
資料４－４

区分 詳細

経済的支援 小中学校
■・資金面での補助を強く要請します。（国、自治体からの）・ＧＰＳ及びメールにて、就学時の子供様子
をもっと家庭で把握できるようにして欲しい。（少し前は、メールにて今下校しました。等連絡が来まし
た。たぶん、試験的に同じ物を求めます。）・学校への携帯等（電話機能ＧＰＳのみ）の持ち込み許可

経済的支援 ■経済支緩。

経済的支援
■スポーツも勉強も子供が望むならやらせてあげたいが、経済的負担も多い。ひとり親のスポーツや塾の助
成金などあれば助かります

経済的支援 ■子供にお金がかかるので助成金を増やしてほしい
経済的支援 ■経済的なサポートしてもらえるのが１番だと思います。

経済的支援
■教育に対しての支援。例えば、勉強にスポーツに十分な教育。裕福な家庭との差がなくなれば。お金に余
裕がある人ばかりじゃないので、特に英語など。市でも、教育について、考えてもらいたい。子どもの人数
が多ければ多いほど、教育が十分に出来ない事になるかな～？（うちの場合。）

経済的支援
■子育てをする上で一番うれしいサポートはやはりお金でしょう。予防接種の費用をもう少し安くしてほし
い。インフルエンザなどは毎年受けさせてあげたいので兄弟がいると予防接種の費用は負担が大きい。

経済的支援 ■子ども手当て。病院代の無料化
経済的支援 ■子供手当て（20歳まで）、お金（18歳まで）の支援

経済的支援
■児童クラブを利用しているけれど、日曜日の利用がないため時間帯で預けられるような所があるとよいの
かなと思います。祖父母にも預けられない事があると大変なため。ひとり親家庭であるけれど親の元にいて
もお金を援助してもらえないため、扶養制度を見直して欲しい。

経済的支援 ■父子家庭でも児童手当を出してほしい。0ではなく少しでも出してほしい。
経済的支援 ■気軽に低い金額で利用できる。

経済的支援
■すでに子供達が成長し中高校生位になっているので、現在は買い物（食費）の際に子育て中の家庭に対す
る割引特典などが今よりもっと増えればよいと思う。

経済的支援 ■教育費無償化
経済的支援 ■金銭的な支援、補助金、支給

経済的支援
■施設等に関しては利用していないのであまり良くわかりませんが、子ども手当や助成金をＵＰして頂きた
いです。習い事なども学校での教育以外に関しても一部助成金があれば、子供達をもっと色々な分野で個人
の才能を伸ばせると思います。スポーツや芸術に関してとてもお金がかかりますから。

経済的支援 ■お金
経済的支援 ■金銭的なサポート

経済的支援
■金銭的なサポート介護の制度をもっと充実させてもらいたい。介護制度が手薄な為、より多くの時間が取
られ、子育ての弊害になってしまう。

経済的支援 ■子育ての手当金（増やしてもらいたい）公的助成など
経済的支援 ■子供手当の増額

子育て（教育を含む）をする上で、周囲（行政等）からどのようなサポートがあればいいか　　(小学生）



情報 ■子育てに関する（パンプ）などが行政から配布されればありがたい
情報 ■年齢に合った情報が届くようにしてほしい。（はがきなどで）

情報 ■最近引越してきたので育成会や学校のことしか分かりません。サポートについて答えられません。

情報
■周囲のサポートは得られているので特に浮かびませんが、行政にはインフルエンザ他伝染力の強い病気の
流行（罹患）状況を知らせていただきたいと思います。

情報
■身近な人→問題や心配事が発生したときに気軽に相談したい。行政→どのようなサポート体制があるのか
情報をできれば分かりやすく。我が家は20歳・16歳・13歳の3人の子供がいますが、行政のサポート体制がか
なり変化したここ10～15年で、情報の入手・理解が分かりにくかったです。

情報
■祖父母が子どもをみられない時の緊急時や一時預かりの手続き方法や場所を明記するパンフレットがあれ
ば良い。身近な所に置いてあれば良い。

情報
■子育て中に活用できる情報の提供（第三子事業の手続きお知らせの手紙は送られてこなかったりするの
で、忘れてしまうと援助等受けられなくなる可能性もあるので・・・）

情報
■高学年になると子供達で世界を持っていて行政や身近な人間といるより友人同士でいることが多いので、
サポートをどのように受けられるか、また、受け方も良く分からない。

情報 ■コミュニケーションを密にとること。情報をもっと発信する。

悩み・相談 一時預かり
■心配な事をもっと気軽に相談できる。どうも堅苦しくて、相談しにくい。一般的な成長のこととかも、知
りたいのですが、個人的とか言われると。軽い病気の時、どうしても仕事に行かなくてはいけないが、祖父
母もムリという時預かってもらえるところ。

悩み・相談 　
■現状に満足しておりますが、こちらから相談しようかと考えている時「最近どうですか？」等と声をかけ
てもらえると話やすいかなと思います。

悩み・相談 ■子育てするうえの相談窓口があれば良いと思います。（あるのかもしれませんが、存在を知りません）

悩み・相談 ■電話などで相談にのってくれる事。
悩み・相談 ■困ったときに気軽に相談できる人が近くにいるといい。
悩み・相談 ■各地域に出向いて相談に乗ってもらえる（行政担当者など）
悩み・相談 ■相談した人たちの体験談を聞かせてもらう。

悩み・相談 ■気軽に何でも話せる人（行政ばど）がいれば、困った時はどうしたらいいのか相談できると思う。

悩み・相談 ■話を聞いてくれる、共感してくれる。
悩み・相談 ■気軽に相談できる場
悩み・相談 ■気軽に相談できる手段があると良いと思う。

悩み・相談
■相談したいときにすぐ相談できる状況があれば助かります。例えば、後日連絡しましょうと約束をしなけ
れば相談できない状況ではなく、その場でアドバイスやサポートができれば良いと思います

悩み・相談
■同じくらいの年齢の子供がいる親同士が、悩みや家庭での学習の教え方などの情報交換の場があったらい
いと思います。



悩み・相談 ■困った時、気軽に相談できる

悩み・相談 ■子育てに関する悩みを気軽に相談した時にすぐに相談できる窓口があればよいと思います。

悩み・相談 ■子育ての経験を相談できます

悩み・相談 ■子育てに悩むような時に、気軽に相談できる専門の先生や場所があるといいと思う。

悩み・相談
■子育ての不安な気持ちを聞いてもらえる。体験談や失敗話などおしえてもらえる。アドバイスよりも話を
聞いてもらいたい。

悩み・相談
■困った時に相談できる（時間を気にせず)仕事をしていると、帰宅など時間が遅く、その時すぐに相談でき
ない事が多い。

悩み・相談

■どのような状況であっても、気軽に相談できる場所が常に身近にあると無いかで、精神的に違うかと思い
ます。その場所で温かく迎えてもらえるかもらえないかで気持ち的に余裕ができるのではないか。対応する
側の誠意が冷たい事もあると思います。温かさや親身に対応して頂けるのなら相談したい人が沢山いると思
う。

悩み・相談 ■子育ての悩みや急病の時など、電話で相談できるサポートがあれば良いと思います。

悩み・相談
■子供の事を話せる場所があると良いと思います。親の考えや子供の事を否定しないで話しを聞いてくれる
人たちがいてくれれば助かると思います。

悩み・相談
■学校などで相談者が気軽に相談できるように「相談する場」を提供するとよいと思います。例）授業参観
後などに相談室を設けて相談を1人1人行ってみるなどしないと、なかなか自由にだと行かずに済ませてしま
うのではと思います。

悩み・相談 ■困った時、気軽に相談できる場所があるといい。
悩み・相談 ■近くに気軽にいつでも子育て相談できる場所があるとありがたいです。

悩み・相談
■相談後、子育てをする上で生じた不安や困ったときに相談でき、一緒に解決していけるようなサポートが
あると心強い。家事の分担軽減。家事の負担が減ることで、子供たちに接する時間や精神的な余裕ができる
と思う。

悩み・相談 ■子育てや生活などの相談や気軽に話せる環境があれば、悩んだりはしなくなると思います。

悩み・相談
■相談したい時どこに問い合わせたらよいか考えてしまうので、一つの窓口で大体分かると便利だと思いま
す。

悩み・相談
■私が一番不安な時は子供が病気の時です。特に夜は不安になります。24時間医師もしくは看護師に電話で
相談できればと思います。

悩み・相談
■相談にのってもらい話を聞いてもらえる事によりスッキリすると思うので、相談相手がいるという事で幸
せだと思います。

悩み・相談 ■相談できる友達がいるといいと思います。

悩み・相談
■我が家はたまり場になっています。ただ責任もって面倒をみれる子とそうでない子がいます。そういった
時相談できる窓口がほしい。放任の親の指導もできたらお願いしたい。



