
資料４－５

教育・保育環境の充実などの子育ての環境や支援について　　　　　　（小学生）

区分 詳細

経済的支援 病児・病後児

■育児休業給付の期間が延長されると、育児休業も取得しやすくなるのではなかと思う。又、病児保育（病後児保育）の事業
も、もう少し多ければいいのはないかと思う。子育て支援金は増設すれば、子供を産み、育てやすくなるのではないか。第３
子の支援は何故なくなってしまったのか。額を少なくし、もう少し続けても良かったのではないか。

経済的支援 小中学校

■子ども手当ての支給額を中学生のみ、1万円から2万円にしてほしいです。現在も習い事で支出が多く、中学生になると、塾
は通う支払いが増えるからです。学校の下校時間について、教育委員会の研修（先生方）や個人面談で下校時間が1時5分にな
る日が何日もありますが仕事をしているお母さんが多い中、家に誰もいなかったり、いても高齢などで不安な家庭もありま
す。なるべく早く下校させない方向で教育委員会等で、検討していただきたいです。学校に合わせるべく、仕事を早退した
り、休んだりしている人もいます。是非改善して下さい。

経済的支援 子育て支援センター ■子育てするのに、お金が必要。無料で室内で遊べるところ。用事がある時に無料で見て頂けるところ。

経済的支援 公園等 ■各公共施設の無料化。家族で一日中過ごせる、広い自然環境の整った遊べる公園・施設を造って欲しいです。

経済的支援 ■給食費をタダにしてもらいたい。医療費の負担がかからないようにしてもらいたい。

経済的支援
■乳幼児期の子供に対する手当などは、国も自治体も手厚いのに、小学生～中学生にかけての子供に対するフォローがあまり
感じられない。現実に、物理的にもその頃の年齢にかかる子の方が様々なサービスがあるべきだと思う。

経済的支援
■育児休業給付はもらえてよかったが、働いていないのに、市町村税や県税を払わなくてはならなかったので、経済的に大変
であった。

経済的支援
■税金支払額が多すぎる。実際子供手当を頂いても、そのまま税金支払（不足）で無くなる。子供手当としては活用出来る余
裕はない。

経済的支援
■ひとり親として必死に働いています。その結果、年収は常に上限を超えいろいろな補助が対象外になります。将来の為、頑
張りますが、なんとなく残念な気持ちになります。

経済的支援
■父子家庭の助成が少ないと思います。２人目が５０００円/月　というのはありえないと思います。同じ子供を育てている
のにどうして金額が違うのでしょうか？

経済的支援
■子供の学費習い事など、子供を育てるのにすごくお金がかかり、児童手当が入っても正直全然足りません。もっと手当ての
額をあげてほしいです。これから先のことが不安です。

経済的支援

■小さい子向けの支援は色々充実していますが、実際教育費などがかかるのは中学生～高校生です。大学へ進学した場合、学
費や一人暮らしの費用など、とても高額となりますので進学したくてもできないお子さんもいるのです。鹿沼市に戻って就職
することを条件に幅広い進学支援があったら助かるなあと思います。

経済的支援 ■高校が１番お金がかかるので、手当など中学生までが多い。就職するならわかるが、学生のうちはあってほしい



経済的支援

■末っ子が来年中学生になるので育児休暇の事などは関係なくなりますが、今は母親も仕事をしている家庭が多いので、これ
から子育て真っ最中の方々に支援していく制度ができることは、とても助かることと思います。ただ、小さな子供達ばかりで
はなく、中学生まで子育て支援があると助かります。

経済的支援 ■本当に子供を育てていくのは経済的にも精神的にも大変です。お金持ちには経済的負担をを多くしてほしい。

経済的支援

■もっと地域の赤ちゃんや子供や、将来をみすえる子供達のために、お金をばらまいて下さい。少なくなった税収をどう増や
そうではなく、今はお金かかるけど、あと１０年後１５年後お金をかせげるようになった、今ここで育った子供たちが地元に
自分でかせいだお金を、税金として気持ちよく払える鹿沼市にしてもらい。

経済的支援

■ひとり親という事で、経済的にも苦しいので、何度も市営住宅の抽選会にいったり、直接市役所にも行ったが、市営に入れ
ず今もアパートで暮らしている。息子も小学生になり学区の変更はしたくない（いじめの原因になるから）。入学前にも相談
に行ったが考慮してもらえず残念。市営に入っているひとり親、アパートにいるひとり親、入居したいのに入れない。これで
平等といえるのか？せめてアパートと市営の差額を支給してほしい。親からも元夫からも援助がなく子育てしている。希望し
ているのに入れないこの状況を何とかしてほしい。それがダメならボーナスの支給される正社員への道をひらいてほしい。

経済的支援
■子ども手当や子育ての助成など、子育ての状況が次から次へと変化していくので、損得が生じたり、よく分からないまま変
わっていくので、大変だと思います。

経済的支援 ■離婚後に収入が大幅に減った。給与の配偶者手当などが無くなった。児童手当など最小限度額を設定してほしい。

経済的支援
■働いている母子家庭なので病気などでは他人・親など預けにくく仕事を休んでしまう。仕方ないことだと思っている。学童
料金も高く毎月大変である。少し免除してもらいたい。学校などでみてもらえるととても助かる。

経済的支援
■児童手当、医療費控除など助かってはいるのですが、金銭的に多くかかってくるのは中学卒業してからです。ぜひとも高校
無償は続けていただきたい。

経済的支援

■宛名の子供は3番目で小学6年生です。今はもう手がかからなくなったのでアンケートのような不便さは今はありません。現
在高校生の1番目と中学生の2番目の子が幼児・保育園・小学生の頃は子育てがとても大変でした。今のように環境や補助が
整っていなかったからです。今は小学生以下のお子様やその家庭は充実しているように思われます。今後は中学・高校・大学
の子供のいる家庭の方の経済的負担も考えていってほしいと思います。できる限りの学業を受けさせたいと考えている方はた
くさんいると思います。どうぞよろしくお願いします。

経済的支援 ■教育はすべて無償にすべきである。保育費はとくに無償にすべきである。

経済的支援

■第三子給付金など、鹿沼市でも子育て中の人達に考えていただいていますが、子供は宝ではありますが消費税その他生活に
関係している物は値段が上がってきています。もう少し何か対策を取っていただきたいと思います。生活が苦しい人達に税金
免除など考えて頂きたい。

経済的支援
■・うちの子は今は小学生ですがあと１年後には中学生。教育に関心もあるが切実なのは金銭面。医療費、子供手当などもう
少し保証してもらえるとありがたいです。　・自分の子供を叱れない親が多い。地域をあげての教育も必要なのでは？

経済的支援 ■経済的に苦しい　支給されると良い
経済的支援 ■１人親への支援にもっと力を入れて頂きたいと思います。

経済的支援 ■第三子制度再開してほしい。保育料減額になるのは知っているがもっと沢山あって欲しい。



経済的支援
■もう少しお金の支援をして下さい。子供は小中とお金がかかります。病気も一番多い時です。　全然充実していません。ア
ンケートをとっても何も変わらないと思います。何もやらないと思います。意味ないアンケートですね。紙がもったいない。

経済的支援
■双子がいるので教育費が大変です。保育園の時は３人目無料だったので大変助かりました。今は小学生なので大丈夫です
が、これから中学・高校とお金の心配があります。同時に入学・卒業がある**助成金があると助かります。

経済的支援

■小・中学校までは児童手当などの支援がありますが、本当に子供達の教育に資金がいるのは、高校大学に進学してからで
す。子供の数を増やして少子化対策を考えるならば、もっと高校生以上の子育て時期においても児童手当などの支援をなくさ
ないで欲しいと常に希望します。又、健康保険の補助、予防注射（インフルエンザなど）の補助も小・中・高校生まで続けて
ほしいです。

経済的支援 ■子ども手当を増やして欲しい　経済的に苦しい

経済的支援

■母子家庭で身内もいない為、不安はたくさんあります。実際病気が見つかり、入院して手術を受けなくてはならないのです
が、長女（２１歳）と次女だけで家に置いとくことも出来ず、現在求職中でお金もなく、何も出来ません。母子家庭の借り入
れを申し込もうとしましたが、無職で保証人もいない私では無理だそうです。早く病気を治して仕事したいけど、生活するた
めに、仕事を先にしないと入院費も出せない・・・八方ふさがりな状態です。他人に相談しても時間のムダですけどね。この
アンケート何に使うの？このアンケートの為にどれだけのお金を使うのでしょう？なんだかムダな事に大金を使うなら、本当
に困っている人に助けの手を差し伸べてほしいです。勝手な事を言って申し訳ありません。が、本音でもあります。本当にす
みません。どん底でも頑張っています。

経済的支援
■介護休業の時の補助金の援助をしてもらいたい。職場での休業は３カ月までは補助金が出るが、それ以上は出ない又、介護
休業が１回のみ（６ヶ月の間）との*で何回も取得できる様改善されたい。

経済的支援
■・市内で３人（以上含み）育てている母に対してすべての母に（収入間に合わず）給付金を出してほしい。　・市営アパー
トを抽選にせず、母子家庭最優先にして欲しい。困っている。ほんとうに住まいを必要としている人に貸して欲しい。

経済的支援

■保育園の時は、子供が2人以上になると保育料が半額になったりしましたが、学童は、保育園に比べるとかなり安くなって
いるとは思いますが、このご時世、妻が働いても生活のためとはいえ、学童でも高額に感じてしまう時もあります。子供たち
にいろいろしてくださり、すごく助かっていますが、市で少し負担なり（2人目以降など）していただけると、すごく助かり
ます。

経済的支援 ■給食費等の減額制度などがあると嬉しいです。

経済的支援
■国民健康保険料が高くなり、保険料を納めても、病院にかかる事ができなくなった。病院にかかった人の負担を3割から4割
にするなど考えて欲しい。

経済的支援 ■お金がかかって大変です。

経済的支援
■・子供は、大きくなればなるほど、お金がかかる。　・子供手当や医療費など、もう少し考えて欲しい！というより、考え
直すべきだ。

情報・提供 経済的支援
■色々な情報をもっとっ細かく、分かりやすく発信してほしい。ホームページなど気軽に利用できる窓口にして欲しい。給付
金を充実させて欲しい。

情報・提供 学童保育
■給付や免除などもっとわかりやすく誰でもわかるように公表説明して行ってほしい。　一人っ子なので少額六年生までみて
くれる学童があれば助かります。

情報・提供 子育て支援策

■今ある支援制度や施設など、ある事は知っているけれど使い方がわからず尻ごみしてしまう所もあるので、誰でもわかりや
すく気軽に利用できるような情報を幅広く発信してもらえるとうれしい。学童も高学年まで預かってくれる所が市ではないの
で、そのあたりも考えてほしい。夏休みなど長期のとき困るので長期休みだけでもいいのでそういう場がほしい。

情報・提供 ■子育てに必要な情報が全員わかるようにしてほしい。



情報・提供
■もう子どももだいぶ大きくなってしまったので今更知ってもああそうかと思う事がたくさんでした。もっと分かりやすい情
報が欲しかったです。

情報・提供 ■色々な保障制度が平等に行使できる様、広報をして頂きたいと思います。
情報・提供 ■有り難い制度があっても知らない事があるので、色々な面から情報を流して頂きたいです。

情報・提供
■現在、子供が10歳になるので、今から育児休業等を利用する事は困難と思いますが、予防接種の案内等と同等の周知があれ
ば、良かったと思う。

情報・提供

■安全を第一に考えると、自分で大切な子を守ることが一番と考えてしまい、仕事などしたい事も我慢してしまい、結局、預
けることも心配になり（親）、つねに自分で、そばにいさせたりする事になっています。もっと、利用することも簡単で、安
全、それでいて、急用にも対応して頂ける。そんな場所や、利用施設があったらいいなぁーって思います。情報も、もっと分
かりやすくしてくれるといいです。

情報・提供
■行政の支援制度等があっても知らないことが多いし、知らない人も多いと思う。もっと誰もが知れるようにしたほうが良い
と思う。

情報・提供 ■情報がなく、自分が調べたり、聞いたりして知ることが多い。通知などがあると助かります。

情報・提供

■特別な支援を必要とする場合、保育園と学校とのつなぎ、又、市の方でも担当部署（保健課と学校教育課？）が違うと聞
き、スムーズにできているのか心配だという声が多く聞かれました。学校で、入学以前のことを、あまり知らない。（知るす
べが保護者からです）みたいなことをいわれていると。どうなのでしょうか？

情報・提供
■こっちから聞き出さないと役所の人は教えてくれなくて困る。ひとり親家庭で免除される事や、安くなる事をきちんと教え
ていただきたいです。

情報・提供

■自営業や農家の仕事は時間はつくれますが子供達とゆっくり過ごしたいと思っても、父親も土日も仕事なのでゆっくり過ご
す時間がないので疲れてしまう時がある。土日休みをもらえても「子育ては遊んでいる」と言われてストレスになる時があり
ます。子供達のためにも思い出になる楽しい時間をつくれるように頑張っています。市の広報に今の子育てについて、年寄り
も分かりやすく文章で載せてもらえたらうれしいなと思います。

情報・提供

■子供を産んだ頃は色々なことに無知で、この資料にある制度を全く知らなかった。乳幼児にかかる病気にも無知で、子供に
かわいそうな思いをさせてしまったこともある。今は親達と同居する人が減っているので、若い人たち（親）は知識がないの
で手探りで子供を育ててしまっていると思う。情報を得る機会がもっとあればよかったなと思う。

情報・提供
■病児・病後児保育事業や上記のような保険料免除の事は全く知りませんでした。鹿沼市はこういう取り組みをどのように公
表しているのですか。この調査票も意味があるのかと思いますが。

情報・提供

■仕事を続けたい希望はありましたが、協力してくれる人が少なく子育ては大変でした。これからの子育ての方には、気兼ね
なく相談できる施設・情報を教えてもらえる場所が増えるといいと思っています。私も子育てが少し落ち着いたら仕事を見つ
けて社会のために役に立ちたいと思います。

情報・提供
■発達障害がある子供を持つ親です。水泳など習わせたいのですが、そのような教室はあるのか分かりません。分かりやすい
ように広報などに載せてほしいです。

情報・提供

■子育てに関しては各家庭考え方が様々なので意見が違う人との交流が難しく、子供にも気を使わせてしまって気の毒になる
時があります。いじめなど心配です。一人で子育てしていると、しつけがきちんとできず将来の子供の状況が不安です。サー
クルや子供のペン習字などの習い事の情報があるといいです。情報センターで色々やっているみたいですが、広報に載せられ
ますか？

情報・提供 ■子育て支援給付金など知らない方がいるかもしれません。皆が分かるように知らせてほしい。

情報・提供 ■問23のようなことを知っていればもっと違った事ができたかも・・・。男女ともにですか？



情報・提供

■大震災から２年９か月経ちました。放射線について・・・被ばくについて県内ではもうあまり情報が得られません。情報発
信も足らないと思います。ただ真実だけを市民が知ることができるようにもっと積極的に発信していただきたいです。将来必
ずでるであろう被ばくの影響について、さきに被ばくを体験しているロシア等の当時子供だった方々の今を知るなど市の職員
の方々ももっと知識を得、これから役に立てられるようにして欲しい。（市がそういう事に関わる）です。自分の子がどのよ
うに被ばくしているのか母親の私も分かりません。どうして鹿沼市としてそういう事に無頓着なのか。３年たとうとする今も
不安が消えません。子育ての環境は子供が無事成長できる環境がまず大切なのでは？今はもう何もなかったかのような市の姿
勢にとても不安を感じます。（特に子供、食に関して）

情報・提供
■中学生や高校生が自主学習のために、図書館や情報センターの部屋を使用できるらしいのですが、特に情報センターまた
は、他の公民館等も、実際いつ利用できるのか（曜日や時間）分からないので広報など知らせてもらえると助かります。

情報・提供 ■誰もが平等に支援を受けられるよう情報の提供に力を入れて頂きたいと思っています。

情報・提供

■子育て支援についての資料を、子供のいる全家庭に配布して欲しい。内容は、ひとつひとつ読むのは大変ですので、こうい
う時は？→こういう制度がありますよ、みたいな感じで書かれているパンフレットのようなものでもいいと思います。サービ
スの概要が難しくて、いちいち一つずつ、これは何だろう？って、利用者側が考えなくてはならないような書き方は、面倒く
さく感じる。

情報・提供
■子育てに関する行政的な事が、コロコロと変わるので、現状が分かりにくい。良い事は、大々的に報告するので、良く分か
るが、悪い事は、あまり分からないので、それはそれで報告して欲しい。（子育て支援など）

情報・提供 ■子育て中、免除される事の情報が、もっと誰にでも分かるように伝えて欲しい。
悩み・相談 ■もっと身近に相談できる場所が多くあればいいなと思う。

悩み・相談

■今は、母親が子供を置いて離婚する人が多くなってきた様な気がします。父親の子育てと母親の子育てとはかなり違いがあ
る様に思うので、特に子供が女の子だと、父親の子育ては手助けしたくなるほど大変だと思う。思春期の子たちは誰に相談す
るのか気になる。もっと、子供が気軽に相談できる場所が無いと1人で問題を抱える子供が増えるような気がします。また、
私は、このような子たちの支援が出来る仕事を将来できたら．．．と思うので、勉強会などあれば参加したいです。

悩み・相談 ■中学生の兄がいるが、小学校高学年くらいから友達関係が難しく悩んでいる様子。子育ては難しいです。

悩み・相談 ■嘘をつく子どもには、どう対応したら良いのか！困ってしまいます。

悩み・相談 ■悩み事を相談する（こちらから）だけでなく近況をたずねてくれるサービスがあると話やすいと思う。

悩み・相談

■通常の子どもより半年くらいの遅れがあり、（知的な発達の)学校から帰ってきて時々公園で同じ位の年の子と遊んでいて
もうまく関われなくて変わった子と周りから見られていないかといつも心配しています。学校でも。このまま見守っていくし
かないのかな？

悩み・相談

■夏休み等長期の休みの時だけ預けられる施設がない。教育相談所に行っていましたが、相談時間が15：40～が一番遅い時間
なので仕事の休みを取らないと相談所にも行けない。役所の仕事なので仕方ないのかもしれないが、もう少し遅い時間でも子
どもの相談がしっかりできると助かります。学校の先生から勧められて行ったので、学校の先生に任せきれない不安がありま
す。

悩み・相談 ■気軽に相談できる環境づくりをお願いします。相談するのもどこか勇気が必要になったりするので。

悩み・相談

■個人的な事ですが、現在小学校中学年ですがよく嘘をつくことが多く、自分の子供を信用できなくなってしまってどうした
らいいか分かりません。学校内に子育て相談する所をつくって頂くと、気軽にいつでも行けて相談もできるので便利だと思い
ます。



悩み・相談

■子供に関する悩みは日々ありますが、幸い相談できる人が周りにいてくださるのでとても頼りにしています。なかなかでき
ない相談等もあると思いますので、各幼稚園や学校にも「相談会」を開いてくださると良いのではと思います。色々と助言し
てくださること期待しております。

悩み・相談

■大分大きくなってきたので病気等で悩まされることは少なくなってきたが、思春期に突入した娘とどう関わったらよいのか
分からないことが出始めてきました。父親との距離もでき始めています。気軽に相談できるところがあればよいなと思ってい
ます。

悩み・相談
■上の子がアスペルガー症候群なのですが、本だけでは情報が少ないのでもっと情報交換できる場所などないかと悩んでいま
す。難しすぎて悩んでいます、助けてほしいです。

悩み・相談

■母子家庭で他に子供を預ける人がいないため、祝日や土日曜日はもちろん学校も学童保育も休みの時(台風・インフル流行
で休校・年末年始等）に預ける場がありません。幼児は民間の保育園などがあるが小学生は預かってもらえずその様な場が欲
しい。又生活がとても苦しく、精神的に追い込まれてしまう時が多々あります。同じような境遇で集まる場や相談する場がも
う少し欲しい。

