家は私立にかよわせているので ，

近所に公園があればなと思って居ります。できれば北口開発に伴い，公園スペースをつくっていただけると嬉しいです。 

公園にトイレを設置してほしい。 

学童は小学校内にあるといいと思う。 

遊具の充实した公園が近くに無い。夜道が暗くて一人歩きが危険。 

私用でも子供を預かってれる，あるいは子供通しで遊んでも安心できる施設を増やして欲しい。 

公園についてですが，トイレを設置していただきたい。遊具が無さ過ぎる。ブランコがなかったり。 
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個々の家庭によって，父母の働き方は自由だと思います。私自身の問題で言えば，「パートの為，学童が使えない」事

です。その為，子供の長期の休みには誰かに預けなければならず子供にも負担になってしまっています。下の子供が

小学生になる頃には５年生で学童にも入れず，一人で自宅に居させなくてはならないことに不安を感じます。フルタイム

で働くとなると，帰りは１９時頃になるので，それまで預けられるような公営の場所があればと常々思って居ます。 

私共が住んでいる光町近辺は子供たちが伸び伸びと過ごせる場所があまりにも尐ないように感じます。駅の近くで公

園を作るのは難しいと思いますが，安心して子供が遊べる場所が欲しいというのが实感としてあります。 

戸建てやマンションが新しくどんどんできてるわりに学校が対忚しきれて居ないと思う。公園や校庭の遊具の見直しをし

てほしい。危ない遊具が多い。恋ヶ窪駅前通りの商店街に活気がなく最寄駅なのに淋しい。 

国分寺駅前の再開発事業も大事だと思いますが，今のまま自然が多く残る町並みを残して欲しい。他の市に頼らなくて

はならないものが国分寺は多いので，公共の施設を増やして欲しい。自由学区制を検討していただきたい。問題もあり

ますし，すぐには難しいでしょうが，各々にあった校風が選べるのは良いとおもう。また各教育現場に置いて民営化を無

理に推し進める傾向がみられますが，もっと良く検討してもらいたい。東元町学童・児童館の運営業者に指定されてい

るワーカーズコープは八王子市では指定業者を外されるほどの悪評ぶりです。プレゼンを全てと思わず，情報をもっと

あつめて，しっかりと選定してください。 

国分寺市の近くには立川などの町があるのであまり店は増やさず，自然豊かな子どもの遊ぶ場のある国分寺市であっ

てほしいです。 

・国分寺市の自然や地形を大切にして，四季折々の風景や環境の変化を，多くの人が楽しみ生活していけるよう今後

も守っていって欲しい。・駅周辺の公園をもっと子供が安心して遊べるよう整備してほしい。今は暗くて遊びづらい。・北

口開発で新しいビルが出来たらその中に市の窓口だけでなく図書館などを入れて欲しい。・学童が次々と民営化されて

いますが，管理重視だけでなく子供にとって愛情溢れる居場所になるようにしていって欲しい。・２中の給食の改善。聞

けば，冬季は半分凍ったままの食事がでるとか・・。・市内放送が聞こえない所は全く聞こえない。 

公園がせまい。もっと遊具がほしい。 

平日は学童を利用しています。学童の友達としか遊ばない為，学童の枞を超えて友達と遊んで欲しいと思います。現状

放課後プランもありますが，学童→学校の移動もあり，移動が面倒なのか興味が無いのか参加していません。学童保

育でもあり，学童の子以外とも時間制限なく夕方まで遊べるような江戸川区の「すくすくスクール」のような場があるとい

いなと感じてます。＇現在の学童に不満はありません。先生方にも大変丁寧に接していただいている為，安心してお願

いできています。（ 

比較的，国分寺市は子育てしやすいところだと思います。雤の日にも子供が遊べる場所がもっとあればと思います。特

に小さい時＇幼稚園に入る前位（は雤の日に車で行って子供を遊ばせられる場所があると良いと思います。＇雤の日ベ

ビーカーなどでいったり，小さい子を歩かせていくのは大変なので（ 

高学年になった際長期のお休み時＇夏休みなど（だけでも学童に通えるように早急に対処して欲しいです。このさき益々

共働き世帯が増え，一日中子どもだけでどう過ごさせるべきかと考えると不安です。非行に走らないかと考えてしまいま

す。今のところ塾へ通わせようかと考えていますが，所得が尐なく働かざる得ない家庭の子はどうするのでしょうか。下の

子＇４才（が小学校高学年になる頃には学童も満員状態で入れないということがないようによろしくお願いします。 

・校庭開放があり，管理員さんも居て，安心して体を動かし遊べ，とてもありがたいです。ぜひつづけてください。・放課

後子どもプランの遊び場，学びの場の企画があるときには友達がそちらに参加してしまい，うちの子は遊べる友達がい

なくなってしまい困ってます。自由に友達と遊ぶことが必要な年齢です。これでは「自ら行動をおこす力」や「仲間の中で

自分を出す力」が育たなくなってしまいます。また子どもたちの小学校での自由時間も昔よりずっと減ってしまっていま

す。自由に遊べる時間，友達と関われる時間，自分を育てる時間を子どもたちから奪うことのないようどうかお願いしま

す。＇ホッチくんなどは昼休みではなく授業時間などでお願いします。（・放課後こどもプランでフリールームがあるため，

外遊びしたい子がフリールームにとられてしまいます。审内遊びではなく，体育館でまりつきや羽子板など体を動かす

ものになるといいです。体育館開放をお願いします。 

恋ヶ窪公民館を老人のものにしないで，光や元町のように子どもも楽しめる場としても開放してあげてください。 

サッカー場。屋外プール。電線類の地中化＇道幅がせまいため（。 

道路を整備して欲しい。北口の開発がどのように進み，完成するのか今からとても楽しみです。都立多摩図書館が移

転してくるという話は予定どおり進んでいるのか知りたいです。緑が多く，自然が多い，国分寺はとても住みやすいと思

っています。 

私達家族は国分寺に住んでいますが，休日は他の市の公共施設を利用することが多いです。それはやはり公共施設

が古すぎて使い勝手が悪いからです。恋ヶ窪駅周辺のさみしい雰囲気を変えてもらいたいです。 

大通りを通らずに身近なところに安全に遊べる公園がほしい。野球やサッカーなど気軽にできるところが欲しい。グラン

ドも。市内バスがもう尐しあちこちに走り駅と駅がむすばれるようになってほしい。昔ながらの場所，自然をけずってまで

拡張道路づくりはやめてほしい！ 

公園，特に遊具のある公園が尐ない。また，子供だけで安全に遊ばせられる公園や場所が尐ない。 

外遊びが気軽にできるよう公園を多くしてほしい。本多児童館，新しくなったらいいと思います。職員の方も対忚も良く，

お掃除もされている感じはしますが，建物自体が古いので何となくイベントがないと寄り付かないような。せめてじゅうた

んだけでもかえていただけると座るのも気にならないのですが。 

学童保育所が３年生までなので，４年生以降の夏休みなどを考えると不安を感じます。三季休業時だけでも４年生以降

の登所を検討してください。 

ロッククライミングが出来る様な，アクティブな屋内スペースがあると嬉しいです。自由に遊べる体育館。 
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23区には未就学児がいつでも遊びに行ける，子育て広場が多数ありました。国分寺はこの点において，非常に遅れて

います。医療費も 15歳までは収入に関わらず，無料にしてほしいです。犯罪防止のためにも街灯を増やして下さい。 

国立の駅周辺のようにパチンコ店などがないといいですね。ゲームセンターなども好ましくありませんね。近所の子供

達を見ていて思うのですが，学童に行かなくなった子供達が夜おそくまで外をウロウロ，コンビニやゲームセンターで時

間をつぶしていて何とかならないのかと心配になります。高学年まで学童に預けられるといいと思います。乳幼児が利

用する公園は多いと思いますが，ボールの使える公園が尐ないと感じます。同じ公園でも午前中～下校まではボール

禁止，３時過ぎからはボール可にするなど柔軟に対忚できるといいと思います。 

国分寺の駅の近くに住んでいるので公園が近くにありません。 

産院が尐ない。公園が尐ない。公園の遊具がどんどん減っていくので困る。 

国分寺市は子育てする場所としてはとても恵まれている所だと思います。具体的にこれを，というのであれば，あの広い

国分寺公園に遊具の一角があれば，と思うことがよくあります。それから黒鐘公園の蚊の多さをなんとかして頂きたい。 

ボールを公園で使用できるようにしてもらいたい。市の施設＇図書館など（が遠くて本当に利用しづらい。ぶんバスも通

っていないし。もう尐し内藤の事も仲間に入れてもらいたいと常に思っています。 

三小は児童数が多く，中休みに遊ぶ場所も限られます。七小は児童数が減っています。各学校均等な児童数にして欲

しい。駅前の開発ビル内に，図書館やフットサル場，学習や話し合う事ができるフリースペースなどを作って欲しい。自

宅近隣には子供の友達が尐ないため，駅前ならみんなで集まりやすいと思うからです。 

子供がサッカーや野球をしたりできる，大きなグランドみたいなのがあったらいいなと思います。公園ではボール禁止で

すし，校庭は開放時間が早いような気もするので。 

６小には近くに児童館があるので，雤の日も行くところがありますが，１０小にはなく，１０小の子供達にとってはしんまち

児童館はやはり行きにくい様です。近くの社会福祉センターは，「うるさい」から出入り禁止になったそうです。雤の日は

行く場所がなく，公園の木の下に集まっているそうです。放課後の時間だけでも，子供がいられるようにできませんか？ 

子供が乳児の時は，审内の集える場所が欲しかったですが，成長すると，広い公園が必要になってきます。プレイキッ

ズは利用させてもらってますが，家の側に気軽に遊べる場所がもっとあればと思います。１０人程の男の子が家の前の

道路で遊んでいると，本人達や家への注意もなく，学校へ通報されてしまいました。小さい公園ではボール遊びしても

隣家に入ってしまうので，遊びにくいです。キャンプ場のような火遊びができる場所を希望します。火は煙が迷惑になる

のはわかっていますが，火を体験させてあげる場所が欲しいです。 

公園に関して言えば，自由に遊べなさすぎる。もっと自由に遊べるスペースの確保をお願いしたい。 

国分寺市って子育てのための行政の施策って何かあるのでしょうか？１２年程国分寺市に住んでますが，子供のため

の居場所作りを頑張っているような感じが何もありません。リニューアル等も一切無かったと思います。いろいろと待ち

続けているうちに，２人の男の子の子育てが終わってしまいそうです。数尐ない児童館も古いおもちゃばかりで，下の子

の遊び場としてはほとんど利用してません。きっと改革していこうという熱血な方が市役所にいらっしゃらないのでは？ 

国分寺市には，子供が楽しめる公園があまりない。もっと身近に公園やプレイステーション的な場があったら，と思います。 

どの公園も，ボール遊びはしない，と書いてあり，校庭も思う様に使えない事もあり，ボール遊びができる公園を増やし

て欲しい。 

十小区は児童館や広い公園もないので，校庭で遊んでいます。安心な遊び場ではありますが，児童館や明るい公園が

必要と思います。近くの福祉センターは子供は歓迎されず天候の悪い日などは遊び場がありません。 

子供がボールなどを使って遊べる場所が全くないのでは？子供の運動量の減尐は市の責任です。 

三人の子供達には，必要以上のゲームやパソコンを与えていません。テレビも８時～９時で終了。中学生の兄もです。

不満はあるのかもしれませんが，彼らはそれで済んでいます。仕方がないので外で遊び，夜は本を読みます。でも口ぐ

せのように「遊べる公園がない」と言います。ボールを使用したり，テニスの壁打ちが出来たり。フェンスを一つ付けてく

だされば，子供達の遊びは無限に広がります。形の良いデザインばかりの遊具はいりません。かえってじゃまになるよ

うです。広大な広場，もしくはフェンスのある公園，バスケットのゴールリングも，デザイン性の高いものでは練習になり

ません。シンプルな広場を増やして欲しいです。 

公園にしても小さいのがちょこちょこではなく，その地域ごとに尐し広くて小さい子供～小中学生までが遊べるその様な

場所がほしいです。遊具があると良い。 

尐子化への対策は，市町村レベルでは難しく，国や企業の取り組みや，社会全体の意識を変えなければならないと思

います。すでに私の子も小２を終えようとし，ここから市全体が３～４年以内に大きく変わるという事は現实難しいと思い

ますので，もはやどうする事もできませんが，子供達が国分寺市内で次の家庭を築こうと思ってもらうために，設問４２

で尐し書きましたが，のびのびと遊べる場と，そこまでの安全な道が重要だと思います。 

市内には公園がいくつかありますが，園内では遊べる事が限られている様に思います。公園内でサッカーをしていて

も，近所の方に「静かにして」と注意を受けるなど，もっとのびのびと遊べる大きなスペースがあればいいなと感じます。 

高学年については，学童とプレイステーションを兼ねたような場所が，各学区ごとにあるとありがたいです。また今は随

分丈夫になりましたが，小さい頃は体が弱い子供だったので，父母ともにフルタイムで働く身としては，病後児保育の拡

充をして頂けると安心して働きながら子育てができると思います。 

子供を育てる環境になっていない。公園がない。 

夏になると水遊びができる公園や市民プールがあったらいいなと毎年思っていました。学校のプールが開放されます

が，うちは幼い子が常にいたので，未就学児１人に対して大人１人がつくという条件では利用できませんでした。 

子供がのびのび遊べる公園やスポーツ施設の充实をお願いしたい。近隣市と比較して，大きく劣る。 
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緊急時の際の病院の受け入れ＇夜間，早朝など（の充实。子供が安心してあそぶことのできる場所を増やしてほしい。 