悩み・相談
■子育てに関する悩みを聞いてもらえるだけでも心強い。また相談しても悪い点ばかり言われるととても母
親として傷つく事を、サポートする側には承知していてほしい。

悩み・相談 ■子育てについて話したり、共感したりし合える人がいると心強い。
悩み・相談 ■気軽に話を聞いてくれる人や場所があるとよい。
悩み・相談 ■利害関係のない人に相談したい時があります。

悩み・相談
■本当に親身になって話を聞いて頂けるのか、他の人に情報を言ったりしないか、安心して相談できる人が
いたら色々相談してみたいです。

悩み・相談 ■利害関係のない専門家への相談が可能なこと。
悩み・相談 ■同じような子育ての悩みを抱えた親のつどいの開催。

悩み・相談
■同じくらいの子供がいる家庭とのコミュニケーションがとれる場があると良いと思う。慣れない土地で知
らない人ばかりで、最初は不安だと思うので。

悩み・相談
■今子育てが孤立化していると思います。相談を出来る所も平日の決められた時間、そして予約制だったり
ですぐ相談したくても出来ません。働いている親にとっては不便で、土曜日か日曜日でも相談できる所があ
れば良い。

悩み・相談
■しつけについて相談できる所が欲しいです。担当の先生はいつも忙しそうで、しつけや心配に思っている
事などは相談できる状況ではありません。※下野市から引っ越してきましたが、下野市は月１回位は学校に
スクールカウンセラーが来てくれていたので、相談しやすかったです。

悩み・相談 ■少しの悩み事でも聞いてくれる人がいたら良いなと思います。
悩み・相談 ■心配事や困った事の相談を気軽にできる人や部署
悩み・相談 ■子育てについてアドバイスなどとても参考になります。
悩み・相談 ■悩んでしまった時に、安心してアドバイスを聞けるような環境がある事
悩み・相談 ■いつでも相談できる人が身近にいると助かります。
悩み・相談 ■話しやすい環境

悩み・相談 ■子供の事を（勉強・発育・友人関係など）何でも気軽に相談や話が出来る人がそばにいるとよい。

悩み・相談
■豊富な知識を持った方から理解してもらえることがあれば良いと思う。まず理解し、共感してもらいた
い。共感がないのに、アドバイスされたりすると辛くなる。

悩み・相談
■臨床心理士などの専門家に気軽に相談できる場があるといいなと思います。親族が市内にも県内にもいな
いので、子供を預ける場が無くて困ります。小学生でも預かってくれる場が欲しいです。

悩み・相談 ■・話し相手になってくれる　・必要な情報を与えてくれる

悩み・相談
■子育てにおいて少し気になる事などを気軽に相談できる所が欲しい。もしあるならば、詳しい情報がほし
いい。（日常において気になる事など）

悩み・相談
■子どもや親のカウンセリングを行い、必要なサポートをコーディネートしてくれる様なサービス。小さな
悩みでも気軽に相談できるような・・・。メールで相談できたり・・・。

悩み・相談 ■定期的な相談会の開催（プライバシーを守ってくれるとうれしいです。）
悩み・相談 ■・市としての制度等についての資料　・学校側（教育側）としての相談窓口の充実



悩み・相談 ■孤立しないように気軽に相談できる場所の選択

悩み・相談 ■些細な事でも話し合える相手がいる事。子育て、地域の情報がすぐ手に入る事。（誰もが）

悩み・相談
■こちらからお願いして、相談にのってもらうというのは、もちろんですが、一人で悩んでしまっている人
もいると思うので・・・。行政側から定期的な声かけ、訪問など・・・地道なサポートがあると助かる人も
多くいるのではと思います。

悩み・相談

■障がいがある子を育てながら仕事をして、シングルマザーで、家族も具合が悪く、クビになり仕事できず
で子供を上手く預けられない事もあり、障がい手帳もギリギリ貰えず、児童クラブにも預けられない事もあ
り、もっと預けやすく、仕事を探しやすく、分かりやすいコミュニティーコーナーが、あちこちあるとい
い・・・。保健師や相談員が来て、相談できる場を広報等で紹介して欲しい。

悩み・相談
■保健士、幼稚園の先生からの子供の実情（他の子供と比較した）についての情報提供及び対策案について
の相談

悩み・相談 ■会話

一時預かり
■病気の時に預かってもらえる所があると助かります。（出停等で熱が下がっても、登校許可が出るまでの
間）

一時預かり
■（急な用事の時だけお願い出来る）送迎付きの預かり施設があるといいです。※送迎付きは近くにはない
ので、送ったり迎えに行ったりできないので。

一時預かり
■現在は、ほとんどサポートが必要なくなってきているが．．．。（子供の一時預かりや、病気の時の一時
預かりをしてくれるところがもっとあるとよかった。知人や親族に預かってもらえない時に、どうしても仕
事がある場合、見てもらえる所を探すのに苦労した。）

一時預かり ■仕事をしているので、病気の時、急な連絡で迎えや、休みの時、見てもらえる場所。

一時預かり
■私たち夫婦の両親や家族は、埼玉、福島と他県にあるため、何かあったときに子供を見ていただける場が
あると同じような方々も安心できると思う。気持ちの上でも、そのような場があれば、母親は特に楽になる
のでは．．．。

一時預かり

■突然の思いもよらぬ行事ができてしまった場合、誰にも子供を預けることができる事業をしてほしいで
す、。（子供と一緒にいることができないとき）。学童ですと、働いている人の証明書が必要などとあるの
で、働いてなくても、急用な時でも、預かっていただけるそんな所があったら、一人で見ている母親や父親
としては安心なのではないかなと思います。

一時預かり
■病気など病院に連れて行くとき、1から2時間程度、気軽に兄弟を預かってくれる施設のようなものがあれ
ば良いと思います。

一時預かり ■用事のある時や、緊急の用が出来た時に、子供を安心して預かってもらえる施設が有ると良い。

一時預かり ■子供の一時預かり



一時預かり
■学童保育のように就労している母親ばかりへのサービスだけではなく、突然の出来事や休養したい時など
（帰宅時間に合わせてパートも）利用できる預かりサービス等があれば助かるのでは。土、日の預かりも必
要なのでは。

一時預かり
■子供が高学年になると夜、会議で出掛けることが多くなった。姉妹で留守番させているが、大きな地震が
またいつ起こるかもわからず、不安である。子供が夜一人で留守番をしなくてもよいような、サポートがあ
れば良いと思う。

一時預かり
■休日の救急医療の充実・小学校高学年の学童施設の確保　高学年でも家に一人でおくのは心配である。い
つでも利用できるような場所があると安心なのですが。

一時預かり
■急な用事とかで家を留守にしてしまう場合に簡単に見てもらえる場所（手続き等が面倒でなく誰でも頼め
るような）（学童とは別の考えで）

一時預かり ■家を留守にする時の子供の食事や塾の送迎などを手伝ってもらいたい。
一時預かり ■祝祭日も見てくれる。突発的でも見てくれるサポート。

一時預かり
■病気のときなど仕事が休みづらく、家に１人で留守番をさせることが多いので、１人時に子供が安全であ
るか？何かあった時の連絡等などが出来ると安心できると思います。

一時預かり ■子供が病気のときに、積極的に預かってくれる所を増やしてほしい。

一時預かり ■放課後、長期休暇中の教育＋子育てサポートをもっと気軽に使える所があればいいなと思います。

一時預かり ■お安く子供を一時預かり出来る施設があると、緊急時など助かると思います。
一時預かり ■急な病気や元気だけど学校にいけないなど短時間の預かりがあるといい。

一時預かり
■緊急時（親の急病等）の場合、学童にあずけたくとも、手続きに時間がかかりすぎて、お願いできないこ
とがあった。親の仕事以外でも、子供をあずけられる所がほしい。近くに親族がいない家では、小さい子が
いる家だけでもいいので・・・。

一時預かり
■学童保育に入っていない子供でも、急な用事に対応して預かってくれる場があるとよい。また、その様な
場があっても周知されいない。

一時預かり ■緊急時や仕事などで帰宅が遅くなりそうな時支援してくれる
一時預かり ■仕事の時など、子供の具合の悪い時にあずけられる所があると良いと思う。
一時預かり ■夜間病気になった時、気軽に頼れる施設

一時預かり
■カゼの時にあずかって頂ける施設。小学生の間は学童保育は続けてほしい。（日光市では６年生までやっ
ている所もある）

一時預かり ■緊急のときに預かってももらえる
一時預かり ■急に子供を預けたい時に頼みやすい場があると助かります

一時預かり
■私は実家が遠く、又　主人の他も他界し、子どもが熱を出した時など預ける先がありません。仕事も持っ
ており、子どもが高熱の時はお休みさせてもらう事もできますが、症状が軽い時は一人で留守番をさせなく
てはなりません。病気の子どもを世話してくれるようなサポートがあると助かります。