悩み・相談
■スポーツ少年団の監督について、どこに相談したらいいのかわからない。自分の子供がいじめられていると感じる事があ
る。

悩み・相談 ■母子家庭でも気兼ねなく相談しやすい環境づくり

悩み・相談

■小学生になったとたんに、親・子供共にサポートしてもらえなくなるのは、困る。環境の変化に弱い子供の場合は、入学し
てから問題も多くなり、学校との関係が上手くいかず、不登校になりがちになる。先生も専門の先生がいるわけではないの
で、親の心配も伝わらない。子供が不安定になってからでは遅いので、もう少し考えて欲しい。

悩み・相談 ■自分が具合が悪くなって入院した場合、自分も夫も頼る人がいないので、困ってしまう。

悩み・相談

■広報等を取っていない家庭も多く、子育てに関する情報や市での活動を知らない人も多いので、預けられる場所など分から
ない人が多い。もっと気軽に市役所など相談できるといいのでは？親が仕事をしていても習い事など出来る環境になるといい
と思う。（送り迎えが難しいので）

保育所

■子供を3年保育で、市の保育園に預けた事がある。子供は、親と離れた不安で園でもずっと泣いていたらしく、1週間後、お
迎えに行った私に園長先生が言った言葉は、「お母さんの育て方が悪いから、こういう子になる」「今の時代は、低年齢で凶
悪な犯罪を犯す子が増えたけど、そういう子にならないと良いね」というひどい言葉でした。今だから言葉にできますが、自
分は犯罪者を産んで育てているのかと無理心中をしてしまうほど、悩みました。今では、死なずに良かったと思えるけれど、
教育者の言葉としてはどうかと思います。今からでも訴える事ができるならそうしたい。きっと自分の心に一生、残ってしま
う言葉です。当時の園長先生の名前も言う事ができます。必ず、読んでください。

保育所
■下の子は公立の保育園へ行きましたが、18:00までしか預かって頂けません。今は卒園していますし、当時は実家の祖父母
の協力もあり、無事に過ごす事が出来ましたが、そういう方ばかりではないと思います。公立の保育園も19:00頃まで預かっ
て頂けると助かる人は多くいると思います。

保育所
■保育園の途中入園等が（特に０歳児>難しい。０歳児わくが少なく、希望の園に入れないことが多いようです。市立保育園
では、7:30～の所も多く、遠方へ通勤していると、7:30～では少し遅い気がしました。



保育所
■・保育園の保育内容に園ごとに差がありすぎ、家の近所にあった〇○保育園は規模は大きいが子供にDVDやTVを見せている
だけで不満。園長の対応が悪かった。・学童保育の利用可能な時間が短すぎる。特に長期休みの朝は、保育園くらい早く預け
られないと朝の出勤時間に間に合わず困っている。

保育所

■〇○保育園の園長もヒステリー気味であったし、学童でも年配の先生方はどなっておこってばかりいます。学童に預けられ
ること、保育園に預けられたことは大変感謝していますが、年配者の方ほど、学びが必要なのではと思ってしまします。もっ
と、今のお母さん達の現状や今の子ども達の傾向を知った上で、接して欲しいです。学校の先生方は本当にとてもよくして下
さっているので、感謝しています。小学校に入ってからの子どもは、毎日楽しく学校に行っているので、とてもうれしいで
す。

保育所

■子供が2歳の頃保育園に預けたかったが仕事をしていないとダメと言われ、仕方なく夜仕事をして預かってほしいと伝えた
ら「昼間みれますよね」と言われた。「寝ないで子供を見ろという事ですか？」と伝えると「昼間勤めが優先」とのことでし
た。見てくれる人がいない人はどう昼間仕事をすればいいのですか。子供を家において仕事はできません。その辺を考えて頂
きたいと思います。

保育所

■私は末子が小学3年になってから仕事を始めましたが、保育所がもっと簡単に（仕事が決まっていない休職状態でも）入所
出来る仕組みであれば、もっと早く仕事を始められたと思う。周りのお母さんたちも保育所や病児保育・ファミリーサポート
などさらに認知・普及していく事で、働き続けることも出来ると思います。そして我が家もそうですが男性の働き方も社会と
して見直さなければ、男性の育児参加も望めないのではないかと思います。

保育所
■産後6ヶ月で求職活動をしたが保育園への入所は勤務先が決まっていないと受け付けてもらえず、面接先では保育先が決
まっていないと採用してもらえないという矛盾で苦労した経験がある。母親がもっと社会に出やすくなれるよう強く望みま
す。

保育所
■保育園に申し込む際仕事を探さなければならないが、まず子供を預かってもらわないと職安に行くにも面接等に行くにも困
る。何時～何時まで働けるか、いつから働けるかも保育園が決まっていなければ決められない。それで苦労しました。保育園
の一時保育も定員のため断られることが多いです。これから仕事を探そうとしている人のために考えてほしいです。

保育所
■まもなく第3子を出産予定ですが、家計の為にも早くパート・アルバイトに出たいと考えておりますが、1歳児未満の子を保
育園に預けても保育料がとても高く、働いても家計の足しにならないと考えると、もう少し保育料が安ければと思います。

保育所 ■幼稚園代が高くて負担が大きかった。

保育所

■子どもを自宅の近くの保育園に預ける為、フルタイムで働いていた職場を辞め再就職先を探していた時、なかなかみつから
なかったので、雇用保険を利用した時、子どもを保育園に預けている人は対象にならないと言われ、経済的に苦しい思いをし
たことがあります。働いていた時、きちんと雇用保険を払っていたのにそれを受け取れないのは、鹿沼市、栃木県としてどう
かと思いました。「子育て支援」は昨年からだとしても納得がいかない対応でした。

保育所
■私が再就職の際困った事は、仕事の方からは「いつから働けますか」ときかれ、市役所からは「仕事が決まらないと」と言
われ大変困りました。結局預かってもらえる確定がないと仕事のＯＫがもらえなかった。実際、私の友人たちも同じことで
困ったと言っていました。

保育所
■親が子どもを保育園に預けたくても、すぐに預かってもらえないなど、（定員の関係で）ありますが、仕事をするのに親が
復帰しやすいシステムがあると良いなあと思います。

保育所
■３才未満で保育園に預けようとした時に、自営だから、子供は自分で見られるはずだと断られた。はっきり言って、自営の
がかわりに働いてくれる人はいない。自営だからと言って、家庭環境も見ずに断るのはやめて欲しかった。今は、さすがにそ
*た事はないと思うけど、かなりがっかりしました。



保育所

■保育園入園を希望するときに職探しをしました。面接では、「お子さんを預ける所はありますか？」と聞かれます。保育園
入所希望にあたっては、就労証明を提出して下さいと。鶏が先か卵が先か、の話ではありませんが、子供を預けて仕事をした
くても、預け先がないと採用は難しく、保育園は、仕事をしている方の子供優先でお預かりします・・・。どうしたら良い
か、とても悩んだ時期がありました。辛かったです。何かいい方法があるといいなと思いました。何とか子供を預け、就職で
きて、現在がありますが、当時はとてもつらかったです。

保育所
■保育園の保育料は、両親の所得に応じて決定するのに（同居の祖父母がいても）、幼稚園の保育料の3月の戻り金は、同居
の祖父母の所得もみられるのは、何故でしょうか？

幼稚園

■近所の公園が子供が遊べる場所ではなく、ご年配の方々のゲートボールの場となっており、遊具はなし（撤去され）ボール
遊びはダメ。自転車の乗り入れも禁止。これでは、自宅に帰って来て、家の中か家の前（車がビュンビュン通る）道路で遊ぶ
ほか無い。このような環境で、学童は３年生まで。体力が低下していると問題視されても、仕方ないように思います。夕方家
にいても子供の声はひとつせず、犬の散歩をする高齢の方ばかり・・・。やはり成人すれば、都心へ出たいと言われても止め
られないですね。若い人には住みづらくはないですが、外から来たいとは思えないかもしれません。鹿沼は年取ったら住みた
い町です。両親ともそう話しています。

一時預かり 病児・病後児

■子育ては一人ではなかなか難しく、実家の親や友人等いろいろな方に協力をしてもらわないととても大変です。私には実家
に両親もいて、今でも子どもが病気の時や、急用の時、仕事の時等に預かってもらえるのでとても助かっていますが、友人の
中には両親もいなく共働きなので、なかなか子どもを見てもらえない人もいます。鹿沼市には、子どもを預かってくれる施設
はあるけれどまだまだ少ないと思います。特にみんなが利用しやすい病児、病後児保育等の施設をもっと増やして欲しいと思
います。

一時預かり 学童保育

■子供が2才の時から一人親世帯となった。仕事と家庭生活、子育て等のバランスを取りながら何とかやってきたが、次の2点
は大変だった。・子供が病気になってしまったが、仕事が休みにくい環境にあった時、預ける場所が無かった。・学童保育を
高学年になってから預かってもらえなかった時、一人留守家庭になってしまい、子供に寂しい思いをさせてしまった。

一時預かり 行政に対して

■日祝も預けられる託児所があると有難かった。勤務先が宇都宮だったこともあり宇都宮市の託児所を利用していましたが、
ひとり親で子供を預けられない環境で子育てしている私にとって鹿沼市は住みにくいと感じていました。（サービスを知らな
かっただけかもしれませんが・・）市営住宅等の抽選にしても申込順とか優先順位があると良いと思います。

一時預かり ■親に、何か重要な用事があった時に預ける所がない。

一時預かり

■この調査で何をしようとしているのかわからない。私は、急な残業の時の預け先が無くて困っています。周りの皆さんの理
解もあり、職場に子供を連れてきて待たせたことも何度もあります。我が家は、父親が単身赴任で実質、母子家庭ですが、そ
のような状況を答える所がありませんでした。

一時預かり ■宛名以外ですが、鹿沼市では受け入れ施設が少ない。また、その施設も多様性にかける。

一時預かり
■父母ともとても忙しい仕事をされている中、子どもが高熱等、保育園に預けられない状況の時、とても高い費用で病理施設
に一日～３日預けなければならない時大変だなと感じる。

一時預かり

■ひとり親で、親（祖父母）が近くにいない場合、子供が病気になってしまった場合、本当に困ります。仕事をしていると何
日も休むことはできないし、どうしようもありません。特に、持病的な体質があると、友人・知人にも頼むことができませ
ん。

一時預かり

■子供達が幼稚園に入る前、自分が歯科と耳鼻科に通うため、わざわざ宇都宮に行っていました。実家が遠く祖父母にもたよ
れず、鹿沼には短時間預かってくれる託児所がなかったからです。緊急な時は主人に会社を休んでもらいましたが、多少の事
ではわざわざ会社を休んでもらう訳にもいかず、我慢していました。



一時預かり

■急用の時に預かってくれる場所がもっと充実していればと思ったことがあります。現状は最低１ヶ月とかです。（受付時間
やシフトが出来上がっているので、と断れました）いざという時、とても心配なのです。これも人員不足ではありませんか、
ニーズに答えて欲しいと思います。

一時預かり

■私は県の職員のため休暇制度も充実しており職場の理解もありますが、社会全体はまだまだのように感じます。夫は工場勤
務のため仕事を休む＝減給、職場に復帰しにくいという状況で、夫が育休を取るなんて考えもしませんでした。私の場合義母
と同居で実家も近いため、小学校入学まではほとんど育児の心配もありませんでした。（復帰後2歳から保育園入所）小3に
なった今は義母が入院中、実家の両親に預かってもらうこともできました。ただ実家の用事と重なった時など、急にでも一時
預かり（普段学童保育に行っていないため）をしてくれる場所（2～3時間位）が近くにあると便利なのにと感じました。即日
即対応できる場所(迎えに来てくれるところ）がほしいと思います。

一時預かり

■以前まだ3人目の子が1歳位の頃、喘息の発作を繰り返し入院する事が多く上2人は幼稚園と小学1年とまだ小さく、入院中は
上の子2人は病院に入れない為、同居している義父母にみてもらうにも、義父母も病気で同時期に別々の病院に入院するとい
う事がありました。当時その理由を学校や学童保育・幼稚園に伝え短い時間（期間）でも預かってもらえないかとお願いした
ところ、全て断られた事があり大変辛い思いをしたことがありました。その全ての理由がうちだけ特別に許可するわけにはい
かないという事でした。結局助けてもらえず自分でどうにかするか、子供が我慢をし寂しい思いをするしかないのだなと思っ
た事がありました。今後そういった事で困っている家庭のフォローが何かしらあり、安心して子供を産んでも育てられる環境
や地域になればと期待しています。

一時預かり

■妊娠中、育児休業したい旨を伝えたが、職場は忙しく人手も足りないため結局退職する事を選んだ。その後近くに身内がい
ないため、働いて子育てする事はかなり難しい。パートでも面接の時に「子供が病気の時に見てくれる人はいるか」と聞かれ
る。病後児施設は9時～等、ニーズに合っていない。病後児施設が開いている時間に仕事を開始・終了できる仕事を探さない
といけない。職場はフルタイムでもパートでも、子供が病気の時にみてくれる人がいない母親を雇うところはないと言っても
いいくらいだ。

一時預かり
■現在共働きの方が多いです。これから先子供が大きくなり、進学等で経済的な負担が多くなると思います。母親が安心して
働ける環境・サポートがあると良いです。

一時預かり
■過去のことですが子供が1歳になる前に普段育児をしていたものが具合が悪くなり、1週間くらい育児が出来なくなり、その
間面倒をみるのをどうしたらいいか困った経験がありました。現在はすぐ対処する方法が見つかるのか分かりませんが。

一時預かり

■知り合いが近くに誰もいないので、来年出産時学校帰りどこへ預ければいいのか、預けるにせよ、金銭的に余裕があるわけ
ではないのでそこをどうするか悩みます。春休み中の入院であれば、宇都宮の祖母に預けられるのですが、その前になると、
主人の仕事帰り時間まで預かってくれる所を探さないと身近に知り合いがいないので何か親の私たちにあった場合どうしよう
と考えています。

一時預かり

■誰かの手を借りたい時って急じゃないですか？学校行ってて熱出したとか・・・仕事してたらすぐ行けないじゃないです
か？そういうとき、有料でもいいから病院に連れてってくれて自宅まで・・・とか。学校の役員、育成会の持ち回りも片親な
ど本当にキツイ・・・でも子供が大切だから引き取ったわけだからしょうがないが、ケースｂｙケースで役員とかはやらなく
てもいいようにして欲しい。これ、本当に、順番だからって、育成会会長をやらされてます。それでいいと思いますか？アン
ケートだけで終わらせないでください。子供支援課のチェックさせて頂きます。

一時預かり ■急な用の時子供の帰宅に間に合わないという事があり困りました。祖父母もいなく、預けられる所がありませんでした。

一時預かり
■子供の病気（急な発熱）の時、パートを休む際、代わりの人を探さなくてはならず、困ります。実家は埼玉なので、看てく
れる人もいません。預かってくれる場所があると助かります。よろしくお願いします。

病児・病後児 一時預かり ■病児保育や一時預かりなどの料金を収入に応じた金額にして欲しい。



病児・病後児 学童保育

■私は2人の子供を育休明けから空きなく保育園に預けることができました。上は高2下も小6、ずいぶん手がかからなくなり
大きくなった子を頼もしく見ています。上の子は3歳までは体が弱く何度も入退院を繰り返し、保育園も休みがちでそのたび
に誰が休むか、家で面倒をみるかと大変でした。職場の理解もあり何とかなりました。病理保育はもう少し必要だと思いま
す。施設が増えること、対象者の幅が広がることを希望します（小3から小6へ）。

病児・病後児 医療費助成

■病児保育預かり時間Ｗ、朝7：３０くらいからにしてほしい。また、小学生３年生までとあるが、４年生でも５年生でも、
病気の子を、留守番させて、仕事に行かなくてはならないのは、子供もかわいそうだし、親もつらいもの・・・。（熱などで
ていた場合）預かり年令をあげてほしい。また、医療日は、会計時にもう支払わなくていいようにしてほし。後からレシート
を出し、用紙を書くのはめんどうです。役所も紙代などもっと節約した方がよいと思う。ムダです。びゅいんではらＷなくし
た方が、私たちも助かるし、役所の手間も省けよいと思います。

病児・病後児
■我が家の場合は、幸い預け先に困る事がなかったが、夫婦と子供だけの家庭で、近くに預けられる所がない場合などは、と
ても困ると思う。特に病児・病後児などが預けられる場所が増えると良いと思う。

病児・病後児
■病児保育の充実・拡大ができると働く女性に優しいと思います。平日の保育事業は学童を含めかなり整備されつつあると思
う。

病児・病後児

■子供が病気になった時もしくは回復期に預かってもらえる場所が、家の近くの子供が通っている学校または保育園ならば、
働く親は安心して預けると思います。市内に預けられる場所があったとしても、家から遠かったり出勤時間より遅く開園した
り、方向が逆だったりしたら意味がないと思います。

病児・病後児
■フルタイムで働いているので病後児保育の利用登録をしたことがありましたが（保育園の時）、結局利用したいときには医
療機関での書類が必要になるなど、会社に休みをもらわなくてはいけないので利用しませんでした。

病児・病後児 ■特別支援学級の体制の充実を希望します。（教員の数・専門性の強化）

病児・病後児

■住んでいる市内に病児保育がありとても助かっています。何度か定員がいっぱいで利用できない事があったのでもう少し預
かる病児保育が増えてほしいと思います。病後児保育は預けにくいと聞いたことがありますが、どうなのでしょうか？？茂呂
保育園にあるようなのですが利用者はいるんですか？病児保育も３年生までとなっていますが、４年生だからといって熱があ
る時１人でも大丈夫なのか？と不安です。でも今の現状だと１人で家に置いておくしかないですね・・・。

病児・病後児 ■もっと病児保育が出来る施設を増やすと良いと思います。金額ももっと安く。

病児・病後児

■急病時等の頼れる祖父母や、頼めるほどの友人もいない場合のサポート体制を作って欲しい。広報でも〝いざというこんな
時には！″と特集してもっと広く知らせてほしい。茂呂保育園の病児保育なども詳しく知りたい。ちょっと微熱だが、食欲も
元気もいっぱいという病児をシルバー人材の方々でのサポートで日中みてもらえる施設もあると嬉しい。子供の急病でなら休
みをスムーズに取れるような仕事場なのが一番良いのだが、やはり母親が休まざるを得ない負担は重い。父親はもっ取りづら
いのが現状。核家族の子育ての大変さを身に染みて感じる。

障がい児 情報・提供
■娘には自閉症アスペルガー症候群の発達障害があることが分かりました。同じ症状のお子さんを持つ保護者会（集るサーク
ル等）やどのような支援があるのかを知りたいです。娘の将来が心配です。

障がい児
■お兄ちゃんの障害が分かって相談に行った時、とても嫌な目にあったのを今でも覚えている。「様子を見に行きます」と
言って、2年も来なかった時は、どーでもいいんだと思った。障害児には冷たいと思った。

障がい児

■軽度障害がある子どもたちが気楽に通える場所があればと思う。習い事でも健康な子に交じってだと、精神的に辛くなる事
もあり、親として辛い。障害児の場所が生かせる場所があればなと思う。もしかしたらそういった場所があるかもしれない
が、どこから情報を得たらよいかわからない。



障がい児
■発達障碍児を出来る限り早くアセスメントし、適切な教育を与えてあげるような体制をつくらないと普通学級が危ういこと
になるのではないか？！

障がい児
■発達障害の子供が増えています。療育手帳の取れない軽度の子供へのサポートが非常に少ないと思います。白にも黒にも判
定されない子供の居場所をもっと考えて欲しいと思います。

障がい児

■経済的理由はもちろんの事、職場に一日も早く戻らないとクビになると思い託児所代を払うだけに働いているようなもの
で、じっくりと子供の成長を見てあげられなかった事を思い出します。子供が成長したら今度は子供の教育について考えなけ
ればなりません。下2人の子供は発達障害がありますが、軽度な為にそういう子供を受け入れてくれる学校が少ない事を知
り、子供の将来がとても不安で仕方ありません。軽度な障害を持った子供たちが仕事に就くことが出来るよう支援をお願いし
たいと思っています。宜しくお願いします。