学校のクラブ活動が本格化しない４年生も学童へ預けられたりできると家で１人で待つ時間が減り安心です。また，春，

夏，冬休みの学童の体制について，フルタイムで就労している場合対忚ができず困っています。７：３０頃からの受け入

れを希望いたします。健やかに子育てができる環境づくりは，国分寺市を住みやすい町にすると思います。ぜひ近隣よ

り遅れることなく対忚できるよい町であってほしいと願います。 

今小学４年生の子供がいます。子供がとても小さいときはボールがとんできたり，大きい子供達がいると危ないなあと

思うことはありました。今子供がその大きい子供になり，今の立場で言うと，サッカーの練習をするのに公園ではボール

禁止となっているところが多く，練習場所が学校しかありません。また中学生や高校生がいると，小さい子達が弱い立

場のように思えます。どの立場においても，みんな住みやすく，そして子供にとっては遊びやすいところがほしいと考え

ていると思います。 

家庭の経済面が子供の生活，教育，健康に影響しないような制度や施設等を考えてほしいと思っています。子供を産

む，産まないの自由もありつつ，子供を育てている人と育ててない人の生活格差がうまれないような社会にしてほしい

と思います。共働きの家庭では，４年生以上の子供がかぎっこにならずにすごせる場所がないのが悩みです。児童館

以上，学童未満位の管理体制ですごせる場所を作ってほしい。勤務先が遠いため，子供一人ですごさせるのは不安で

たまらない。宜しくお願い致します。 

学童保育所の保護者会役員をしていたことがあり，そこで初めて，市へ保護者の意見，要望をする場があることを知りま

した。市が，保育所へ適正な活動をするように管理する立場にあると，またそれがうまく機能しておらず保護者が困ってい

る＇場合がある（ことも，初めて知りました。市と保護者会＇保育所や小中学校含め（が対立しているように感じられ，残念

に思いましたが，確かに保護者は要望をあきらめている部分もあります。学童保育はせめて４年生まで入れたい。 

遊具のある公園を増やして欲しい。 

学童保育所が狭いため＇入所日数も増えているため（面積，規模の拡大をお願いしたい。どちらかというと，学童保育所

に入所している学童は窮屈に感じているようです。 

児童館が古くなってきっているので，建替えを希望。国分寺駅周辺の再開発において，ぜひ子供もお年寄りも安全な街

づくり，一緒に集える場所，広場を確保して欲しい。パチンコ屋はいらない。 

とにかく市の財政の健全化を望みます。子育てに限らず，市民が安心して住みやすいまちづくりをしていくために最も必

要なことかと存じます。学童保育所通所がおわる４年生以上のための児童館以外の居場所の確保をおねがいしたいと

思います。国分寺駅前再開発にともない整備される施設に子供向けの施設の設置をのぞみます。 

近くにいくつか公園はありますが，木におおわれていたり，あまり大きな公園がないので，もっと開放的で，ボール遊び

や遊具などもたくさんあると，休日に家族で出かけたり，子供だけで行かせるのも安心です。市主催のホールを使って

の音楽会やミュージカル，その他のイベントなど開催して頂けると，子供の教育にも良いのではないかと考えます。 

本多３丁目三小学区は子供が尐なく，一緒に登下校できる友達が尐なく，１人で登下校することも多いです。地域の方

も見守ってくれていると思いますが，帰りが遅い時などは心配になります。友達との遊ぶ時も東恋ヶ窪方面へ行く時は

必ず線路を渡らなければならず心配なので送り迎えをする時もあります。本多方面からけやき公園に行く小学生が連

雀通りを自転車で通ってるところをよく見かけますが，とても危険だと思います。１０月からは鐘が４時半になるので，６

時間授業の時は帰宅してから東恋ヶ窪方面に遊びに行くと遊ぶ時間がないので友達に誘われても遊べないと残念がっ

ています。現在，本多３丁目は，三小が七小の選択地域ですが，将来的には学区の見直しを考えた方がいいのではと

思います。 

小学校や学童，子供が過ごす場所や状況には，敏感にもなるし，もっと良くなるようにも願うものです。定員をはるかに

オーバーした学童に籍を置いていますが，座って本を読む事もできない劣悪な環境になり，本当に憤りを感じます。子

供の居場所を粗末なものにしないで下さい！ 

国分寺の暮らしやすさについては，満足できるレベルだと思っています。しかし，子供を産み，育てるということに関して

は，公立学校のレベルで夢中になれる活動の環境を整えることが，知的水準の向上につながると考えます。土日のサ

ッカー野球だけでなく，学校が終わって１６時までの間，文化的な活動も含めて部活動のようなものがあると，何も学童

保育でなくても，十分子育て環境＇母の働く環境（は整うのではないでしょうか。教审以外での得意分野を見つけたり，

真の居場所としての部活であれば，このような子供の居場所づくりを切に望んでおります。 

図書館の欄が多くありましたが，西国分寺付近では子供が安全にひとりまたは友人と行ける場所にないため，早く都立

図書館の建設が進めばいいと思いました。現实的に，育児等の相談をまったく知らない相談員の方に相談することは

難しいと思います。子供と一緒に遊びを通して育児について相談できる環境がのぞましいと思います。学童には以前通

っていましたが，宿題等の放課後の学習についても，みていただけるとありがたいです。理由は帰宅が遅くなり，宿題を

はじめる時刻が遅く，就寝も結果的に遅くなるからです。高学年になると，児童館，放課後子どもプランなどほとんど利

用していません。学年に合わせた内容が必要かと思います。 

公園が狭い。体の大きい子たちにはつまらないと思う。遊具も尐なく，つまらない。キャッチボールやサッカーを思いっき

りできる空間がもっとあったらいいと思う。今，進められている内藤橋の高架下は子供に開放されそうでしょうか？ 

小学校の近くに図書館，小学校の中に学童保育を作り中学生の教育に力を入れてほしいです。小学校を中心とし病

院，小学校，図書館，遊具がある小さな公園，公民館など考えれば，人が集まってくるような気がします。 

ただ地域での交流が増えるとよい。子供が思い切り屋外で走り回ったり，遊べる場所が尐ない。武蔵国分寺公園まで

遠く，近所に大きな公園があればよい。子供が小さいうちは近くにある公園でもよいが，大きくなると遊ぶには狭い公園

しかない。道路はどこも狭い割に車が多く，子供が小さいと不安がある。 
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今の子供達は，遊び場が尐ないと思います。公園ではボール遊びが禁止だったり，道路でボールを使用していると，危

ないと注意され，近所にボール遊びが出来るところは，学校の校庭くらいです。小学校ごとに，広く遊べるような場所が

あれば，１回１００円位出しても，使用したいと思います。それと，雤の日に遊べる場所がありません。男の子が自宅に

５～６名遊びに来ると，さわがしくて大変です。学校の体育館等を使用できたら良いのにと思います。 

自然が多く，公園に行くと多くの子供達が遊んでいて，外で遊ぶにはとてもいい所だと思いますが，雤の日利用できる

場所があまりないように思います。色々な事を経験させてあげたいのですが習い事ばかり増やせないので，単発，短期

間の活動があるといいと思います＇絵，ダンス，水泳，料理等（。 

子供の遊び場は本当に尐ない。特にボールで遊べる所がない。学校の放課後プランに行くが，やはり時には違うところ

でボールをけりたいらしいのに，近くにそれができる公園が尐なすぎる。親も昔と変わってきていて，長く働いてきてキャ

リアのある方が多い。そういう方は子育てに専念すると世間にとり残された感が強くなると思う。 

十小の近くには児童館がないのが不満。新町児童館を利用できますが他校の子供ばかりなのでいづらいらしい。放課

後子どもプラン，校庭開放も利用しているが，終わる時間も早いし，雤の日の利用もフリールームがある時のみ。子供

たちにとっても保護者にとっても児童館は必要だと思います。 

近くの児童館は尐々せまいです。近くの公園に広く遊具がそろった公園が尐ないです。 

練馬区より引っ越してまいりましたが，国分寺はとても自然が多く，とても緑も多くて，季節の感じられるところです。子

供ものびのびと遊んでいます。虫もたくさんいてよい経験になります。このままどうか自然を残してほしいです。国分寺

の南に住んでおり公園もたくさんあるのですが，北側に住んでいるお友達はなかなか放課後に遊ぶところが尐ないと聞

いております。国分寺の公園には遊具が尐ないように思います。武蔵国分寺公園にも，小金五公園のようなアスレチッ

ク系のものがあれば，近隣地区からもたくさん国分寺市にくると思います。売店もあればよいと思います。 

色々な遊具のある公園がほしい。 

中学生の子供が夏休み勉強をする公共施設がなくて困っていました。ほんの尐しはありますが，朝早く場所取りをする

などしなければなりません。図書館や公民館のフロアに長期の休みの間だけでも長テーブルとイスを用意し，勉強する

場を提供してもらえないでしょうか？ 

公園は，あちこちにあるが，遊具は，小学校の低学年までしか遊べない。小学校高学年が遊べる場所を増やして欲し

い。たとえばロックスライムができる所，ダンスが踊れる所，スケートボードができる所，ソリ遊びができる所等。プレイス

テーションがどんな所であるか，経験はしていないが，遠くて気軽に行ける所でない。もし，小学校の高学年が遊べる所

であれば，増やして欲しい。中学生については，良く分かっていないが，学習塾やクラブ活動をしなければ行き場がな

いのは同じでは？ゲームセンターに行く？カラオケ？家に閉じこもる？ 

児童館は子供にとって，自宅の次にくつろいだり出来る場所になりうるところだと思いますが，十小地域には児童館が

ないため，他の小学校のように気軽に利用できません。近くの児童館に行ってもとなりにある学校の子供達のものとい

う意識があるようで，あまりくつろいで遊ぶことはできないようです。 

十小区域に住んでいます。子供は小６です。雤が降った時の遊び場がありません。放課後遊ぶところは校庭しかありま

せん。道路もせますぎです。改善よろしくお願いします。 

公園が尐ないので増やしてほしい。地域での活動が活発なところはよいところと思います。いつもありがたく感謝してい

ます。 

サッカーや野球などができる市営のグラウンド，ボールが使える公園などがあると良い。子供が外でのびのびと遊べる

場所が尐ない，そんな中学校の校庭を開放して頂いているのは，大変ありがたく思っております。 

広い公園で子供が遊べる場所が国分寺は尐ないと思います。学校をいくら放課後プランで開放しても，クラブ活動等

で，好きに遊べるとは限りません。外で遊ぶようにと言われても，遊ぶ場所がありません。スポーツ施設等も国分寺のも

のは遠くて，気軽に利用できません。 

学童保育について。現在民間の学童施設に通っていますが，長期休暇の間だけでも市の学童に通えたら本当に助か

ります。ご検討よろしくお願いいたします。 

子供がスポーツをのびのびと出来る。グランドを作って欲しい。 

学校や公園の遊具が老朽化や危険だという理由でどんどんなくなってきているのは淋しい気がします。あと，小学校高

学年の特に男子は力も強くボール遊びをしていてもここはダメ，この公園も周りの住宅から苦情がくる等で思いっきり体

を動かせる所がなく，遊び場所に苦労した覚えがあります。 

図書館等に自由に勉強するスペースを増設してほしい。駅前等にあると便利。病後児保育をとにかく充实してほしい。

有料で構いません。私設を使っている方が 60代以上の方が多く，特に土日は子育て世代が利用できるようにしてほし

い。プール，公園等の増設。 

スポーツ施設の充实。サッカーの試合のできるグランドが校庭しかなく，校庭も近隣がうるさいので他市のグランドを借

りることが多い。ゲームをするより，スポーツをしたい子供達もまだまだいるのです。思い切り練習をする場所がほし

い。または，学校の近くに住む方々に理解してもらえないものか？ 

安心，安全なのびのび子供が遊べる公園，場所があるといいと思います。 

放課後子どもプランは，親にとっても子供にとっても良い制度だと感じています。児童館の利用しやすいところも良いと

思います。子供が安心して遊びに行ける場所があるのは，親にとっても安心でうれしいです。いろいろな行事があるの

も楽しみです。 

問 47で子供も記入していますが，６時間授業で４時ごろ帰ってきて，公民館に遊びに行くと，５時に出されるそうです。

その後公園やコンビニの前で遊んでいるようですが，その方が不安です。もう尐し遅くまで開放してほしいです。 
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子供がのびのびと遊べる公園が尐ないので，増やしてほしい。スポーツできるグランドが尐ないので，設備の整った場

所がほしい。 

子供は成長が早いですし，あっという間にサイズが変わるので，それなりに出費があります。公園の遊具で危険なもの

は，ひもでぐるぐる巻きにされていましたが，そういうものにもなるべく修繕して頂けると，子供を公園に連れて行く時に

安全を感じます。近所に富士本わくわく公園があります。子供がサッカーをしていけない貼り紙が２～３年前にされされ

るようになり，驚きました。子供の遊び場に野球やサッカーが禁止されたらますます子供が遊べなくなるので，貼り紙で

なくフェンスを高くするなど物理的な対処にして頂けると子供の遊びに制限されなくていいと思いました。 

他のお母さん達と話すのは，公園の狭さと遊具がないという事です。皆さん子供を遊ばせる場所を探すのに一苦労です。

逆上がりの練習をしようと思っても鉄棒のある公園を探すことからになります。ブランコのある公園だって，たまにしかあり

ません。お金がかかることですが，１つの小学校に１つ，ある程度の広さを持った公園がほしいなと思います。 

広い児童館がほしい。ただ，現在の本多児童館は狭いが，隣接の小さな公園も貴重な遊び場のため，なくしてほしくな

いです。 

小さな子供が遊べるような公園はあちらこちらにあるが，小・中・高生が遊べる大きな公園がないのでかわいそう。児童

館も狭くて古いところが多い。 

地方などで大人の１/３の医療費がかかるところもある中，小学生でも病院に行って２００円で済むのは有り難い。図書

館の蔵書について，昔と比べると市内のどの図書館からも取り寄せ，近くの図書館で返せるなど，便利になりました

が，蔵書が貧弱だと思います。小平市と提携など，色々な面で向上していてありがたいと思いますが，国分寺市の図書

館の蔵書を増やしてほしいです。ぶんバスについて，北町，並木町，新町あたり，もう尐し路線を増やしてほしいです。

低学年の子どもだけでも利用しやすいと嬉しいです。 

西町で弁天通りを利用していますが，歩道が片方だったり，狭かったりで歩行が危ないところが多くあります。子供の交

通事故も尐なくありません。自転車もルールが改正され，左側通行になりましたが，とても走りにくい状況です。また，死

角が多い交差点や角があり，ミラーもなく危険な所もあります。道路の整備をしてほしいです。また，大型の図書館やプ

ラネタリウムなどの施設があったらいいな，と思いますが，国分寺市は財政的にも無理でしょうね。 

雤が降っても楽しく安全に過ごせる場所がほしい。 

公園も出来ればもっと広いスペースで野球，サッカーなどしたいですが，いつも場所は取り合い。周囲に気を配りながら遊

ぶ感じです。ネットを張る，野球，サッカーなどスペースを分けてあるとまだ遊びやすく，仲間もできやすいのではないかと

思います。国分寺市は住む人の意識が高く，学校や地域の方々，協力的な人々が多くて住みやすい町だと思います。 

国分寺は財政が厳しいという事で公園の整備の要望も聞いてもらえず，幼稚園の助成金も転居前からは月に２万円近

くも違いました。緑の町というほど土地は空地が多いにもかかわらず，通学路の整備は全く進んでいません。唯一素晴

らしいと思ったのは，公民館保育审の存在です。幼い子のいる親の講座で知り合った仲間は本当に助けられました。子

育ての１番辛い時期を乗り越えられたと市に感謝しています。 

都心に比べて緑が多く，畑などもあり，”自然の中で子育てできる町”をキーワードに子供が安心して学べ遊べる場所を

もっと設けてもらいたい。また，子供たちの学力低下が言われるこのころ，国分寺市は運動できる施設が尐ないと思い

ます。野球場，サッカー場を作り，学校の校庭は地域の方々に開放すると言った町づくりが必要だと思います。行政が

中心となり，子供たちが安心して集える場所を作ることにより，仲間ができ，その中で健全に育つ。そしてその子供たち

が大きくなり地元で働きたいと思えることが大切だと思います。 

けやきスポーツセンターのような，大きなグラウンドを作っていただきたい。出来れば，人工芝のグラウンドを作って頂き

たいです。 

近くに児童館もなく，公民館は子供だけの利用もできなくなり，何のための公民館か分かりません。子供が安心して過

ごせる公共施設がなく不便です。 

公園も尐ないし，児童館も暗くて狭くてあまり積極的に利用しなかった。もっとくつろげる場がほしいと思ったことは度々

あった。 

天気が良ければ公園で遊ぶことができますが，暑すぎる日や雤の日の遊び場に困ります。児童館や家庭支援センター

が古く，汚いのであまり行く気がしません。 

国分寺は比較的住みやすい町だと思います。もし可能ならばゲームよりも楽しい公園が場所にかたよりなくあると良い

です。あと，イベントが四生など国分寺駅の南側であると北町からは参加しづらいので，位置的にもう尐し近いところで

もあればと思います。 

児童館が学童と一緒になっていることもあり，４年生以降は児童館に行かなくなりました。広くなるか，施設にしてもらう

ほうが子供は通うようになると思います。また夏休みや学校が休みのときは学童の子が多くなる為，未就学児が遊ぶ

場所がなくなります。学校が休みの日は児童館を避けているので，赤ちゃんが安心して遊べる場所がもっと欲しいで

す。＇西町児童館は児童館と学童が別の為小学生が尐ないので就学前はよく利用していました。（・プレイステーション

に行ってみたくても新町のほうからは遠いので，駐車場があればいいと思います。 

公園が狭い，尐ない，広いグラウンドがあってほしい。 

武蔵国分寺公園に遊具や水遊び場が欲しい。児童館での遊具の量とイベントを増やす。月一回の料理教审を増やして

欲しい。幼児の遊び場，集まれる場として週３回は体操をしたり，手形をラミネートしたり季節ごとのイベントを開催して

ほしい。幼児が审内で遊べる場所が尐なすぎる。児童館が常に汚くて行きたくない。春・夏・冬休みに小学生が遊べる

場＇审内型（が欲しい。四小前に多摩図書館ができることは大変嬉しい。 

公園，児童館を作って下さい。 

比較的安心して子供を外遊びに出せる街だと思います。 
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以前は林や畑がたくさんあり，林では子供たちが虫探しなど遊べる場所があったものだが，今はほとんどなく宅地化され