一時預かり
■親が不在になる時子供を見てもらえる人がいない人は大変だと思う。学校から帰ってきて、親が仕事から
帰るまでや、長い休みなど。

一時預かり
■仕事をしているので、先に帰宅した子どもの事が心配です。学童保育がもっと利用しやすい（仕事をする
母にとって）とありがたいです。（時間や料金など）下記の一時預かりを増やしていただきたい

一時預かり

■育児が困難な時（病気や体調不良などで）に親族に頼みたくとも交通手段が無く（無免許や年齢的な金銭
負担により）困った事があった。地域的な問題（遠くに住んでいる）もあるが、自分が動けない時にどこへ
相談したら良いか分からず、気軽に頼めるサポート人材派遣等身近にあればと感じた。あっても知られてい
ないと思う。

一時預かり
■私はシングルマザーという立場なんですが・・。自分の両親に預けたりしたり時には実家を主に生活をし
ていて、やはり子供手当てだけだと両親と一緒に子供を育てる環境に少し心苦しいのも少しあるので、私み
たいな立場の人にもう少し何かサポートがあったら助かるのかなと思っています。

一時預かり

■仮に祖父母の協力がなかった場合、学童などの協力を求めたと思われます。実際問題としては祖父母の協
力がなければ母親の就労は諦めたと思います。現状では安心して子供を預けられるシステムがありません。
保育園でも病気の時の対応ができません。小さい頃はよく熱を出したりしてその都度休暇では仕事ができま
せん。

一時預かり
■私は祖父と同居していたり、祖母も近くに住んでいますので頼れる所があり安心です。友人も近所にいま
すし。サポートを望む人が安心して預けられるようにして頂きたいです。

一時預かり
■病気の時に預かってくれる施設や病院又は家に来て面倒をみてくれる看護サービス。親が夜勤などで不在
の時など一緒に泊まってくれる、又は泊めてくれる宿泊サービス。

一時預かり
■土日祝日などで急遽子供をみていられなくなった時など、気軽に利用できる体制があるといいと思いま
す。

一時預かり
■急な親の用事ができた時、予約なしで預かってもらえる場所が欲しいです。市の建物の一室を使用して保
育士さんを常駐してあるのが理想です。

一時預かり ■留守の時預かって面倒をみてくれる体制を希望する。（行政等）
一時預かり ■病気の時子供を病院に連れて行ってくれるようなサポートがあると有難い。
一時預かり ■単発的・突発的な預かりに対応してくれる。

一時預かり
■急用などができた場合など、学童や学校などに迎えに行ってくださる等のサービスがあると助かります。
仕事中に子供が熱を出したなど迎えに来てくださいとの時なども含む。

一時預かり
■子供を見ていてもらっている時間など、特に母親が時間的サポートを必要としている方が多い様に思われ
ます。

一時預かり ■急な用事がある時みてもらえる所がほしい。
一時預かり ■仕事中に子供を預かってくれる方がいると助かります。

一時預かり
■子育てについて特に困ってはいません。ただ緊急時に（医療的ケア（導尿）を受けられる）預けられる施
設を教えてほしい。一時預かり及び宿泊もできる。下肢機能の全廃にて手帳1級です。

一時預かり ■病気の時に預かってもらえるサポート。



一時預かり ■自分が病気等で子どもが看るのが困難な時急でも見てもらえるサポート（安価で）

一時預かり
■突発的な用件の時に、子供を見てもらえる環境があるというのが、共働きである我が家にとっては子供が
小さい時の悩みでした。特に病気の時は困りました。現在はひとりで過ごせるようになり、そのような状況
からは少し遠のきました。

一時預かり
■うちの場合、祖父母と同居な為、いざという時は、子供を見てもらえるので安心です。核家族で住んでい
る方たちには気軽に頼める施設や環境があればと思います。

一時預かり ■緊急時など突然でも預かれる施設の負担額が多いので、金額を下げて欲しい。

一時預かり ■子育てをしている母親が体調不良で育児が困難な時、サポートがあると助かる。

一時預かり
■体調不良の時に突然でも預かってもらえる体制づくりが必要と思われる。事前に予約できる状況ばかりで
はないので。

一時預かり
■子どもを泊まらせる所、子供のクラスだけ学級閉鎖などになり、母が休んだりしなければならない。その
時だけでも利用できる所。

一時預かり ■緊急時の迎えと養育（親、子供共に急な体調悪化や用事が出来た時など）

一時預かり ■いつでも気軽に子供を預けることができる場所があるとよい。

一時預かり ■共働きをしていても、時間を気にすることなく、安心して預けておける環境を施設等を整えて欲しい。

一時預かり ■急な時に預かってくれる場所

一時預かり
■突然の事情で、子供を一人にしなければならない時に、様子を見てくれる人や預かってくれる場所があれ
ばいいと思う。

一時預かり ■事前にお願いしておける状況ばかりではないので、突然でも預かってもらえる施設が欲しいです。

一時預かり ■仕事をしている母親が、子供の具合が悪い時に休める環境。学校の行事もなるべく参加できる環境。

病児・病後児 ■病後児保育施設がもう少し増えてくれることを希望します。

病児・病後児
■病後児保育の低学年だけでなく、高学年まで預かってもらえるような場所（病後児保育のような緊急時に
対応していただける）があるといいです。

病児・病後児
■最近は仕事を持ったお母さんがふえています。そういるお母さん達が病後の子供を気軽にあずけられる所
がもう少し多くなるといいなと思います

病児・病後児

■子供が幼かった頃は色々な方や施設を利用していたが、子供の急な体調不良の際預かってもらえる環境が
なく、泣く泣く他県に住む親に来てもらうことが何度となくあり辛かった。もっと病中病後見てもらえる施
設が増えればありがたいと思う。



病児・病後児
■土曜（半日）は補習できるようになると学力の面で安心できる。病中・病後の保育サポートがあると働き
やすい。

障がい児
■何の問題もなく発達、成長し、学校生活が送れていれば特別必要と感じることはありませんが、発達障害
や学校生活でのトラブルある場合、相談や支援をしてくれる人事必要だと思います。発達障害→学校単位で
はなく、幼稚園から就職までの長いスパンで考えもらえるような窓口が欲しいです。

障がい児
■健常の子ばかりではなく障害のある子（知的・情緒・肢体）が通えるような施設（学童保育以外）をもっ
と増やしてほしい。例えばスポーツ関係や勉強など。（プール・塾・スポーツ教室等）

障がい児

■アスペルガーと注意欠陥多動などの発達障害がある為学校の**制度はとても心強いです。中学校の制度が
小学校ほど充実していないと聞きますが、中学でも引き続きサポートを続けてもらえると助かります。た
だ、以前障害の診断を受けるまでに相談を受けて下さる方がその方の都合*異動などで何度も変わりました。
できればずっと同じ方に相談を受けて頂きたいです。

障がい児
■自分自身は、現況にサポートという点で、不足していると感じる事はありませんが、発達に障がいがある
子供に対してのサポートが手厚くなれば良いと感じます。

学童保育
■学童等は、親が働いていないと預ける事ができません。親が、授業参観日後の学年懇談会にきちんと出席
できるように、学校は、きちんと預かって欲しい。それか、そういう場を行政がして欲しい。

学童保育
■学童など毎日は利用しないが、急に午前中だけ、午後だけなど、市役所に行って事前に予約していかなく
てはいけないのではなく、急な対応にも応えてもらえると助かります。

学童保育 ■上学年での放課後サポート。

学童保育 ■学童の数を増やして欲しい。（現在大人数の為、先生の目が届きにくい状況に思われます。）

学童保育
■習い事をさせたいが、仕事をしている為できない。学童でも友達関係から室内遊びをしているようで、
もっと体を動かす事をさせたい。送迎等充実していればと思う。

学童保育
■無料で子供を預けられ、学習のサポートをしてもらえる所があると良いと思います。学童はどの様に利用
するのか分からないですし、高学年になると預けられないと聞きます。

学童保育 ■放課後児童クラブの場を増やしてほしいです

学童保育 ■学童の時間が延びてほしい。学童にシルバー人材だけでは不安。

学童保育
■夏休みや冬休みだけ短い時間でなど個々にあった学童保育などがあればありがたい。フルタイムで仕事を
しているわけではないので預ってもらえる所ができればもっと働きやすくなる。

学童保育 ■夏休みなど長期休業中に、利用できる学童（小6まで対応）があると良かった。

学童保育

■学童保育（放課後の預け先）について。現在市内の学童はだいたい小学３年～４年生までしか（定員によ
る）通えません。しかし高学年になっても、親または祖父母が帰宅するまで平日は仕事から、帰宅するまで
また春、夏、冬休みは朝から夕方まで一日中留守番をさせるのは心配な世の中です。6年生まで預かってくれ
る施設があると、働いている親としてはとても助かります。