障がい児
■あおば園のような所を増やしてほしい。未就学児しか通えない為、小学校入学を機に訓練できる場所がなくなってしまう。
又高校(支援学校）卒業し就職できる子ばかりではないと思うので、障害のある子が働ける場所がほしい。

障がい児

■小さな間は様々な支援を受ける事ができ心強かったけれど、小学校・中学校・高校と子供が成長すると支援が受けられなく
なりどうしたらよいのか心配です。発達障害を抱える子供はいくつになっても気をつけて見守らなくてはならない事が山積み
なので。できれば成人後も何らかの支援が継続して受けられるように変わってもらえると助かります。

障がい児 ■障害を持っている子を預かってくれる所がない。アンケートに書いても実現されず。19年たってしまった。

障がい児 ■先天性の発達障害がある子供にはもっと積極的に市・町内において関わって欲しい。もっと施設を増やして欲しい。

学童保育 小中学校

■学童などの預ってもらえる年齢が低いと思う。小学校３年生までがほとんどだと聞いた。フルタイムで働く母親には厳しい
と思う。料金が高い所もある。週休二日のため授業をつめこみきちんと理解しているのか不安。昔のように土曜日も（半日）
学校にしたらいい。

学童保育 公園等
■・学童の料金をリーズナブルにしてほしい。２人以上預けると結構負担になる。　・保育園、幼稚園に看護師さんを常在さ
せて欲しい。身体的な事発達の事をそうだんできる**。　・放課後、公園など子供が安心して遊べる場所は充実させて欲し
い。　・スポ少の親の負担が大きすぎて、子供を入れる事が出来ない。

学童保育

■学童保育の対象が小学校3年生までなので、4年生以降は子どもだけで留守番をさせなければならないのが不安です。市外の
学童では6年生まで実施している所もあるので検討して頂きたいです。また、学校で放課後クラブなど子どもたちが有意義に
過ごせるといいなと思います。

学童保育
■・学童クラブへ入れたくても、送り迎えが出来ない為、入れる事が出来ない。・市内の子供達は、自転車や歩いても行ける
ので、そのかくさを無くして欲しい。

学童保育

■学童保育は、原則小4までですが、仕事の都合によっては6年まで遠慮せず預けられるようになると良いです。18時までの所
が多く、遅くまで預かって頂ける所は、送迎バスが行けない、送ってこられれば．．．となり入れませんでした。預かって頂
く方々の都合もあり仕方ないとは思いますが、住んでいる所により、どうしても不公平感があると感じました。



学童保育

■学童保育で、けんかをしているのを何回か見かけた事があります。学校の教室では、あまり見かけませんし、担任の先生が
注意したり、間に入って、解決しているようですが、学童では繰り返されている様な気がします。また、学童では、シルバー
センターの先生方が、大きな声で注意しても、まったく聞いていなかったり、席に着かず、外に出ている子も、よく見かけま
す。（けがをさせられて帰ってきました。）

学童保育

■学童保育には、預けられません。保護者もうるさく、指導の先生もどこまで関わって良いのか分からないのだと思います。
結果、学童ではやりたい放題の無法地帯の様になっており、影響を受けやすい子が入った場合、その色に染まります。上の子
がやむをえず預けた際、3日目には言葉遣いがガラリと変わっていました。市の方でもっと学童保育の現状を変えて欲しいと
思います。

学童保育
■学童保育が、高学年になるといかなくなり、自分<母>は就労のため留守になるので、下校や春、夏、冬休みが心配になりま
す。

学童保育 ■高学年になると学童が利用できないので、できれば兄弟同じ場所で見て欲しい。

学童保育
■今の学童保育は、４年生までしか行けません。５年生、６年生になっても、長期休みの時は行けるようになるとありがたい
です。大きくなっても、１日中１人でいるのは心配です。

学童保育 ■小学４年生以上になっても、学童保育を利用できる様なサポートがあれば良い。
学童保育 ■学童に子供を預けられる時間を遅くまで見てもらいたい。

学童保育

■地域にもよりますが、学童保育は何故３年生までなのですか？高学年であっても不便な家はあると思うのですが。平日は学
童を利用していなくても、長期の休み期間だけでも利用出来る所があれば良いと思います。公立、私立の料金の違いが大きす
ぎると思います。

学童保育
■小学５年生以上で長期休暇（春・夏・冬休み）を近くで預ける場所が欲しい。しかも手頃な金額で。（保育園でやっている
学童は高いと思います。自分が働いている時給と割りに合わないと思います。）

学童保育

■保育園、幼稚園時は延長保育や夏休みも預かり保育があるなど、就労しやすかったが、小学校に入学すると学校内に学童も
なく、預けるのが私立の学童で割高に思えた。市で行う学童は、時間の延長もなく、フルタイムで働くには、難しい事が多
い。

学童保育

■お世話になっている学童保育の預かり時間（長期休み（夏休みや冬休み等）の開始時間が８時からになっているが今後の就
業時間が変わるため、７時からの預かりが希望である。でもなかなか朝早くからのお願いができず（指導員へ負担がかかるこ
とに）こういった学童についても保育（未就児）同様、市でも相談しやすくしてｔだきたい。

学童保育
■夏休みなど、長期の時だけ学童を利用していますが上の子が来年からは４５年生になり、学童が入れなくなるので、来年か
らはどうしようかと悩み中です。

学童保育 ■学童など年齢制度にせず預かってもらえれば助かるのでは。もっと色々なことに対応してもらえれば助かると思います。

学童保育
■・公園が近所に少ない・不審者の情報が多々あるため長い時間の勤務が不安で実行できない。（放課後が不安なため）+
（夏休みも一日放置できない）・子供が学童が嫌でやめてしまったため仕事が思うようにできない。

学童保育
■学童がもっと入りやすく、人が多く居るなら入りたい、祖父が居る為入れない。祖母ならまだしも男性（年寄り）に見ても
らっても何もしないのでは同じ事。見ていないのと同じである為学童を利用したい

学童保育

■就労していない場合子供を（学校の学区内）学童へは入れないが、突発的な理由によりどうしても子供を預かってもらいた
い場合が時々あり、学区内の学童が柔軟に受け入れてくれると助かる。学区内であれば学校の友人も多くいるので子供も安心
して居ることができると思う。

学童保育 ■夏休みなど、長期休みの時にだけ学童保育を利用したいが、なかなかうけいれてくれる所がない



学童保育

■運動が苦手な子が、気軽に楽しく運動できる場が、あったらいいなと思います。スポ少に入れたとこ、いじめられて辞める
ことになってしまいました。指導者の方にも「かけっこで上位になるまでずっと走っていなさい：等と、無理な練習をさせら
れました。

学童保育
■最近ぶっそうな事件など多く発生しており、共働きの家庭としては、学童保育を６年生まで続けてほしいと思っています。
２人とも女の子というのもありますがよろしくお願いします。

学童保育

■サービス業や不定期働く人が増えたり、男女とも単身赴任をして働かざるおえない人もいます。子どもを安心して預かって
もらえる環境を各地域や職場でも増やして欲しい。曜日や時間も選べる仕組みや緊急時も柔軟に対応出来る施設、年齢も個人
差があるので３才とか小３までとかというのは平均値でしかないのでもっと柔軟に。

学童保育
■学童などの預かりがあって助かってます。父母だけの家庭なので長期休みの間も預かってもらえるので少しの時間でも働き
に出られるのがすごく助かります。

学童保育

■保育の充実は進められてきたと思うが、学童の充実についても同様に進めていただきたかった。親の心配は、小学校４年生
以上、高学年でも変わらない。高学年になったから大丈夫ではない。高学年だから心配ということもある。遅い時間や夏休み
に対応してくださる高学年も利用出来る学童があると良かったのに、と振り返ると思います。（これからの方のために記入さ
せていただきましたが、勝手な意見ですみません）

学童保育 ■放課後子ども教室が西茂呂あたりにあれば利用したいと思いました。

学童保育
■小学校の下校の時（冬期）暗くなるので不安です。放課後児童クラブ学童の預かり時間の延長をしてほしいです。１９時く
らいまでは預かってもらえると助かります。

学童保育

■問20で、放課後児童クラブの利用希望について、3にマルをしましたが、空いた時間に友だちと遊べるように自由に行ける
時間があったらいいと思います。（例えば１５から１７時は自由に来てもいいとか）スペースやその他の理由で難しいと思い
ますが、そこに行けば誰かと遊べるという場所だったらとても良いなと思います。

学童保育

■今一番心配なのは、仕事の都合で学校の放課後、長期休暇中など日中祖父母に預けられない時に子どもだけで留守番をさせ
ることです。以前は学童保育も利用していましたが、高学年になり預けられず、心配しながらも仕事中に子どもと連絡を取り
問題はないか確認にしながら勤務しています。高学年でも預けられる放課後保育先があれば本当に助かるなと個人的に思いま
す。

学童保育
■保護者に用事ができて自宅に誰もいない場合など、小学校で一時預かりをしてほしい。また放課後子ども教室を小学校に設
置してほしい。

学童保育

■夏・冬休みなどの長期休みの時だけ学童保育を利用していますが、今4年生なのであまりいい顔をされず来年は預かれませ
んと言われています。まだ1人で留守番させるには心配だしこのままだと仕事を辞めるしかないのかなと考えております。鹿
沼市内で預かってくれる施設はないのでしょうか、教えていただけると幸いです。

学童保育

■0才児から沖保育園に通い、学童も用事のある時や学校の突発の休校や長期休みの時はみていただきましたが、この夏休み
以降は毎日通う子供しかみる事はできないと言われました。台風のときの休校日は子供の友達のおばあさんがみてくれること
になりましたが、さつき学童の方は突然の休校時はファミリーサポートの方にお願いするように言われました。さつき学童の
方は長くても４年生までということでその後の事、特に夏休みなど心配しています。柔軟に預かっていただけるようにお願い
したいと思います。私（母親）は9：00～13：00までの短時間パートです。



学童保育

■学童保育がもう少し遅い時間まで預かってもらえると助かります。現在は18：00までですが、フルタイムで17：30まで仕事
をして向かえに行くといつもギリギリで焦ります。希望人数が増えれば時間延長も可能だという事でしたが、延長利用者だけ
の負担額が今の倍になってしまうのもどうかと思います。シルバー人材センターの学童です。

学童保育

■放課後子ども教室について。各小学校にあると良いと思う。他の施設などでやっていても学校からの移動の間が心配となり
利用しないと思う。その点各小学校にあれば安心できる。病児・病後児保育について。「概ね小学校3年生まで」はどうかと
思う。小学6年生でもよいのでは。小学生のうちは6年生でもすごく心配なので。

学童保育
■子供が安心して遊べる場所が少ない。スポーツ少年団は親の負担が大きく入団するのにためらってしまう。気軽に参加でき
る教室のようなものがあると助かる。

学童保育

■フルタイムで働いています。現在小学校1年生の娘がいます。学童保育が小3で終わるので小4からどうしようかと思ってい
ます。一人っ子なので一人で居させることに不安を覚えます。長期の夏休み等も心配です。今は正規職員として働いています
が、働き方を変える事等対応するしかないと思っています。

学童保育

■学童が今年から保護者がメインでやるようになったのですが、学校全体の人数が少ない為に保護者が会長とかになると親に
負担がかかる。学校の役員が人数少ない為に毎年やっているので・・。本当はシルバー人材とかでやってもらえると良かっ
た。市役所の人に話をしたらダメだった。子供を預けて見てもらっているので確かに会長などやった方がいいとは思うけれ
ど、人数が少ない学校の学童をもう少し見直してもらいたいと思います。働きながら役員ばかりやっていたら子供と遊ぶ時間
がなくなるのが正直きついです。

学童保育

■清洲地区には学童保育が地区内にないのであると良い。粟野まで行かないといけないため。清洲地区には支援学級がないた
め学校毎でなくてもよいが、地区に1つはつくってもらいたい。本当は学校内にあるのが望ましい。もしくは支援をもっと充
実させて欲しい。

学童保育
■核家族の場合、職種によっては育児と仕事を両立させるのはとても困難で、学童などもあるが預かり最終時間が合わないと
どうしても子供だけで留守番してもらうようになってしまうので、どうにかしてもらいたい。

学童保育
■児童数が少ないため放課後それぞれスポ少の練習、学童保育に通うことで一緒に遊ぶお友達が限られてしまいます・・と誰
もが言っています。

学童保育

■片親家庭の孤立・孤独・不安を解消する事を目的として、手紙によるイベント参加の連絡があれば嬉しい。又は集会等のイ
ベントがあれば参加したかった。家庭へ定期的に訪問してくれるサービスがあれば、日常の不安解消になったと思う。教育に
関して子供が精神的に異常か正常か気づきに不安がある。第三者的立場で判断・見解が欲しい。子供達が不安ではないか、心
配はないか、困っていないかなど親以外の方と話をして観察して欲しい。残業もそれほどできなくなっているので、収入に関
係なく父子家庭への手当ても欲しい。空手を習わせているが、学習塾へは行かせる事ができない状況。

学童保育

■今後パートに出て働きたい希望があり常に求人を探していますが、なかなか子供が小さい事もあり、時間的にも合う求人に
出会えていません。もっと子供がいても働きやすい会社側にも受け入れ態勢を、市には整えて頂けたらと思います。又学童に
よって質の良し悪しが保護者の間でも出ていて、南摩の質の悪さをよく耳にします。働く母は家に帰っても忙しいので、ある
程度の宿題やスキルアップをしていただけると嬉しいそうです。私もそういう所があれば安心して学童にお願いできるかなと
思います。宜しくお願いします。

学童保育
■学童があと30分延長があると、仕事を定時で急いで上がらずにしっかりと仕事を終えることができるので助かります。少し
でも遅れると、誰かに頼んで迎えに来てくださいと言われると聞いたので心配です。



学童保育
■職場の育休制度等しっかりしていたし、託児所も付いているので安心して利用していました。特に問題・悩みなく経過して
きました。小学1年現在、学童保育を嫌がり、帰宅後一人で過ごす事もあります。私自身も学童の充実を色々願っています。

学童保育 ■4年生以上も預かってくれる学童があると安心。
学童保育 ■放課後子供教室があればいいなと思います。

学童保育

■子供が低学年の時は学童保育を利用したが、学校内の学童保育は時間が短く保育園の学童保育を利用しなくてはならなかっ
た。利用料は高かったが仕方なく利用していた。また親が（特に母親）仕事をしていると平日の習い事やスポ少などの活動に
は子供を参加させにくいのが現状。毎日時間に追われ仕事もなかなか休めないので、今でも子供が病気にならずに過ごしてく
れることを祈る毎日です。

学童保育
■鹿沼市の学童保育は18時までしかないので、19時～20時くらいまで利用可能な場所があると転職の際、仕事の幅が広がりま
す。時間で諦めなければいけないこともあるので、上記の時間があると嬉しいです。

学童保育

■山間部過疎地区の小学校に通っています。近所に住む同じ年頃の子供の養育者は働いていて、学童保育のあるとなりの小学
校に通わせています。来年度も同じ事例があり、数年後に入学予定の子供を持つお母さんもどちらに入学させるか迷っている
話を聞きます。どこに住んでいても働いていても、安心して地元の小学校に通わせることが出来る環境があればと思います。
またバス通学にかかる費用ですが、同じ金額を払っているのに、となりの地区は補助が出るのに私の地区では出ません。距離
で線引きされているようですが、全く納得がいきません。山間部で生活するとあまり得ではないとなってしまうと、ますます
子育て世代は地元を離れてしまい過疎化が進んでしまうのではと思います。

学童保育

■①どの学校でも学童保育があれば良いと思います。家に祖父母がいたとしても預けられれば良いと思います。②全校生徒の
数が減少した場合できるだけ早く合併なりして頂いて、多くの友達の中で生活させたいと思っています。③子供から学校の事
などを相談された時に、どのように返答したらよいのか分からない時があります。

学童保育

■共働きで保育園についてはタイミングもよく入所できないという問題には直面しなかったが、学童保育については保育終了
時間に迎えに行けないことから、保育料がどんなに高くても時間の融通がきく所に預けざるを得なかった。今は大分学童保育
時間も延長されているが、もっと学校には必ず学童保育が設置されていて十分な対応が行えるよう、行政の支援を求める。

学童保育

■宛名の子供が幼稚園卒業から小学校入学までの1ヶ月間程どこに預けたらよいか悩みました。出来れば1ヶ所でずっと見てい
てもらいたかったのですが、卒園から3/31までは保育園へ預け、4/1から入学式までは小学校の学童へ預けました。保育園に
は毎週金曜日や保育園の卒園式の練習日や準備日は預かってもらえず、仕事を休む日が多くなりました。子供も私も環境や生
活が目まぐるしく変わりとても大変でした。幼稚園の先生に相談したところ「春休みは預かることができるが、卒園から春休
みの間に預かってほしいといわれたことがなかった。皆さん祖父母に預かってもらっているのではないか？」と言われた。私
の実家は遠く主人の両親は働いています。こんな状況の人はたくさんいるように思っていましたが、実際にはいないのでしょ
うか。昨年の夏休み小学校の学童へ、当時小1・小2・小5の子供3人を預けました。プールは7月までしか入れず８月はプール
無し、野球部などの練習日には外へは一歩も出ていない日がたくさんあったようです。ダラダラと1日を過ごしていました。
環境が悪くそれ以降やめてしまいました。今夏はプール自体入れなくなってしまったので、どんな夏休みを送っていたのか分
かりませんが、想像するだけで恐ろしいです。

学童保育 ■障害を持っているので学童には預けていますがお金が高い、もう少し安く利用したい。



学童保育

■あまり期待していません。産休はおろか育休を設けていても、実際会社には休みを取らせてもらえる体制は整っておらず、
仮に取れても元の位置には戻れないと断言されました。又母親が昼間パートに出ていても学童の許可も消されましたので（そ
れまで利用していた）、子育てに対する思いは釈然としないものが多いです。体の不自由な子につき、学童から言われた言葉
は一生許せないとも思いました。

学童保育
■学童保育の料金が高いと思います。長期休暇の時など1日中室内で過ごし先生が少なく、トラブルが起こりやすい状況に
なっていると思います。

学童保育

■とにかく学童保育が困る。平日8～18時まで、土日は無い又は土曜日半日のみ、3年生まで、毎日来る人意外は長期休みだけ
の保育は無理など条件が狭すぎる。4年生でも長期(夏休み）は一人っ子だと一人で家においておけない。平日は一人で30分く
らいならいられるから必要はない。そういう人は非常に使いづらい。土日仕事や残業がある仕事には就くことができない。仕
事を選ぶつもりはないが、こういう条件だと働けないか、企業の事務職など限られた仕事にしか就くことができない。年齢制
限なども加味すると、働きたくても職場の働く条件と学童の条件が合わないのでかなり厳しいです。

学童保育

■小学校低学年の頃は、地域の学童（学校にはないので）に行かせていなかったので心配でしたが、3～4年生くらいになれば
利用する必要はあまり感じませんでした。でも、学校に隣接する学童があれば、低学年の頃預けていたかもしれないので、各
校に1つ設置して頂けると助かるおうちがたくさんあると思います。

学童保育

■どこの支援も３年生までとあります。４年生、５年生、６年生だって支援して欲しい子はたくさんいると思います。現に離
婚、転校いろんな所に支援を頼みましたが５年生はダメと断られました。生活の為仕事はしないといけない、でも、子供を１
人にしておけない。高学年でもしっかりしている子供だけではない事を知って下さい。１年間誰からのサポートもなく大変で
した。今は６年、来年は中学です。

学童保育

■○○小の学童に最初に入れていましたが、最初の説明に、○○先生という女性の方が、「本当は、いう事を聞かない子を殴
りたい、でも、今の現状で殴ると問題になるので、口で注意しますから」との説明があり、それが本当の気持でも、親と子ど
もの前で堂々とおっしゃることにショックを受け不安を感じました。結局、必要時の長期休みのみお願いする事にしました。
迎えに行っても、先生方のあいさつもありません。少しその所が不満です。