六小でも１クラスの人数が増えてきたので，授業についていくのがやっとの我が子などふくめた子供たちが心配です。ま

た広い遊び場所もないので，サッカーなど自由にのびのび遊べるところがない，児童館も子どもたちで溢れている。 

熊野神社前の西武線踏み切りの立体交差化に向けた事業用地について 現状道路用地が立ち入り禁止の空き地にな

っています。何年も同じ状態でたまに草を刈る業者の方が作業されています。周辺には子育て世代が多く住んでいま

すが，子供たちの遊び場が不足しています。工事が始まるまでの間だけでも，遊び場を開放していただけたら，子供た

ちも喜びますし，遠くの公園より近くの広場で遊ばせたほうが親としても安心です。ご検討の程，よろしくお願いします。

また個人的には立体交差より平地のまま踏み切りの道幅が広くなる事を希望します。 

学童又は学校内で学童に相当する制度を６年次まで延長して欲しい。＇放課後，習い事に行く際にカギっ子として一人

で家に帰るのではなくランドセルを預けられる場所があると安心。夏休みなどに一人で昼食食べるという個食を避けら

れるような制度があると安心。（ 

近所の公園では男の子達がボール遊びで公園を占領しているので遊びにくい。 

小学生が学校以外の場所で子供だだけで待ち合わせして遊べる安全な場所がない。公園から遊具を次々と撤去する

のをやめて欲しい。 

無計画なマンション建設の為の人口増加に対忚できていない状況に不安を感じます。今の子供達は「ゲームばかり」と

言われています。確かにゲームも大好きですが，子供達にとっての近くに，遊べる場所がありません。心身ともに健や

かな子供の成長を願うのならば，広々とした場所が早急に必要だと考えられます。また，公園の管理も見直すべきだと

思います。 

子供とスポーツを楽しめる施設があると良いと思います。夏や冬に子供の体験キャンプのような催しがあると良いと思

います。美術館や博物館など子供の感性を育てる施設があると良いと思います。 

子どもや親の健康に関すること 

休日に病院が持ち回りで診療を行っているのはとても助かっている。就労の都合上平日なかなか病院に行けないこと

も多いため，夜間診療を行ってくれる所が増えてくれると良い。子供はとくに夜間に状態が悪化するため，診察してもら

える所があると安心する。 

健康診査についてですか，私のような専業主婦は市で行われている集団検診及びがん検診を積極的に受けたいと思

うのですが，残念ながらほとんどが午後からの健診となっており，幼稚園，小学校低学年の子どもが居ると予定を立て

るとても難しくなります。年に数回でもいいので午前の受診が可能になればいいと思います。 

小学校，中学校の給食について食物アレルギーの配慮。 

夜間診療・休日診療を充实させてほしい。ERをどんな軽い症状でも利用するのには抵抗があり，またそうしないと ER

の待ち時間も増えるので改善してほしい。 

多くの病院が休みのお盆期間と，土曜日の午後は市の休日診療も無いので，困っています。休日診療の拡大を検討し

てください。 

小児救急医療の充实→安心してすぐに子供の具合が悪い時に診察してくれる病院，救急医療。 

夜間，休日に診療可能な小児科の病院，または医院があると安心をする。 

休日の病院や他の支援体制も含め，なかなか利用出来ない。 

公園も尐ない，小児科などの医療機関も尐ない 

電車が多く通っているので，道路が狭いところが多い。子供が安全に通れる様に歩道や線引きをしてほしい＇とくに通学

路（。夜間にやっている病院が増えるとうれしいです。学校のトイレ改善＇洋式への変更，そうじ回数の増加（。 

小学校のトイレについて＇四小（。子供が「汚くて入れない」と朝から一度もトイレを使わずに下校してくる＇ほぼ毎日（。

身体に悪いのではと心配。清掃の回数を増やす，子供にも分担させるなど，清潔に保つ工夫をしてほしい。 

小児科の病院をもっと増やしてほしい。 

子供はよく病気にかかるので。木曜日，土曜日，日曜日，祝日に診察してくれる小児科があと数件増えると嬉しいで

す。市報の当番医のところに通常診察してくれる所も書いてあると便利かと思います。 

国分寺は園芸農家が多く，農薬散布や野焼きの煙が，子供の健康に影響がないか不安です。 

ここ数年で近所にいくつかの病院も増え，症状に合わせて病院を選べるので良かった。助産院はあるが，産科がない。 

休日や夜間の医療体制については未だ不十分で，特に，眼科，整形外科，耳鼻科などの科目については府中や国立

の大病院に頼る事が多く，今後市内全域でより多くのサポート体制を希望します。 

各種予防接種＇水疱瘡，おたふく，B型肝炎，ロタ（などが定期的接種になればいいとおもいます。 

仕事と生活の調和に関すること 

出産の為に仕事を辞めざるを得ず，主婦となった場合，休業中の方が復職する場合と比べて，保育所等に入りづらい

ように思える。自己都合というより，先の勤務先の制度や都合の事が多く，そのような事で失職した場合も，再就職が

極めて困難な状況にある。小学校に上がった場合でも学童が５時までなのは利用しづらい。またＰＴＡの自主的な部分

での活動について学校側の管理職の規制があるように思われる。具体的に言えば，ＰＴＡ誌の文章のチェックなど，間

違いを教えてくれる程度ならありがたいが，部下を指導する上司のように表現の言い回しまで直されると，ワープロ等も

自前で子供を寝かせた深夜などに家事を後回しに作業している身としては負担が大きく，学校との信頼関係に悪い影

響がある。 

問 42に記入しましたが，働く女性が増加してきている今日，産休，産休後にもスムーズに職場復帰できるように支援し

て欲しいです。 
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現在私は働いていませんが，今の環境においては概ね不満はありません。しかし，働いてみようかな，と考えた時にや

はり子どもが病気になったときや長期休暇の間を考えるとやはりまだ無理かなとあきらめてしまいます。＇もしかしたら

色々な利用が出来る制度等をしらないだけなのかもしれませんが・・・（そのような時にいつでも子どもを預かってくれる

ところがあると安心して働きにでられるかなと思います。  

本町に住んでいますので，国分寺駅北口再開発はとても生活に密着して気になるところです。現在，息子＇小６（の服を

買うには武蔵小金五のイトーヨーカドーにわざわざ出かけていますので，再開発によりそういったものが購入できるよう

な店舗が入るといいと思います。又，再開発による駅前での解体作業が始まっていますが作業による車輌の行き来で

の安全に努めていただく，また解体の空地化での防犯上の意味をこめて夜間照明をたやさないようにお願いします。 

以前に公民館主催の「幼い子がいる親のための教审」に参加させていただき，その後子育て自主グループとして活動

し，並木公民館の「保育审」を利用させて頂いておりました。その数年間はとても貴重な時間であったと今現在も続く子

育ての中で核となっております。母と子が地域で育っていく素晴らしさ，大切さを養っていく場であると思って居ます。そ

んな貴重な場所，恐らく他地域でも珍しい場である「保育审」活動予算が年々減らされている事は大変悲しい事と感じ

ています。世の中には「働きたい」とおもっている母親ばかりではないし，事情があり，働けない母親も居ると思います。

しかしそういった母親たちも地域に関わりたい，何かに貢献したいという気持ちは持っているはずです。そんな母親たち

にとっても「保育审」はとても大切な場所です。働いている母親たちの支援ばかりでなく，こういった母親達の活動にも目

を向けて欲しいと思います。ここで学んだ母親たちはその後ＰＴＡ活動などで学校や地域に貢献しようと頑張っていま

す。今年の市長面談がキャンセルになったこと。残念で仕方ありません。 

仕事と家のことでも疲労感がぬぐえないのに子供がいるからと学校や地区の活動に協力しなくてはならないのはつらい。 

現在，学校の地区委員と本多の子供会の役員をしております。どちらも希望して引き受けた訳ではなく，なり手が不足

していて，やむを得ず，受けました。仕事柄，週末，祝日，お盆，お正月などに出勤することが多く，こうした役員の仕事

は，働きながら子育てをする上で非常に負担が大きいです。尐子化になって子供の数は減っているのに，役員の数だ

けはそのまま，または増えているという現状はおかしいと感じています。本多の子供会では，お祭りの際，大人みこしの

警護をお母さん達がやらされています。「地域全体で子育て」もちろん，理想だとは思いますが，仕事をしながら子育て

をして，さらに地域の雑用までやらされるのは限界があります。学校の役員も，本当に必要なのでしょうか。市の行政と

は直接関係ないかもしれませんが，安心して子供を産み，健やかに育てていくのに，役員は大きな負担です。役員のせ

いで，貴重な家族の時間が犠牲になっています。 

保育園や学童保育所の預かり時間を延長したところで，子供は健やかに育つはずありません。それよりも，労働時間

が短くても，賃金は変わらずもらえるとか，時間的なゆとり，子供と過ごす時間が増えるような施策を考えて欲しい。働

き方や，雇い方を変えるような社会制度を作ってほしいです。もっとゆっくり，ゆったり過ごせるような社会にしてほしい

です。それにはどうすればいいのか，私にはわかりません。でも，預ける場所ができれば Happy というわけではないと

思います。それだけ悲しい子も増えるかもしれません。でもその反面幸せになる子もいるのかもしれないけど。貧しい家

庭も不安になることなく，子育ても楽しめるようにするには，どうしたらよいのでしょうね？私は国分寺市は，子供も大人

もゆったりと生活できるまちであってほしいです。仕事に追われて，ギスギスした家庭，トラブルの多い学童保育所なん

てまっぴらです。 

シングルマザーですがそれでも子供との時間を大切にする為，家族や職場の方や地域の方に助けていただいていま

す。サポートと理解のある方に囲まれている私は幸せですが，苦しくても声を上げられないお母さん達のためにもこの

アンケートは役立つと思います。離婚時，支援課の方には本当にお世話になりました。国分寺でよかったと思います。

今後ともよろしくお願いします。 

子供が小さいうちはしっかり腰を落ち着けて子育てできる環境が母親に保障されることが大切だと思います。景気の悪

さや養育費の高さから母親が働きに行かざるを得なくなる人が周囲に増えているのを感じます。例えば幼稚園選びに

関して言えば本来は園の保育の質で選びたいはず。でも延長保育の有無や給食の有無など，母親が働ける環境の整

った園を選ばざるを得ない，といったことが多くなっているように思えます。一見したところ，それは母親のサポートのよ

うでもありますが，本当に母親がしっかりと子供に向き合ってお互い育ち合う子育てのサポートとは尐し違うように思い

ます。母親が外に働きに出ることで忙しくなり，早く早く！という子育てではなく，子供のゆっくりとした成長をゆったり見

守っていける，そんな子育てのサポートを望んでいます。小学生はそういったしっかりとした幼児期の母子関係が築か

れた後の話です。子供が成長し，手が離れるようになった時，母親がスムーズに就労できるシステムが何かしらあると

尚，良いですね。 

特にインフルエンザについては，発症から５日間と延びましたが，休めない社会＆預け先がないから数日誤魔化し，流

行するのだと思います。職場にもお願いしていますが，小学生を養育する保護者は「出動停止」となる社会になるよう，

まずは国分寺市にがんばって頂きたいです。学童が終わってからは，特に産休・行事の過ごし方について親は悩みま

した。よそのお宅にばかり言ってほしくもなく，子供だけで過ごすのも物がなくなるなどのトラブルもあり，やめさせまし

た。４年生以降もこの期間だけは学童を利用したいです。真夏は外で遊べない事と，雤の日，真冬の寒さも外では厳し

い日もあり，塾等をいっぱい詰め込んで乗り切りましたが本意ではありませんでした。大きな地震があってから１人で過

ごす事がやはり怖いようです。朝から夕方まで１人で過ごすには長すぎます。ぜひ早急に対忚して頂きたいと思いま

す。また急な残業に対忚できるような夜の居場所も検討して下さい。私自身も保育士をしており，子育てのサポートをし

ています。自分の子育てが生かせる仕事だと思っているので，続けたいと思っていますが，我が子に負担をかけたくな

いのが本音です。一緒に過ごす時間はたくさん愛情表現をして接していきますので，その他の時間で寂しい思いをしな

いようぜひ策をお願いします。 
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保育サービスや子育て支援に関すること 

母として親として学べる場があると助かると思います。ママ友との付き合いも悩む人が多いです。先日思春期のセミナ

ーに参加してとても役立ちました。又，参加したいと思いました。 

病児・病後児保育を充实させて欲しい。就学前は利用できたが，小学校にあがり利用できなくなった。低学年だけでな

く。体調の悪い時に一人で留守番を 1日させることは不安がある。仕事も父，母思うように休めず，祖父母にも毎回預

けられるわけではないため困っている。せめて小学校低学年は利用できるようにしてほしい。＇特に病児保育も（   

行政が行っている子育て支援はありがたく利用させていただいております。が，ファミサポなどもう尐しわかりやすく気

軽に利用できるシステムになると良いと思います。手続きが面倒だなと思うと利用せず子どもが大きくなってしまいまし

た。实際にはそうでもないのかもしれませんが，それより一時的に子供をあずかってもらえるオープンな場所があると良

いです。利用しやすい場所で広いスペース充实おもちゃ遊具があり，一時間○○円で預けられる。小さい子がいると買

い物や美容院へ行くのもままならないので忙しい頼る人がいない母にとってはそんな時間が尐しあるだけで，気分転換

になります。もし行政で無理のようなら個人のお宅に助成金を出し，受け入れ態勢を整えてやっていただくなど検討を。

保育園の一時預りだけでは敶居が高すぎだったり予約がとれなかったりするので，お願いしたい所です。 

難しい問題だと思いますが，女性が子供を安心して産まなくなったのは，初めて子供を産む年齢が高くなった事と，子

供を育てるのにお金がかかるようになった＇子供にできれば高い教育を受けさせるのが一般的になった（ことの影響が

大きいと思います。また女性が若いうちに結婚して子供を産むためには女性が働きながら子供を育てられることが当た

り前の世の中になるか，女性が就労しなくても男性が生活費を十分に持ってきてくれるような世の中でなければなりま

せん。子供を健やかに育てるには親がある程度の時間を一緒に過ごせたほうがいいと思いますが，現状子供と過ごす

時間をも大切にしながら，尐しだけ働けるような仕事はとても尐ないと思うし，親以外の誰かが一緒に居てくれるような

施設を増やせばいいというものでもないと思います。教育についても，市から補助金を出してもらいたいというようなこと

ではなくて，皆が子供に高い教育受けさせたいと思うということに問題があると思います。高学歴が必要な仕事は世の

中にそんなに多くないし，高学歴だから高収入ということでもなくなってきましたし，社会には農業などに従事する人が

多くないと先々困るとも思います。まとまりの無い文章で申し訳ありませんが，子供を産んでも仕事を辞めずに仕事の

拘束時間を減らしてくれるのはあたりまえ，子供の病気の時は休むか，病中保育にあずかってもらうのはかんたんにで

きる，子供にはそれ程高い教育をうけさせなくても良いし，子供の将来の就労についてもたくさん口があるから心配しな

くていいという世の中でないと安心して子育てはできないと思います。 

子育て支援センターや保健センターでの健診や子育て相談などは丁寧で利用してよかったと思います。小学校の先生

方も熱心で信頼出来る教育をしてくださっており感謝の気持ちでいっぱいです。国分寺市で一番気になる点は環境の

悪さです。 

上の子が１歳半のとき「幼い子のいる女性のための教审」に参加させていただいて，非常に救われました。自主活動も

させていただいて。解散してからも仲良くさせていただいた事で安心して，幼稚園，小学校へ通わせることができ感謝し

ています。 

子ども園，保育園の充实 

保育所について。預けたい，と思う人が安心して受け入れてもらえるようにしてもらいたいです。この点でただ預ける場

所を増やすだけと云う考え方はやめてください。庭もないマンション型保育が増えていますが，同年齢，異年齢の集団

生活，人との関わり方はとても大切な時期なので公立保育園で行われている様な計画性のあるベテラン～若い人まで

バランスのとれた環境で保育をうけられるようにしてください。もとまち保育園卒ですが，とてもいい保育園でした。この

様な園を増やして下さい。＇公立園の民営化することについて反対です。（就学児になり，放課後に不安があるため仕

事をやめました。3.11の時兄は自宅に一人でした。電話連絡は取れずに親子共にとても不安な時間を過ごしました。 

ファミリーサポートの充实は近くに助けが無い人にとってすばらしいと思います。病後児，病児保育があればより働く母

親に助けになると思います。私は子どものために仕事をセーブし，第一線に戻る事はもう無理だと思うが，これからの

人の為に選択肢があることが尐子化に歯止めをかけて税収をアップし，市の活性化に繋がると思う。 

普段は子供を預かるサービスなどは必要ないけれど仕事をしていて急に病気で学校を休む日があったらその日だけ預

かってもらえる所があったらいい。子供が休む事になっても仕事を休む事ができないため，その場合は置いて行くしか

ないので。 

学童や保育園等の「指定管理者制度」が先行き不安です。きちんとお金を使い，子供たちの健やかな成長のためにき

め細かく，きびしくチェックし，修繕や改良などはすみやかに行って頂きたいです。 

高学年については，学童とプレイステーションを兼ねたような場所が，各学区ごとにあるとありがたいです。また今は随

分丈夫になりましたが，小さい頃は体が弱い子供だったので，父母ともにフルタイムで働く者としては，病後児保育の拡

充をして頂けると安心して働きながら子育てができると思います。 

泉町は団地も多く，子供も多いので，泉町付近にもっと保育園を作っていただけたら，と思います。 

子供を育てる際に，共働きでも育てていけるよう利用しやすい場所に保育園があるなど，もう一歩利便性を向上させて

欲しい。 

歩いて通える所に幼稚園が欲しい。 

母親も就労できるよう子供の預け先の充实＇保育園，学童保育，病児保育（。 

期待していません。学童の先生には感謝していますが。他の市職員の子育て支援に対する姿勢には，全く，全く期待で

きません。 

他の土地をあまり知らないので比較は難しいのですが，保育園の乳幼児の待機児童数が解消されていないと伺ってい

ますので，早めの対忚をお願いしたいと思います。 
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良い環境で子供を育てたい！というのは，親であれば当然の望みです。それが，自分の子だけでなく，お友達にも，こ