学童保育

■中学校の授業参観や、学級懇談等が、小学生の下校時間と重なるので、栃木県に実家のない私は、預かっ
てもらえる大人がいなく、毎回中学の方は欠席する形をとっています。学童保育には入れていないので、預
ける事もできません。他にも同じ様な方がいて、授業参観も２0分位で、途中ですが帰っています。そういう
時だけ、一時的に学校内にある学童保育で預かっていただけると助かります。

学童保育
■仕事などで学童へ迎えがギリギリになってしまい、忙しさや疲れで子供にきちんと接してあげられない事
も多く、もう少し7時までとか学童の時間を増やしてほしい。

学童保育 ■夏休み中だけでも学童を利用できると仕事（パート）がしやすいと思う。

学童保育
■市の負担は大変かと思いますがやはり働いている父母の立場として、学童保育や学校の一部屋でも利用し
て放課後の子供達について、家族が迎えに行けるまで何か考えてほしい。各学校に必ずつくってほしい。

学童保育
■保護者が運営する学童の為、学童の役員等の負担があるので鹿沼市地区の全体の学童の運営を、市でお願
いして頂きたい。

学童保育 ■高学年も学童保育が利用出来ると助かる。

学童保育
■うちは3年生まで学童保育を利用していましたが、学童保育では宿題等の勉強面でのサポートがほとんどあ
りませんでした。宿題だけでもよいので教えてくれる先生や、教える技術のある先生がいると良いと思いま
した。

学童保育 ■放課後児童クラブの日曜・祝日の運営を希望。

学童保育
■親族がいないために学童に預ける場合、時間が18：00の場合足りない。仕事で残業になることが多いの
で、もう少し長めにお願いしたい。二度学童に預けたことがあるが、人数が集まらないと延長できない事を
言われた。

学童保育
■仕事をしているので、子供の急病などの時に休めないときに預かってもらえる所があるとありがたいで
す。学童も6年生くらいまでみてもらえるとありがたいです。

学童保育 ■学童などから塾への送迎

学童保育
■子供の数が少なく家も離れている為、放課後児童クラブがあれば一緒に遊んだり勉強する機会が増え、子
供同士のつながりも深まると思います。

学童保育
■学校・地区単位で下校から17：00くらいまで見ていてくれる人や施設があれば良い。学童などは料金など
の問題が大きい。

学童保育 ■放課後子ども教室の回数を多くしてほしい。

学童保育
■学童を利用したことがありますが、子供がとても嫌な思いをしたらしく利用をやめました。それで携帯を
内緒で持たせています。

学童保育

■学童保育が使いにくいと思う。3年生までしか預かってもらえないルールや、長期の休みだけお願いしたい
時などは受け入れてもらえない。もっと融通がきくと助かる。緊急時は頼める人はいるが、仕事など毎日の
場合4年生以上、長期だけだと学童にお願いしたくてもかなり難しいので、なかなか働きに出られない。学童
保育がもっと学習などきちんと教えてくれる、又はできる環境だとありがたい。働いていると習い事に連れ
て行けないし、勉強をみるのも時間がないのでもっと費用を出してもいいので、希望次第で勉強や習い事が
できたらとてもありがたい。

学童保育 ■日曜・祝日も学童をひらいてほしい。（とくに祝日）仕事を休むようになるので

学童保育 ■一時預かり施設の充実など。長期の休み（夏季や冬季の学校休）のみの学童の充実など。

学童保育 ■・せめて小学校卒業するまでの学童保育のような場所　・土・日も利用できると良い



学童保育 ■学童が４年生までしか入れない為、５年６年になった時に放課後見てくれる場所があると助かります。

学童保育
■気軽に預ける場所があると（有料でも）急な用事や仕事を安心して出来るようになるので地域で考えて欲
しい。学童は低学年までなので高学年になる時心配。

学童保育
■長時間、緊急時に快く預かってもらえるシステム。病後、早退時に快く預かってもらえるシステム。学童
等、上限（年齢に）をつけないでほしい。

学童保育 ■・放課後、いつでも気軽に子供を預かってもらえる場所があると良いと思います。（短い時間でも）

学童保育 ■学童でこのような事をしたのだとかお話をして下さると会話がもっと子どもと出来る気がします。

学童保育
■放課後、外で思いきり体を動かせる場所があると良いと思います。もう少し時間的に（１日の流れで）ゆ
とりのあるカリュキュラムを作れないかと思います。

学童保育 ■学童に入れる学年が制限されているのでそれがなくなればいいと思う。

学童保育
■長期休みの期間に、放課後児童クラブに預けて利用していますが、急用などの時に、１日単位で預けられ
るようになると便利だと思います。

学童保育
■高学年の放課後サポート学童保育受け入れ学年の引き上げ（4,5,6年生になったからといって１人で帰宅、
在宅させるのは危険だが、親の勤務時間も変えられず、現時点で「高学年になった時どうしたらよいもの
か」と頭を抱えている）

学童保育
■父親が土日と仕事になる事があるので、土日の児童クラブがあればいいと思うが、住んでいる地域は、子
供も少ないので、預ける子供も少ないと預けづらい。

学童保育
■小学校高学年の子供の放課後のサポート。行政のサポートは、小3で終了してしまい、小4以上の子供は、
両親がフルタイムで働く場合、どうしても家に一人で留守番させる事になってしまう。

ファミリーサポート

■土曜日に家族全員が仕事の場合がある。その場合は学童に預けられるが、他の子供の利用がなく基本的に1
人なので行きたがらない。鹿沼市内ではファミリーサポートを利用できるが、粟野は鹿沼まで行かないと利
用できないので近場で利用できる様になるとよい。

ファミリーサポート
■祖父母がいても祖父母も仕事をしているので、子供が病気の時など急用の時に調整するのが大変である。
サポートセンターがあっても事前予約などが必要になって手間がかかる。

ファミリーサポート

■子どもがインフルエンザにかかり自分もうつって親子で寝ている時がありました。誰の助けも受けられな
かったので（主人の実家が遠方なため）ファミリーサポートに連絡して相談しましたが断られました。本当
に大変な時に対応できる機関があればと思います。子供が病気の時が子育てで一番つらかったです。

ファミリーサポート
■子どもを短時間、気軽に預かってもらえる施設があればうれしい。（ファミサポのようなものよりももっ
と気軽なもの）



小中学校 一時預かり

■①放課後校庭で週１日でも、遊べる様開放してほしい。②希望される０～8才位の子供を無償で、年１回で
も預けられる（まる一日）または（24h分散型）の施設があれば利用したかった。※たとえば、小学校の運動
会の時の兄弟の赤ちゃんとか、役員の夜の集りとか、上のお兄ちゃんのスポ少の試合の日なぢ、天候が悪い
と大変でした。（仕事が理由でないと保育園では預かってもらえないので）③病気の子どもをみてもらう施
設（おたふく、水疱瘡、インフルの熱が下がったが登園できない時）

小中学校

■学校の先生や、保護者も一緒に参加して、学校と家庭の両方で、子供の指導方法、しつけなどのアドバイ
スなどを勉強できるアドバイザーがいて（ベテランの）がいてほしい。先生によっては手におえない子がい
ると、すぐに病院で診断してきてほしいという先生もいるので、病院と（精神）学校の境目が近くになって
いるように思います。

小中学校

■教職員の増員。副担任をクラスに配置してほしいです。学校で、放課後を設けてもらい、宿題を出されて
も、両親,共働きで子どもに「分からない所、教えて」と言われても、じっくりと教える時間も無く、高学年
になると、算数も、難しくなり、教える事も、出来なくなって来ました。（精神,肉体的に負担に感じる）我
が子に申し訳ないと思う。３期の休みの期間なども、（夏休み、長期休み時）補習の時間を設けてもらいた
いです。

小中学校 ■時代背景にあった学校の教育。
小中学校 ■土曜日は登校日としてほしい。

小中学校
■教育関係（保育士、教諭）などの仕事に携わる方の言動で、親を傷つけたり、不安にさせてはいけない。
子育てに自信を持ってもらえるようにして欲しい。

小中学校 ■学校内での交流の場、サークルみたいな場で子育て、学校生活での情報交換が出来るものが有ればいい。

小中学校 ■家庭訪問、通知など

小中学校
■学校の件で担当の先生が毎年変わる学校が有りますが、生徒数が多いのに１年間で生徒と分かち合えるの
でしょうか？

小中学校
■学力低下が目立つので、今までのゆとり教育から少しずつ教育についての見直しをし、勉強のサポート支
援がほしい。

小中学校
■部活などの送り迎えがあったら、やりたがっている部活をやらせてあげられるかと思いました。毎回では
なくても、どうしても都合がつかない時。

小中学校
■昔のように土曜日学校へ登校。月１回土曜日通学している学校で、体を動かすレクレーションなどあった
ら良い。

小中学校 ■土日の学校開放等で子供達が自分で集まれる場所が欲しい。
小中学校 ■スポーツ（サッカー・野球）を教えるサポートがあったら助かる。

小中学校 ■学校で過ごす時間も長いので、先生とのかかわりを親も持てると良いと思います。

小中学校

■放課後学校で遊べるようにして欲しい。一人目が赤ちゃんの時、1回保健師さんが家に来てくれ母乳の指導
をしてくれた。ミルクで育てようと思っていたが母乳で育てることができた。「赤ちゃんは母乳が好きなん
だよ」のひと言で自信が出てやってみようと思った。初めての赤ちゃんは母親の不安が大きいので、保健師
さんが1歳まで月に1回来てくれるとお母さんも安心するのではないかと思う。そうすれば虐待の防止にもつ
ながると思う。