学童保育

■小学校卒業まで学童保育の利用が出来ればと思います。働きたくても長い休み期間中、お昼等の問題があり、なかなか仕事
に就く事ができません。近所に両親もおりません。学童保育の時間も（学校内にある）朝7：00～夜7：00ぐらいまであればう
れしいです。

学童保育
■学童保育を小学校６年生まで対象にてほしいです。共働きの家庭にとっては誰もいない自宅に帰ってくる子供への不安は大
きいです。

学童保育

■だいたいの施設が小学校３年生までしか預からないし、病児にしても小学校に上がるまでと年齢が決まっているとなかなか
仕事も大変です。皆が皆地元に住んでいるわけではないので預け先を見つからない。親が近くにいても頼めない人もいる。子
供一人で留守番か兄弟での留守番になってしまいます。仕事している親も子供も何歳でも安心して過ごせる場所が助かりま
す。市内何か所家から近いところにあると尚良いと思います。

学童保育
■学童保育に関しまして、年齢制限や定員制ではなく希望者に対して全数受け入れ体制を整えていただきたいです。母親が働
いていない場合でも、緊急の用事（通院など）がある時に利用できる一時預かり施設があると助かると思います。



学童保育

■母子家庭で普段は子供が学校終了後、母親の就労があり、１人で留守番をしています。休みも不定休なので土・日・祭日な
ども１人で自宅にいることがあります。緊急時に子供を預かってもらえる場所や頼れる人が少ないのでそれがとても不安で
す。高学年の子でも安心して、緊急時でも預けられる公共の場などがあるとありがたいです。

学童保育
■小学６年生まで平日の放課後安心して過ごせる場所があれば、職場からあわてて帰る事もなく、子育てのしやすい環境にな
ると思います。

学童保育

■過去にはこだわらない意向です。現在まで、小学２～３年生までは問題はありません。今後娘（一人娘）が小学４年生にな
る時、自分が就職していて、祖父母は同居していた祖父母もなくなり、学童保育が現在３年生までの所でお世話になっていま
す。夕方１人で16：00～18：30まで過ごさせるのか？１人で生活できる様進めて教えるのか？仕事を加減するのか思案中で
す。〇○クラブが小学４年生まで見て頂けると不安は軽減します。

学童保育

■１才～小5まで保育園や学童を利用しフルタイムで働く事ができました。また、小6の夏休みも慣れた学童を利用し、安心し
て過ごす事が出来ました。市内全体がこのように長期間また一日の利用時間を（朝・夜ある程度長く）ゆとり持って使えるよ
うになると、子育てがしやすくなると思います。小3までの制限をやめ小６まで学童が使えるところが増えるようになって欲
しいと思います。

学童保育

■保育園を終え、小学校入学後の共働き核家族の児童のうち、学童（放課後児童クラブ）保育に通う子供への行政支援の充実
を望みます。指導員のスキル向上、指導員の能力養成開発等により、保護者が相談、安心などを得られ、帰宅後の親子の行き
違いが避けられると思われます。

学童保育
■上の子の時は学童保育もなかったので今は、安心できる環境にあると思うが、世間一般で心配事が増えているように思う。
学習障害についてももう少し情報がほしいです。

学童保育
■学童保育について　年末年始は、今年度12/28～1/5（日）まで預かりはないと言われました。９日間も仕事を休む事は困難
です。もう少し、学童保育の日数を増やして欲しいと思います。

学童保育

■学童保育を利用しているが、仕事が30～１時間残業の時は休ませざるをえないので（学童は6：00なでなので）30分でも長
く開いていると助かると思う。また、長期の休み時も朝が8：00ピッタリでないと開かないので、朝も３０分早く開けていれ
ば助かります。

学童保育

■現在子供が通学している小学校は、学区が広い為、放課後友達と遊ぶ約束をしても、待ち合わせ場所までの道のりが長く、
１人で向かう事も多いので、心配になる事が多いです。放課後、学童クラブのように（親との連絡が取れている場合は）その
まま学校内や校庭を利用できるシステムがあればいいのに・・・と思っています。子供の安全を考えると、学校内でそのまま
遊び、決められた時間に迎えに行くのが理想です。（東京都内にはこのようなシステムがあるようです）

学童保育

■学童保育は入れる年齢（学年）が決まっているので、４～６年生の子の対応に悩んでいる。子供だけにするのは心配なの
で、フルタイムで働きたいができず。パートでさえもなかなか難しい。できれば放課後子供教室が増えると親としては心配が
減ると思う。

学童保育
■現在3年生で、学童保育を利用していますが、4年生になると定員の関係で預けられないと聞きました。4年生になっても一
人で留守番させるのは、心配です。もう少し、高学年まで預かっていただきたいです。



学童保育
■地域の学童は、平日しか見てもらえず、サービス業の保護者にとって、何の役にも立たない所でした。利用料金も納得でき
なかった。

学童保育
■小学校4年～6年までの児童の長期休暇時の学童などの制度があると、安心して就労できると思います。（3年生までの受入
れが多いため）

学童保育

■学童保育の充実をお願いしたいです。以前利用していて、今はもう利用する事はないですが、指導員の方の教育というか、
充実して欲しいです。男の子で、いろいろやんちゃで、迷惑をかけていたと思いますが、有る時、「もう3年生だし、家で留
守番できるのではないか？」と、やんわり辞めてくれと言われたのが、悲しかったです。長期休みの時の過ごし方も、もう少
し工夫して欲しいです。

学童保育

■もう子供は、6年生です。今まで「こういう事があればいいのに」と思い考えながらも、ここまできました。タイミング的
には、調査が遅いと思い、残念です。（もう少し早く調査し、対応して欲しかった）　特に、市の学童保育の場合、4年生ま
でしか見てもらえなくて、5年生から私立に移ろうと思っていてもダメだった。一人親、一人っ子が多く、核家族だと、家に
子供一人でおいておくのが心配な親御さんもいると思う。6年まで延長して欲しい。

学童保育

■小学校の学童保育を利用していましたが、子供が楽しくないと言って、なかなか行きたがらず、上の子は2年生、下の子は3
年生になる前に辞めてしまいました。もっと、学童保育でも楽しい遊びなど、工夫して欲しいと思いました。あと、子供たち
の遊べる場所をもっと作って欲しいです。

学童保育

■・地域のパトロール強化　・学童保育の時間の見直し（18時過ぎてもりようできたら。6年生まで）→習い事ができる。
（有料でも構わないと思う）　・市に対しても、話しやすいような姿勢であっていただきたい。　・就業先をしっかりと調べ
て欲しい。（学童保育や保育所に入る際に、働いてもいないのに知人の会社を記入している方がいた為）

学童保育 ■放課後、ただ預かるというものではなく、教育、スポーツの指導をしてくれるような施設を希望します。

学童保育

■祖父母に預けている事が多いが、高齢の為、何か病気等があると入院になったりしてしまいます。その時、子供の居場所や
友達と学べる環境が、学校以外にもあると助かります。学童保育は、学べる事が少なく、つまらないと良く聞きます。　※子
育てと介護を背負う事が、とても不安です。

学童保育 ■学童にお世話になったり、第3子まで色々な免除をしていただいたり、大変満足しています。ありがとうございます。

学童保育 ■学童保育の時間は、19時までとし、もっと若い先生に面倒を見て欲しい。シルバーの方だけでは、不満の点がある。

ファミリーサポート

■子どもがまだ小さい頃にファミリーサポートセンターにお願いした所、津田地区はダメと言われて預かってもらえなかっ
た。兄弟がいたり、仕事をしていかなくてはいけない状況でもっと子どもを預かってくれる施設があればいいと思います。鹿
沼市で運営しているなら地区を限定しないでほしいと思う。

ファミリーサポート

■子供が2才頃、家族の介護の時、一時的に子供を預かってもらうため保育所を訪ねたが、どこもいっぱいで無理でした。家
族が入院する病室に乳児は連れて行けません。高額ですが、ファミリーサポートセンターを利用しました。支援金があればあ
りがたい。晩婚、高齢出産、少子高齢化で乳幼児を見ながら親の介護という生活が少なくないのでは。この場合、働いて収入
を得るのも父母どちらか一方になる。限られた収入で出費だけが増え、身体的負担、不安も大きい。特に母親が今は様々な重
責に耐えている。これは子育て環境悪化につながるのではないでしょうか。



ファミリーサポート

■子供が小学４年生になるまでは、こちらのアンケートに出てきた様々な支援を利用したかったです。当時、知らなかったの
で、利用できませんでしたが．．．。今は子供も成長し、一人で留守番させても心配がなくなりました。病気が一番辛いとき
は、そばにいてあげたいと思いますが、仕事を急に休めないため、それも難しいです。小さいうちは誰かに見ていてもらわな
ければなりませんので、安心して預けられる場所があると助かると思います。ファミリーサポートセンターには、学童のお迎
えが間に合わないとき、代わりに行っていただき、大変お世話になりました。

ファミリーサポート

■お母さんたちが働くには一番大変なのが、子供が体調を崩し保育園や学校を休んだ時どうするかということです。近くに親
がいればみてもらえるが、近くに親がいない時かなり大変です。ファミサポを使うことができますが、値段が高くパートの時
給と同じくらい取られます。それでも仕事が休めないと仕方なく使います。もっと安く預けられる所がたくさんできればと思
います。子供が小さいけど働きたいお母さんたちはたくさんいるのです。

ファミリーサポート
■実家が遠い為少しの時間（半日）等預ける場所がなくて困ったことがあります。ファミリーサポートセンターだと高いので
もう少し手軽に預けられるといいと思います。学童は、日割りができないので・・・

小中学校 一時預かり

■小中学校教員の増員を希望。一人の先生にかかる負担が多すぎると思います。小学生の子供は知的障害があり特別支援学級
へ行っています。毎日日中一時支援サービスも受けていて、とても充実したサービスを受けられていますが、病気になった時
就労との調整を考えると、病児でも受けられる日中一時支援サービスがあると助かります。

小中学校 子育て支援策
■学校でも家庭でも虐待はあってはならない事だと思いますが、先生にはやはり悪い事は悪いと子供に叱って欲しいです。子
供達が元気に伸び伸び成長していけるよう「鹿沼市子供子育て支援事業計画」が充実されますようよろしくお願いします。

小中学校

■よくかんで食べて下さいと栄養指導でお話されますが、実際よくかんで食べると時間がかかるので決められた時間内で食べ
終わることは難しい場合もあると思います。低学年は特に、配膳後、食事の時間の見直しが必要だと思います。土曜の授業が
あってほしい。（6時間目は集中力がきれるため）

小中学校 ■現在通級で違う学校へ行くことがあります。仕事もありますので通っている学校でみていただけると助かります。

小中学校 ■土曜日の授業をやってほしい。
小中学校 ■学校の先生の質を上げる。土曜日の学校を復活させる。

小中学校
■学校の教職員の人数を増やしてほしいです。副担任を配置して、授業中勉強に遅れている児童に付いて教えてほしいです。
鹿沼市の道路整備もいいですが、教育（財政）にも力を入れてほしいです。

小中学校

■日本の教育はすべての教科を平均にと考えている様ですがもっと個性を尊重した、海外的な教育も少し取り入れても良いの
ではと考えます。　鹿沼市内の小、中学校に、エアコンの導入を早急に検討いただきたい。（宇都宮市はすでに導入してお
り、子どもの集中力を含め、学力の低下にもなり兼ねない）

小中学校
■ちょっとした事で、学校にクレームを言う保護者の方が多いような気がします。子どもの力で解決できる事でもクレームさ
れると子どもがひどく傷付きます。もっと子どもの力を信じる事が必要なのではないかと思います。

小中学校 ■・放課後の校庭を開放して欲しい。・学校で行われるＰＴＡ活動や家庭教育学級と仕事との両立が大変苦しい。



小中学校
■小学校で通級クラスに2回/週通っているが、中学校では通級クラスが無いので対応してもらえると良い。現在は、自分のク
ラスでトラブル等があると、避難所のように使用させて頂いているので、中学校でもそういう場所を確保して欲しい。

小中学校

■夏休み等の長期休暇中に学校で勉強をさせてもらいたいです。塾に行かなくても済む環境づくりを鹿沼市全体で取り組んで
ほしいです。以前、学校に同じようなことを伝えましたが変わりませんでした。長期休暇中の学校の教室がもったいなく、何
かできるように工夫できればと思います。子供たちの未来のために是非お願いします。私の２人の子供はスポーツ少年団に所
属していて、勉強とスポーツと両立が大変です。ただ、長期休暇中は何かもてあましているようで、友達とゲームした
り．．．。子供たちみんなが唯一集まれるところは学校です。有効利用をしてください。

小中学校

■放課後～両親の帰宅時間までの時間を埋める学校での部活動や、学童保育内での習い事の種類が、今より充実すれば良いと
考えている。子供が、１人になる時間は極力避けたいので、早朝～常識的な残業時間などを加味した預かりや、または、それ
に準じた制度を望む。病気ケガだけでなく、学校行事なども仕事を休まざるを得ない日があるので、働く親は肩身が狭い。

小中学校
■子育て支援、小学生の英語教育にもっと力を入れるべきだと考えます。子どもは地域の大切な財産であり、グローバル化に
伴い宇都宮などでも英語教育に力を入れている。鹿沼市は少し遅れているように感じます。

小中学校

■東中学校は生徒数が多すぎて、一人一人の進路指導に教師が対応出来ていない気がします。これから国際化社会で活躍出来
る様な教育の環境を作ってあげたいです。娘の夢は外国へ留学し、沢山の人と交流し東京で勉強をして、企業に就職して得た
経験と知識を持ち帰り、それらを生かして鹿沼に貢献したいと夢見ています。堂々と、私の故郷は鹿沼市ですと言える様にや
る気はあるのですが、親としては何からサポートしてあげたり、情報提供したらいいかわかりません。市の留学サポートも、
もう少し援助して頂いたらいいと思います。

小中学校

■現在、校外学習については私（母）がサポートそておりますが、仕事や家事で忙しく、ゆっくりみてあげる事ができませ
ん。せめて学習だけでも学校や公共のものでサポートしてもらえると良いと思います。現状有るものだと、その場までの送り
が必要となり利用できません。学習は学校でサポートしてもらえたらと思います。（学校の先生でなくても良いので。）

小中学校
■・中学生にも、防犯ブザーの配布をお願いしたいです。また、中学生に冬期下校が暗くなってからになってしまうので。・
反射テープや反射たすきの配布をお願いしたいです。

小中学校 ■学校は安心して子供を預けられる場所なのに子供に傷を負わせたこと。親も不安定になり大変でした。

小中学校 ■授業時間が少ない為、勉強が理解できないまま進んでしまうので、授業時間を増やしたり、補修など、やって欲しい

小中学校

■同じ市内の中学校で、冷房があるところとないところがあるのはおかしいです。そして、東中学校の夏の暑い時、水筒では
なく、ペットボトルでお茶を持ってきてもいいときいたのですが、ペットボトルでは、すぐに溶けてしまって、かわいそうで
意味がないです。水筒でつめていものを飲ませてあげて下さい。西中学校には、冷房があるのだからせめて「水筒」でもって
いかせたいです。ペットボトルじゃおかしいです。それから中学校の競歩大会、宿泊事業、多すぎてお金が大変です。競歩大
会はダラダラ歩いているのだから無意味です。そんなことばかりやっていないで、子供が塾に行かなくてもすむ、学校教育を
頑張ってほしいです。とにかく、東中のペットボトルは絶対「水筒」にして下さい！

小中学校 ■学校の放課時間が早すぎることです。



小中学校

■学校の先生方が、とてもよく子供をみてくれているので、とても安心して学校へ通わせられます。体調を学校でくずしてし
まった時も、何度も電話をいただきました。（私が、用事で電話に気づかずにいた為）細かく体調の変化などを説明していた
だき、病院で説明する時も助かりました。授業の方も、とてもわかりやすく、丁寧でおもしろく、子供が関心を持つような内
容で、勉強がとても楽しくできています。鹿沼の子で良かったです。

小中学校 ■下校時学校等で無料の勉強会を行ってほしいです

小中学校
■学習障害、アスペルガ－等目に見えにくい障害についての検査をもっと抵抗なく、全員が受けて、その対応が即できる学校
を求めます。

小中学校

■小学校、中学校とも同様なのですが、「学校指定」とつく物、体育館シューズ、制服、体育着、ジャージなど、なぜあんな
に高額なのでしょうか？既成の物と比べると、１,000～2,000も高かったりする物もあります。もう少し、低価格であれば、
動きにくいのに２～３サイズも大きいジャージで運動する子どもも、ぶかぶかの体育館シューズの先にティッシュを詰められ
て履く事になる子どもも減るのではないでしょうか。お店の方には申し訳ないことですが。

小中学校
■毎年ノロウィルスやインフルエンザなどの感染病が流行し他の兄弟にもうつってしまうので、手洗いうがいの教育をもっと
しっかりとしていただきたい。子供達の人間関係や学習についてもう少し気を配ってほしい。

小中学校

■校舎の老朽化は仕方が無いとして、冷暖房の施設をもっと充実させてほしい。同じ市内でも教室にエアコンがある学校と家
庭用扇風機1台のみとでは、あまりに差がありすぎるし、昔と今とでは最高気温が違いすぎるのでもっと配慮してほしい。不
審者などの事件が多いので、下校時間に見守りやパトロールなどあったらいい。

小中学校
■子供が登下校ができなくなった事がありました。就労しているので下校時に毎日迎えに行く事が難しいので、できれば学校
で待たせて頂けると大変助かります。

小中学校

■子育てをしていく中で一番にお金がかかるという事。自分でみれば収入はない、働きに出れば預ける場所でお金がかかると
いった悪循環を招いています。又学校行事が多ければ多いほど、会社を休まなければいけない状況を招き解雇される始末で
す。そのような事が子供が少ない地域になればなるほど、学校のちょっとした行事に親が関わり仕事ができなくなってしまい
ます。子供の少ない学校は統合するなり合併するなりの対処をしてほしい。

小中学校
■市の中心部とそうでない地域に対する行政機関の関わり方が違いすぎるように思う。クラス担任の他にサポートの先生が必
ず1人ついても良いと思う。今の子供は多様化していて先生一人では大変だと思う。



小中学校

■私の友人の子供のことですが、小学1年生で現在学校に通えていません。病院などで検査もしましたが異常はないようで今
は毎日家にいます。お母さんも下の子がいますので精神的に相当参っています。何度も教育相談に通っていますが前進できな
くてお母さんの体調まで悪くなってしまいました。お母さんの希望としては学校を変えれば行けそうだということなので、一
度私の子供が通っている少人数の学校の運動会に見学に来ました。「ここなら通えそう」とその子本人も言っていてお母さん
も通わせたいと思っているのですが、いくら話しても教育委員会でゴーサインを出してくれないと困っています。親戚などが
いて住所を移動すれば簡単に小学校を変えられるのに、このような状況の子供を小学校に通わせてあげられないというのはい
かがなものでしょうか。教育委員会の方たちの意見では「学校を変えてもまた行けなくなったらどうするのですか」と言われ
ているようですが、そんな事を言っていたら何もできないと思います。大切な子供の成長、1日1日がとても大事だと思いま
す。学校に行きたいのに行けないのはかわいそうです。ただのわがままで学校を変えたいといっているのかどうかきちんと判
断していただきたいです。お母さんが4月からどんな思いでどれだけの努力をしてきたか私は見てきました。どうか助けてあ
げてください。長文失礼いたしました。よろしくお願い致します。

小中学校 ■いじめ対策に力を入れる反面、授業が遅れてしまいます。カウンセラーの配置などできれば良いと思います。

小中学校

■今年小学校に入学しましたが、普通学級では問題ありという子がいます。感情のコントロールができず乱暴されたりと少々
困っています。周りの人から聞くと異常があると判断されているみたいですが、親が認めず普通学級で過ごしています。登下
校の班も一緒で時々乱暴され、交通事故等にあわないか心配です。健診で異常があった場合などもっと市や地域、保健師さん
などでもっと積極的にサポートし、幸せに暮らせるようにしてほしいです。