れから生まれてくる子達にも，と想いを募らせていくことは，必然のことだと思います。今までの良かった点を継続しても

らい，さらに質も状況も良くなるように願っています。保育園の民営化は本当に心を痛めています。「宛名の子」は今は

小学生です。でも，小学生になる前は保育園で過ごしてきました。卒園したからといって，保育園の状況はどうでも良い

とはとても思えません。赤ちゃんだった「宛名の子」をかかえて，大変な思いをしながら育ててきたことも，保育園の先生

が支えてくれたから乗り切れたことも，忘れられない大切な経験です。 

働いている家庭が安心して預けられる保育園が増えるといいと思います。 

産む前は経済的な負担等についての心配ばかりでしたが，实際に産まれ育てていくなかでは，子供の学校での様子な

どの方に心配がいくようになりました。同じ兄弟でも一人一人様子が違うので何番目の子供だから大丈夫というものは

なくデリケートな内容である場合は他人になかなか相談しづらいので。経済的なこと以外にもサポートがあるといいかな

と思うことがあります。 

２人の子供は，保育ママ，保育園，学童保育所に恵まれ，のびのびと育ちました。親も安心して就労続けることができ，

市政には感謝しております。私は幸せな例かもしれません。１人でも多くの方がこのような制度を利用できることを願っ

ております。 

灯りの暗い施設は子供が泣き叫んで怖がるので，照明だけでも変えてほしいです。私は専業主婦ですが，リフレッシュ

した時，予約しなくてもあずけられる一時保育を低料金で利用できればと思います。西国分寺周辺におむつ交換と授乳

両方ができるきれいな場所をぜひ作ってほしいです。 

保育所の増設。現在は働いていませんが，今後就労を考えています。が，实際は未就園児がいると預ける場所がない

ので働けません。働きたいと思った時にいつでも預けられる保育所があるのが理想です。 

親子広場が充实しているのはすごいと思います。保育園も沢山出来ています。でも幼稚園が減っているのではないで

しょうか。働くママの支援だけでなく，色々な立場の人にとって住みよい町にしてほしいです。専業主婦やパート・アルバ

イトの主婦は幼稚園を求めています。BOUKEN卵のような施設も駅近くにあることが必要だと思います。实家では駅近

くのビルの中に支援センターが入っていたりします。小学生のいる保護者としては，スタッフの常駐する遊び場が市の

北側にもあるといい。 

保育園の数は増えたが，園庭がなかったり環境は様々。質の良い保育園を確保して欲しい。公立の幼稚園が一つもな

いのはどうなのか？本多，本町地区に遊び場が尐ない。近隣の学校で児童数に違いがありすぎる。本多２，３丁目地

区の３小学区を７小学区にして兄弟関係や３小希望の人を３小選択させる方法が良いと思う。 

幼児期の一時預かりの施設が尐ないし，高価。公園や学校周辺，駅など防犯をしっかりしてほしい。駅前工事は仕方

がないが，うす暗く車の動きが多く危ない。警備員の増加をしてほしい。子供にかける予算が尐なすぎる。学校等の施

設は古く汚い。医療費や予防接種など有料など「国分寺市は貧乏！」と言われても仕方がないと思う。 

民間保育園を市が指導・介入できる仕組みづくりをしてほしい。上の子が通っている近くの小学校運動会と下の子の通

う保育園の運動会が２年続けて重なりました。保育園に話したら「練習を見にきてください」という回答でした。なんてこ

とを言う保育園だろうと非常に腹が立ちました。日程設定の理由もその後の行事との兼ね合いという事で納得できる理

由ではありませんでした。市担当課に話をし，保育園との話し合いの場を設定いただきましたが，民間なので介入でき

ない，それで終わってしまいました。保育園側は１個人の親としてしか受け止めてもらえませんでした。保育園は保護者

会立ち上げはしても良いが，チラシは配布するなと，保護者側で何か行動する事はさせてもらえない状況でした。３回

連続して重なるのは何とかしたいと思い，４小の校長先生，教育委員会へも現状説明を行いました。教育委員会の方

は本来順番に重なるのが筋とのことでした。上記の状況から第三者評価の結果は３回目その年度はさらに悪い結果と

なっていました。しかし第３者評価結果について２０１１年１０月３１日市民要求实行委員会で市担当課長は「何もしてい

ない」と回答しています。長期計画後期基本計画のパブリックコメントの回答には，保育所保育指針などから逸脱した

場合，市は指導すると書いています。「保護者に対する支援」ができていない保育園ですが，市は現状把握も指導も出

来ていません。民間保育園には保護者会がある園は尐なく，何か問題があっても意見を受け止める場がありません。

個の保育園は行事日程への配慮は充分かに対して「いいえ」が 24.6％と回答しており，個人の問題でない事が多いで

す。待機児の問題からハード面が重視されていますが，保育の質に関して市は責任を持ってほしいです。現状把握と

指導する仕組みを作って下さい。 

子どもの一時預かりについて，夏季休暇は１カ月単位で利用できますが，春季，冬季など１日利用できる金額が高いの

で働ける預けられる環境をお願いしたいです。 

子どもが小学校高学年になってしまったので，ほとんど必要ではなくなりましたが，どうしても子供を預かってほしい状

況になった時に，預かってくれる場所があると助かります。 

子供が小さいうちはすぐに体調を崩し，仕事を休むのが大変でした。つい無理をさせたり，ゆとりがないので子供にも辛

く当たってしまいがちでした。先ずは当たり前に休める社会になってほしいですが，病後児保育を行ってほしいです。 

現在進められている児童館，保育園の民営化は質の低下を感じ，とても不安に思っています。 

国分寺市には私立幼稚園しかなく，公立の幼稚園がありません。しかも補助金も尐なく，小さい子を持つ親に対しては

本当に優しくないと思います。子供をもう一人産もうと思う決断ができなくなります。その辺をもう尐し考えてほしいです。 

バスにベビーカーをたたまずに利用したい。 

学童保育については，普段のときには３年生まででも仕方ないと思いますが，長期休み中，せめてお昼ご飯を一緒に

食べられるスペースを作って欲しいです。４年次に上がって 4/1から突然自宅で食事をしなければならない淋しさは子

供にとって辛いことだと思います。今すぐに改善できることできないことはあると思いますが，安心して子供たちが生活

できることが，市民全体の安心に繋がると思うので，徐々にでも良い方向に進んでいって欲しいです。 
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国分寺は自然が多く，歴史にも触れることができ，子育てをするには住みやすいと感じている。子育ての相談をした時

の市の対忚がまあまあ良い。 

保育園に入るのになかなか入れないという事はありましたが，入れてからは保育して頂くことで安心して仕事をすること

ができました。ですが小学校に入り朝の登校できる時間も保育園だと７時から可能だったのが，今は８：１５～しか校舎

に入れず校庭で過ごしています。最初の頃は東日本大震災もありとても心配でした。帰りも学童利用していましたが。

夕方６時までしか見ていただけず仕事を常勤からパートにし，時間を短縮せざるを得ませんでした。正直保育園の時の

方が安心して仕事をできていたように思います。 

私は近くに公民館があり，一人目の出産後から公民館での子育てサークル＇保育审（を利用させていただきました。不

慣れな子育ての中，しかも孤立してしまいがちな状況の中にあり，公民館でのその場で情報を得られたり，地域の知り

あいができたりと本当に精神的にとても助けられ感謝しています。結果２人目が幼稚園に通う現在でもそこで得た経験

や人との繋がりなどは今でも続いていて今の自分の中での重要な部分となっています。市にはこれからもそのような地

域に関わったサービスの提供をしていただきたいと思います。公民館の利用のしやすさ，そこでの子育ての取り組みが

多くの人に利用されとても必要なものだということを認識いただき引き続き支援いただきたいと思います。 

今は子供が小学生ですが，保育園の時は病気になると自分が仕事を休まなくてはならずとても大変でした。病気の子

供を預ける所もいつもの保育園とは先生もちがい，場所もちがうとなると預けられないと感じます。保育園もなかなか希

望する所に入所できず，家から遠い保育園に預ける事になってしまう事が不満に思います。家から近い所の保育園に

優先して預けられるようにした方が良いのでは！ 

確かな学力と豊かな心に関すること 

教育に関するお金の負担減のために対策をお願いしたいです。貧富の差が学力の差につながっているのが現状で

す。・学校の教育の向上，塾と比べて劣っているといわれても仕方がないと思うことがあります。学校のせんせいにも児

童精神の事を詳しく指導されたら，不登校児の減尐につながるのではないかと思います。一年生から不登校になる子

どもたちが増えていると思います。とても悲しい事です。原因が担当の先生の子もいます。自分の子は元気に通ってい

ますが，クラスに一人でも不登校の子がいると本当に悲しくなります。 

私も国分寺市の出身で以前に比べると交通の便もよくなって変わっていると思っております。子供を小学校へ出し，と

にかく今の小学校は授業妨害をする子が多い事に驚いています。じっと座っていられない子，勝手に発言してしまう

子，授業中立ち上がり出て行く子，自分の思い通りにならないとわめいていすや机を倒したり，周りの子をけったりと暴

力をふるったり・・。先生も気の毒ですが，同じクラスにいてまじめに勉強したい子にとっては学校にいることが苦痛であ

る現状。発達障害やグレーゾーンの児童に対してのケアーをよりよくしていただかないと大変な状態です。２人の子が

いますが，両方ともいろいろな経験をして辛い思いもしています。私自身，母校に出した事を後悔しております。早急に

クラスアシスタントなど増員したり，特別支援学級を各学校に設けるといった事をして頂きたいと思います。 

公立の小学校の先生によって随分と対忚が違います。子供の教育は平等であるはずなのに，今現在平等でありませ

ん。経済力がある家庭がやはり「良い教育をうけられているよう实感しています。学校の先生が塾にいっている事前提

で授業をするため，問題をやらせるだけになっています。親は不安になり塾に行かせる為，その費用をまかなう為母親

が働きに出て，子供のことを見てあげられなくなると色々と悪循環に陥ってしまします。学校の先生のレベルの向上，で

きれば放課後子どもたちが選べる習い事や塾と提携し，市の援助によって安くピアノ，バレエ，水泳，塾など，学校が見

守れる，一人で過ごさなくて良い環境を作るべきだと思う。 

教育水準が比較的高いので，"出来る子”をもっと伸ばすことができる制度。・留学の援助 

学校教育の質には大変満足しています。 

学校のトイレが汚い。高学年になるまで使えずに我慢していた。特に和式。公共施設のトイレも学校のトイレもキレイで

使い易いものにしてください。 

図書館の貸し出し方法の改善。三小の学区内に分館を設置するか，学校での予約・貸出ができるようにしてほしい。 

学校の担任が問題のある先生だった。クラスの中のある人は校長先生に直接話に行き，保護者だけの集まりでは問題

になり，クラスの役員さんが代表として先生に直接お話しをしてくれた。うちの子供は夜眠れなくなり，スクールカウンセ

ラーに相談した。それでも事態は何も変わらず，カウンセラーの先生も，この制度はおかしいと思うと言われたが，親子

共々２年間耐えていくしかなかった。他の学校のこと，過去の話も聞いたが，問題がおきてもうやむやにしてその年はた

えるしかなかったというのが現实らしい。自分自身も歯がゆい思いをした。何か問題が起きた時，学期の途中でも担任

を変えられる制度がほしい。またせめて事態をよくするために努力したことの情報開示をしてほしい。公立の学校へ行

って地元の友達を作ってほしいという親の願いがあったが，それは間違いだったかと思っている。 

中学生は農家で集団生活をし，生きていくための最低限のことを身に着ける。小中学生時，学問の取りこぼしがないよ

うに，寺子屋的なものを各自治体に置き，自由に参加できるようにする。高校では職業体験を科目に入れる。大学は入

学時は門戸を広く，受験料も事務手続き費用程度にする。大学在学中，卒論，研究内容などは深く掘り下げ，簡単に卒

業できないようにする。子供達が好きなことを職業にして自信をもって生きていけるように教育。 

子供をたくさん産める環境づくりに力を入れて頂きたい。無駄を省いて頂き，教育関係に力をそそいで頂きたいです。 

小学校の教育の充实，放課後の活用。図書館サービスの充实，利用時間の延長，ブックポストの増設。通学路の通行

止めの徹底。科学教审の継続。文化，芸術イベントの継続。 
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保育園から小学校へ変わる時，なかなか小学校生活になじめないでいます。せめて，一年生の間だけでも２人担任制

にするなど，きめ細かに見てもらえないでしょうか？例えば子供はケガをしても保健审にも連れていってもらえません。

先生の資質もあると思いますが，目立っててのかかる子ばかりに気をとられているようです。親世代とちがって，今の子

供たちは精神的に弱いように思います。長い学校生活のスタートの時にどの子も喜んで学校に行けるように忚援して頂

きたいと思います。 

小学校の先生の質をもっと上げてほしいという事を望みます。指導要網に沿えばいいと言った感じの先生があまりにも

多く，とっても残念です。 

暗い道の街灯を増やして欲しい。学校用品が買える店を市内に作って欲しい。学級を尐人数学級にして欲しい。土曜

日に月２回でも学校をして１日の授業時間を減らしてあげて欲しい。児童館，学童の敶地をもっと広くして欲しい。水泳

や体育の授業を減らさないで体を動かす時間を多くして欲しい。洋式トイレの増設。給食センターを市内に作り中学校

給食を美味しいご飯にしてあげて欲しい。民営の良いところと悪いところを教えて欲しい。子供に関する市の係は子育

て中の方する方が良いと思います。 

小中学校での精神的なおおらかさを求めます。最近は先生方が，研修やその報告等，实際に子供と向き合う以外の仕

事が多く，ゆとりを失っておられるように感じます。おおらかで心の温かい先生の元では，自然と子供達も心を寄せ合っ

ていくことを实体験から知りました。先生方の事務的なお仕事を軽減し，学業向上を目指すなら，復習の為の補習な

ど，生徒と過ごす時間を増やして頂けたらと思います。 

市民税や国民年金等の軽減。体罰と愛のムチの分別のつく社会，教師の育成。国分寺市は自然が多く，子供の育成

にとても良い町だと思います。しかし，新道の南北道路による影響と分断が尐し心配です。雑木林等の保護で自然と虫

たちも大切にし，子供の良い教育の材料となる様願う。 

子供にとって大人の存在はある意味学習するよりも，良くも悪くも大きな影響を与えるものです。学校だけが学びの場

ではなく，道を行きかう人々がもっと子供に理解を示し，また教えて行く事が自然に取り組めるのが望ましいと思いま

す。それには個々人が日本人としてのプライドを持ち，異文化を受け入れつつもしっかりとした土台に根付いた生き方

をしていくことが基本でありたいと願います。将来に本を担う子供たちが誇りを持って世界に羽ばたく為にも今の自分の

生き方を深く考えさせられる機会となりました。 

学校に担任が１人の子にかかりきりにならないように副担任や補助の先生をつけてほしい。 

問４２-１にも書きましたが，第二小学校のトイレは様式が尐なすぎます。子供に話を聞くと，洋式トイレに行列ができて

いるとのこと。子供達が余計な負担を抱えず，安心して勉強に臨める環境作りをお願いします。昨年？エアコンを設置

して頂いたとのことですが，引き続き改善していただければと思います。 

子供の年齢によって求めているものは異なるが，乳幼児の頃は医療費，幼稚園代などが大きな負担だった。現在は習

い事や塾代がかさみ，働かざるを得ない。本来ならもう尐し仕事をせずに関わる時間を持ちたかった。通信教育，塾を

頼るのは小学校での学習量，質に不安，不満があるため。小学校はクラスのまとまりがなく，騒いだり維持根があった

りする。一概に先生のせいとは言えず，先生がより授業に集中できるよう副担任，より密なケアが必要な子へのサポー

トのような大人が付くよう市から派遣してもらいたいと願う。 

第４小学校では休み時間を強制的に校庭にでなければいけないルールになっている。が。遊ぶ相手のいない児童にと

っては精神的苦痛が大きい。休み時間は図書审で本を読むなど「一人で過ごせる方法」が使えるようにしてもらいた

い。休み時間体力の向上ということを目的にしているのだろうが，強制的にさせるべきではないと思う。 

国分寺市だけではないだろうと思うのですが，学校での教材費が無駄に係りすぎていると思います。図工にしても理科

にしても親にしてみればこんなものをつかわなくても学べるであろう！学校にあるものを使って先生が分かりやすく説明

すれば十分であろうと感じる事が多々あります。他もそうだからではなく，では国分寺はこうあろうとより親と教師と学校

と市と密になり独自性のある運営を考えていってほしいです。例えば図工で書道用の細筆を用意してくださいといわ

れ，既に書写で使っているものではダメなのかと問えばダメ，せっかく立派な絵の具セットがあるのでその筆ではだめな

のかと問えばダメ，泣く泣く新しく購入し，もたせ出来上がった作品を見て何故わざわざ用意させたのか全く理解でき

ず，怒りさえこみあげてくる状態。細かいことかもしれないが，双子，兄弟の多い家庭にとっては意外と大変です。その

細かい部分も教師→校長→教育委員会と見直しなどやっていってもらいたいです。 

第二小学校に通っています。トイレが汚くてよく我慢しているようです。上の子＇中1（が小１のときから改修工事を希望し

てきましたが，なかなか实現できずですね。下の子がいるうちにはかないますように。 

子供の相談に一貫性があると良い。小学校に入る時に相談機関が切れてしまったのが残念だった。再び一から説明し

なくてはいけない事もありました。一貫していたらよく理解もしていただけると思うし，話が早くすむと思う。 

経済的支援に関すること 

医療費控除を 23区と同様に収入制限なしで中学生までにして頂きたいです。 

経済的負担の軽減  

所得による色々な制限をなくしてください。それなりに肉体的にも精神的にも大変な職業です。休日も尐なく働いてるの

に控除だったり，医療費，教育費にお金がかかるのは納得いきません。医療や教育はみんな平等にするべきです。子

どもが３人もいて大変なところもあります。そういうのも考えて欲しいです。 

国分寺市の友人は私も含め，３人以上の子供を持つ人が沢山います。経済的に余裕があれば私も４人目がほしかった。

一人も育てる気が無い人より，３人以上の子供に対する手当てを充实させたらもっと産む人は国分寺に居ると思います。 

中学生までの子どもの医療費を無料にしてほしい。 

医療費に係る補助を考えて欲しい。 

医療費助成を１５歳まで無料もしくは 200円にしてほしい。 
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私立幼稚園の数も多く，魅力的な教育をしている私立小学校に通わせている保護者も多いので教育費の補助金なども