小中学校 ■子供のいつもと違う様子があれば報告していただけると助かります。
小中学校 ■知能のレベルが知りたいです。例えば学年の平均点など。



小中学校 ■学校内（先生や友達）に対する不満や相談を気軽にできるようなサポートがあれば良いです。

小中学校 ■いわゆるモンスターペアレントに厳しい対応を行政にお願いしたい。

小中学校
■私はシングルマザーで子育てをしているので、すぐ近くに手を貸してくれる両親がいる事や、学校の先生
の協力などでとても安心して仕事と子育てができる環境に感謝しています。特に仕事をしている時は子供が
どう過ごしているか分からないので、先生からの連絡帳でのお知らせや、両親からの話がとても大切です。

小中学校
■小学生・中学生のうちは実力別のクラス分けといった差別化をせずに可能性のある子供達を大人がランク
付けをしないでほしい。

小中学校 ■子供たちの遊ぶ場が無いので放課後、小学校の校庭で遊ばせてもらいたい。（昔のように）

小中学校 ■公立の小学校の設備の改善
小中学校 ■学校行事は、すべて無料であって欲しい。

小中学校
■学校が休みの日で、友達とトラブルがあったが、誰に相談すれば良いか分からなかった。学校の生活中で
あれば、先生に相談したけれど・・・。

子育て支援センター 公園等 ■近くに子供だけでも安全に遊べる施設や公園があればいい。

子育て支援センター
■子どもが小さい時はファミリーサポートセンターにお世話になりました。各地域にあると便利かと思いま
す。今は勉強などの面で学校の先生の手を煩わせることなく相談できる人がいるといいなと思っています。

子育て支援センター

■もっと児童館や公園を充実させて欲しい。休日退屈でしょうがない。雨の日は、児童館、晴れの日は公園
で運動できる状態であると良い。その点、栃木市の方が充実している。だからよく栃木市へ行っていた。栃
木の児童館も未就学児～小学生までが楽しめるよう、おもちゃなどもかんりされていた。

子育て支援センター

■普段面倒を見ている祖父母などの具合が悪くなった時等、緊急時、すぐにお世話になれる所があると助か
ると思う。ファミリーサポートセンターは、原則小学校3年生までという事だが、中学生くらいまで見てもら
えると有り難い。

子育て支援センター
■友人などをつくるのに苦手な人や、引越しで新しく転入してきたり回りに相談出来ない人のために、子育
て支援施設を利用しやすい事をアピールしたらどうでしょうか？

子育て支援センター
■気軽に親子で参加できる催しや遊びに行ける施設など・・・気楽に相談できる環境があるといいと思いま
す。

子育て支援センター
■ファミリーサポートセンターにお世話になり、大変助かりました。このようなサポートは、働く母親に
とって大変ありがたいものだと思います。

子育て支援センター ■子育てサポートの身近な話場所や色々な情報が入ってくると子育てに関して、やりやすいと思う。

子育て支援センター ■安心して子供を遊ばせる場所がほしいです。雨が降っても体を動かせる場所がほしいです、鹿沼市内に。

子育て支援センター
■・子育てサロンなど、子育てについて相談できる場所。（乳幼児）　・小学生も遊べるイベント、運動が
でＫる場所があると良い。

子育て支援センター ■子供たちの遊び場。小学生が楽しく遊べる施設が欲しいです。（おもちゃ博物館のような）



子育て支援センター ■子どもが運動をしながら遊ぶ所が少ない（アスレチックみたいなものがあれば）近いところに欲しい。

子育て支援センター ■子供たちの集まる場所や図書館などの増設（安心安全な場所）

公園等 生活環境
■・登下校の見守りをしてくれる人を増やしてもらいたい。・公園で遊ぶことが多いので、公園にも見回り
や見守りをしてくれる人がいると、安心して子供を遊びに出してあげることができる。（今は心配で、親が
付いています。）

公園等 ■公園の様な広い遊び場所が欲しい。

公園等
■見晴らしの良い公園ができたが木陰が少なく暑い。コンクリートが増えてじゃれあって転んでも痛いしケ
ガを心配する親がいるとのびのび遊ばせられない。芝生や原っぱみたいなところが増えるとよいと思う

公園等 ■公園の整備　不審者の対策
公園等 ■放課後、安心して遊べる公園の整備

公園等 ■子供が思いきり遊ぶことが出来る広場（子供だけでも安心して遊ぶことができる）

生活環境
■夕方、学校の校庭や公園で遊んでいる児童たちなどをパトロールしていただけたらと思います。やはり子
どもは外で遊ぶことが一番いいと思うので、ゲームばかりになってしまう、子どもの教育に良くないと思う
ので。

生活環境
■私は母子家庭の母親です。中学生の娘と小学生の息子がいます。フルタイムで仕事をしている私は、子ど
もの放課後のクラブや､親族、友人や、近所のママ達に、お世話になり、子どもも精神状態もとても安定して
います。

生活環境
■子どもが危険な事、悪い事をしていたら、注意してくださるといいです。注意をされた子どもも親が、そ
の事に対して反感を持つ事がないければ、きっともっと親身に接してもらえるのかもしれませんが。難しい
なと思ってもいます。

生活環境 ■交通や道路等の整備(登下校など）

生活環境
■学校の登下校、子供だけだと不安があるので道の整備を安全にして欲しい。登下校の時間に大人が見張り
としてパトロールして欲しい。（ちなみに登下校できるだけ付き添って歩いています。）

生活環境 ■登下校時の見守り
生活環境 ■見て見ぬふりをせず、間違っていることは正してほしい。

生活環境
■長期休憩中の休日などが取得しやすい様な体制つくりをお願いしたいです。会社の追手は希望休がとりに
くく大きな負担になっています。

生活環境
■下校当番があると、休みをとらなければならず、負担に思う。週数日だけ、又は一部しか見られないので
は、あまり有効とは思えない。毎日の下校が安全に行えるような行政支援があるとよいと思う。

生活環境 ■家の周りが割と人と通りが少ないため、行政担当の人などが定期的に回ってくれるとありがたい。

生活環境
■小さな子供を持つ親が、安心して仕事ができる企業が少なすぎます。どうしても働くうえで子供に負担を
かけてしまいまもう少し子供を持つ親が安心して働ける環境を作ってほしいです。

生活環境
■栗野地区から鹿沼市中心部までの特に朝晩のリーバス・予約バスの更なる充実があると、非常に有難いで
す。何においても子供の送迎が必要な点が、仕事との両立に一番苦心する状況です。



生活環境
■学校の登下校時など、もっと大人の目があると助かります。昼間人が外にいないので、心配な時がありま
す。（住宅街で、共働きが多いので仕方ないと思います。）

生活環境 ■子育てにおいて、子どもをなるべく優先にできる職場
生活環境 ■学童ではないが校庭などで遊んでるとき見てくれる人、パトロール
生活環境 ■遊ぶ環境

生活環境
■親（特に働く者）の立場に立った子育てができる環境が選択できるかどうか。もっと現状より良いサービ
スがあるなど。

生活環境 ■子育てというよりも、学校に行くまでの歩道を整備してほしいと切に願います。

生活環境 ■子供達が安心して過ごせるようなサポート。
生活環境 ■通学路の見守り。自分もしたいが職場に言いづらい。

生活環境
■南摩では「地域の子供は地域で守る」「子供は地域の宝」をスローガンに安全パトロールを行っていま
す。地域の方はもちろん学校でも先生の目が行き届き、とてもありがたく思っております。そういった優し
い見守りを受けて、子供達は感謝の気持ちや思いやりの心が育っていくのだと思います。

生活環境 ■安全に登下校、遊びに行ける様、防犯や交通安全に力を入れて欲しい。

生活環境
■今は無職で子供を預けたりすることはほとんどないが、仕事を始めた時など子供を安全にみてもらえる場
所がほしい。

生活環境
■地域の方と挨拶を交わすなど、日常的に交流を持つ事で子供達に安心を与えられたら良いと思う。不審者
対策など。

生活環境
■学校の行き帰りの時、子供達を見守る大人がとても重要になってきているのに、ボランティアの方に頼る
しかない現実があります。かといって働きながら子育てをしている人が多い中、自分達で行動することもで
きない。もっと行政で動くことはできないのでしょうか。

生活環境 ■良いところは褒め、悪いところは注意してもらえるような地域環境。
生活環境 ■民生委員・児童委員という選択肢はないと思う。むしろ誰がやっているのか分からない。
生活環境 ■登下校時の安全確保