小中学校
■小中学生が自分専用の携帯を持ち、親の知らないところでLINEやメール等での悪口（死ね・学校来るな・殺してやる等）で
人を傷つけている現状があるので、鹿沼市全体で小中学生には携帯を持たせない・使わせないと強く伝えて欲しいです。

小中学校

■小学校も昔のように土曜日の午前中など、学校での授業を行っていただけるとありがたいと思います。学習面での学力の低
下を心配し、学習塾等に通う子供達も多いが、学習塾に通うためには高い金額の授業料がかかり、通いたくても通えないとい
う現実もあるのではないかと思います。裕福な家庭の子のほうが現実的に色々な選択肢が広がるというような世の中になって
ほしくないです。

小中学校 ■北中学校が校舎が古すぎる。東中や西中と比べてひどすぎる。学習環境を公平にして下さい。

小中学校 ■放課後校庭が開放され、安全・安心の中で友達と楽しい時間を過ごせる事が理想的。現在は無理なのでしょうか。

小中学校

■学校で熱が37℃以上あれば即迎えに来るよう指示されます。確かに何かあっては問題になるので、責任上の観点からも迅速
な対応としてそのような措置が取られるのかもしれません。しかし熱以外の症状が無ければ、アイスノンを使用したり脇等を
冷やすなど一歩踏み込んだ対応が出来ないものでしょうか。どこの親でもすぐに迎えに行ける状況でない方もいると思います
ので、書面等で同意をもらった上で上記のような対応も必要ではないかと思います。

小中学校

■さつきヶ丘小学校に行っています。下駄箱のいたずら、いじめが多くうちの娘も2回続けてゴミ箱に捨てられたり隠されま
した。学校側は加害生徒を見つけることは不可能に近いらしく、被害生徒家族が困っています。いじめ対策や学校側の指導強
化に期待します。

小中学校

■教育環境について困っています。個人懇談などで担任に話をすると子供に報復される。子供が担任のいじわるさを感じ不満
に思っている。○○小学校校長は何でも話しは聞くと言いながら、担任を擁護するばかりで子供や家庭の責任を責めてくる。
親切なようで自分のことしか考えていない。



小中学校
■学校での親の仕事が多すぎて働きにくい。１,２時間の為に半日休暇を取る事が多いので自分が病気の時は休みにくく、無
理して出勤する事が辛いです。

小中学校
■子供の通っている小学校の体育館が雨漏りがひどいです。危険な状態を何とかしてほしいです。まずは、学校を安全な安心
して通わせられる場所にして欲しいです。

小中学校

■学校により副担任やサポートしてくれる先生の数がばらばらで不公平を感じました。今、在籍している小学校は約３５人の
クラスが３組に対して、副担任の先生は、３クラス掛け持ちに対して、その他の学校で１５人ぐらいの人数１クラスに対して
１人の副担任がいる学校もあるそうです。

小中学校

■・どんな支援があるのかがまず知りません。国民保健年金の人間が受けられる支援そのものが少ないのではないか？と思い
ます。　・イジメをする子はどこにでもいます。大抵学校はそのまま放置していると思われます。相談したとしてもイジメを
する子が守られることが多くあると感じます。人権作文、人権標語をかかせてもその時だけですので効果はないです。書いた
内容を忘れて仲間外れにする子いますよ！

小中学校

■宛名の子ではなく上の子についてですが、東小学校は生徒数も多く４クラスですが、中学進学にあたり、東中学校は２倍く
らいになるので難しい年頃でもあり、他行からの子供達と一緒となる事などからあまりにも多い生徒に対して学校（先生）
は、目が届くのだろうか？人数が多すぎではないか？など少し気になります。　環境に関しては最近不審者などの情報が多発
しているので少し不安な事もあります。

小中学校

■学校でいじめられて登校できなくなり、今は特別支援学級に通っているけど、あまり学校を信用できない。この先学年が進
級したらもっと不安がつのる。この先どうしたらいいんだか心配だ。　担任も学校にも、不安がいっぱいある。どうすれば子
供を安心して預けられるのか？？！！教えてほしい。

小中学校

■鹿沼は教育に関してのレベルが低いと良く耳にします。学校によって行う事も違うような印象を受けます。学力テストも一
方通行でただ行いペーパーで理解する程度、何を基準に判断・復習をさせたらよいのか？話すこともあります。　◎夏場、子
供を遊ばせる施設がなく、困ってます。公園では熱中症が心配ですし、室内で遠慮せずに遊べる環境を作って欲しいです。

小中学校 ■学校で具合が悪くなっても、少しの間休ませておいてもらいたい。
小中学校 ■学校内において部活動を行ってもらいたい。指導者を受け入れてでも可

小中学校 ■学校で１人１人の子を（その子の中身）きちんと見られる先生と、そうでない先生がいるので困る。

小中学校
■担任の先生の行動が、新聞やテレビで報道されたのに学校から何の説明もなかった。担任の先生からは学期の終わりに連絡
帳にお詫び文のみありました。教育委員会も把握しているにもかかわらず、対応が残念です。

小中学校
■子供達が大人に頼ることなく、自由に遊べる安全な場所、遊び場が欲しいです。あれもこれもダメと言われてほとんど遊べ
ない子供達がかわいそうです。放課後の学校の校庭や体育館を遊び場として開放してくれたらと思います。

小中学校

■住んでいる地区によると子供が少なく、遊ぶにも大変な思いをしてる。家も遠い為、仕方ないと思っていはいますが、中学
校も同じような人数になる予定であり、少し市内に行けば、もう少し大きい中学校もあるので、選択できるようにするか合併
を希望します。あまりに少ない生徒数で、かわいそうです。

小中学校

■・学校の先生の連絡等において、一般的な事ができていない。（中学校）　・中学校での部活動において、自分の所属する
もの以外を半強制的にさせる事について、どうなのか？部活動が、テスト期間で休みなのに、その部活動だけは、休みを取ら
ず！



小中学校

■現時点で、今後の教育については、不安がある。学校側は、ゆとり教育になって、親身に進学について指導していただけて
ないと友人から聞きました。家庭、塾任せとも聞きます。（〇○中学は酷い）全部の学校がそうとは言い切れませんが、先生
側にも良い先生と良くない先生がいるのは、どうかと思います。その辺りも教育に対する指導を先生たちにもしていただける
と良いと思います。

小中学校
■中学校などで、理解できない所や進みが遅い子の為に放課後、課外授業などがあり、自由に先生に聞ける場があるといいと
思う。

小中学校

■いじめや嫌がらせが学校である。特定の子ですが、先生も知っていて、たぶん会議などになっていると思いますが、何故、
直接いじめをしている子の親に報告しないのか・・・。同じ学年の親は、ほとんど知っている子供です。実際に、うちの子も
1年生の時にケガをさせられた。今でも言葉のいじめに近いものは、日常的にある。たった一人の子の為に、周りの友達関係
までも崩されています。ちゃんと本人、両親に学校側もキチンと対応していただきたい。学校に行きたがらなくなる子、犠牲
者が毎年増える。ただ、周りからも嫌われ、言葉もきつく、家庭環境も悪いと聞きました。仕返しをされるのが怖く、大人し
い子は何も言い返せません。何とかして欲しいです。あの子・・・。

子育て支援センター 情報・提供 ■子どもが遊べる児童館のような施設があればいい。放課後子ども教室についてもっと知りたい情報がない

子育て支援センター

■子どもたちが伸び伸びと遊べる場所がほしいです。以前、公園で遊んでいると（小４年頃）小さい子がいるためボールあそ
び（野球、サッカー）がおもいっきり出来ない、道路で遊ぶしかなくなる。そうなると、うるさいなどと言われ、子供たちの
遊ぶ場、コミュニケーションをとれる場がない。子供たちは、どこで遊べばいいのか？！私たちも分からない状況です。子供
たち親子とすごせる伸び伸びとした場があったらいいです。支援では、親子の意見を出しあい悩みを言える窓口を文（手紙）
又は、このような調査を多く取り入れて行くことで、親や子もひとりで考え込まず、子育てできるのではないかと思います。
人と接することが困難な人もいると思うので色々な方法で取り入れてみてはどうでしょうか？！

子育て支援センター ■子どもが遊べる施設を増やしてほしい。特に雨の日。
子育て支援センター ■近所に安心させて遊ばせる施設がない。
子育て支援センター ■放課後、子供教室や児童館などの施設を増やして頂きたいです。

子育て支援センター
■どの子どもにしても歩いていける範囲に同じ学年の子がいない事が悩みのタネです。誰と遊ぶにしても送迎しなくてはいけ
ないのが大変です。（自転車ではまだ近くのみの学年）同じ学年の子が親の送迎なので、一緒に遊べる所があると良いです。

子育て支援センター

■北海道に行った時に屋内型施設（砂場・遊具・ロープのアスレチック・迷路等）があり、鹿沼市にもあれば良いと思いまし
た。雨の日などは利用が多いのでは。親としては助かります。水面下では、幼稚園、保育園に通わせられない家庭がありま
す。みんなが幸せを感じていません。ご存知ですか？できる家庭への支援より、したくてもできない家庭を吸い上げて下さ
い。そうでなければ、このような調査は意味がありません。鹿沼市が子どもに優しい市であることを期待しています。

子育て支援センター ■平日放課後や土曜など自由にあそべたり勉強できたりするような、児童館などの施設が欲しい。

子育て支援センター
■北中学校に進学予定ですが校舎を新しくしてもらわないと心配で仕方ありません。是非、校舎の建替えを早急にお願いした
いと思います。

子育て支援センター

■村井町に住んでいますが、子どもが子ども達で行ける公共施設（図書館、情報センターなど）がありません。保育までは必
要なくても、子ども達が安全に過ごせるような施設が住んでいる場所の近くにあるといいと思っています。ご検討よろしくお
願い致します。



子育て支援センター

■お世話になります。ショートステイや遊び場が近くにあれば利用したいです。町中や遠い所は送り迎えが大変だと思いま
す。地域の中にあればいいと思います。この地域は子供の遊び場が特に無いです。人口中心より地域中心にしてほしいです。
ぜひ参考にして下さい。田舎を除外しないで下さい。よろしく願いします。

子育て支援センター ■とにかく遊ぶ場所が少なくて困る。
子育て支援センター ■もう少し近場にスポーツのできる施設があれば良いと思う。

子育て支援センター
■子どもが遊べる場所が非常に少ないです。あっても遠い場所なのでとても不便で親が連れて行かないと行けないような場所
ばかりで利用しにくいです。特に冬に遊べる場所がないので室内施設を作って頂きたいです。ぜひよろしくお願いします。

子育て支援センター

■このアンケートは我が家にはあてはまりずらくお役に立てずすみませんでした。自宅近くに楡木町児童館があるのですが、
建物も古く危険です。視察に来て見て下さい。又、昔は色々な事を遊ばせてくれていたのですが、先生の都合で「あれもダ
メ、これもダメ！！」と禁止事ばかりです。17：00には家に就くようにと16：45にはみんな返されてしまいます。いい事なの
はわかっていますが、ただでさえ子供達は遊ぶ時間が少なくなっているので、たくさん遊ばせてあげたいです。児童館の環境
支援もよろしくお願いします。

子育て支援センター

■家の裏の公園で、子供達がボールを使って遊んでいると、家の壁に当たる事があります。家の中にいるとものすごく大きな
音になり、何回か続くと正直いい気分ではありません。そのような時、近くに子供達がボールを使って思いっきり運動できる
場所が充実していればいいのにと思います。子供達だけで行ける近場に。学校では野球の練習に使われていたりするので、子
供の鉄棒の練習にと思った時には、使えなくて、そのまま家に帰る事があります。父親が一緒の時にと思い週末に行くと、た
いてい使えません。

子育て支援センター ■・近くに安心して遊べる場所がない　・国道を通って登下校している為毎日心配である。

公園等 病児・病後児

■公園が家から遠いので子供達だけでは行かせられない。新しい住宅地は小さい公園がたくさんありますが、自宅の周りは全
く公園がない、もう少し増やしてほしい。病児保育・病後児保育の施設をもっと増やしてほしい。働いている人は突然の病気
に困っています。打ち合わせ等キャンセルしないといけなかったり・・。

公園等 小中学校

■市の制度というよりまず子どもが良い環境で過ごせるようにしてほしい。①公園は春、夏は雑草におおわれ、秋、冬は落ち
葉でいっぱいです。②小学校の水道に除菌作用のある石鹸をおいてほしい（シャンプーの容器にうすい石鹸が入っているよう
です。）③他の市にはあるエアコンがなく、熱中症が心配。

公園等 子育て支援センター
■とにかく交通マナーが悪すぎ。子供たちの通学路だと思うと恐ろしいです。せめて登校時間は、速度制限位はもうけてほし
いです。あと、子供が安心してあ遊べる公園がない。公園と児童館の設置を希望します。

公園等 ■子供が伸びのびと遊べる施設が欲しいです。公園の遊具が減っていくのが残念です。
公園等 ■公園など整備してほしい。歩道がない道が多いので歩道は整備してほしい。

公園等 ■子どもたちが休みの日など思いっきり遊べる大きな公園のような施設を鹿沼の中心辺りに作っていただきたいです。

公園等
■鹿沼市には、公園がありますが少し離れてしまうと遊具のある公園が少なく地域の人との交流が少ないような気がします。
近くに７子ども同士で遊べるようなところがあったら良いなと思っています。

公園等
■犬飼地区には、今、ちご沼公園がありますが、もう少し、子供が気が宇に遊べる大きな公園があればいいと思います。鹿沼
高校の近くに大きな公園がありますが、ああいうかんじの大きな公園を犬飼地区にも作って頂きたいと思います。フォレスト
アリーナの近くでもいいので・・・



公園等
■北犬飼地区に、外で遊べる公園（遊具施設）がない為、例えば、フォレストアリーナに連れて行っても、すぐにあきてしま
い、結局、わんぱく公園（壬生）に行ってしまうので、フォレストアリーナに遊具があればうれしいです。１年を通して、で
きるスポーツ教室や英会話などがあると、気軽にできそうでいいと思います。

公園等 ■公園の遊具を新しく設置してくれましたら、子供をもう少し外で遊ぶのかなと思いました。

公園等
■安心、安全に子どもだけ遊べる公園や施設が家の近くにあったらいいなと思う。街の中の公園などはキレイで使いやすそう
なのに街から少しはずれた公園は古く遊具も危険な物もあるので、子ども達が遊ぶ場所は安心安全であってほしい。

公園等
■見野に住んでいます。見野には公園がないので子供が0歳～3歳(入園する前）の頃は毎日のように公園が欲しいと思ってい
ました。子供が小学生になった今でも時々思います。ぜひ見野に公園を造ってください。

公園等 ■暗くなっても公園にたまっている。その子たちが帰ったあとゴミが散らかっている。持って帰ってほしい。

公園等
■田舎の地域には公園がなく、子供達が遊ぶには友人の家などになてしまうので、もっと外で遊べるような公園や運動場など
を造ってほしいと思います。

公園等 ■子供達が遊ぶ場所がなく、公園などがあると助かります。

公園等
■西大芦地区は遊具など子供が喜ぶものが少ないと思います。自然がいっぱいなのは良いと思いますが、子供が少ないので
もっと楽しく暮らせるようになるといいと思います。

公園等 ■子供がのびのび遊べる大きな公園などがあるといいと思います。休日はいつも市外へ行きます。

公園等 ■公園が少ないように思います。

公園等
■近所に公園はなく、最近の子供達はサッカーや野球等スポーツ少年団や習い事を土日にやっていて、一緒に遊べる子が少な
い。それによってうちの子は外遊びをあまりせず、部屋にいることが多い。近所に遊べる子がいないから一人でコツコツやる
遊びを好む。これが悪いのか良いのか悩むことがある。

公園等 ■近くに安全に遊べる公園ができたらいいなと思いますが無理でしょう。少子化で同級生が少ないし端の地区なので。

公園等
■とにかく、近所に公園がなさすぎます。自転車で出かける先は決まってコンビニ。外で健全に遊ぶにはやはり公園があると
いい。（ボール遊びや自転車で走れる広さが欲しい）

公園等 ■北押原地区に、子供達が遊べる公園をいっぱい作ってもらいたいです。

公園等
■北押原地区には公園がないので子供達が思いっきり遊べる広い公園が欲しいです。公園がない為地区外のゲームセンター等
に行ってしまいます。

公園等 ■公園をもっと増やして欲しいと思います。

公園等
■放課後学校で遊べず、家の近くの公園にも制限が多すぎて子供達がボールで遊んだりする所がない。郊外ではなく町中にも
もっと施設が欲しい。

公園等
■自宅付近には公園があるのですが遊具が壊れていたり、安全には使えないものもあり、もう少し管理をして頂けるとありが
たいです。雨の日でも遊べる様な体育館があると嬉しいです。（体育館の数を増やしてもらいたい）

公園等
■今現在家の中でゲームをして遊ぶ子供が増えていると思います。それをなくしていくには大きな広場や公園などを増やして
外で遊ぶきっかけを作ってもらえたらと思います。



公園等
■子どもを安心して遊ばせておける公園など外の遊び場が少ない。近隣の市・町と比べても鹿沼市は公園が少ないと思う。緑
豊かな公園を増やして欲しい。河川敷の公園は洪水のたびに流され費用のムダ。新たな公園設置を強く希望。

生活環境 学童保育
■放課後、学童がないため働きにくいと感じています。また下校後子供達が遊ぶ公園などが無く、農道等で遊んでいるため、
いつ車が通るか心配で安心して遊ばせる事が出来ません。

生活環境 小中学校

■私たちは、神奈川県から引っ越してきました。鹿沼市に来て感じたことは、車の移動が多くなったこと、自転車を乗る子ど
もが少ないこと、そして、公園がないことです。わざわざ車で送り迎えをしないと子供は遊べないことがとても気になりま
す。そして車とても多く出入りしていて危険が多すぎ。公共の乗り物が乗れない子供がいることが心配。小学校も遠いし。学
区の決め方に問題あり。

生活環境 公園等 ■通学路に歩道を途中までではなく全部パトロールの強化。町のはずれにも公園が欲しい。

生活環境 公園等
■自宅付近は裏通りで車の抜け道になっており、スピードを出して通り抜ける方もいて、危険です。中学校の近くの為か公園
などもなく（上殿町）近くに広く遊べる場が無いので（中学校へは入れません）不便です。子供が小さいうちは近くに気兼ね
なく、遊ばせる場が欲しいです。歩いて行ける距離で。

生活環境 医療機関

■日々様々な事件がおきている中子どもを家においていく事、１人で外出させることなど不安はたくさんあります。子供の成
長のためにも安心できる街になって欲しいと思います。また少子化の中市内の産科が少なく費用も高額になっている事も気に
なります。

生活環境
■もっと下校時のスクールサポートの方を増やしてほしいです。また、地域に公園がない為、道路等でしか遊べずかわいそう
な世代と感じます。

生活環境

■母子家庭は、祖父母や他の男性が家にひんぱんに出入りができないという事を言われました。どうしてでしょうか？市から
援助金をいただいているからでしょうか？その為に、子どもがさみしくお家でお留守番をさせなきゃいけないのですか？祖父
母や他人から援助金なんていただきません。ただ、母親が仕事の時位は、お家で遊んでもらってもいいのではないのでしょう
か？母子家庭の子どもはナイーブです。私がずっとそばにいてあげたいけれど仕事をしてお金を稼がなければなりません。環
境を整えてあげては、いけないのでしょうか？

生活環境
■育児休暇の現状はまだまだ、取得できないものです。勤務先がどれだけきちんとやるか。実際は大企業しか無理だと思われ
ます。取りたくても取れません。

生活環境

■住んでいる地域が山奥な為、習い事等、全てが遠く、思うように習い事をさせる事が出来ない。送迎にも時間を取られてし
まう為、家事の時間も短縮せざるを得ない。田舎の地域に住んでいても、充実した教育環境が欲しい。地域のコミセンなどを
有効に利用し、子育て教育の環境作りが出来るようになれば良いと思う。