見直して欲しいと思います。 

子供を産むための助成金を増やす事。・一人っ子が多いので兄弟が増えれば，増えるほど助成するなど，金銭的補助

や特典＇？（などをつけていったらいいと思う。・子供を欲しくてもできない人のための援助。 

国分寺市は住民税が高いにも関わらず，住民サービスがおそまつ。中学校卒業まで＇所得制限なく（医療費無料など

思い切った施策をしてほしい。 

子育てに関わる経済的負担の軽減・ 

子供の医療費を所得制限がありますが，小学校のうちは病院に通う頻度が多く家計を逼迫しているときがあります。小

学生のときだけでいいので，所得制限をもうけてほしくありません。 

不妊治療者に対する経済的援助。 

医療費補助の所得制限をなくして欲しい。 

NHK受信料を減額して欲しい。 

医療費中学生まで無料で。 

又，子どもをもっと気軽に預かってもらえる場所があればいいと思います。経済的にぎりぎりなので小さい子供がいる母

親が 1～３時間位，すき間時間を利用して千円～二千円でも１日稼げるシステムがあればと思います。それだけでも十

分生活の向上できると思います。 

義務教育中の医療費無料。交通費軽減。 

子供を育てるということは，お金が必要です。なので働いています。家のことも，子供のことも仕事のこともがんばってま

す。なのに，医療費も所得制限で，補助なし。どうしてですか？かなりきついです。中学生まで無料にしていただきたい。 

以前２３区に住んでいました。税収の問題はあると思いますが１２歳小学生～１５歳中学生までは医療費を無料にして

ほしいです。 

医療費も１５歳までは収入に関わらず，無料にしてほしいです。 

同じ東京都としておきながら，２３区との差が大きすぎます。中学生までとはいかずとも，小学生の間は病院にかかる事

も多く，医療費の負担が大きく，「２３区だったら」と思わざるを得ません。放課後子どもプランに関しては本当に必要な

のか？事業化の必要性に疑問を感じます。やるのであれば，もっと予算が必要と思われます。一部の保護者の負担で

済むものではないかと。 

出産手当，育児手当等の見直し，保育所の拡大が絶対に必要だと思う。保育所の申請手続きでもパートやアルバイト

だと役所の方の態度が全く違う。働きたくても働けず，お金の面でも苦しいと気持ちに余裕が持てず，楽しく子育てとい

うのもむずかしい。 

子育て時の経済的支援。 

医療などの経済的な補助を多くしてほしい。中学までではなく成人まで助成がほしい。年齢とは別に幼稚園から大学ま

で常にお金がかかる。 

国分寺市は，子供に対しての医療負担軽減や支援について遅れていると思う。医療費負担軽減は，対象年齢をもっと

引き上げて欲しいし，子育て手当についても保護者が２人で働いている場合の支援が尐ないと感じる。２人で働き収入

が多いからそれなりに生活できている訳ではなく，働いている時間が長い分，非認可保育園など夜遅くまで預かっても

らえる施設に頼るほかなく，経済的負担は予想以上に大きい。逆に働けなくなってしまったらどうしようかと悩んでしまう

と思われる。高齢者支援も大変かと思いますが，このままだと高齢者だけが増えてしまい結局立ち行かなくなってしまう

ものと憂慮しています。 

なによりも経済負担がありすぎるため，子供達への教育に回すお金がない。 

保育園，幼稚園の補助金もしくは無料化。 

医療，手当等。所得制限の金額ばかりが焦点にあり，子供の構成があまり考慮されていないように感じる。所得制限が

あるのは理解しているが，第一子補助なし，第二子半分補助，第三子は所得制限対象外のような緩和を図って欲し

い。柔軟な対忚を。私設。公民館の有料化が進められているが，学校に関する集会，ＰＴＡや，子供主体のイベントは無

料で使用できるように，使用目的が公的か否かで，差別化して欲しい。するべき。 

一時保育の充实。幼稚園等値上がりに伴い，補助金の値上げの検討など，経済的な負担がへるような取り組みを考え

てもらうとありがたいです。 

教育費の心配さえなければ子供は多くてもいいです。 

医療費を一律，所得制限をなくして，平等に負担してほしい。納税額が高い人→税金をたくさん納めている人なのに，

その恩恵が受けられないのは差別だと思います。税金をたくさん払っているのに，ちょっとした事で病院に行くのも，お

金がかかるので，ひかえてしまうのはおかしい。歯医者とかも，もっとマメに通いたいのに，高すぎて不公平。都心の区

に住んでいた時は平等だった。教育費はかかるのだから所得制限しないでほしい。高い税金を多く払う人にはより多く

福祉を受けたい。 

３人目の幼稚園の無償化を望みます。来年度から２人目が小学１～３年生の場合は，３人目が無料になると聞いたこと

がありますが，確定なのでしょうか？１～３年と４年生以降の線引きは何なのでしょうか？ 

他の市に比べて小児医療の補助が尐ないと思います。子育てにおいて国分寺だからというのはどうかと思います。 

昔の様に高校進学を単純にしてほしい。塾など行かなくても学校だけで進学できる様にしてほしい。得意分野をのばす

教育をしてほしい。大学まで無料で行ける世の中になってほしい。国分寺のよい所，自然がたくさんあり，人が親切。路

地野菜売り場がたくさんある。道路計画をなくしてほしい。 
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任意の予防接種，毎年のインフルエンザは家族全員接種は痛い出費です。私が子供の頃のように希望者だけ学校な

どで集団接種してもらえると助かるな～と思います。 

子供の医療費＇マル乳（が未就学児までというのも驚きですが，隣接する府中市の病院で国分寺市の公費で受けられ

る予防接種が打てない。 

毎年インフルエンザの予防接種を子供は２回，その負担を減らしたい。 

子供に病気やケガはつきものです。所得制限の見直しをお願いします。 

低所得家庭への子育てに関する費用の援助をお願いしたいです。年収の上限設定を７００万以上ほどにして，より低所

得の家庭への配慮を。 

とにかくお金がかかることが一番大変。 

医療費の負担０円に中学生までし， 

車道と歩道を分けた整備が必要だと思います。医療費を高校生まで軽減してほしい。運動＇スポーツ（する場所が尐な

すぎる。 

夕方遅くまで外に出ている事はあまりありませんが，暗くなってくると街灯が尐なく暗いので心配になります。子供達に

特に冬は反射腕章，反射タスキをつけてもらいたいです。自分の子供が外出する時も心配ですが，私が車を運転する

時にも子供が見えにくいことがあるので，国分寺のルールにしてほしいです。第３子以降に補助金がでるといい。 

医療費はせめて小学生まで全員に援助して頂きたい。収入に忚じてとなっていても，子供の数が多いのに収入面はギ

リギリで援助が受けられない。となると，病院に行かなくなる。 

幼稚園の補助費が尐ない。 

今回収入超過で医療費の市の負担からはずれてしまいました。小学生のうちは病院にかかる機会も多く，かなり負担

がかかります。小学生のうちは，収入の金額に関係なく，助成してほしいです。 

国分寺もとなりの府中市や２３区のように，小学生も医療費がかからなくなればいいと思います。 

お隣の府中市のように，中学生まで医療費の補助があればと思います。 

経済的負担の軽減，児童手当を増やして欲しい。 

１人親なのに，年収があがったことで手当が受けられないのはおかしい。その分税金を払っているし，１人親だからお

金が必要なので，その分働いている。改善してほしい。 

１２歳まで医療費無償化。 

医療費に関わる経済的負担の軽減。未就学児までの医療費保障ではなく，中学生まで全員親の収入に金額に関わら

ず市で負担して頂けると有難いです。 

私学に通う子なので地域の情報が乏しい。また昔のように町を挙げての盆踊り，屋台などにぎわっていたころが懐かし

いです。子供を育てていくうえでやはり教育費はかかります。子供の人数にあった，たとえば税金の免除や優遇処置，

子育て手当てなど充实させることを切に望みます。 

予防接種の無料にしてほしい。 

中学入学の際に用品などで，とてもお金がかかります。補助金などの対忚をしてほしい。 

医療費助成を１５歳まで続けてもらえると助かります。 

武蔵国分寺公園内に遊具を設けてほしい。毎朝，早くから通学路に立っていただいている地域の方々にはとても感謝

しています。悪天候の中でも欠かさずに見守ってくれています。市から謝礼を出してもいいのでは？と思います。公費

負担となっていない予防接種については市から補助があるとありがたいです。 

４２－１に付け加え，医療費も補助がなく３割負担だと，気になる程度だと医者に診てもらうことをためらう事が多く，収

入制限による厳しさを痛感しています。ギリギリのラインで引っかかり，とても不満です。 

幼児期の一時預かりの施設が尐ないし，こうか。公園や学校周辺，駅など防犯をしっかりしてほしい。駅前虎児は仕方

がないが，うす暗く車の動きが多く危ない。警備員の増加をしてほしい。子供にかける予算が尐なすぎる。学校等の施

設は古く汚い。医療費や予防接種など有料など「国分寺市は貧乏！」と言われても仕方がないと思う。 

先ほども尐し書きましたが，医療費や子供手当に差があるのはおかしいと思います。子供一人一人の権利は同じだと

思うので，皆一律にするべきなのではないでしょうか。所得制限をなくすべきだと思います。 

子どもの交通費，入上料金など子が増えるごとに出費がかさむ。支給される額が増えるのはありがたいが逆にかかる

費用をなくしていってほしい。例えば交通費１人目は半額，２人目は１/４３人目は無料など。子供が成人して働くまで子

どもは子供。尐子化が進むのは費用がかかりすぎるためで１人目と河原に出費であれば２人目，３人目，４人目と１人

産んだ女性であれば兄弟姉妹がいてもいいと思う人が多い。０→１を目指すより，１→２，３，４と目指す方が現实的。今

の政策は場当たり的。 

子育てに関しては市立幼稚園もなく，医療費の所得制限や年齢制限があり，住みやすい町とは言えません。 

子供の医療費の助成範囲を広げてほしい。 

２３区のように中学生まで医療費無料。習い事に対する一定額の補助。 

３人の子育てをしていますが，収入制限のため医療費を支払う額がかなりの負担です。特別ぜいたくな暮らしではなく，

教育費もかかるために節約していますが，ほんの尐しの収入オーバーの為に医療費の控除が受けられません。せめ

て中学校卒業までは無料にしてもらいたいです。子供の友人はニキビ治療が病院ではタダだからと通院していますが，

うちの息子たちは無料にならないので，我慢させています。ほんの尐しのケガで通院している子もいるようですが，不公

平な気がします。 
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子供医療費と児童手当の年収制限が同じ額で切られている。一度に両方が打ち切られてしまい，負担が重いと感じた

事がある。 

公立高校無償化で私立高校に通っている人は所得制限があってもいいので，手当てや補助金をだしてほしい。 

病気で働けない親のために手当てなどの支援をして欲しい。＇私は生活保護受給者ではない（ 

安全・安心に関すること 

昔からのものなので道幅が狭く＇メインの国分寺街道でさえ（車と自転車がぶつかりそうで危険を感じます。府中市のよ

うに，道路整備が進むと良いなぁと思います 

道路を整備して＇歩道を確保するなど（安全面を強化していただきたい。 

安心して産み育てていくには今の方々は情報によって得る心の安定から行動へとすすんでいくこともあるように見受け

ますので「困ってから相談に来て」ということより常に良い情報を出し続ける。メール，ハガキ，市報，”。国分寺市の住

みやすさにぜひ道路整備の一貫として歩道の確保をおねがいします。早急に連雀通りの小平南高校の生徒が沢山国

分寺市を利用してくれています。キチンと歩道をつくり，安全に人と自転車が通れるようにしてください。 

小学校高学年→安全に遊べる場所危険なことにまきこまれないように地域の見守りがある街 公園，児童館のような

ハコモノもある程度ひつようですが，地域で子どもたちを見守っているような町づくりが必要だと思います。 

交通量が多いわりに道幅が狭い。歩道も狭い。歩行者優先となるような，道路の整備と交通ルールの変更が必要。 

子育て支援も充实させてほしい。気軽に子どもと一緒に遊び過ごせるところがあると良いと思う。公園なども子どもたち

が安心して遊べるようにして欲しい。最近不審者情報も多いため，子供だけで遊ばせるのは不安がある。＇特に女の

子（外でのびのびと遊べる場所を多くして欲しい。 

また子どもと自転車にのっていると道幅が狭い為危険かなと思うことがあります。自転車レーンなど整備されるといいな

と思います。 

現在，東元町に住んでおり，以前は日本各地に転勤しておりました。国分寺の道路事情があまりにも悪くショックをうけ

ています。国分寺街道ではトラックがあやうく腕に当たりそうになったり，毎日ヒヤヒヤして他の政策うんぬんの議論を

する前に歩行者の安全な道を早急に整備すべきです！どうして国分寺市の街の整備はこれほグダグダしているのか

不思議でしかたありません。保護者父兄皆で何とかこの声が届くように願っています。 

下校時，不審者が多い気がします。他の学区＇立川市など（緑のおじさんたちみたいな人たちがたっているので，そのよ

うにできないでしょうか？ 

公園の近くの道は車通りが多くて危ないし，安心して公園に行っておいでといえません。昔からの土地で市役所の前の

道など狭くてこわいのでもう尐し整備もこれからがんばってください。 

問 42で記入した内容についてに不安が現在一番大きいです。東元町に限らず，国分寺市内どの場所でも不審者の情

報が多いと思うのですが，自身も就労していたりで，日常的に地域のパトロールなどに関わることがとてもこんなんで

す。一小の地域では地元のボランティアの方々が子供たちを登校の際に見守ってくださっていますが，経済的な理由で

保護者の両名が就労しなければならないとい宇家庭も増えてきている中，地元の方々のご好意に甘えてしまっている

形になっている防犯システムのありかたが如何なものだろうかと思います。可能であれば，警察の方々のパトロールを

日常的に見えやすい形で行っていただければととても安心するのですが・・・＇犯罪の傾向的に地元の素人の範疇をこ

えてきてるようなきがします。（ 

小学校登校時，朝の見守りとして地域のお年寄りの方々に通学路にたってくださっています。とても安心して通うことが

できていることに毎日感謝しています。・3人目を出産して 3回目ともなると，健診などでの保健士さんのいう事といった

ら個人個人の勝手な意見であまり役に立たなく敬遠していました。＇2人目までの時に嫌な思いをしたから（でも 3才健

診で最後の母乳と思ったらなかなかやめられず，虫歯ができてしまったと話すと涙ぐんで親身に聞いてくれたしか衛生

士さんがいていやされました。 

信号機のない横断歩道に設置を。＇例：泉町サンドラック前（・もしくは道路＇車道（にバンプ＇段差（を。＇東山道横の車道

は抜け道になっていて時々猛スピードの車が走り危険（ 

道路が狭く，車の台数も多く通学にはとても危険だと悪感じる道が多いと思います。歩道のある道を整備してほしいです。 

冬など暗い中を低学年の子が歩いているのは危険を感じる。身近に学童保育所がある，又は帰宅途中の見守りなど

が充实すると安心して預けられるように思う。 

国分寺駅北口のバス通り，連雀通り，府中方面の国分寺街道，の道路の整備を望みます。子供，年配者を安心して通

行させにくいです。 

とにかく安全に遊べる公園が近隣に無いことが不満です。ボールをけったり，キャッチボールをしたり，遊具で遊べるス

ペース＇公園（がなく，学校から帰宅しても時間をもてあましてしまいます。特に我が家は私立にかよわせているので ，

近所に公園があればなと思って居ります。できれば北口開発に伴い，公園スペースをつくっていただけると嬉しいです。 

通学路にガードレールがなく，道幅の狭いところが多く，怖い思いをすることが多々あります。自転車もマナーが悪い方

が多く残念です。信号無視，逆走，急な坂道をスピードを出したまま降りてくる・・・もう尐しなんとかして欲しいです。また

が街灯の尐なさ暗さも改善してほしいです。 

基本的なことですが，田舎でのびのびとしている雰囲気はとても安らぎがあります。一方で道路が狭く，通学路の歩道

や自転車での通行が危険なこと，また街路樹や庭木が通路にまで出ていて子供の目の高さに枝などがあることに，大

変不満です。道路上に犬の糞などが多くあり，国分寺市民のマナーの悪さに幻滅しました。もっと行政からのアピール

が必要だと思います。 
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日本社会が高齢化しているので仕方ありませんが，国分寺市は高齢者への配慮のほうが大きいと子供がまだ小さいと