生活環境
■近くに身内がいなく母親が一人で子育て・家事・子供の習い事の送迎をしている。交通手段が車なので子
供の送迎等、負担に感じる事がある。小1だと子供だけで遠くのお友達のところへも行けないので、それも車
で送迎。もう少し気軽に頼めるサポートの人がいると助かる。

生活環境 ■家庭・学校・地域で子育てをしようという意識があるので、大変満足して感謝しています。

生活環境
■茂呂東です。毎朝通勤ラッシュで徐行もされない、しかも歩道の境界線もない道を40分歩いて通学してい
ます。10ｃｍ隣りは車がスピードを飛ばすので、いつもこわいと娘達は言っています。1年生の男の子は転ん
で車に轢かれそうになり、歩いての通学ができなくなりました。安全な通学路の確保をお願いします。

生活環境 ■今の世の中何が起こるかわからない為、通学路が心配。

生活環境
■大人は身近に子供がいたら（自分の子供でなくても）何か声をかけてあげるとよいと思います。老人も子
供に声をかけてあげるといいなと思います。

生活環境 ■登下校時の安全ボランティア
生活環境 ■子供がどこにいても、大人たちの温かい目で見守られている社会であってほしい。



生活環境

■・公共交通機関を充実させてほしいです。過疎地区を走っているリーバスは久我小のお子さんが加園小ま
で学童を利用するために乗車しますが、時間が間に合わず（下校時刻と）学童を利用できない状況です。
・別添の「鹿沼市における教育・保育事業の実施状況」を拝読して自分の知らないサービスが多い事に*きま
した。もっと市民に情報を広げてほしいです。　・公共の後援会などのイベントや講座、パルティーの講座
など、就学児で小学校低学年の保育サービスが手薄いと思います。小学生の親は、それらへの参加が難しく
なります。

生活環境
■登下校の時に見守って頂けるボランティアの方がもう少しいて下さると助かると思います。人数がいると
ボランティアの人たちの負担が減ると思います。

生活環境
■事件、事故などを未然に防ぐため、登下校や、放課後の町の安全をよくして欲しい。子供が自由に遊べる
場所を増やして欲しい。

生活環境

■通学とか新一年生は慣れないし、上級生とも、うまくなじめないこともあると思うので、途中で何かあっ
た時など例えば靴が脱げたとか、ちょっとしたことが言えず、我慢して歩いていくこともあるので地域の大
人のフォローももしかしたら必要なのかなと思う。子供の人数が多い地域は、子供同士もかしこまりがちだ
と思う。

生活環境 ■近所の顔見知りのおじいさん、おばあさんからの見守り、登下校時など

生活環境
■・登下校の安全を守る青パトさんや、身近の方のスクールサポーターの方々は、本当にありがたいです。
これからの存続をお願いします。

生活環境 ■安全で伸び伸びと遊べる環境づくり
生活環境 ■悪い事や危ない事をしていた時に、きちんと注意したり叱ってくれる。
生活環境 ■共働きなので職場の理解

生活環境
■核家族世帯が多く、どうしても鍵っ子になってしまう。誰を信じていいか分からない世の中であるが、地
域としての把握及びに情報漏えい（家族情報）しないよう、パトロール隊や幼稚園バスのような制度があっ
たら良いのにと思う事がある。（有料でも構わない）

生活環境 ■近隣の同世代の子を持つ家族とのコミュニケーションが取れる場があれば・・・と思う。

生活環境
■・子供手当の増額　・母親の働く環境（法において守られるものをもっと周知）→休みにくい、外出しづ
らい。

医療機関
■子供が病気の時、どうにか祖父母などにたのんでいえにいてもらえるものの、運転ができないので病院ま
では連れていけない。そんな時に家に来ていただけるお医者様がいたらありがたいと思います。

健診等 ■予報接種（インフルエンザ等）昔のように学校で集団接種して欲しい。

健診等
■幼児のうちは0ヶ月健診、0歳児健診等があったから保健師の方等へ話す機会があったが、大きくなったら
相談する機会がない。わざわざ行政へ行ってまでというのも大変なので。私は市外から来たので親密な友人
がいる訳でもないし。子供が大きくなっても半強制で集まれる場があればと思います。

医療費助成 ■医療費の現物支給だと病院へも躊躇することなく行けるので、現物支給の宇都宮市が羨ましいです。

医療費助成

■以前住んでいたところは医療費を窓口で支払うことはありませんでした。鹿沼は払ってから手続きをしな
ければならず、その時間がなくてずっと3年間も手続きしていません。母親が忙しいなどで手続きできないの
は不平等ではないでしょうか。平等をきすためにも医療機関での支払いは0にしてほしいと思います。それが
できないのは行政の怠慢です。また鹿沼は医者が少ないと思います。増えるとありがたいです

医療費助成 ■子供医療費、申請ではなくその場で無料に。



医療費助成 ■こども医療費助成を現物給付にしてほしい。償遠払いにする意味がわからない。

医療費助成 ■インフルエンザの予防接種代は、小学生・中学生でも補助をして欲しい。

医療費助成
■医療費助成などの手続きを簡単にしてほしい。（１医療機関ごとに申請書を書くのは毎日時間がかかり大
変）

医療費助成
■３歳以上になっても医療費の窓口負担をなくして欲しい。（せめて小学生までは資格者証を使って軽減し
てもらいたい）

医療費助成 ■子育ての手当　インフルエンザ予防接種無料にしてほしい。（親も）

医療費助成
■子ども手当や子供医療など、もっと子供に関わる経費には支援が必要だと思います。子供医療も後払いで
はなく、窓口精算などその場での負担が少なくなる支援が欲しいです。

医療費助成
■・放課後児童クラブを利用しています。仕事をする上で、すごく助かっています。ただ、学校の参観な
ど、子どもが複数の場合、都合がつかない場合があり、困る事もある。　・鹿沼市のみ医療費が月５００円
引かれる。よく分からない。宇都宮も日光も窓口での支払いがないと聞いている。

地域等 ■家の近所で集まれるサークルなどがあると参加しやすいし、友達も（親の）できやすいと思う。

地域等
■個人では難しい社会体験（見学、実験教室、工作、木工、ラジオ作り、天文教室など）を市で催していた
だけると嬉しいです。特に夏休みの宿題に役立つので今年いくつかに参加し、子どもも大喜びでした。

地域等
■個人情報がなさそうで、サポートされたとしても不安であるが、学校、地域での活動を増やしていく取り
組みを考えてほしい。

地域等
■登下校時の付き添いがあるとありがたい。（仕事をしているとPTAのローテーションで行ったり、学校の先
生でまかなうのは困難である為）

地域等 ■登下校時の見守りはありますが、まだまだ不足してると思います。危険な場所の改善を期待しています。

地域等 ■地域の皆様には、子供達の安全面で見守って頂けると助かります。（登下校時等）

地域等
■・祖父母、友人等、身近な人はもとより、地域の方々や大人たちが常に目を向けて、関心を持って接して
もらえればうれしい。・自分の子、他人の子に関わらず、常に見守って行くという認識を大人全体が持って
もらうのがＢest.

地域等
■我が家は、子供が2～6歳のころ、近所の方に良く遊んでもらいました。子供の為にとても良い環境で有り
難い事でした。

地域等
■近所、又は、同級生の親と交流する場があったら良いと思う。地域で解放のいこいの場のようなものが
あったらと思う。

地域等
■自分の子と近い年頃の子の親が相談に乗ってくれると助かります。(近所に何人かいるので常に情報交換は
している。相談しやすい様に近所付き合いも取り合っている）

地域等
■家の近くに（子供の足で通える距離）に困った時に訪ねて行ける様な、窓口的なものが有ると、児童会卒
業後も不安なく仕事が続けられる。

地域等
■学童保育の期間が終了してしまったら、預ける場所がなくなってしまうので、下校後家に一人になってし
まう事があります。近所で協力し合える場所の提供があればと思います。

地域等 ■親同士（保護者）が話し合いができる場。



地域等 ■・地域との交友・子育て支援・防犯

地域等
■地域の方々のボランティアによる読み聞かせ、奉仕作業など色々な世代の人とのかかわりで学ぶことも大
切だと思う。

地域等

■仕事をしている家庭にも参加できるイベント。今学校から○○をやります。○○つくり等。市の施設とか
で開催されているものはほとんど夏休み、冬休み、春休みの平日のようです。仕事をしないで家に居る母親
は特に子供と一緒にいる時間が多いです。仕事をしている母親に対してもっと子供と共用できるイベントが
あったらなと思います。