生活環境

■交通事故等、ＴＶでみるたび、ゾッとします。私の住んでいる所では、子供達の通学路が、まだ、整備されていなく、車と
すれすれで毎日、学校まで通っています。学校までの距離も約4kmあり、また、少子化と、女の子たちだけの通学班でもあ
り、不安が多々あります。意外と田舎の人は、農業をやっており、町場の人の方が、見守り隊というのが積極的なのかな、と
思う時があります。教育費も今のご時世、3人育てるというのは経済的にかなり厳しいです。中学校、高校の制服代など、高
いです。これから、消費税が上がり、この先、不安です。



生活環境

■少し話はそれるかも知れませんが、鹿沼市は、クレーン事故という大きな事故がありました。事故が起きてから、北押原学
区の道路を整備しても仕方ないと思います。大きな国道を通って通学している子供達は沢山います。小さな事故かもしれませ
んが、ガードレールをつけるなど、少しでも事故が起きないように、怪我が少なくなるような対応を考えて頂きたいと思って
います。

生活環境
■育児休業などは、教員、公務員など大手企業などしか、実際取れる方はいないと思う（父親など特に）。もっとみんなが平
等に取得できるようになれば良いと思います。

生活環境 ■市や県もどんどん予算を組んで保育所などの環境を整備してほしい。

生活環境
■日本の父親という立場ではなかなか育児休業なんて給付があったとしても会社を休めないと思う。立場！責任！昇級！まだ
まだ日本は、難しいと思う。

生活環境

■御成橋町２丁目に在住し、一人娘がいます。数年前利用していたバス停が、廃止され、交通手段がなくなり、タクシー又は
徒歩に限られ、大変困っています。マイカーは、夫が通勤で使用し、購入するにも経済的困難です。子どもの教育、保育環境
として、特に、ＪＲ線、東武線の駅へ向かうバスを通し、多くして欲しいです。将来の進学、進路を考えた時、駅までの道の
りが遠く、悪天候、無街灯時は、特に安心安全の面から心配不安です。子育てにおいて、益々、教育資金がかかってきます。
そのためにも、母親として就労希望を考えています。通勤手段としてのバスの利用を確保したいです。市内の病院、市役所、
市民文化センター等、利用度は高いです。バス停の配置、バスルートの改善等、市民が平等に利用できるように願いたいで
す。

生活環境

■昔と違って、留守番させたり、登下校中の事故が心配。毎日いろいろなニュースが昔にはなかったことばかり。通り魔だっ
たり、交通事故の多さ。今の時代、環境が悪い。外で遊んでる子が少ない気がする。もっと安心して外で遊べたりするとい
い。夜の街灯も多いと安心だと思う。

生活環境
■留守中（共働きの為）敷地内（庭や駐車場）に侵入されることや、駐車場の車の前でボール遊びをされること等、ご近所故
に、トラブルにはなりたくないので黙ってますが、大人の目の無いこと（関心がないこと）が心配です。

生活環境

■職場によって違いはありますが、育児休業をすべてがとれるような環境になっていないのが事実。そのあとの、仕事復帰し
た後、フルタイムで働くためには、子供をどこに預けるか、など問題はたくさんあります。私もフルタイム希望ですが今の現
状では難しいです。（フルタイムで働くためには２０時くらいまで預かってくれるところがない）

生活環境 ■今は１子供たちが放課後のぼのびと外で遊べない

生活環境
■近くに子供も増えていたので周りに外灯がない。通学路も危ないので放課後子ども同士遊ばせられない。せめて通学路は外
灯あってもよいのでは？

生活環境
■各地域で遊べる場所があればいいなと思う。その時に送迎があってくれればいい。自転車等に乗るとき、冬だと街頭ががな
く暗い。野生動物が出たりして危険なので遊べる場所がない。誰でも安全に遊べる場所が欲しい。

生活環境

■親の就労状況が多様化しており、勤務時間によっては家族や周囲の協力なしに１人で対応することが難しい。また、職場に
子育ての理解を得られない場合夏期、冬期、春期休み中休暇を取得することも許されず、大変な思いをしております。片親の
場合は収入面も不安であり、サポートが必要だと強く感じております。

生活環境 ■歩道がないので、自転車に乗せるのも怖く歩道を造ってほしいです。



生活環境

■教育や保育環境では荷のですが就労している職場環境に意見があります。１人親で複数の子供がいるとどうしても休む回数
が増えてしまうのですが、上司に分かってもらえず査定や契約更新に響いて、毎回面談のときに言われ、それでも子供を犠牲
にしたくないので査定や更新付近になると、すごく憂鬱になります。それと昔子供の担任の言動の端々に、働いている親や１
人親に対する偏見が見られ、すごく嫌な思いをした事もあります。１人親に対する偏見が少しでも減ってくれるといいと思い
ます。

生活環境 ■母親がフルタイムで働いているとスポ少に入れない。

生活環境

■子供が小さく子育て中心の時期は長い目で見るとほんの一時です。子育て中の若いパパママを、職場が地域がサポートする
事が当たり前になることを希望します。また、子祖もが小さいうちは病気にもかかりやすく、突発的に仕事を休まなくてはな
らないことが多々あります。安心して休暇を取れるように仕事のフォローをしてもらえるとありがたいです。子供が成長し
小・中学校に通いだすと学校行事で休暇をとることが増えます。快く休暇をもらえるような職場環境になることを望みます。

生活環境

■子供たちが大きくなるにつれ、塾・専門医への通院・部活動などで日々鹿沼市中心部までの送り迎えをする事が非常に増え
てきました。時間のやりくりには苦労しておりますが、他の保護者のご支援のお陰でこなす事ができています。しかし高校が
栗野地区から消え、これから入学するのは栗野外の地域の学校となる為、今後の通学の負担を不安に思っています。リーバ
ス・予約バスを今以上に利用させていただくことになってくると思いますので、更なる拡充を願っています。

生活環境
■通学路が狭い上、交通量が激しい地区なのでできるだけ早く、歩道が出来ると嬉しいです。また、公園もないので、みんな
で使える安全な公園があるといいです。

生活環境
■子供も皆大きいので困っていることはありません。祖父母も自営業で常に家にいるし子育てにも協力的なのでとても助かっ
ています。

生活環境

■正社員が少ない院の時代に育児休業をとれる人は少ないと思います。ほとんどの人が仕事を一度やめてしまうと思います。
でも、私はやめて良かったと今は思います。生活は私が働いていない分大変ですが、子供達や主人と幸せに暮らせる今に満足
です。一時は、短い時間ですが、パートをしていました。その時はしょっちゅう子供達が熱を出していました。でも仕事を辞
めてずっと家にいるようになったら、少しづつ丈夫になってくれました。肉体的にも精神的にもやはり母親が家にいる方がい
いのだと思いました。

生活環境

■前職については、子供の病気等が理由での休みや、学校行事等についても、全て出られない状態で休みを取る事が出来ませ
んでした。有給休暇も使わせてもらえず、休めば給料が減る為休む事も出来ませんでした。母子家庭には、生きづらい世の中
です。

生活環境

■仕事を続けたい気持ちと、子育ての重要性の間でとても忙しくすごしてます。母親が不在時の不安や、さみしさを、子供達
から伝えられると事も多く、何度も仕事をやめようか・・・と考えました。全ての母親が、働きやすい、子育てしやすい日本
になるといいと思ってます。私の職場では、未婚の人が多く、子育てのの支援が得られない人は退職していくのが現状です。
少子化そのものです。

生活環境

■テレビ番組で見たのですが、他県で、小学校の子供達が下校する時町中に音楽が流れ、地域に皆さんが外に出たり、散歩を
したりして、子供達の下校をさりげなく見守っていたのが印象的でした。地域一体となって、子供達の安全を見守る事が出来
たら良いなと願っています。

生活環境

■夫婦共働き、さらに女性はサービス業に就業している方も多いと思われ、日祝の子育て支援の充実が必要と感じます。生活
の為に子育てがおろそかになっていないか心配です。企業も育児をしながら就業する方が増加し、人員配置にはとても苦労し
ている様子もうかがえ、フォロー出来る人員不足で無理も言えない状況です。そういう訳で、両親に頼りきった生活を送って
おり、大変申し訳なくおもっています。

生活環境
■中小企業（１０人以下）で働いていて、私の替わりとなる人がいない状況で、権利ばかり主張していては、責任をはたせな
いのでは・・・と思います。



生活環境

■自分は子育ての中で、公的支援が必要な事が少なかったのですが知り合いのお母さん達の話など伺うと保育所の入所、学童
の入所がなかなか大変なのだそうです。簡単に、数を増やせとは、言えないですがこれから子育てする両親は、共働きが当た
り前になりつつある時代です。そんな両親と子ども達を助けてあげられる環境作りをお願いします。

生活環境

■育児休暇制度は良いが、一番大変なのは復職してから子どもが３歳くらいになるまでの期間でした。職場を休みがちになっ
てしまうことが（看病のため）ストレスとなり、結局復職しても退職することになってしまいました。今考えるとせっかく長
く勤めた正社員の職を失った事の大きさを悔やんでなりません。当時、職場のフォローや周りの助けがあれば今現在の生活の
不安も少し違ってきたはずです。

生活環境

■私の職場では、産前6週、産後8週という産休のみ、育児休暇を取れるのは特例と呼ばれています。特例といわれるからこそ
育児休暇を取ることは、職場に迷惑をかけているという罪悪感があります。産後8週で職場復帰した者は、やはり家庭との両
立が難しく、何人も退職して行きました。もしくは妊娠して退職といった形です。企業全体がそのようなしくみになることを
願います。育児休業給付や保険料免除のパンフレット等を企業に配布、添付してほしい。

生活環境
■わが家は、子どもの両親と祖父母が同居している為親も比較的、自由に時間を使えます。長い休みなどは祖父母が喜んで孫
をみているので安心です。また、小学校も少人数の為、先生の目が届きやすく安心感があります。

生活環境

■放課後や土日祝に子供達だけで気軽に約束して集まれる場所が地域に充実していると良いと思う。又そのような場所があっ
て地域の方達の目があれば安心して遊ばせる事ができると思う。このような場所が住宅地以外の調整区域にもあると良いと思
う。又街灯がもっと欲しい。ぽつりぽつりで暗いので。コミュニティーセンターだけではなく公民館等活用して欲しい。地域
の見守り出来る方のもと。

生活環境

■自営業でありますので祖父母・父親と共に子育てをしてきました。保育環境に関しては子供も大きくなり正直関心も薄れて
います。ただどの子供もすくすくと成長できるようサポートが必要な人への配慮は欠かさずに、行政で何とかして頂きたいと
思います。私は近所付き合いもありますが、隣に住んでいる人も分からないという人もたくさんいるようです。お互い助け合
えるよう地域のサポートも必要かなと。悲しい思いをしている子供たちが減ることを願います。

生活環境 ■子供達が安心して生活出来る環境づくりを宜しくお願いします。

生活環境

■放課後子ども教室を利用したいのですが、自宅からの移動を考えると不安な事もありお願いできません。交通手段や一人で
行動した場合の不審者等、心配な事があります。子供が少し自宅から離れた友人宅へ遊びに行く時も親の送迎で行っているの
が現状です。

生活環境

■子供の出産を機に退職し子育てに専念でき満足していますが、保育環境の充実が保障された社会であれば仕事を続けていた
と思います。仕事をしながらの子育て中の方もたくさんいますが、実際は子供がひとり留守番していたり・・。子供が病気の
時は気軽に休めるような体制が社会のどこでも当たり前になれば良いと思います。育児休業が強制になれば子供が増えるか
も。

生活環境
■防犯のためにも街灯を増やしてほしい。子供を一人で留守番させる時、学校の長期休み時は子供を残すことが不安です。警
察と連携して見回りを強化してほしい。

生活環境
■会社は正社員には育休などの制度を用いるが、同じ仕事をしているパート・契約社員には適用しない。一旦退職扱いにして
また再雇用する。働く母親に一番重要なのは会社の待遇です。

生活環境 ■特に近所の人達に助けられている。あいさつができる子供達になってほしい。

生活環境 ■職場で有休はあっても、子供の病気でやむを得ず休む場合でも有休にならず給料が減額となるので休みたくても休めない。



生活環境

■私が働いていた民間保育園は育児休業は取れるが、取ってはいけないという園長の考えを感じ取るという感じで、取れない
ので辞めるしかなかった。女性の職場でも育児休業を取らせないでいる所がまだまだ多いのではないかと思う。快く育児休業
が取れる職場が多くなると働くお母さんにはありがたいのではないかと思う。

生活環境

■現在は祖父母の協力もあり常勤で働けている。学童の送り迎えもお願いできている。しかし祖父母の協力がない場合には常
勤が難しくなる。また鹿沼市内はサポートが受けやすい環境(学童の時間等）だが、粟野は薄い気がする。子供の人数が少な
いというのがあるので仕方ないとは思うが、サポート環境を充実してほしい。

生活環境 ■問23のような事を知らなかったし、会社側も分かってないようなのでその点明確にしてほしいです。

生活環境

■私が育休を取得していた時と今では全く休業の際の給付金や労働に関する法律、会社の規定も全く変わってしまっている為
うらやましい。学校の行事もほとんど第一週の金曜日にある為、月初が忙しい私には休みをとって参加する事が学校行事の
80％ぐらい参加できていない。会社にもよるだろうが、なかなか自分の為に休む事もできなく、病院へ行く時間も取れない。

生活環境

■1人目の時は産休を1年とって職場復帰しました。3年までとれるという環境でしたが、雰囲気的に1年で戻って欲しいと説得
されたかたちでした。職場の都合もあるのでしょうが、1年以上育休を取る人は周囲にはいませんでしたし（数百人の職員の
中で）、1年間で当たり前という感じでした。そういうところも改善されていくといいですね。ただ子供のために色々考えて
いただけるというのはありがたいことです、ご苦労様です。

生活環境

■以前に比べて育休も取りやすくなりました。社会の方が充実しても家庭で男尊女卑の風習が無くならず、理解してもらえず
苦労しました。これから子育てしていく人たちには今よりもさらに子育てしやすい環境であってほしいと思います。鹿沼市の
充実した事業内容、知らないことも多かったのでもっとアピール（PR）をしても・・といっても見る方、興味あるなしでも違
うので、このようにアンケートを取ると必ず見るので良いと思いました。

生活環境

■子供達だけでも安心して遊べる環境や施設を増やしてほしいです。事件や事故から子供を守りたいので子供達だけで外で遊
ばせるのも心配です。学校とかと違い最近は外で遊ぶ子供も減っています。子供達は元気に安心して遊べるのがいいと思いま
す。

生活環境

■私は子供が具合が悪い時は、何日でも保護者がお休みを取ることのできる職場環境があればと思います。子供が安心して心
が豊かに優しい子に育つためには、親の愛や守られている事だと思います。凶悪な犯罪をなくすためにも、親族や施設ではな
く両親どちらかが家にいる環境が実現できたらと思います。

生活環境

■育児休暇を取得したことで、勤務先からは配置転換や異動を何度もさせられ退職に追い込むような嫌がらせを受けている。
行政が企業に対しても指導を行ってほしいです。またホワイト企業・ブラック企業などのように事業者が育児に積極的な企業
なのか示す指標が欲しいです。土曜に子供を預けられるところが少ない。午後休みなどとても困った。市内で就労している人
は子供の送迎の不便を感じないだろうが、市外へ働きに出ていると支援施設が閉まるのが早くて利用できない。

生活環境

■3人子供がいますが、一番上の子がこの4月から学童に入れず放課後自宅へ戻るようになりました。息子は4年生です。原則
学童は3年生までですが、状況によっては4年生までみてもらえると有難いです。父母ともに仕事の帰りが19時以降になり、自
宅で1人になる時間が長いこと、送り迎えができずスポーツ少年団にも参加させることが困難であることを考慮していただき
たかったです。また私の周囲には子育てのために仕事を辞めたりパートになったりした友人がたくさんいます。ワークシェア
リングや職場での子育てへの理解を促すことなどを通し、安心して仕事も子育てもできる社会になることを望みます。



生活環境

■鹿沼市はとても住みやすい町だと思っています。ですが子供達が遊べる場所が少ないと感じています。元気にはしゃぐ子供
達の場所をもっと増やしてほしいです。防犯上（街灯の少ない町などがあります）より明るい道路になること、そして安全な
町になるよう願いたいです。

生活環境
■幸いにも自宅の近くに民間の保育園があったので、働く父母にとっては大変ありがたい環境であった。最近の心配ごとは新
しく道路が開通し、登下校中及び放課後等の交通事故が心配である。

生活環境
■子供を預けている間に短時間でも働かせてもらえる会社があるとよい。ホチキスの止めてある場所が下すぎてページがめく
りにくかった。

生活環境
■子供が小さければ小さいほど働きにくい（断られる）ことが多いのが辛いです。もっと働きやすい環境づくりをしてほしい
です。

生活環境
■共働きの場合、会社の理解がないと育児環境はできあがりません。法律主導のしくみが必要であり浸透させる必要があると
思います。

生活環境

■今のように子育てに関して色々な面での国や地域のサポートが充実していなかったと思います。もっと早い時期から子育て
しやすい環境だったら、共働きでも子育てしやすかっただろうなと感じる事があります。これからもっと子育てしやすい環境
になる事は必要だと思います。

生活環境 ■2人目の子供が欲しかったのですが、職場の環境や近くに知り合いもいないため、育てる事が難しく諦めました。

生活環境

■子供も成長し病気にもかかりにくくなってきたのであまり要望はありません。環境面では上の子も中学生になり性犯罪の心
配が出てきました。不審者情報も届く中、うちの子の通学路には外灯が少なく、あまり近所の子もいない（部活が違って一緒
には帰れない）ため、暗い中を一人で歩いて帰ってきます。もう少し通学路だけでも安心して帰ってこられるような状況にな
ればと思います。上記、病気にかかりにくくなってと書きましたが、ちょっとした病気や上の子がアトピーのため継続して内
服している薬もあります。申請ではなくいくつになっても窓口での支払い無しでの対応にしてくれると助かるのにと思いま
す。申請忘れを狙ってのことでしょうが、仕事をしていると平日に申請に行くのは難しいのです。

生活環境
■職場や職種などに関係なく１歳の誕生日までは母親か父親が育児休業が選択ではなく全員取れる環境になって欲しい。１対
１の育児が必要と思う。

生活環境
■母親になっても働きやすい職場環境が大切だと思います。育児休暇の取りやすい職場、病児、病後児保育の充実していくと
良いと思います。　また学童保育も小学３年生までの所が多いですが、小学６年生まで見て頂けると安心です。

生活環境

■現在の環境は子育て支援などあまり必要ない状況であるが子どもが低学年の時など学童保育の利用をしたかったが施設が近
くにない事や父母の送迎が困難な事から途中で断念せざるを得なかった。永野地区はあまりにも不便で行政から見放されてい
る感じが多々ある。鹿沼市との合併での利点はあまりなかったような気がします。

生活環境 ■通学路が狭く車の通りも激しいので事故に合わないか心配です。

生活環境
■近所に言葉使いや生活環境が悪い家があり言葉使いなどをマネしないかどうか心配。　近所に学校や仕事などに行かずにフ
ラフラしている人がいて、安心して家に置いていけないのが一番の問題です。



生活環境

■子どもが１才になるまでは母子でゆっくり過ごせる時間が必要だと思う。職場は個人の心情を理解し、温容な態度を示すべ
き。「あなたが休んでる期間の周囲の迷惑、負担を考えて、取れるものなら取って。私たちからはダメとは言えないから。」
と言われた。育休を取るなと言われてるも同じ。休みたかった。時間を返して欲しい。

生活環境
■子育てだけを考えると子育て施策の充実はとても良いと思いますが、働いている方にとって子育てをしている親はめいわく
がられていると思います。みんなが定時に帰れ余裕を持って前向きに働ける社会の土台がまず必要な気がします。

生活環境
■小学生なのに親が参加しないと子供がさみしい思いをする行事が多すぎる。会社を休めないから子供が一人になってしま
う。月に２回も授業参観等で休めない。給与も減るし、職場での立場も悪くなる。