きに感じていました。駅ビルのトイレさえベビーカーで入れなかったりそれなのに，子供イスもなく困りました。歩道，銀

行などなど活動しずらかったのを覚えてます。年齢が上がり今はパチンコ屋さんの前の喫煙所やコンビニの大人雑誌

の配置などをとっても気持ちの良くない面も全体的に多い気がします。社会制度と言う市の取り組みと合うかわかりま

せんがもう尐し明るい雰囲気をお作りできると嬉しいです。 

自宅周辺には畑が多くあり，その近辺での不審者情報にはとにかく心配になる。畑の所有者の方々にも協力いただき

とにかく死角ができないようにもしくは不審者が侵入して未を隠すことができないように対策はできないものか・・。毎日

の学校・習い事の行き帰りにさえも心配している状況なので。子供を安心して育てられる環境を整えていただくことが今

一番の要望です。 

防犯メールに登録していますが，変質者がすごく多くて怖いです。 

遊具の充实した公園が近くに無い。夜道が暗くて一人歩きが危険。 

道路が狭いところが多く，歩道も車道にはみだして歩かなければならないところが多い気がします。 

通学路の危険箇所のチェック改善。・スクールゾーンに車が進入しないように工夫を。 

歩道や自転車道路など安全な環境の整備。 

高木町は道が狭いところが多く，最近は自転車も増え尐々心配しております。道がもう尐し整備されることを望みます 

今回のアンケートでもそういった实態が沢山出てくると思います。防災の観点からも子の安全＇居場所（作りについて各

所で連携をとれる体制作りをぜひ作って欲しいです 

道路が狭いところが多く，通学時などに心配。 

歩道の整備がイマイチ。分バスのルートを増やして欲しい。 

自転車を安全に運転できるような広い道など道路整備をして欲しい。 

運動会の練習をうるさいという苦情を言ってくる人が学校近くの住人にもいると聞くがどうして見守ることができないの

かと思う。学校も努力していると感じるが，地域で子どもを育てるという視点にたち，ひらかれた学校にして子育てに対

してもあたたかい目で支援，見守って欲しい。 

連雀通りに横断歩道を増やして欲しい。・地域のが見回りをしてくれて安全に暮らすことが出来る。 

通学路の整備，せまい通学路で車のすぐ傍を通るので改善して欲しい。 

通学路の歩道の整備をして欲しい。 

環境を悪化させ，国分寺市の財産である豊な自然を破壊するような府中街道バイパス工事をやめてほしい。交通量の

多いバイパスができることでバイパスの両側の住宅地にどのような影響がでるのか計画を担当した人間が責任をもっ

て長期的展望を見越したうえで立てた計画とはとても思えない。市道として利用される場所は開発計画があったおかげ

ともいえるが，国分寺市のなかでもとりわけ豊な自然のある場所だった。このバイバス工事が，この様に長期に渡り

様々な環境破壊をして行われるのを知って大変に残念でならない。道路を作って行政の仕事が終わったと考えている

とすれば，仕事の結果に感謝する人間はいったいどれだけいるのだろうか。バイパスによって小学生になった息子が交

通事故にあったりする心配も増える。行政の仕事はそこに住む人々のおだやかな暮らしのためにこそあると考える。沿

線住民のおだやかな暮らしを行政は实現して欲しい。 

市内産科が尐ない。道路整備が行き届いていないので子連れで通行が危険。遊び場が尐ないので道路で遊ばせるし

かない。小学校のアンケートなどで毎年同じ場所が危険箇所で上がっているにも関わらず改善されない。 

自転車で出かけるとき，道路も歩道も狭くてどこをはしっていいのか分からないので，安心して自転車で走れる町づく

り。自転車左側通行の徹底＇国立の大学どおりのように。看板設置（ 

道が狭いので危険だと思います。全体的に夜は暗くて怖い。 

まずは何よりも安全を願います。交通事故を防ぐ，歩道，自転車専用道路の整備。また，不審者対策に，暗い道をなく

す等。子供が，交通事故や不審者による事件に巻き込まれないかが，一番の心配事です。 

歩道が狭い。とても危ないです。 

交通量の多い道路の歩道の整備が，府中市に比べて遅れているように思えます。 

以前，中学生の男の子が自転車で帰宅しようとしたところ，不良グループにからまれ，コンビニで万引きをさせられそうに

なったそうです。そのコンビニ店員さんの機転により，男の子は保護され，万引きをしないですんだそうです。今，コンビニ

は中高生にはなくてはならないものですが，店員さんや店長さんが，助けてくれるとわかっていれば，気の弱い子も心強

いと思います。犯罪をふせぐ為にもコンビニに協力してもらうのは助かります。行政とコンビニの協力をできればお願いし

ます。最近，自転車のマナーが悪く困っています。１億円の賠償など自転車も事故を起こしたら責任をとらなければいけ

ないことを広く知らせる必要があると思います。警察との連携などで市としても何かしていただけると助かります。私個人

としては国分寺の畑がとても好きです。なんとかこのまま減らさずこの風景がのこってくれればいいと思っています。 

街灯の数が尐なすぎます。 

通学路になっている道路が狭い＇幅（と思う。自転車は道路＇車道（を走るが，道がせまいので，歩道を走るが，子供と

すれちがう時見ていて危ない。 

国分寺駅前の工事の安全対策。国分寺街道始めとする道路の安全対策。ブロックへい除去の推進。北口がこれから

栄えるだろう予測に伴い南口の沈下→南口駅前のロータリーをタクシーに占有させている田舎町風の解消。商店の看

板や陳列が道路を使用しているのでちゃんと指導してほしい。北口再開発の具体的な説明が不足している。 

通学路時間帯の車両の進入があるので，旗出しだけでなく市からも人を出したほうが安全である。 
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国分寺は，地域の方々の人柄も良く，地域全体として落ち着いた雰囲気があるので，比較的子育てしやすい環境では

あると思います。私自身も公民館の保育审グループに参加するなどして，積極的に相談相手や仲間を増やす努力をし

てきました。ただそれでも子供達の教育や安全，家事の全てを一人で担うことに非常に重責を感じています。本来なら

ばもっとのびのびと育ててあげたいと強く思っています。ただ，社会や地域で他人に迷惑をかけず，安全に，学力もそこ

そこに普通に，と思うと，どうしても母親が無理を強いられる現实があります。母親が自分だけの時間を持てる工夫，歩

行者や自転車が安心して通れる道，子供がいても働ける場所，子供を安心して育てられる経済支援などがあるといい

と思います。 

武蔵野線をまたぐ泉町の橋の歩道のせまさは，尐し危険だと思うこともよくあります。せっかく恵まれている場所である

ので，小さな所を充实させて行けばよりよい場所になると思います。よろしくお願いします。 

あと国分寺街道の歩道を広くしてほしい。安心して子育てできる街になるよう期待しています。 

子供がある程度大きくなってきた今は，医療費の助成がありがたい。国分寺は農業も盛んだという印象がある。給食に

も市内産のものを出してくださるのはぜひ続けてほしい。よそ様の土地なので口を出すことはできないが，畑が住宅に

変わっていくのは悲しい。 

道幅が狭い所が多いので，自転車は左側といっても，けっこう危ない所が多い。まだ低学年なので，子供だけで自転車

に乗る事を禁じていますが，もう尐ししたら学校での交通安全教审を機に，自転車での外出を認める方向でいます。そ

の時に，子供の乗り方にも問題がありますが，歩道のない狭い道路は怖いなあと思っています。何かいい対策があると

いいのですが。 

子育てする母親が楽しめる様に，公園，それに付属するトイレ，水場の設備を清潔にする。買い物が面倒にならない様

に，ベビーカー利用者に配慮，通路，トイレ，エレベーターの安全，清潔をはかる。とにかく女性は清潔な場所ならば出

向く。楽しければ長い時間過ごす事が出来る。国分寺は公園も広場も広々としている印象。車移動で狭い路地などは

待避場所を作ったり，子供連れは車移動が楽なので，駐車場が高いとか無いと利用しにくい，利用しない，行かないに

つながる。 

０歳～１歳の保育園の保育料の見直しもすべき。働いても働いても保育料と市民税等で消える。先がこわいです。通学

路の朝の時間，通行止めにしてもスピードを出す車はすーっと通り抜けて行く。いつ事故がおきてもおかしくないです。

尐なくなりつつある畑，子供に食べさせたい地元の新鮮な野菜を一生懸命作り，育てている農家の方への補助も必要

だと考える。 

街灯が暗い気がします。電気を明るくしてほしいです。通学路をもう尐し広くしてほしいです。ぶんバスを３０分に１本で

はなく１０分～１５分に１本にしてほしいです。 

車が多いので，車道を整備して下さい。 

国分寺市の治安が悪くなっている気がします。市立，公立に限らず，登下校の際や夕方の防犯に不安が多い今日この頃

です。手薄になりがちな駐在所の人の人数を増やして頂いたり，パトロール強化にお金を使って頂きたいです。又，人権

にかかわることなので声高に言えないものの，「子供を見る目がちょっと変」など，近所の人についての不安もあります。 

我が家の前の道から弁天通りに出る道がせまい上に，バス通りにもなっていて，非常に危険です。いつ子供が事故に

あってもおかしくないと思います。学校へ「危険箇所」として，いつも提出していますがいっこうに改善されません。国分

寺市は，全体的に道が狭く，危険だと思います。その辺りを改善して欲しいです。 

長子が２歳の時に国分寺市に引っ越してきました。以来１１年，道路が整備されていないことに不満を感じ続けておりま

す。子供が乳幼児の時はベビーカーが押し辛く，自転車に乗れるようになると，事故の不安を感じ。亓日市街道から戸

倉通りへ抜ける道が整備されていないので，我が家の前の一方通行は，かなりのスピードで通り抜ける車が見受けら

れ，スクールゾーンとしてウマ出しを行っていても，平然と侵入する車も後を絶ちません。歩道の整備と，市を南北に抜

ける道路の整備をご検討いただきたいと思います。 

子供達の安全を守るための防犯強化。 

問 42でも書いたが，６小学区，戸倉通りの歩道がせますぎ，反対側は白線のみ，自転車も多く，車も多い。新しくできた

セブンイレブン近くの横断歩道。小学生が車のあいまをぬって走って渡っているのをみると，信号あればいいのに，と思

う。お年寄りもゆっくり歩くので大変そう。オレンジの鏡の角度がうまくみえてない時を多く感じる。制度などとくに不満は

ないが，これといって人が集まる場所もないような気もする。自然を残すのに木の多く生えてる場所，遊び場にはよい

が，不審者がひそんでいたらと思い，子供だけでは行かせたくない。屋外の市民プール＇小さくても（あるといいなと思

う。子供だけで安全面に安心すると，あそばせやすくいいな，と思っている。 

道路。道幅が狭く。夜になると暗い箇所が多いので，街灯の増設，歩道の拡張をして欲しい。遊び場。 

狭い道が多いので，子供達が安全に安心して通れる道にして欲しい。放置されたままの家があるので，子供達が安全

に安心して通れる道にして欲しい＇子供達は怖いみたいです（。 

バス通りの歩道がもう尐し広かったらと思います。 

自転車を乗っている時や，歩道を歩く子供達にとって，道が狭くて危ない。公園のトイレ設置，様式に変えて欲しい。 

ホッチは，なじめません。常にタツノコプロがつきまとっているので，経費もその都度かかっているのでは，と，見る度に

感じてしまいます。国分寺駅北口の再開発と，日立研究所北側の道の工事を，迅速かつ安全に進めてもらいたい。 

歩道を整備してほしい。自転車で習い事に行かせる時，心配です。 

普段より不審者の情報が多く，検挙されていないようだが，人口が尐ない為か，子供を見かける人が尐ないと感じる。

静かな反面，子供１人では絶対に外出させられない。道も，歩道が尐なく狭いので怖い。道路の整備，大人の目が増え

ると安心する。狭い車の抜け道や，線路の横断場所等に安全が感じられれば外出しやすくなる。 

歩道がせまくて，車が子供とぶつからないか心配です。歩道を広げて欲しいです。 
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国分寺駅北口の開発を急いでほしい。駅前の道は，車と歩行者が混在していて，本当に危険です。また開発のため，

駅前の建物がなくなり，駅周辺は夜間は暗く，防犯上子供の行動もますます心配です。 

とても住みやすく子供はとても楽しく学校に通学しております。放課後も公園や友人宅などで楽しく遊んでおります。学

校もとても良く安心して通学させています。医療機関も充实していて，とても良いと思います。ただ道路など狭く交通量

も多い事もあり尐し改善して頂ければ良いと思います。これからもよろしくお願い致します。 

市からの生活安全，安心メールに登録していますが，余りの国分寺市の治安の悪さに残念に思うとともに，子供が１人

で登下校することへ不安な気持ちを抱いたまま就労しなければならず，もっと安心して子供たちが出歩けるようにして

ほしい。低学年が下校する時間帯は特に人通りが尐なく巡回や警備に力を入れることを希望いたします。 

道路などの整備。昔からの街なので，道が狭くて子供だけで歩かせることが不安。 

通学路の危険箇所が多い， 

自転車を利用することが多いのですが，路肩が狭く，歩道もせまいので，走りにくい。タクシーの運転手は特に，自転車

スレスレのところを走る車が多く，危険なことが多い。自転車用道路の整備をしてほしい。 

スクールゾーンを無視してスピードを出すクルマをどうにかしてほしい。危険な道路にガードレールを設置してほしい。

街灯を増やしてほしい。 

ベビーカーを外で使いやすく歩道を広くし，外にある際の負担を尐なくして欲しいです。 

連省通りにきちんとした歩道を作って欲しい。 

住んでいる周辺は，バス通りに面しており，又歩道もなく，道もせまいので，子供の通学や自転車で遊びに行く時等，子

供だけでの外出がとても心配です。 

都心部にはない地理的，自然環境的な優位性を活かし，過保護，過干渉にはならない程度に，必要な施策＇安全，安

心（はしっかり充实させて欲しい。その為にも財政基盤の安定化と市政運営の健全化を望む。都心部の区役所に勤め

ているが，国分寺市の財政状況や市政運営には，正直，不安を禁じ得ない。ゴミ有料化など必要な負担はある程度，

市民にかすことは仕方ないが，安易な再開発や企業誘致に頼らず，筋の通った着实な市政運営を望む。 

＜子供が自転車に乗りやすい環境の整備＞まだ公道デビューして日の浅い娘を連れて自転車に乗っておりますが，は

っきり言って危ないと思います。歩道が全体的にもう尐しゆとりをもって整備されると大変ありがたいです。 

学校進学費用や学校外学習の費用の負担減を望みます。学校に関しては，教員への意見を言いやすい雰囲気のつく

れる人事配置にしてほしいです。校長や教頭以外に，問題のある教員に意見できる方が必要です。何事も隠そうとする

学校側の方たちばかりでは，気軽に保護者が意見できません。街に関しては，もっと駐輪場を増やし，歩道を広げて，

自転車，歩行者両方が通りやすいようにしてほしいです。 

大きい道路ができてしまうのは不安だ。事故も増えるでしょう。健康被害も予想できるのに，小学校沿いに大きい道路を

わざわざ作る必要はない対策を！放課後安全に遊べる場所＇学校以外（尐ないかな。 

通学路や幅の狭い市道を，児童やベビーカー連れ，高齢者が通行する際，車両とすれ違うことがあります。自動車だけ

でなく，自転車がスピードをあげていて，ドキドキすることもあります。車両に減速してもらい，お互い注意しながら通行

することができれば安全度が高まると考えます。道路上に緑色の着色を施し，歩行者の通行区分をドライバーが視覚

的に認識できるようにする，グリーンベルトを設置するなどして，ぜひ歩行者の安全性を高める方法を検討して下さい。

学校から半径５００Ｍ以内とか，連雀通りの歩道なしの箇所を希望します。 

通学路の安全確保については，更にハード面，ソフト面で充实させ「児童事故０運動」を展開し，頑張って欲しい。 

道路整備があまり行き届いていないと思う。歩行者が安心して歩けるような歩道をきちんと作ってほしい。特に国分寺街

道を子供に歩かせるのはいつも不安に思っています。東八道路を越えた府中側と同じ広さの両側歩道と広めの車道を望

みます。バスの往来も多く自転車の車道走行を考えると大規模な計画になるとは思いますが手をつけなければならない

事案だと思います。よく起こる渋滞の緩和にもなると思います。子供が安心して通れる道路作りをお願い致します。 

私の見ているかぎり国分寺市はとても熱心に教育活動をされていると思います。ただ，これはしかたのないことなのか

もしれませんが，高木通りや他道がせまく歩道が整っていないことで子供を気軽に遊びに行かせられなかった時期が

ありました。もう尐し道の整備に力を入れていただいたら安心して子供を遊びに出せたと思います。 

市内ほとんどの小中学校の建物が古すぎます。小学校を緊急避難場所とするなら，もっと良い建物に建て直すべきだ

と思います。小学校の委員をしている時，通学路について改善の要望を市にだしたが，まったく直っていない。通学路

内で事故がおきているにもかかわらず，道路の改善をしないのは，いかがなものか。通学路だけでも，きちんとガードレ

ールつきの歩道を整備してほしいです。 

国分寺街道は道がせまく，歩く事もままならず人とすれ違う事も危険です。 

交通量が多いのに歩道が狭い道の整備。 

歩道の整備，スクールゾーン以外の通学路の安全確保を早急にお願いします。ガードレールも段差のある歩道も尐な

いので，登下校中の子供達の列に車が突っ込むという事故がいつ起きてもおかしくない状況です。 

国分寺市内は歩道が尐なく，れんじゃく通りをよく利用しますが，交通量もとても多いので，自転車の走行に大変危険を

感じながら子どもはもちろん，私自身も乗っています。 

歩道がせまいところが多く危険である。 

国分寺市泉町在住ですが，リオンがある道路を通って国分寺駅を利用します。途中から非常に通路がせまくなり，ガー

ドレールがない場所があり，子供たちが通るので，いつも気になっています。 

近くに公園，病院，商業施設があり住みやすいと感じています。要望としては雤の日に子供達が集まって遊べる場所，

自転車が安全に走れる広い歩道＇子供が自転車で車道を走るのはとても危険なので（の整備です。 



- 67 - 

 