地域等 ■声をかける。
地域等 ■ちょっとした声がけがあると嬉しい。
地域等 ■ご近所の先輩方（子育ての）から、アドバイスを受ける環境

地域等
■身近な人からの、ちょっとした声かけ（あいさつ、危険なことや悪いことへの注意など）でも、大きなサ
ポートになると思います。

地域等
■定期的に子育てをしている家庭が集り、話し合える機会があると良いと思います。（母子、父子家庭、障
害を持った人でも気軽に来られる）

地域等 ■地域の方の声かけ（ほめたり、注意したり）があると良いと思う。
地域等 ■情報交換

地域等
■子育ての情報発信基地があったら・・・そこで、ママ達の交流や相談等など、気軽に立ち寄れる場所があ
たら良いと思います。

地域等
■学校や友人はもちろんですが、祖父母や近所の方々、地域ぐるみで育てていただけていることが幸せで
す。

地域等
■未就学児を対象とした子育て開放スペースはあるが、就学児向けのものがない。子供が色々な遊びや体験
ができたり、親が気軽に行って情報交換できる場所がほしい。冬など特にそういう場所を、休みの日でもい
いので常に開放してくれていると助かる。

地域等 ■子育てで悩みを持つ両親同士で話し合える場があると良いと思う。

地域等
■勉強や日常のこと（自転車等）、ゲームなどの遊びを一緒にしてくれること。地域での定期的な夕食会な
どがあれば良い。

地域等 ■地域の方と知り合うことがないので、頼りたくても出来ない。皆が知り合える場があると良いと思う。

地域等 ■日頃経験できない事を体験できるような機会を設けて欲しい。

地域等
■勉強を教えてもらえる場所。塾とは言わないが近所の方やボランティアさんなど、無料又は格安で気軽に
子供を行かせられるようなところ。

地域等
■子供たちの話を聞いているとお年寄りやペットに対する接し方が不安に思える。土曜日等学校を開放し
て、お年寄りや動物等、命の大切さ、人との接し方、昔のよい物事の考え方等を学ばしてあげたい。

地域等
■悪い事をしている時に親のように怒って欲しい。週に1,2日だけでも見てもらえる場所があるとうれしい。
（学校からの帰宅後）

地域等
■昔のように近所のおじいさんおばあさんからしつけをして頂けると両親の考え方と違った常識を知ること
が出来るのではないでしょうか？



地域等
■サポートと言うより、行事等を減らして欲しい。親同士が仲良くなることを良かれと思っているのかもし
れないが、子供の事で、気疲れがひどく、ひがみや中傷、プライベートな事に好奇心を持たれたり・・・
と、人間不信になってしまった。

地域等
■子供が受けられる講座を日曜、祭日などに定期的に行ってもらえれば、受講させてみたい。（平日、土曜
は行けない為）アリーナのトレーニングルーム等を利用させたい。

地域等 ■近所の人とのコミュニケーション

地域等
■日頃から近所の方とあいさつ程度でも良いので、コミュニケーションをとり、何かの時には、互いに助け
合えるような環境、関係。

行政に対して ■子ども支援課の人に相談したけれど、その後何も連絡がない。

行政に対して
■日常的にサポートしてくれる施設や友人・知人などがいない。いない人も多くいると思うので、そのよう
な面を行政でも、もっと把握して欲しい。

行政に対して ■相談した時にすぐに対応してくれること。以前市役所に相談したら回答を濁された。

行政に対して

■スポ少に入っているが、スポ少と学校、教育委員会などの組織が全く無関係で困ったことがあったりした
時相談したりする窓口がない。スポーツも子供の教育上大切なものだと思いますが・・・。市の組織同士の
つながりが薄い。

子育て全般

■親子納得で、子どもでも出来る、やれる力を育てほめてあげたい（自立）につながると思っている事も、
周囲の目から放置として虐待と判断され悲しい思いもしました。世間の目や虐待を判断されてしまうと子ど
もの耳に入る事や風当たりが厳しい事を考えると、親の考えより周囲の目を気にし過ぎて辛くなる時もしば
しば。サポートとは？と逆に訊ねたいです。

子育て全般 ■子は宝であるという認識の共有。

子育て全般
■勉強がだんだん難しくなり、自主学習など積極的にやってもらうには、どうしたら子供がやる気になるの
か、教えて頂けたら、嬉しいです。

子育て全般
■今の環境の中で子供を育てるのはとても大変です。母親に負担がかかっています。仕事では男女平等、家
庭の中では、父親の協力は難しいです。社会全体、地域で子育てができるような仕組みがあるといいです。
男性の残業が減るとか、子供のために有給がとりやすい社会だといいです。

子育て全般
■子育てにルールはないと思っています。周囲の意見もそれぞれ。最終的には自分で決めれば良いと思いま
す。

子育て全般
■学校では教えてもらえない教育、例えば英会話等国際的な広い視野でのサポートや、国の紹介等、もっと
身近に世界を感じて欲しい。上の娘は今から留学をしたくて、色々と調べています。鹿沼は視野が狭い。

子育て全般
■自分以外からの子供の行動や態度。しつけやたにんとかわりすぎではないか。昭和のしつけと平成のしつ
けの違いなど。

子育て全般 ■母子家庭なので、父親代はりに、厳しく、やさしてくれる様な人。

子育て全般 ■近くに同学年の子どもがいないので何かの時は、学校に連絡をとるしかないのでたまに、困る時がある。

子育て全般 ■誰に相談しても結論は出ない。



子育て全般
■インターネットSNS（ソーシャルネットワークサービス）による依存性が高くなっている現状が社会問題化
されている為、出来れば、学校等「道徳」の時間を加えて倫理に対する目を教育して欲しいと思います。
（学校内（義務教育））での携帯等の禁止、緊急時の連絡のみ可とする）

子育て全般
■うちは主人が土日祝仕事なので、地域の役員・学校の役員・子供のスポ少・家事子育てと全てを母親の私
がやっています。祖母がいるのですが、家の中の事はほとんどやってくれないので帰りが遅くなった時くら
いは夕飯の手伝いをしてくれれば、子供に少しでも早くご飯を食べさせる事ができるのですが・・。

子育て全般 ■親切な人

子育て全般
■子育てをする上で決まり事はないと思います。子供1人1人違うので、うちでは3人の子供がいますが伸び伸
び育って欲しいと願っています。また子供に関わっている方々、皆に育てて頂いていると思っていますの
で、どの人との関わりも大切に思っています

子育て全般

■私が仕事で時間に追われる為、勉強のつまづきや人間関係のトラブルなどに気づくのが遅れることを多々
感じます。私の代わりに日々の生活で勉強への興味を引き出すような働きかけをする人、雑多な話を聞く
人、生活の知恵を伝えてくれる人が欲しいです。今まで多くの人にお世話になってきていますが、学校の先
生・学童の指導者等はやはり全体を見る人なので、個々の細かな心の動き等まで気が行き届かないものだと
言う事は分かりました。

子育て全般
■人として相手の気持ちを考え、心に余裕のある生活を出来るような人材に、社会に出て生かせるよう、そ
の都度、時には厳しく、やさしく教育をして頂ければと、地域の方々、行政担当者、その他の方々には他の
子だから適当に…などと思わず、家庭と地域、行政で子ども達を見守っていきたい。

子育て全般 ■のびのび心広い気持ちで見守ってもらえたらと思う。
子育て全般 ■本人をほめてくれる事

子育て全般
■親やしまいには充分に協力してもらっていますが、もっと夫に協力してもらいたい。（精神的にも実際の
育児や日常生活へのサポートなど）

子育て全般
■過去に感情に触れる様な接し方をして頂いた経験があり、親以外にも感情の変化をみて頂いた経験があり
ます。ありがたいです。

子育て全般 ■勉強を見てくれる人

子育て全般 ■子供それぞれの状況に応じてどのように接していってあげればよいかを考える。

子育て全般 ■話をしやすい環境作り

子育て全般
■押しつけではないサポート→・相談しても、自分の時は・・・と話を最後まで聞かず、頑張ってと言われ
る。　・子供それぞれに性格があるのに、自分の思いの内にある子供でないと、ダメな子供扱いをする。

子育て全般
■近隣の人たちを含み、地域ぐるみで子供たちを見守る形態が望ましいと思いますが、最近のような事情を
考えると難しいとも感じます。子供たちを皆の宝と位置づけ、良ければ褒め、悪ければ注意し、素直に受け
留める心が大人も持てればと思います。

子育て全般 ■子育てをもっと夫に協力してもらいたい。

子育て支援策 ■父、母とも仕事をしているので急な発熱の時などの預かりや迎えなどしてもらえると有難い。

子育て支援策 ■家庭訪問みたいなシステムがあると嬉しい。
子育て支援策 ■祖父母共に他界している為、もしもの時に気軽にみて頂ける場所があるといい。
子育て支援策 ■学童保育の子どもたちが部活やスポ少に行けるようなサポート



子育て支援策

■子供が小さいうちは、母親は自分の食事や買い物なども自由にできず、イライラする事もあると思う。ほ
んの1時間でも預けたり、話を聞いてくれる人がそばにいれば気持ちも楽になると思うので、気軽に預けられ
たり、話を聞いてきいたりというサポートが必要だと思う。