生活環境 ■小学校２年生の女の子で放課後どのように過ごしたらいいかわからない。（友達と外で遊んでほしいが安全面で心配）

生活環境 ■通学路の安全をもっと考えて欲しい。

生活環境
■鹿南高～樅山駅　鹿南高～の歩道が狭い所が多くある。外灯も少なく不審者が出たりと不安が多い。鹿南高及び北犬飼地区
をもう少し子供が安全に通学できる様にしてもらいたい。

生活環境
■中学校に入学するにあたり、学校までの自転車通学で歩道がほとんどなく、高校生とすれ違う場所も多く、歩道の整備をお
願いしたい。　大きい事故になる前にどうか自転車が走れる道を作って欲しいです。よろしくお願い致します。

生活環境
■育休を取って会社に復帰しても煙たがれる。なので１年もたたずに皆会社を辞めていく状態でした。パートにおいても休み
ずらい事が多い。特に事務職。

生活環境

■母親がパートやアルバイトの場合に子供を妊娠した時は職場に育児休業の制度がなく辞めざるを得ない事がほとんどであ
る。父親が育児休業を取得したという話は自分の家はもちろん、知人や友人の家でも聞いたことがない。職場の環境がそのよ
うになっていないのだと思う。

生活環境

■・子供が事件にあうニュースが多いです。昔のように自由に遊ばせてあげられない世の中になってしまったと思います。
・保育園は上の子供の卒園前に入園させてもらえました。当時の園長先生が事前に配慮して下さったおかげです。とても感謝
しています。

生活環境 ■育休を取りたかったが、上司が女性で自分の経験から自分もこうしてきたから、ダメみたいな雰囲気でした。

生活環境

■机上の空論であり実際に取得できるのは公務員や一部大手上場企業のみ栃木県内での取得はほぼ不可能である。　年子で二
人産んだ場合タイミングによっては３年間しごとに**かない。帰ってきたときに席があると思いますか？いない間他人がフォ
ローして戻ってきたら同じ仕事が出来ない。考えた事有りませんよね。国会なんて口だけですから。

生活環境
■祖父母がだんだん年を取ってきたので、子供の病気の時は母親が看たいです。でも仕事をしているのでもっと休みやすい制
度を作って欲しいのと、平等にどこの職場にも同じ制度を取り入れてほしいです。

生活環境

■普段はフルタイムで働いていても、臨時採用という形だと、ほとんどの制度は利用できずに一度退職し、また復帰という形
を取らざるを得ない。パートタイムや臨時採用という仕事の仕方をしていると、保育園入所も優先順位は低く、探すのが難し
かった。でも、鹿沼市内の母親は、上記のような働き方をしている人が多いと思う。もっと制度を利用できるよう（公務員の
人たちのように）して欲しい。



生活環境 ■子供たちにとって、これからも安心して過ごせる環境づくりをしていただけたらと思います。

医療機関

■鹿沼は救急医療がなく、坂田山にあるのも曜日も決まっていて、ＰＭ7：00～ＰＭ9：00までとか時間帯も診察内容によって
は見てもらえない状況です。何度、小児医療の救急で泣いた事でしょうか。子供が熱や病気になってかかれない日中やってい
る平日の時間帯以外ＰＭ6：00以降や日曜日、どうして鹿沼はないのですか？上都賀病院には何度ＴＥＬにて小児科救急で病
状の事ですら問い合わせても、冷たく「うちは小児医療はありませんから」との返答です。建て替えもよろしいですが、もう
少し子育てしやすい医療体制であって欲しいです。一番親が思う事は子供が病気した時安心して診てもらえる所がある事で
す。子供は夜中や夕方以降、日曜日、病気になりやすいのです。坂田山の救急医療は夜間などとの名前はあてはまらないので
は、あるだけでイラつきます。ＰＭ９時以降はやらないなんておかしいです。鹿沼市は本当に親身に子育てを考えているので
すか？病後児保育じゃないんです。急病時に対応できる病院がない事です。どうして上都賀病院は、ないのですか？

医療費助成 経済的支援

■・子育てに対する支援、援助がもっとあればいい。手当を増やして欲しい。　・義務教育っていうが、毎月お金がかかるの
がおかしい。それも結構な金額だから家計が苦しい。　・病院での窓口負担をなくして欲しい。毎回申請するのが大変だし、
手持ちのお金がない時、病気でも病院へ行けない。（宇都宮市は窓口負担なしって聞きました。）

医療費助成 保育所

■・落ち着きがなかったり、暴れだしたりなどの子どもが多く、どのように接していけばいいのかよくわからない。・保育園
に入るには就労証明が必要だけれど、仕事を始める前に保育園に入園していないと、仕事が始められないと思います。その
為、うちは幼稚園に行っていたのですが、幼稚園は子どもを預かっている時間が短すぎる。１0時～２時が基準なんで、仕事
ができない。延長保育を頼むには、別料金が。幼稚園に行っていても仕事ができる環境を望みます。・小学生になるとインフ
ルエンザの助成金が出なくなるのは、つらいです。高い注射を子どもの人数分プラス２回やらなきゃならないのはとても家計
の負担です。

医療費助成 学童保育

■・現在不定期の週末にウィークエンド体験がありますが、学区外で子供だけで行くことができず、父母ともに就労のため、
参加希望しているのに、参加できません。東部台コミュニティなど各地で開催していただけると大変うれしいです。宜しくお
願いします。放課後子供教室の有無など地域格差を感じます。・子供医療費について、現物給付の拡大よりも月500円の負担
を無くしてほしいと願っております。月末の初診を控えてしまっている現状です。また、対象年齢を一人親世帯と等しい中学
3年から高校3年までに延長してください。・学童保育の終了時間について、学校併設の学童保育の終了時間と合わずに入所で
きませんでした。また、そのとき、保護者に終了時間の延長についてアンケートを集計したところ希望が無かったと委託先の
シルバー人材センター様よりお話がありましたが、現在入所されている保護者の方にアンケートをとったとのこと。集計範囲
の設定を広く入所希望していても入所できない方々からアンケートを取らなければ意味をなしていないと思います。いろいろ
記載してしまいましたが、下の子供も小2になり、本当に大変な時期は過ぎたのかなと思っています。経済的にも（今でも苦
しいですが）苦しかったときに、2人の子供を預かってくれた〇○保育園にとても感謝しています。お蔭様で愛ある中で子育
てすることができています。全ての子供たちが受ける権利があります。また、これからもっと親子共々成長してお世話になっ
ている方々に恩返しをしていきたいと思っています。

医療費助成 公園等

■・子供の医療機関での診療費を窓口支払いなしにしてもらいたい。（以前、住んでいた市は、支払いなく、申請をしないで
済み、とても助かりました。）　・ちょっと遊べるような広場や公園が近くに欲しいです！新しい住宅地にはありますが、昔
からある公園は、遊具が錆びついていたりで・・・。等間隔に作ってもらいたい。（貝島坂上は、ほとんどありません）　・
鹿沼市は、いろいろ充実したカリキュラムがあって、楽しく参加しています。今後も便利な鹿沼市であって欲しいです。

医療費助成 生活環境 ■通学路に危険な箇所が多い。インフルエンザの予防接種などは無料で受けさせてほしい。



医療費助成 生活環境

■子供医療費の窓口精算をなくしてほしい。仕事をしている為市役所に申請に行くのが手間である。インフルエンザ予防接種
の助成金を小学生にも出して欲しい。通学路（国道293号線）にガードレールを設置して欲しい。事故が多発しているのに改
善される様子がない。登下校時間帯の事故も何度もあり、危険な思いをしている。

医療費助成 行政に対して

■育児休業給付、保険料免除、短時間勤務制度など母子手帳交付の際に細かくリーフレット等で、働く人に分かりやすく教え
てくれる事が大切だと思う。市や行政はこちらから聞かないことは教えてくれないし、不親切な感じがする。子供の医療費
だって申請しなくても最初から窓口の支払いを無くせば手間が省けるし、働く親にやさしいと思います。

医療費助成
■鹿沼市は医療費を窓口負担しなくてはいけない為、急な時や、兄弟3人共具合が悪い時など、金額が心配だったり、薬代を
思うと気軽には病院に行けない状況もあります。

医療費助成
■・医療費も現物支給にしてほしい。・学童保育の料金ですが、市から同じ基準で補助金が出ていると思いますが、学校に
よって親が払う負担金の差がありすぎると思います。

医療費助成 ■病院の医療費の窓口負担を少なくして欲しいです。
医療費助成 ■医療費申請をもっと楽にして欲しい。
医療費助成 ■毎年インフルエンザの予防接種の助成金が支払われればとても助かります。
医療費助成 ■子どもが病院にかかった時の一時負担を早く宇都宮のように、その場で無料にしてほしい。

医療費助成
■医療費の申請をもう少し簡単に行えるとよいと思う。他市のように申請しなくてもよい制度。・子どもたちだけでも安心し
て利用できる公園があればよいと思う。

医療費助成

■今は児童手当という制度があり、とても助かっています。が、年収でもらえない家庭があります。子供を育てるのに年収が
覆いも少ないもないのではないでしょうか。自営業とは言っても、家に入ってくるお金はその会社の売り上げなど全部ではな
いので、子供１人１人平等にもらえるものではないのでしょうか。とても不思議でなりません。それと、うちの子供は障害が
あります。その制度なども疑問です。他見では、病院の窓口でお金を500円だけ払って済んでいます。面倒な手続きがありす
ぎです。

医療費助成 ■医療費の免除（高校卒業まで）希望。ピンクの用紙＋領収書の添付の簡潔化。

医療費助成
■小学校でもスクールバスがあるといいと思う。医療費の助成についても見直していただきたい。（宇都宮のようにしてもら
いたい。）

医療費助成 ■小、中学生にもインフルエンザ予防接種の助成があれば非常に助かります

医療費助成
■医療費の申請の時に、月５00円とられる事なく、前のように全額戻してほしい。病院窓口で会計せずそのまま帰れるように
なるといいと思う。

医療費助成 ■インフルエンザ等予防接種の無料化。

医療費助成
■医療費は現物給付でお願いします。申請を出すため500円を引かれるとかなり苦しいです。他の市のように早めにお願いし
ます。

医療費助成

■他の市又は県の人の話を聞くと医療費が小・中学まで窓口での支払いが不要との話がありました。鹿沼市は申請しないと医
療費が戻ってこない等、手続きが大変です。もっと他の市・県の良い面を受け入れていって頂きたいと思います。母親達が集
まると必ずこの話題は出てきます。私はフリータイムで仕事をしていますので本当に申請期限が切れてしまい困っています。
よろしくお願いします。



医療費助成

■子供助成金(医療）で1病院につき500円（毎月）を引かれるのはすごく理不尽に思えます。前の医療機関でレセプトを書い
て出した時の方がまだよかった。1ヶ月1回680円で500円引かれたら何のための助成なのかわからない。好きで医者にかかって
いるわけでもないのに・・。いくら中学生まで助成をしたからといっても、鹿沼の子供医療の助成は助成になってないと思い
ます。安心して医者にもかかりたいですね。月500円ならともかく1病院につき500円は考えてもらいたいです。健康な子供ば
かりではないのだから。

医療費助成
■義務教育の間だけでも、医療費は一時的な支払いについても無料になることを望みます。発達支援の充実をお願いしたいで
す。

医療費助成
■予防接種（インフルエンザ）は未就学児は補助金がでますが、せめて15歳中学生くらいまでは補助して頂きたいと思いま
す。インフルエンザの場合子供は2回注射をしなければいけません。毎年子供がいればいるだけかかります。

医療費助成
■児童手当の金額が年齢や人数によって違うのは納得いかない。一定の金額に統一してほしい。医療費の申請も大変なので、
最初から支払いをしなくても病院を受診できるようにしてほしい。

医療費助成

■医療費助成で1医療機関月額500円を差し引かれますが、あまり医療を必要としていないので、たまに1度診察を受診しても
差額がないと申請する意味がないような、わざわざ申請しに行くのが無駄な気になってしまいます。長く通院していても毎月
医療機関に500円も引かなくても1医療機関、年1回の支払いのほうがありがたいです。

医療費助成

■子供の医療費はやはり窓口での免除をして頂きたいです。やはり手持ちがなく、かかりたい時に病院にかかれないのは苦し
いです。申請すれば戻ってくるのはありがたいのですが。その申請をする時間・手間は大変ですので検討してほしいです。祖
父や知人にお願いもしづらいので検討してください。

医療費助成 ■子供医療費の窓口負担をなくしてほしいです。よろしくお願いします。

医療費助成 ■子ども医療費の補助ですが、宇都宮市のように申請しなくても医療費を払う時点で免除していただけるとありがたい。

医療費助成 ■医療費を一度病院で支払わなくてもすむと申請する手間が省けるのでとても助かります。

医療費助成

■アンケートを実施したからには子供達が住みやすい、親たち（特に子育てをしながら働く母親）が子育ても仕事も両立しや
すい環境を作っていくことを心から本当に実現してほしいと思っています。子供が突発的にに病気になってしまった場合や、
近くに頼れる、本当に信じられる方がいなければ、地域のサポートは無意味です。食物アレルギーや突発障害など色々な子供
達、たくさんいます。大人がもっと意識を高く持ち、知識も修得していろいろな現状を知ることが大切だと思います。そして
子育てにつなげなければ、意味がないですが。色々な意味で格差社会を感じます。　公園など公共の場で昼間学生カップルが
いちゃついているの不適切で、子供のモラルの低下だと思います。広場で親子で楽しくのびのび遊んでいる近くで、時々見ら
れるので、無くして欲しいです。市長！！子供の医療費窓口負担から、市への返金手続意味ありますか？

医療費助成

■第三子対策で保育料免除や小学校入学後上の子が１８才になるまで毎年２０万上限でもらえるとなっていたがいつのまにか
なくなり・・・子ども手当も小さい子よりも大きくなってきた方が学費などがかかる。　インフルエンザの助成も小学校、中
学校などで流行り、学級閉鎖とかにもなるので未就学児だけでなく、学生も助成してほしい。

医療費助成
■医療費補助等、様々な子育て支援が上の子から充実してきています。とても有難いと思っています。（例えば病気の時、お
金の心配をせずに医者にかかれる）



医療費助成

■育児休業や育児休業給付など、個人事業者（勤務先が）では、取得するのが困難である。病児・病後児保育を利用する時の
手続き（書類など）を、もう少し簡単にして欲しい。病気の子がいて、仕事にも行かなくてはならず、忙しいのにいろいろ書
くのが手間。

医療費助成
■年齢に関わらず、医療費申請を個人的に行うのではなく、直接病院や薬局などから行えるようになると助かる。以前、他の
地域に住んでいたが、申請用紙の記入の手間や役所へ足を運ぶ事がなかったので、良かった。

医療費助成 ■インフルエンザに対しての補助が欲しい。（中学生くらいまで）
医療費助成 ■小学生になってもインフルエンザの予防接種の負担金を減らして欲しいです。
医療費助成 ■医療時の窓口支払いを対象の子供全員なくして欲しい。市に申請する手間をなくしたい。
医療費助成 ■インフルエンザの予防接種を昔のように学校でやっていただきたい。負担が大変です。

医療費助成

■各種、税金が上がるので、児童手当の増額と他の市町村のように医療費の窓口負担ゼロを希望します。いちいち市役所の窓
口へ書類と領収書を提出するのは、手間がかかるし、役所はその為に人を雇用しなくてはいけなくなって、人件費の無駄だと
思います。公務員の給料は税金なので、無駄遣いしないでください。

医療費助成 ■医療助成金で、1ヶ所500円/月を取られるのはイタい。できれば、現物支給にしてもらいたい。

医療費助成
■医療費助成について・・・医療費助成は、大変ありがたいのですが、病院等の窓口で個人負担になる分だけ（市で助成して
くれない部分のみ）支払えばいいようにしていただけると助かります。

医療費助成 ■給付金（特に医療）の手続きや仕組みが面倒。申請せずに病院窓口で払わない仕組みを作って欲しいです。

地域等

■役員について　毎年学校、地域、スポ少　それぞれで役員をしています。（やりたくてやっているわけではありません）昼
に仕事をしていて、夜に会議に行くことが多く、子供と一緒に夕食をとれません。（子供は夜する番です）盆踊りの役員の時
は準備に忙しく、子供の送迎ができず子供は盆踊りに参加できませんでした。何のための役員なのか、バカらしいです。スポ
少に関しては役員がまわってくる学年になるとスポ少をやめさせる親も何人もいます。行政の方で、役員の負担が減る手助け
をもっとしてほしいです。本当に困っています。

地域等
■今はかなり小さな子どもまで優遇されるが、それ以外の子どもはかわいそうな感じがする。みんな子どもは平等に優遇され
るべき。地域などでも差がありすぎる。

地域等

■私ことですが、現在住んでいる所が新興住宅地のせいか、ほとんどが核家族、共働きの家庭です。小学生のお子さんだけで
留守番をしている家庭も多く、中には保護者不在宅に連日子供達が集まり遅くまで遊んでいる事が多々見受けられます。時に
は自転車のスピード乗りや、近所の敷地内に入り込みエアガン遊び、火遊びなど問題も多く、見かけた時に注意しますが、高
学年になり人数が多い時などは子供達も反抗的な態度を取る為恐怖を感じる時もしばしば。注意するにも勇気がいります。地
域で解決するべきでしょうが、なかなか難しい状況です。（大人の目がありませんから・・・）何か良い解決方法があれ
ば・・・といつも思案してます。

地域等

■近所の子供が礼儀知らずで困ってます。もう少し子供と真剣に向き合って、しつけや子供に対する愛情をそそいで欲しいで
す。それから担任の先生も最悪で、低学年、中学年、高学年に見合った教育をしてもらいたいです。親に自分は忙しいとか、
親が話をしているのに興味のない事だと簡単に流されてしまい、一社会人としてあまりにもバカにしている態度を取るのはど
うかと思います。学校側も、時々担任の先生への意見を求める資料などをはいふしてくれれば、もっといい学校生活になると
思います。



地域等
■広報かぬまに入っている土曜日に親子参加の催しものがありますが、土曜日はスポ少で行けないのでたまに日曜日もやって
いただければ参加できます。いつも子供と「これやりたいね」と言っていますが土曜日だけなので諦めています。

地域等

■家庭だけで子育てするのではなく、学校や地域・社会全体で子供を育てていかなくてはいけないと思います。学校だけが力
を注いでいても、その他の所で子育て環境が安定していないとダメだとも思っています。社会全体が安定すること、もちろん
親が子供を見てあげることもその子にとってとても大切だと思います。子育て中の親には不安を取り除けるような相談場所も
必要だと思います。仕事と子育ての両立がとても難しい社会だと思いますので、このような取り組みが整う事を願っていま
す。

地域等
■仕事も子育ても両方頑張りたいという考えの人は少なくないと思います。しかし現実をみると配偶者の協力なしでは立ち行
きません。男性向けの講習会、ワークショップなどが催されることを期待いたします。

地域等 ■地域の育成会活動はなくてもいいです。小学校入学と同時に当たり前に育成会に入らされるのはとても迷惑です。

地域等
■専業主婦で子供と過ごす時間が長いので、長期の休み（夏休みなど）の時に子供だけで遊べるイベントをして頂けると嬉し
いです。今までも利用させて頂いています。

地域等
■以前マイカレッジを利用して、子供がピアノと粘土工作を体験しました。とても良い企画だったと思います。これからも種
類や回数を増やして続けてほしいです。

地域等

■最近は色々な事件が子ども達の辺りで起こっている為他人に対しての接し方が難しいのか、「あいさつ」お「年寄りに対す
る会話」年上の友人との接し方が出来ずに大人になっている子供が増えている。もう少し勉強以外に人間的な教育の時間が必
要だと思う。登校時等も無言で下を向いてバラバラに登校している子供達を見ていると、もっと学校という勉強する場は授業
だけではないと思う。子供達が多くもっと世間の中の生き方を体験教育できればと思う。