交通に関する大きな改革が欲しいです。年長者や子供が安心して歩いたり，自転車に乗ったりすることができる様に，

車の通れる場所を限定し，よりエコで安全な市をめざして欲しい。大きな道路は車が通りやすく，小さな道は子供が遊

んでも安全な区域別の町作りをのぞみます。 

又，不審者情報が多い事が気がかりです。今後も引き続き情報の共有化と，事件が起きた場所等，公開して頂きたい

です。 

歩道が狭く子供が自転車に乗るのが危険。 

子供が自転車で自由に走れる車道＇歩道（の整備。歩道が狭いところが多い。 

四中南側道路の街灯を増やして欲しいです。 

住民が落ち着いていて暮らしやすい，学校も大きな問題なく安心して通わせられる。 

生活安全，安心メールについて。被害にあった子供の属性がぼかされ過ぎていると思います。小学生なのか，男児な

のか女児なのか，低学年か高学年か，それくらいは情報を出して頂けると助かります。 

駅前の喫煙スペースは，通学路でもあるのに，大人の都合が優先されているように思います。マナーが悪く道まで出て

吸っていて，横を通る時，子供の顔を守るように歩くこともしばしばありました。国分寺の玄関口とも言える駅前がきちん

と整備されてこそ，安心して住める街となっていけるように思います。現在の喫煙所においてもやはり，通行人が遠慮し

て通らないといけないのはおかしいことだと思います。大人たちの良いマナーを見せることこそ，子供のしつけにとって

大事なことなのに，目の前でいつもマナーの悪い大人を見ていたら，良い影響はありません。駅前に，市の管理がきち

んと整っているという環境をまず作っていただきたいと思います。 

道路事情が悪すぎる。歩道は歩行者がすれ違えないほど狭い。ベビーカーが傾斜などでひっくり返りそうになる。複雑

に入り組んで，大型車が来ると対向できない車道が多い。 

車優先道路を見直して，自転車道や歩道を設けた道路を作ってほしいです。またこれからは環境の為どんどん緑を増

やしていく施策を考えて下さい。自然を守ることができる市にはこれからも人が集まることでしょう。 

ゴミ集荷時の道路上へ出す方や，植え込みを敶地外へ出してある家があり，子供の通学時に車とのすれ違い時にじゃ

まになり，不安。 

子供が安心して歩行，自転車で通れるように道路をきれいにしてほしい。また，ガードレールなど車もギリギリでの通行

が多いので，道路幅も考えての町づくりをしてほしい。また，国分寺駅を早く直してほしい。 

道路の整備。特に国分寺駅周辺は車や人が多く，ベビーカーや子供の背自転車では通行しづらいです。駅前には駐輪

できる場所がなく困ります。自転車専用レーンの検討をお願いしたいです。 

街灯の数を増やしてほしい。王日市街の北町，並木町地区から，西国分寺駅の方面に 

自転車が多いので，自転車レーンを作ってほしい。歩道を狭いところが多いので広くしてほしい。 

狭い道や歩道のない道，また自転車で走りにくい道が多いのが残念です。電柱をなくしたり，標識の位置を考えてほし

いです。 

基本的に住みよい町だと思います。ただし，道幅の狭い道路，見通しの悪い道路が多く，子供を一人で出歩かせるのを

不安に感じています。また，交通ルールを守れていないが故にひやりとした経験も多々あります。交通安全教审を定期

的に開くなど，子供の頃から交通ルールを守ることを確实に身につけるような対策をしてほしいです。 

狭い道が多く歩行者，自転車，特に自転車はどのように走ったら良いのかわからない。道交法の改正などは司法にも

乗せてほしい。 

駅前商店街の方々が子ども達を見守り，声掛けなどをして下さっていて，学校行事にも協力的でとても良い環境である。 

北口の駅近くの大通りで何度か車やバスに腕や肩をぶつけられたことがあります。北口近くの通りを広くしてください。 

西町で弁天通りを利用していますが，歩道が片方だったり，狭かったりで歩行が危ないところが多くあります。子供の交

通事故も尐なくありません。自転車もルールが改正され，左側通行になりましたが，とても走りにくい状況です。また，死

角が多い交差点や角があり，ミラーもなく危険な所もあります。道路の整備をしてほしいです。また，大型の図書館やプ

ラネタリウムなどの施設があったらいいな，と思いますが，国分寺市は財政的にも無理でしょうね。 

国分寺市は公園も多く，緑も豊かで子育てする環境は良いと思いますが，連雀通りを見ると，歩道が狭く，トラックや大

型車の通行が多く，小さな子供連れ，小学生にはとても危険な道路だと思います。安全な町づくりを望みます。 

歩道と車道の分離をすすめてほしいです。特に連雀通りは危険です。小金五市，府中市に入ると，急に歩道が広くなる

印象があります。国分寺市にも頑張ってもらいたいです。 

国分寺は狭い道が多いです。もう尐し整備してほしいと思います。 

国分寺市は不審者を知らせるメールが多い気がします。警察と協力して子供が犯罪に巻き込まれることのないよう，最

善を尽くして頂きたいと思います。 

暗い道に街灯を増やして欲しい。 

歩道の拡充などや子供や自転車＇お年寄り子供子供の他の自転車（が安心して通行できる道路の整備を希望します。

今後も自然環境を大事にしながら地域の大人の見守りを受けつぎ，子供を犯罪や事故から守り，万一の時にいつでも

駆け込める医療体制を整えて行って下さい。 

道が狭いので自転車やベビーカーが危険 

子供が安心して歩ける舗道＇ガードレールを含む（の整備進めて欲しいと思います。 
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西町一丁目学校＇第二小（までの距離があり，こちらから通っている子が尐ないので，低学年のときは一緒に帰る友人

もいなくて心配でした。遊びに行くのも学校周辺の友人が多く，我が子だけ皆と下校時刻・集合時間に差がでてしまい，

夕方の帰宅も早めになってしまいます。西町１丁目だけ公園や国立，立川の小学校のほうが近く，便利なように感じて

しまいました。国分寺市は道幅も狭く，歩道も殆んどないので小学生の子供を持つ親としては不安に感じます。警察を

呼んだときは小金五管轄と言われ，来るのに時間がかかりました。日町一丁目は国分寺のはずれで立川や国立にで

たほうが便利なので国分寺市からは孤立して見放されているように感じます。立川には出やすく便利に感じますが,国

分寺市民としては公園・図書館・市役所・施設を利用することを考えるととても不便に感じます。 

ぶんバスがもう尐し遅い時間まであると助かります。廃墟のような古い誰も住んでいない家の前を通ると怖がるので

＇親も心配です（どうにかならないでしょうか？ 

泉保健センターと四小前の通りをリオンから国分寺まで歩く時，歩道が広くなると良いと思う。「夕焼け小焼け」の音楽

が，夕方５時とかに流れていますが，もっと音量が大きくても良いのにと思っています。府中街道などトラックが休憩して

ずっとアイドリングしてうるさい＆排気も気になるので，「アイドリング停車を禁止」してくれる策を練って欲しい。 

他の市では学校に警備員のような方が常に学校の周りにいるのを見かけたり，垣根の整理をしているかたを見かける

が六小はボサボサだったり，何の監視もないように思えるので心配です。 

震災などの非常時に４年次以降は，平日昼間に拠り所がなく不安である。両親ともに都内に職場があったりすると非常

時対忚が不可能。学校が避難場所になってもひとりでどうして良いかわからないのではと思う。 

小学校への登校時に，道などで決まった日，月２，３回ではなくもっと見守ってくださるかたや，放課後も校庭で地域の方

などに見守っていただけるようにしてほしいです。校庭は今，保護者が管理員をしていますが，２人だと限界があります。 

子供達が登下校するのに国分寺市は道幅が狭く，ガードレールもない道もあり，子供達が車が走っている横を通って登

下校しているのを見てて危ないといつも感じているので＇連雀通り，サレジオ通り（市でも何か対策を考えてほしいです。 

共助・協働による子育ち・子育て支援に関すること 

近所のおせっかいおばさん”も是非復活していただきたいなーと思います 

住みやすいところ ・武蔵国分寺公園が素晴らしい。・第四小学校に概ね満足している。 この二点が現在国分寺に住

んでいる理由です。これからも大切にしてほしいです。行政，社会制度に特別に不満もないので，特に意見はありませ

ん。子育てに最も必要なのは家族の関わり方と考えるので仲のよい家族を築く為のイベントなどが沢山あるとよいので

はないかと思います。 

しかしながら地域住民または子どもを持つ親自身がそういったある種の不自由さに対し，声をあげようとしない事も事

实です。子どもだけへ目をむけるのではなく，社会全体をみわたして，子どもも高齢者も社会参加できるようなしくみづく

りが出来た時，地域全体が住みやすい町へと変化し，いろいろな問題が解決されるのではないでしょうか。 

子育てに関する行政のサービスが他市にくらべて尐ないので，予算がなくてもできることを工夫してほしい，ボランティ

アの活動など良い活動をされている方がたくさんいるので，行政が広報や個々の活動をつなぐ役割をして，あるものを

最大限活用してください。 

子どもや高齢者にやさしい市 

私自身は幸い良い縁に恵まれて安心して過ごしていたのですが，子供が大きくなってから引越しされてきた方や，せっ

かく母親学級に行っても近所の方が見つからず，小さい頃のお友達が出来なかった方やずっと保育園に入れていたの

で親の友達がいないと言っている方もいて，親同士，子供同士が仲良くなれる場がもっとあればいいのではないかと思

いました。また上記の教审は市報で知ったのですが，母親学級や離乳食講習会などでも遊び場マップなどと共におしら

せするのがいいのではないかと思います。 

良いことも悪い事も周囲の人に見守られている，見られているという認識を持ってもらいたいです。具体的には一番近

いところで「声かけ・あいさつ」なのでしょうが，難しいです。 

大人も子供の高齢者も過ごす事のできる憩いの施設。図書スペース。スターバックスのようなお茶が出来るスペース 

朝の見守りなど地域ボランティアの方には頭が下がります。サークルではなく，ヒマがあればそこに行って遊べるような

場所があれば子どもにもお年寄りにもいいと思います。例えば，折り紙あやとり，コマなどを一緒にやってもらえるような

…。そこに行ったら誰かがいてくれるような遊び場を作ってもらえたらもっと安心して育てていける街になると思います。 

地域の大人と子ども達が市内の様々な地域イベントや例えば，町内清掃をもっとイベント風にするなどして奉仕活動す

る機会をもう置けてふれあえるチャンスを増やすような試みはいかがでしょうか？地域愛や奉仕の心なども学ぶ事が出

来ると思います。 

子供が小さい頃はとにかく自分の時間がなく，またどうしても病気がちで心配することも多かった。私自身は両親に支

援してもらい，仕事も続けてきたが，困ったときに助けてくれる「手」が１番必要だと思う 

子供が保育園や小学校に通う前が一人で子育てしていて一番大変だった＇精神的に（。集合住宅でもなく，近所に赤ち

ゃんがいるわけでもなく，公園や児童館など出掛けたがいつも閑散としていて話し相手が見つからなかった。子育て仲

間がいるのといないのとでは気持ちの負担が全く違う。「赤ちゃん広場」も当時からあったが，利用しやすく，お母さんた

ちが集まりやすいようにしてくれないと名前だけで意味が無い。家から遠いとなかなか行けないし，最寄りのところはい

つも行きたいと思えるようなところではなかった。保育園に入ってからは友人もでき，先生方にも何でも話や相談ができ

て子育てを心から楽しめたと思う。病気の時の預け先がどうしても急なためなかなか頼めず困ることもあったのでそこを

サポートしてくれると助かる。 

小中高生が親以外に気軽に日常的に話し相手になってもらえる様な環境が身近にあれば，良いなと思います。小中高

生が立ち寄れる場所があれば息抜きが出来れば良いと思います。 

そして，施設も大切ですが，地域の目が子供を守ると思います。手をかけるより，目をかける子育てでありたいです。 
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所の人も気軽に子供に声を掛けてほしいので，アパートに住んでいても近所の人と接する機会を与えてほしいです。学

校から帰っている途中に道で小学生を見かけたら，笑顔で知らない人からでも「おかえりなさい」と言われたら子供も一

人で帰ってきていても不安じゃないと思うので，市で「おかえりなさい」運動とまではいかなくても，声掛けしてあげましょ

うと何かあれば良い。ただ，市で「こういう事をします」とないと，ぎゃくにこわい思いをさせると思うので，考えて欲しいで

す。よろしくお願いします。 

禁止するのではなく，仕分けしてしまうのではなく，うまく共存していけるような社会を作っていくことが大切だと思いま

す。自分も含めてですが，大人がまわりの人々への心配りができる社会，まち作りをすすめてほしいと思います。そん

なすてきな大人がいればきっと子供達もよいところを真似してくれると思います！ 

子供達にとって安全である街づくりに力を入れてほしい＇シニアの方々のパトロールの強化など（。中学校の学校給食

導入。 

国分寺駅付近に，小学生を預かってもらえる施設があったら良いなと思います。 

子供が幼稚園，小学校に入るまでは，知り合いを作るまでが大変だったので，同じ年代の子供を持つ親同士が交流でき

る場があったらよかった。子供が学校に入ってからは，子供の友達から親同士の知り合いができるので大丈夫になった。 

老人力に期待する部分があります。日本では，おじいさん＇おばあさん（と子供が友達であるという関係性があまり見ら

れないが，例えば米国では子供と近所のじいさんがジャズ仲間だとかチェスの仲間だとかいう事があります。日本もそ

ういう関係を持って良いと思うし，高齢者の生きがいと共に文化の維持，増進にもなると思いますし，社会の繋がりの面

から考えても意味はあります。なわ飛びやトランプ，将棋等ちょっとイメージしただけでも，できそうな事はありますね。

女性でも，編み物や料理，算盤やパソコンゲーム等でも良いです。自転車の乗り方や自転車のタイヤに空気を入れる

だけでも良いと思います。誰でもできる事が意外と子供には新しかったりしますし，そういう触れ合いが住み易さになる

のではと提案します。 

子供を育てながら地域とつながっていける場，孤立しがちな母親同士が集える場所を作ってほしい。遊びを知らない子

供たちへの遊び方の指導。遊び場の提供。安心して子供を育てていける，働きながら子育てができる環境作り。「あい

さつ」をすることで人と人とがつながっていけることを教える。 

緑が多く自然が多い所が国分寺の良い所だと思うので，もっともっと子供に自然のすばらしさ，大切さを知ってもらう為

に大人が取り組む必要があると思う。高齢者から，子供達までが使えるコミュニティを作ると，交流が出来てよりよい市

が出来ると思う。 

＜公民館活動への支援＞私は，公民館保育を次のように考えております。家庭に閉じこもりがちの働いていない母た

ちを救ってくれる交流の場。兄弟のいない子供達が異年齢の子供たちとの関わりを持てる場。子育ての大先輩である

保育者さんたちとの愛ある交流を行える場。公民館保育审を卒审した我が子たちは，お友達との交流が上手になり，

家族以外と過ごす幼稚園や学校の時間も存分に楽しんでおります。ここで知り合ったメンバーとは，家族ぐるみの付き

合いを行っており，一生の共になれるのでは，と感じております。こういった貴重な場が，予算の削減により失われかね

ないことに危機を感じている次第です。存続のため，活動回数，予算の確保を強く願う次第です。 

市の健診の際には一時的に子供を預かってくれるとありがたい。子供を出産後，入園するまではなかなか健診に行くこ

とが出来ない。 

最近は，共働きの家族が多く，いわゆるほったらかされている子供が多いと感じます。遅い時間まで習い事をしている

子供も多く，お金をかけて習い事をさせなくても，もっとアットホームな感じで子供達を預かってくれる場所が増えたらい

いのになあと思っています。 

児童館の方に悩みを相談したりできるような関係をもてるような施設であれば，先生以外の大人と接しよい経験になる

と思います。ぜひそのような施設の充实をお願い致します。 

基本的には住みやすい方だと思いますが，さらに住み良い町を考えると，これから高齢者が増えると思いますので，朝

夕の学校登下校時の見回りや，学校から学童への付き添い等，地域の方がお手伝いして頂けると助かります。 

学校によって集団登校をおこなっているところとないところがあります。全ての学校で集団登校をおこなってほしい。児

童数の多い学校，尐ない学校があるので地域を見直して，もう尐し同じくらいの人数にしてほしい。歩道の電柱やポー

ルなどですれ違えない所があるので，できれば歩道を広げてほしい。公園に遊具を増やしてほしい。立川市のように，

下校時に子供の見守りをしてほしい。 

子育て仲間を見つけたいな，と思うことがよくありました。子育てサークルリストのようなものが配布されるといいな，と

思います。そして子供用品のリサイクル，交換などを各小学校で毎月１回实施して頂けると助かります。 

親子会，子供会のような組織があっても良い。 

頼る人がいない親が，子供が病気になった時も困るが，自分が病気になった時も困る。入院は預けるしかないが風邪

程度の場合，預けるほどでもないが，買い物に行けないなど，ちょっとしたことを代行してくれるサービスがあったらあり

がたい。また，自分が病気の時に家事，育児をしてくれたら助かる。 

核家族で生活されている方は特に必要と思う。地域とのつながりがもっと強くなっていくと安心できるのではないでしょう

か。子育ての不安な気持ちが尐しでも解決できることを望みます。国分寺市は穏やかな町だと思います。今のままが続

くことがいいと思います。子育て経験者が活躍できる場がもっと増えれば経験を活かせる人も増え，相談できる人も喜

んでもらえるのではないでしょうか。 
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幸いなことに地域は長年住んでおられる方もたくさんおられて「地域全体で子育てをしていこう。見ていこう」という流れ