子育て支援策

■現在、6年生ですが、言葉（話し方）にて、上手く会話が成り立たない事があり、心配な時があります。学
校、終わってからの放課後学習や、難しいかもしれませんが、家庭教師の様な、無料と言ったらどうかなと
思いますが、何か、個別でのサポートがあると良いかなと。

子育て支援策
■学童クラブではなく、放課後学級の様な、何か身に付けられる学習や、（工作、英会話、ダンス、調理な
ど）指導が受けられる機会。

子育て支援策

■母を介護して7年になります。子供が小さい時は、母と子供、どちらかに我慢してもらう事が多く大変でし
た。外出（買い物）なども思うようにする事が出来なかった時もあり、ストレスが多かった時もありまし
た。今は、小さかった子供も成長し、私を助けてくれます。今、現在、大変な思いをしている方いると思い
ます。育児、介護からほんの数時間でも自分の時間を作れるようサポートしてあげて欲しい。※特に病気の
時は大変でした。

子育て支援策 ■親が大変な時に手助けをしてくれる事（祖母が）

子育て支援策
■両親の就業状況や、家庭環境にあったサポートを望む。時間、曜日などフレキシブルに対応できる学校体
制や行政であってほしい。

子育て支援策

■学校の先生：道徳教育（マナー・躾等）、教育委員会：地域教育に拘泥し、本来の教育を逸脱せず本姿を
見据えた方針を出すこと。、PTA：行事、役割をこなすだけの代表ではなく、保護者の意見を公正に学校、教
育委員会に伝え、話し合うこと。

子育て支援策 ■短期ではなく長期でかかわる。
子育て支援策 ■親の心のケアなど

子育て支援策

■土・日・祝と仕事なので、１日通じて子供が安全に遊び、勉強できる場所があれあいい。高学年になれば
スポ少などに参加させたいが、親のサポートがないと難しいみたいなので、そこらへんをサポートしてもら
いたい。

子育て支援策 ■親や子の心のエアのサポートがあると落ち着いて子育てができると思います。

子育て支援策
■友人がいない人等は、だれにも相談できず、１人で悩んだりしている事だと思います。定期的に訪問する
等、そういったサポートが必要だと思います。

子育て支援策 ■土、日、夜でも安心して子供を預けられる施設があるとよい。
子育て支援策 ■日曜、祝祭日に預けられる場所があると良い。
子育て支援策 ■学習サポートや運動面のサポート（夏休みや冬休み、放課後等）

子育て支援策
■ボランティアで学校の宿題や勉強の分からない所を教えてくれる場所があると助かります。今は金銭的に
余裕がないので塾にも行かせてないので、この様な場所があると助かります。

子育て支援策

■放課後、学童保育に入れない学年（4年生～）になってからは、子供だけで留守番する時間があり不安な時
期があった。学校の校庭も4時半くらいまでしかいられない為、その後親が帰宅するまでどう過ごしていいか
フラフラしている子供達が多い。鹿沼宿の芝の公園で遊べたり宿題をやれたりするスペースがあると、一人
でいる子達は寂しくないかも。

子育て支援策 ■塾に行かせる余裕がないので、放課後を利用して先生方に不得意な勉強をみて頂きたいと思います。



子育て支援策

■父子家庭である為、家に帰れる時間がバラバラで子供の勉強に付き合ってあげにくい環境である。学習面
でのサポートをするための手段があれば非常に助かります。金銭的・時間的に学習塾へ行かせる事は困難。
定期的に家庭教師的な訪問又は学習塾へ行けるように金銭面での支援などあると助かります。父子・祖父母
のみの日常である為、定期的な家庭訪問（行政の方・先生）をして少し話しができると精神的な不安が解消
できると思います。母がいれば近所の方とのコミュニケーションによって人とのつながりがもっと取れたと
思うからです。

子育て支援策
■保育園に入所させる時、どこもいっぱいで何ヶ所もまわりました。民間の保育園でも空き状況等が市役所
へ行けば確認できるようなサポートがあればよいと思いました。

子育て支援策
■フルタイムで働いていると習い事などに通わせる事が出来ないので、都合に合わせて送ってくれたり迎え
に行くなどのサポートサービスがあれば、もっと教育に力を注ぐことが出来るので助かります。

子育て支援策 ■夏休みなど安心して預けられるというか、いる場所があるといいと思う。

子育て支援策

■他の市（栃木県ではない）で行っている実例がありますが、その地域全体で子供の学力を向上させる為に
塾に行くのではなく放課後勉強をサポートする。その地域のリタイヤされた先生や、教える事のできる人た
ちに積極的に参加してもらって行うようなサポートがあるといいと思いました。

子育て支援策 ■とても難しい問題です。まめな訪問だと少し迷惑ですが、様子を見に来たりして頂けると嬉しいです。

子育て支援策

■学習面での習い事には送り迎え等が必要であり、スポ少もかなりの時間を使って練習に取り組み、保護者
等の協力無しではなかなか実現できない事もあります。それに対する遅れ・焦りを感じながら等しく受けら
れるサポートというものを逆に提案して頂けたらと思います。特に外で遊ばなくなった子が増えた分、体力
面が気になります。

子育て支援策 ■長期休みに預けられる施設

子育て支援策 ■行政に対して。少子化の今、もっと子育てに負担がかからない体制を整えて下さい。

子育て支援策
■小学校に行っている子供が少し体調を悪くした時に、仕事中に電話がかかってきます。お迎えをお願いで
きる所があれば助かります。

子育て支援策 ■仕事が休日出勤する時があるので保育園や学童も預かってほしい。

子育て支援策
■困った時は頼っていいんだという環境が整っていれば、安心して子育てに取り組むことができると思いま
す。

子育て支援策 ■高学年の子供達でも安心して遊べる場所やサークルなどがあればいいなと思います。

子育て支援策 ■スポ少や宿泊から帰った後などの送迎やサポート
子育て支援策 ■他の子供でも自分の子のように扱ってもらえるようなサポート

子育て支援策
■長期の休み（夏休み等）の時に、勉強や生活を見てくれる施設があると助かるなと思います。（学童など
登録せず、長期のみの預かりがあるといいなと思います）

子育て支援策
■コミュニケーションが苦手な子供を育てているのでそのような子供でも安心して通える場所があると良
い。

子育て支援策 ■スポーツ等教えて頂きたい
子育て支援策 ■無償で放課後勉強などを教えてくれる場所があると良い。

子育て支援策
■働いているので突然熱を出したり、夏休みなど長期の休みの時など子供だけで家にいるという環境が少し
心配なので、宿題を見てくれて・・・なんていう所がもっとあるといいなあ・・・と思います。



子育て支援策 ■塾以外で子供に勉強を教えてくれる所（元学校の先生などで）

子育て支援策
■放課後や長期休暇（夏休み等）に子供が過ごせる施設が欲しい。学童保育は、人数や学年の制約があり、
利用できない為。

子育て支援策
■私たち両親が共に仕事を持っている為、同居している祖父母に平日の夕方を中心に見てもらっています
が、学童保育以外に放課後の学習、体力づくり等を見てもらえるようなサポートがあれば、有難いです。

子育て支援策
■学校や保育園で、子供が具合が悪くなった時、仕事の途中で、どうしてもお迎えに行けない時など、それ
を代わってしてくれるようなシステムがあるといいと思います。

子育て支援策 ■英語に親しめる仕組みがあると良いなぁと思います。
子育て支援策 ■病気の時など一時的に預かってもらえる所
子育て支援策 ■部活のお迎え。長期休暇中の部活の送迎。
その他 ■考えつかない
その他 ■別になし

その他 ■同居の大所帯なので家族内で話し合えるので周囲のサポートといえば特に無いです。

その他 ■別になし
その他 ■特に思い浮かばない。
その他 ■とくになし
その他 ■特にありません

その他 ■緊急時に協力しあえるような環境にあります。ありがたく思います。とくに心配ありません。

その他 ■現状に満足しています。特に思い浮かびません。
その他 ■今の私には現状のまま不自由な事等はありません。

その他
■気を使わずに遊べる子達がいるし、気兼ねなく相談ができるので、今のところはあまり問題は無いと考え
ます。

その他 ■今は特にない
その他 ■特になし
その他 ■特になし
その他 ■今までとおんなじにできればいい
その他 ■内容の想像が出来ないのでわかりませんので書きません
その他 ■特になし
その他 ■特にない
その他 ■特に現在の所ありません
その他 ■特になし
その他 ■特にありません
その他 ■特になし

その他 ■子育て自体、悩むことはほとんどないので、登校すれば全て学校にお願いするのみです。

その他 ■特になし
その他 ■とくになし
その他 ■常にサポートされているので具体的にはわからない
その他 ■特になし



ファミリーサポート
■病気の時など気兼ねなく預かってくれる人がいてくれるとよい。ファミリーサポートもあるが費用の出費
がつらい。