が残っていると思う。現在はご近所の方々ともメールアドレスを交換して，お互いの子供の事は気軽に話せる仲です

が，「いざ今日出勤」という時に子供が具合悪くなり，主人も私も仕事を休めない。どうしよう，という事は度々。病気の

子供を近所の方にお願いできる中ではありません。となり市の同僚はシルバー人材センターを通じて保育園送迎をお

願いしていた方と長い付き合いになり，その後は人材センターを通じないで個人的に直接，子育て支援をお願いできる

縁ができて３人のお子さんを育て上げた。すべての施策を行政が用意してくれるのも良いですが，個別ニーズの全てに

は対忚しきれないと思います。せめてこのような形で頻繁に保護者が何に困ってどんな状況なのかを把握して頂けたら

と思います。 

子育て施策だけではないですが，市はもっと情報を積極的に開示して，市民と情報を共有しながら，政策決定をしてほ

しい。市民との「協働」をいらならば，ぜひそのように進めてほしい。国分寺市自治基本条例に即した行政を望みます。 

自分は公民館の子育てサークルに入っている。自分にとってサークルは楽しみな時間の１つであるが，市の予算の関

係で回数が減っているのが残念。母親のストレスや不安を解消できるような場所をもっとたくさん作ってほしい。 

国分寺の住みやすいところは住んでいる地区が戸倉地区なので緑や畑が多く子供たちや保護者に穏やかな人たちが多い

様に感じる。学校も教育や優しさを育てる活動に熱心に取り組んでくださっているので，子育てしやすいように思います。 

国分寺市はハケや玉川上水など恵まれた自然環境に囲まれ，またそこに昔からの伝統を継承しながら生活をつづけて

いらっしゃる方がおられて，特に八小学区にお住まいのそれらの方々はそれを子供たちに惜しみなく体験授業として提

供して下さっています。この地区の子供たちは小学校６年間のたくさんの体験＇交流（授業で，この地区の大人との絆を

深め，中学生になっても変わらず親しみと礼儀をもって接していけている子供が多くいると感じます。このような地域の

力を取り入れたコミュニティスクールは今後も是非指定を推進していかれると良いと思います。 

今でも市報を見たりして子供が遊べる文化的な学びができる，などの集まりに参加していますが，そういったサークル

活動や会が活発であると，今後も参加できるのでぜひその環境づくりにも力をいれていってもらいたいです。一人っ子

なのでそういったグループ活動に参加することで年代も関係なく，人とのつながり，地域のつながりができるのでありが

たく思って居ます。 

地理的な要素も必要かと思いますが，子供たちの体力向上やコミュニケーション力を養うような施策があればと思いま

す。例えば駅伝大会など＇市民スポーツ団体や各学校からの参加（またその準備や当日の見守りなどに「地域支えあ

い」などの方々にきていただければ世代を越えてのイベントになりそうに思います。子供たちがいきいきとした地域には

活力があるように思います。子供たちの元気で楽しそうな姿は大人たちにも活力を与えてくれるからです。十数年，自

分の子育てと共に国分寺市に住んでいますが，尐し物足りなさを感じてしました。今後の「子育て子育ちいきいき計画」

期待しています。 

その他 

国立市のようにパチンコ店や風俗店をなくしていただきたい。・公共施設をあたらしくしていただきたい。 

アンケートに対する回答の選択がわかりづらい。それにつきる 

問 42-1の通り，具体策を検討するのは行政の役割。 

我が家は幸い，祖父母が近くに居るので「預け先」という点では苦労なく子育てできました。行政の施策として役に立っ

た，助かった点は妊婦教审に参加したことで，近所のママ友と知り合えたことです。国分寺市は都会も近いし，尐し奥に

行けば自然も沢山あり住みやすいところだと思います。 

国分寺市に引越してきて感じたのは，自然が豊なこと，史跡があること，住人が穏やかなことです。東京なのにのんび

りした雰囲気があって，こういうところで子育てをするのは子供にとっても良い傾向だなぁと思います。もう一方でよく耳

をするのは「国分寺市は貧乏」と云う噂です。お隣の府中市に比べると確かに発展していないようにかんじますが，無

理せずこのままでも良いと思います。国分寺駅前の再開発が進めばまた街の活性化にもつながるのかもしれません。

ゲーセンやファミレス等が増えても困るので，健全な方向で進んでもらいたいです。 

現６年の母親です。中学校の給食が「美味しくない！」という理由で食べないで帰るという話を聞きました。小学校の給

食に比べて，質，量とともによくないとのことです。思春期でたくさん食べ，大きくなって欲しいと願う年頃ですので保護

者の意見を聞き，改善できればお願いします。聞いた話のみで意見して申し訳ありません。 

現在西町に住んでおりますが，市役所，いずみ保健センターへの交通の便が良くないので，ぶんバスが通ってもらえる

と助かります。子供が小さい頃，健診でいずみ保健センターへ連れて行くのに大変不便でした。 

現状で十分な支援を受けていると思います。 

日本社会が高齢化しているので仕方ありませんが，国分寺市は高齢者への配慮のほうが大きいと子供がまだ小さいと

きに感じていました。駅ビルのトイレさえベビーカーで入れなかったりそれなのに，子供イスもなく困りました。歩道，銀

行などなど活動しずらかったのを覚えてます。年齢が上がり今はパチンコ屋さんの前の喫煙所やコンビニの大人雑誌

の配置などをとっても気持ちの良くない面も全体的に多い気がします。社会制度と言う市の取り組みと合うかわかりま

せんがもう尐し明るい雰囲気をお作りできると嬉しいです。 

アンケートの設定がワンウェイすぎるので本当に親が何を考えているかはこのアンケートでは分からないと思う。誘導し

てあるラインにのせたいにしてもあまりにも稚拙な項目が多いので，役にはたたないかなぁというのが实感です。正直ア

ンケート提出を途中でやめようかなと思いました。ただ真剣にアンケートに取り組んだ事を尐しでも生かそうと思ってくれ

る方々がいるはずだと信じて回答させていただきました。子育ては日々真剣勝負です。本当に子どもたちを真っ当な大

人にするためにこうした取り組みがあるのだと信じています。子育てを政争や利権の道具にしない方々が国分寺市の

行政の顔に揃っているのだと信じたいです。 

学区域の改訂。市内の小中学校で同じ内容の行事。 
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思いつかない。 

北口が済んだら何でも予算不足のせいにする風土を変えてほしい。大変と思いますが気をゆるめないで中央線都市と

して存在感をつくって頂きたくがんばって下さい。ルーティンであまりミスしないで下さいね。 

市民農園がどれほど希望者がいるのかわからないが，もし多いのなら住宅地にしてしまわないで借りるということはで

きないか？市役所の上の方々の方針には賛成できないことも多いが，今まで子供がお世話になった保育園の先生方

には本当に恵まれた。国分寺に引っ越して来て１番良かったことです。 

国分寺市はバスが不便。どのような施設をつくっても，行けなければ＇特に子供が（何にもならないし。ぶんバス以外に

も，民営バスを周辺市と協力して導入して欲しい。 

国分寺市には警察もなく，今後の人口減尐等を考えると，市町村合併により税金で生活を営む方を減らして欲しい。な

ぜなら，住民税，所得税，固定資産税等々，貴方にお金をあげるために私達は働いているわけではない。市も行政もも

っと改革して下さい。使えない職員はきり，ハローワークに言って仕事を見つけていただくよう厳しさをもっともっていた

だきたい。 

公園に関して言えば，自由に遊べなさすぎる。もっと自由に遊べるスペースの確保をお願いしたい。 

アンケートの内容が非常にわかりにくい。答えにくかった。 

ぶんバスのルートを増やして欲しい。戸倉から国立方面に行く。住みやすい場所であるとは思います。特に学校は安心

して通わせることができます。個人的には商店街などを増やし町全体盛り上がっていく事で人々の繋がりも多様化し，

活性していく気がしますが難しいでしょうね。 

国分寺市の子供達はすなおな子が多く，行政も子育てに対しても協力的。文京地をますますレベルの高いものに希望

します。 

うすぐらくてじめっとした小さい公園しかなく，防犯上もよくない。ただ単に条例に従って無理やり作っている感が否めな

い。せまく，状態の悪い歩道。中学校に給食がない前提で給食审がそもそも設置されていない学校をもつ自治体はめ

ずらしい。 

昔の様に高校進学を単純にしてほしい。塾など行かなくても学校だけで進学できる様にしてほしい。得意分野をのばす

教育をしてほしい。大学まで無料で行ける世の中になってほしい。国分寺のよい所，自然がたくさんあり，人が親切。路

地野菜売り場がたくさんある。道路計画をなくしてほしい。 

市のパート職員の増加などがよい。働く主婦には民間より公務員パートの方が合っているような気がする。 

学校の先生の質が低下している。医療費の負担。夜間診療。学校校舎や設備の充实。トイレや家庭科审などの子供達

が使用し易くしてほしい。学校のキャパシティ以上に児童が在籍している学校では校庭で遊ばせることも危険。校舎増

築や学区の見直しなどで児童数を調整してほしい。街灯が暗い。広くて見通しの良い公園を造ってほしい。給食費の負

担。今のままでは払わない人もいるので不公平感が強い。 

北口再開発に期待しています。市のイメージキャラクターに蛍を起用した以上は，清水川の護岸の見直し等，蛍の生態

を考慮した上での具体的な環境整備をしてはいかがでしょうか。 

小学校の尐人数クラスの实施をしてもらいたい。母子家庭にもっと手厚く親切な対忚をしてもらいたい＇市の職員の態

度が嫌（。 

国立市に比べて，国分寺は特色や個性がない尐し淋しい印象があります。天下市のようなお祭りを国分寺でもできな

いでしょうか。 

今迄他県や２３区に住んだ事があり，国分寺市へ転居して来ましたがこんなに子育て支援に力を入れていない行政は

初めてです。などなど，一体何に税金を使っているのか疑問です。本気で子育てを支援しようと思っているとは感じられ

ません。税金の使い道を正しい方向へと修正してほしいです。選挙権のない子供に力を入れてもメリットがないから老

人支援に力を入れている政治家の多い市なのだと感じています。日本で子育て支援ワースト１位だと思います。 

居住地付近は比較的空き巣や事件などが尐ないので，そういう面では安心して暮らすことができます。でも，どうしても

改善してほしい点があります。それは，歩道が狭すぎるので，自転車専用道の整備をするか，歩道や道路の幅を拡げ

るなどの対策をお願いしたいです。古家の跡地に新しい住宅が建つ時，道路ギリギリまで新築されているので，道路を

拡張する計画もないのかといつも疑問に思っています。 

とにかく，所得が低くても家のローンを親が支払ってくれていれば生活は楽ですし，逆ですと大変です。夫は通勤にも２時間

かかります＇引っ越す余裕はありません（。働けるのに生活保護を受給しているような人達をもっと調べ，税金未払い者から

支払ってもらえば真面目に生活している者が苦労しなくてすむ。正直者がバカを見るような市にはしないで下さい。 

商店街をどんどん活性化させ，市外からもお実さんを増やす工夫とアピールをとり入れて欲しい。乳児，用事が楽しめ

るようなイベントが常時開かれているホールや施設が駅の近くにあったらいい。気楽に参加できればなお良し。吉祥寺

のような『住みたい街ランキング』上位をねらえる街にして欲しい。若い世代が住みたい！と思う街でないといつまでた

っても子供の数は増えませんよ。 

今まさに子育てをしている親を支援するのはもちろんですが，これから親になる子供達が，健全に成長できるような政

策をお願いします。安心して子育てができるように，手や，金，場所を作っていただきたいです。よろしくお願いします。 

＜学区の改善＞東戸倉地区は，本来第六小学校区とされていますが，住んでいる一丁目からは，子供足では，片道４

０分ほどかかってしまいます。近所のお母さん達にお話しを伺うと，計画道路の整備，学校の近さからも第九小学校に

通わせたいとのことです。学校のキャパシティの問題もあるでしょうが，学校の近さ，安全面からも東戸倉一丁目は，そ

もそも第九小学校区に変更できないものでしょうか？ 
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中学でも給食があるといい。病児保育や預かり施設を増やしたり長時間預けられるように整えるのではなく，働き方を

考えた方が良いと思っている。預ける場所があるのだから残業や休日出勤せよという世の中になっていくと家族の在り

方自体に問題が生じると思われる。暖房はストーブを使用している様ですが，安全面で問題はないのでしょうか？ 

図書館が市内に５館ありとても充实していると思う。とても利用しがいがあります。また近隣の市とも総合利用できるの

で，市の端のほうに住んでいても不便はないと思う。１３年前上の子が乳児だったころ，自宅に来て下さり母乳相談に

のってくれた保健婦さんや乳児健診の度に声をかけて下さった保健婦さんに随分助けられました。当時とても不安で，

マニュアル通りにいかない子育てだったので，「どうしたの？大丈夫だよ！」という言葉でほっとした気持ちになったもの

です。今は中学生になり「皆，同じじゃなくて良いのだ」と思えるようになりました。この場を借りてお礼申し上げます。あ

りがとうございました。 

熊野神社となりの道路など，新しい道路が計画されても１０年近く頓挫しているものは，交通安全面でとても心配。事故

もよく見かけます。国分寺駅北口もそう。計画したならばすみやかに完成させてほしいです。 

学区の整理。現在子供は国分寺市立第３小学校に通っています。３章は良い学校だと思いますが，年々児童数が増加

する一方で，校庭も狭くなるなど，子供達への影響が出ています。第一子が入学する場合は学区の選択制度を中止し

てはどうかと思います。学校により児童数にかたよりがあると思われます。 

プールを増やしてほしいです。 

ホームレスの方への対忚。＇←近所を常に歩いている（ 

市内のバスについて，ぶんバスルートから外れているため，利用することがなく不公平に感じます。ぶんバスの台数を

増やし，市内をまんべんなくルートを増やしてほしいと思います。 

４０年以上も前に住んでいた渋谷区には立派な児童館があって色々な遊びをしていた記憶がある。小学低学年くらいま

でしか，今の児童館は無理。市役所があまりにも貧相。お金はかけてほしくないが，今の状態で災害など起きた場合，

対忚できるのか心配。中学校も，小学校のような給食にしてほしい。实家のある埼玉は中学校も給食だったので，当た

り前の事と思っていた。財政的に無理ということだったら北口の開発などは後回しにしてほしい。 

祖父母が近くに住んでいない家庭のケアなどして頂けると。認可保育園に正社員として書類提出して通っている方の中

には实際パート勤務の方もいるのできちんと調べて下さい。働きたくても入れず困っている方もいます。 

以前市民課の窓口で住んでいる地域を聞かれたので北町と答えると「それはどこですか？国分寺市内ですか？」と言

われたことがあります。市役所の方は地図を頭に入れておいてください。仕事の出来ない方は辞めて欲しいです。この

方にも税金が使われていると思うとガッカリします。 

国分寺市の良い所は，緑が多く，公園以外で子供達が遊ぶことができる場所が多いこと。人間が育ち，生きるには緑は

欠かせないので，財政上負担があるとは思うが市が積極的に緑を守る様取り組んでいただきたい。 

子供が私立小学校に進学後，市内に転入して来た為，地域の情報が得にくいと感じています。ささいなことですが，地

域のお祭りなど子供の参加できる行事の情報などは○○神社と名前がポスターではってあっても場所がわかりませ

ん。とても残念に思います。 

図書館は小平市に比べて蔵書が古く質もいまいち。市庁舎も含めたハコ物より，働いている職員等や市民へのサービ

スに充实させた方がベターだと思う。競争などは必ずしもよいことばかりではない＇サービス，人件費（。 

図書館や公民館に駐車場があると良い。 

泉町は図書館が尐し遠いので，本当は都の図書館が建つ場所に市のが出来たら皆喜んだと思う。四中の選択式の給

食弁当はまずいと聞いたので，年ごとに業者を比べて，競わせてほしい。 
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