地域等 ■夏休みなどコミセンで製作等がありますが参加したくても日中なので難しい。せめて夕方のものがあれば参加しやすい。

地域等 ■ウィークエンド体験など、休日に普段体験できない事がもう少し多くあるか、定員数をもっと増やして欲しいです。

地域等 ■市が主催して、手軽な価格（1000～3000円程度）の習い事（書道、そろばん、絵画）の教室を開催して欲しい。

地域等
■・働く側とすれば、制度があっても上から言われれば、従うしかありません。　・専業主婦なので、特にありません。小学
生でも参加できるようなイベントがもっとあれば・・・。（自治体や育成会を利用するなど）

行政に対して

■子どもが病気をもっていて病院などにかかることを考えて家を引越したい。職場を変えたいと以前こども支援課の人に相談
をしてから家にも来なくなった。相談ではなくて話を聞いただけだと思う。こども支援課ではちゃんとやってます。みたいな
形を見せに来ただけだと思う。

行政に対して ■なにも希望しない。意見・要望だしたことあるがきいてもらったためしなし。対応する職員、態度悪！

行政に対して ■市民からの希望や意見を吸い上げていただき、その声に真剣に対応していただきたい。期待しています！



行政に対して
■子ども手当などいろいろ何回かありましたが長男だからとかでもらえなかった事があった。同じ年の子をもつ家庭は長男、
次男関係ない。どの家庭にも同じように手当がほしかった。

行政に対して

■小学校の教員に発達障害の知識がなく、適切な対応をとっておらず暴力や授業妨害などの迷惑を被っている。高学年になっ
てしまうと他児との力の差がコンプレックスとなり本人に二次障害がおこってしまう。そうならないうちに就学前にきちんと
発見し対応する体制を整えてほしい。就学前の母親への啓発と医療・療育関係機関への案内、市の子育て支援の継続等を一日
でも早く行うことで、大きくなってからの本人・母親・周囲の人たちの困惑を減らすことができるはずです。1歳6ヶ月、3歳
児健診の際に見抜く目を持つ保健師の技量が必要です、養成を望みます。

行政に対して ■市役所の窓口で必ず連絡事項の様に伝えて頂けたらもっと良かった。

行政に対して
■保育園入園の相談の時、役所の方がとても冷たく感じられました。初めての子供を産み育てそれから仕事に復帰する不安、
色々ある中でもっと優しく対応してくれたらと感じたのを忘れません。

行政に対して

■今まで子供（現在7歳）に関して発達段階で色々な事を色々な方々（幼稚園の先生、健診でお世話になった保健師の方な
ど）から言われました。言葉が遅い、口頭指示が通りにくいなど。結局何を特別したわけでもなく現在に至っています。本当
に特別な指導や教育が必要なのか、具体的にどうすれば良いのかなどのアドバイスはありませんでした。まだ発達途上で不安
もたくさんありますが、不安点を挙げるだけでなく具体的にどうしたら良いのか教えてほしかったです。やはり保育士や保健
師はプロなのですから「言いっぱなし」は困ります。

行政に対して
■市役所の窓口で手続きする際、親戚が出てきて非常に困ります。はっきり言って不快ですしやめてもらいたい。親戚や知人
などは基本窓口対応不可になるとうれしいです。

行政に対して
■行政が目標としている事が不透明である。知らない仕組みが多すぎる。学校ももっと真剣に取り組んでもらいたい。サラ
リーマンみたいです。

行政に対して ■保育士の質の向上を願う

行政に対して

■アンケートの結果はどうなっているのか？だいたい行政で行うこういったものは一般にはフィードバックされない事が多
い。したがってお願いされる側としても、誠意をもって書く気になれない。こういった人は意外に多いです！データが本当か
どうかもっと違った方法はないのか？紙代、印刷代だけかけて意味のないものにしないようお願いしたい。身近な人々の意見
は市がやってることだから・・・本気度がないよね！

子育て全般 小中学校

■専門職のため代理となる人手がありません。又経済的にも難しいです。問23にある事項も全く知らず職場でも教えてはくれ
ませんでした。知らなかった私が悪いのでしょうか。現在も帰りは遅く学童保育を利用していますが、宿題をみてもらうこと
はできず、眠い子供に無理やりやらせています。学校でもう少し教えてはもらえないのかと感じます。「時間がない」と言わ
れたことがありますが、何のための誰のための週休2日制なのか分かりません。病児保育は3年生までですが、4年生以降はど
うしたらいいでしょうか？子供と仕事どちらが大切かと聞かれたらもちろん子供ですが、仕事を休むことも難しく、毎回とて
も苦労します。預かってくれると言われても送り迎えも大変で利用するという選択肢は考えられません。知らない人に預ける
ことも不安です。アンケート内容とは異なるかもしれませんが、学校をもっと充実した場所にできませんか？これまでの先生
はもちろんですが保育や医療のスタッフを追加して、もっと長い時間多少の体調不良でも行けたら自宅からも近くて助かるの
ですが。子を持つ親は仕事しづらく子供にも申し訳なく感じています。

子育て全般

■子どもは小さい時、親と一緒にいる時間が多いと得る事が多いと実感しています。親になるのも初めてのことですから、預
け先や育休の充実より、もっと長い期間一緒にいた後の、再就職の仕組みに注力して欲しいです。あと、いくら行政が育休等
進めていても、中小企業は圧力をかけて、自分から辞職の道を選ばされます。うわべだけの仕組みを進められても末端で生活
をしている私たちには、うれしくありません。



子育て全般

■子どもが騒いでいたり、他の人に迷惑をかけていても、全く注意しない親が多いと思います。ほめて、認めて子どもを育て
る事は大事だと思いますが、自分さえ良ければ他の事はどうでも良いという考え方に繋がっていきそうで心配です。注意した
方が良いかなと思ってもやはりよそ様の子を注意するのはとても難しいです。親の勉強も必要ですね。

子育て全般

■制度や法律を取り決めたとしても数年後には…と期待や、先々の見通しが見えない為に不安になるのであるならば、頼らず
個々の幸せを見つけられる様に「期待しない。」の考えが、１番なのでは？！と卑屈な考えで…。こんな私（親）の子の為に
も学校生活や教育面で、塾に通える子ども、通えない子どもの格差がない様な学習の取組を希望致します。

子育て全般

■親の介護（一歩手前）と子育てを経験しました。子供もすぐ体調崩したりするので、親の通院、子供の通院等の他、介護食
を用意したり大変でした。できれば一時預かりのシステムがもう少し充実していると良かった。そんな状況なので、働きたく
ても働けずにもいます。

子育て全般

■今の子供達の様子をみると時間に追われ、自由が無いと感じます。本来なら、放課後は学校で元気に友人と遊び、又は、勉
強を教え合う姿が理想なのでしょうが、誰が責任を負うのかを世の中の流れの中で、追求するようになり、結果、子供達の自
由が無くなってしまったのでしょう。親として、何が出来るのでしょうか。常に監視の中で生きる子供達の未来を危惧してい
ます。子供が産まれ、すぐに保育園へという流れも、本当にこれで愛情にあふれた子が育つのか疑問です。親がせめて、2才
～3才まで子供と接する事が出来る社会に変えていくにはどうしたら良いのでしょうか？

子育て全般

■古い考え方かもしれませんが、私は母が見るのが一番だと思っています。でも、現代はそんな些細なことすらも難しく、そ
れぞれの家庭の状況などもあります。学校でも行事に参加されない（したくてもできない）方もいます。そんな方のお子さん
を見ていると、とても可哀想だと思います。学校で友達と仲良くできない子も、とても心配に思います。子供の行動は、家庭
の状況が大きく関わっていると思います。同じ親として、1人の大人として、そのこたちに何かできることはないかと考えま
す。学校にカウンセリングなどがあると良いのでは、など。もし、私にもできる事があれば協力したいと思います。

子育て全般 ■地域外の仕事の為、中々子どもと一緒に過ごす事が出来ないが、働かないとやっていけない。

子育て全般

■児童が少ない地域は当然ながら保護者数も少なく、教育や子どもの育成のためになる組織であることは十分理解できるが、
市Ｐ連、市子連、スポ少、家庭教育学級等々の団体のこなすべき役割が多すぎて、大変です。それらの会議のため、こどもの
面倒をみることがおろそかになったりして、疑問を感じることがあります。

子育て全般
■小学生になってからは子供達も病気にならなくなったが、３歳くらいまでは急に熱が出たりして大変だった事があった。子
供を育てるのは大変な事だと実感しました。でも、子供がいたから仕事を頑張る事が出来た事も事実です。

子育て全般
■もっと早く充実した環境支援して欲しかった。今更、遅い。かなり大変な思いをして、仕事、子育ての両立をしてきまし
た。



子育て全般

■１０数年前、他県から栃木県に来て結婚、宇都宮市内にしばらく住み、その後、鹿沼市に家を建て出産、現在に至ります。
比較的住み易い街ではありますが、二世帯三世帯も多く、家は別でも親族が近くに住んでいる知人友達が多くてうらやましい
です。夫（宇都宮出身）の親にもあまり慣れていないわたしは、いつもさみしい思いをしています。下の子が小学生になった
今は、ずいぶん楽になりましたが、それまではなかなか大変な数年間でした。子育てサークルや支援にも良い思い出はなくど
ちらかといえば、利用、参加したくなかったです。（物の言い方がきつかったり、保育士さんの知識が古かったりなど）

子育て全般

■主人の勤務状態、核家族等の事由があり就労したいと思っていても就労できません。また上の子が高校生で通学の送迎やら
何かと暇がありません。バスと電車の時間が全くあいません。その為、下の子を夜遅くに連れて迎えに行かなくてはならない
ことが多々あり睡眠時間等が気になります。私の個人的な考えですが、子供が１８歳になるまでは就労せずに見守っていたい
です。

子育て全般

■近所に、子供のけんかに親が出しゃばりすぎることがある。子供のけんかは子供同士に任せてほしいと思う今日この頃で
す。先生が親に気を遣いすぎる現状があると思う。もっと先生は自信をもって教育にあたってほしいです。先生に選ばれたの
ですから。

子育て全般

■子供の年齢によって支援していただけたら嬉しいな！が違ってくる。年齢が上がってくると金銭的な面での支援は非常にあ
りがたい。医療費だって感謝しています。２番目の子は私立中に進んだため、鹿沼市より宇都宮市のほうが身近に感じられ
ちょっと寂しいです。「質の高いきょういく」とはいったい何でしょう？学力が高ければいいのか？環境が整っていればよい
のか？教員の質なのか？難しい問題ですね！！

子育て全般

■小学3年生ぐらいまでの●などの有料無料のサービスがあってもさらに姉妹家では、1年、4年ですが4年生以上の●皆無で
す。子どもの家庭環境はとても重要で、夫婦円満の家庭では、子どもも安心安定して成長できると思います。そういう意味で
も子どもだけでなく夫婦間のコミュニュケーション個々の時間または2人の時間も子育てだけでなく時間を作っても必要では
ないかと最近、自らのことだけでなく、色々な方々とお話をしていても感じます。上手な時間の取り方、作り方、また、より
よい対象者に合わせたサービスが充実することを願います。（子どもを見てもらえない各家庭は大変です。）低学年だけでな
く、高学年を持つ親が安心して預けられる一人500円程度の料金施設、学費も含めサポート。夫婦間の問題は、多かれ少なか
れあり、乗り越えてより絆が深まり明るい未来を築き上げていくもの離婚問題、少子化問題にしても、忙し過ぎる毎日の中
で、いかにコミュニケーションがスキンシップが大切であるか…それはまず家庭から

子育て全般

■少子化が進む日本。このままで本当に日本の将来は大丈夫なのかと感じています。働く女性が安心して子供を産める環境が
整ってくれるといいなと思います。また一方で、不妊治療を行ううえでの支援やサポートなどができるとよいではないのかと
も思っています。働きながら子供がほしいと願っているのに・・・という方も多いです。休暇をもらえる制度や補助などがで
きたらありがたいのではないかと考えています。

子育て全般

■運動が非常に苦手です。勉強が苦手なら塾に入ればいいとおもうのですが、運動が苦手な場合（体操教室にも入っていた時
期があったのですが全くついていけずやめました）どうしたらいいか分かりません。うちの子に限らずうんどうが苦手な子供
は最近多くなってきたと思います。そのな子供達に「走り方」や「鉄棒」など基本的な運動のこつを教えてくれる教室などを
開催していただけるとありがたいです。できることなら特別支援学級のように苦手な部分を個別に教えていただけるともっと
うれしいです。

子育て全般

■まだまだ、女性の働く環境は厳しく、子供が小さい事で就職しにくかったり、子供が緊急時の時は、母親が休むのが、当た
り前の現実だと思います。いつの時代になっても両立は難しく、やっぱり、子供にとっての一番は母親なのが、現実で、しょ
うがないと思います。



子育て全般

■子育て支援が充実するとは、とても良いと思いますが、やはり基本は、親子の関係だと思うので、保護者がしっかり子ども
を育てる義務があることを意識させてほしいと思います。その上で、行政側の支援、周囲の支援をいていただけたらと思いま
す。（私自身は子育て環境にとても恵まれていました）支援が手厚すぎて、保護者が子どもを見ないのもどうかと思います
が、（もちろん虐待なども心配ですが）そうしたことをふまえて、支援策を考えていってほしいです。

子育て全般

■子どもが少ない分、大人が子どもに口を出しすぎると思う事があります。私は母子家庭で、子ども3人いますので、なかな
か見てあげることができず、かわいそうな思いをさせていますが、自分で考えて行動したり、判断する力はついています。市
や地域も、とても一生懸命サポートしていただけるので、本当に助かっています。自分以外の周りの人達に、ご迷惑にならな
いよう考えられる人間に育っていけばと思います。

子育て全般

■・子ども達が公園で秘密基地を作ったら、近隣住民から苦情がきた事が残念でした。・テニスジュニアクラブに所属してい
ます。近くの公園に予約すれば無料で練習できるテニスコートがある（大変、助かります）のですが、食べ物のゴミがそのま
ま置いてある事が残念です。・特別支援学級担任の先生と息があいません。・質問に自分の子ども以外の子どもについてとあ
りますが、コメントする必要はないと思っていますので、よろしくお願いします。

子育て全般 ■行政がいろいろと動く（補助、制度等）ことによって、親や家といった意識が低くなるのではないか？と思うことがある。

子育て全般
■市のイベントやお祭りなど、土日の事がほとんどですが、うちは仕事が土日休みではないため、子供をイベントやお祭りな
どに連れて行きたくてもどこにも行けなくて残念です。

子育て全般

■現在の社会状況として出産→子育て→仕事復帰はなかなか難しい状況に思う。出産＝退職というケースが多く、病児保育を
行う茂呂保育園でさえ出産～仕事維持は難しく仮に育休を取ったとしても、減給やボーナス等に差を出され育児しながら働け
る雰囲気は無い。結局退職を勧められてしまう現状です。会社は様々な制度があったとしてもそれを告知する事はなく、知ら
ない自分が悪い的な雰囲気を出す。矛盾した世の中だと常々思います。

子育て全般 ■仕事の疲れもあり寂しい思いをさせていないか心配。休みの日に精一杯接していても不安があります。

子育て全般

■2～3歳児の親子関係で発達について悩んでいる親や、同居している家での悩み等、耳にする事が多くあり子供達の1歳健診
から3歳健診の間に、母親学級等があるといいのではないかと思います。また2歳児等に厳しく叱る親の姿も町中で見る事もあ
り、悲しく思うときもあります。子供が手に負えず困っている親も多いのではと感じます。小学校での母親学級等も大切です
が、行政の方でも2～3歳の子を持つ親に目を向けた「親業」指導の催しも必要かと思いました。また祖父母と過ごす利点など
も伝えてほしいです。

子育て全般
■今子供を産み育てていく方はとても恵まれている。乳幼児達だけが子育てではない。せめて中学卒業するまでの支援が欲し
い、学費・医療費等。一番損をしている世代だ。税金だけ払わされて、楽をしている若い親達を見ると腹が立つ、不公平。

子育て全般

■どこの学校でもいじめはあると思う。インターネットに関する事も増えており社会問題だと思う。やってしまう方はほとん
どが親が知らない。仕事をしながらの子育ては難しい。昔に比べて子供と向き合う時間が減ってしまっているのが現状であ
る。金銭的に苦しいので仕方が無いのかもしれないが、外に働きにいくという事はそれだけ子供が心を開いてくれなくなると
思う。家でのストレスを学校で発散している子が増えていると思います。



子育て全般

■とにかく地域の子供の数が少ない。親の世代の頃も少なかったけれどそれ以上。子供時代の放課後の遊びは人間形成にとて
も重要だと思うが、少ない上にほとんどの子供が学童保育に入所しているため、遊べても1人2人。遊びに行くにも距離がある
ため親の送迎になってしまう。また学校のＰＴＡや育成会等にしても、児童数減少のため年々保護者の負担増になっている。

子育て全般

■子供の頃は学校の先生は絶対的。出来た大人だと思っていたが、親として先生を見ると先生には向いていない（人として）
様な人もいると分かった。今の校長先生、担当の先生にはお世話になり感謝しています。正しい事を言った方が仲間外れにさ
れる、そんな親と子の世界。難しい世の中だなと思う今日この頃です。車や道徳、子供に言うほど大人の方が守っていないと
思う事が度々です。

子育て全般

■子育ての環境は多様化し保護者は選ぶことが出来るようになって、それはとても便利なのだと思います。ですが幼少期から
他人に育てられオモチャ等の物を与えることで愛情を与えていると思い違いをしている親が多くなっているように感じます。
働くことは大切ですが、子育てを最優先させる気持ちが見られない親が多く、しっかりとしつけされていない子供が集まって
いる学校や放課後児童クラブ等の実状を聞くと怒りを感じます。親のための支援になっていて、子供のための支援とは思えま
せん。

子育て全般

■子供の友達で、お母さんに帰ってこなくていいと言われているからといって帰らない子がいる。日曜日の朝から来てお昼も
食べずに16時までいると言い「帰ると遊ばせてもらえなくなる」と言うが、そういう訳にはいかないので帰ってもらった事が
何回かあったり、夜の18：30に一人でコンビニでカップラーメンを2つ買っている姿を見かけたりして少し心配になる。まだ
低学年、夏とはいえ外は真っ暗だった。

子育て全般

■放課後友達と遊ぶのはよいが、お友達の中にはしつけがされていない子がおり困った時もあった。自宅で夕飯を食べていな
い子やなかなか帰りたがらない子、中には暴力をふるう子もいるのでそういった子の心のケアや受け入れ先をつくってほし
い。専業主婦だと安心して預けられるのは（時間）我が家の生活レベルもありたまに迷惑です。

子育て全般

■子供を産み育てるというのはそれだけで大きな労力を消費する事。それ自体に給料が支払われても良いと思う。そういう考
え方からフランスは結婚なしでの子供を産む人を保護しているのだろう。結婚はなかなか出来ないが子供は欲しい、そういう
女性が結構いる。そういう人たちが安心してお金の心配をせず出産・育児に専念できる環境が整えば、少子化にも歯止めがか
けられるだろう。

子育て全般 ■仕事に出たい気持ちはあるが、子供が具合が悪くなった時すぐに対応したいので家にいます。

子育て全般

■長女が熱を出しやすく、以前働いていた職場でも休みを取らなければならない事が多くなり、自分自身もストレスで体を壊
してしまい辞めざるを得ない状況になりましたので、同じことの繰り返しになってしまうかと思うと次の仕事をなかなか探せ
ません。現在は長女が高熱を出した後、血管性紫斑病を発症してしまい、少し無理をすると紫斑が出て足が腫れてしまうなど
を繰り返してしまいます。家で仕事をすることができれば良いのにと考えています。

子育て全般

■正社員のみにあてはまる制度で、フルパートで同じ仕事をしている私たちにとっては、あっても無くても関係のない制度と
して記憶しております。最近感じるのは、もう一度昔に戻っておじいちゃんおばあちゃんの同居する環境に子供が育ち、希薄
になっている人とのふれ合いを学び、心あたたかな人間が増えていって欲しいと願っています。祖父母と関わりのある子供っ
て素直に自分を見つめる事が大人になって出来ると感じます。



子育て全般

■子供の数が少なすぎて家に帰ってきて友達と遊ぶと言う普通のことができません。子供同士が放課後に遊べる環境があれば
いいと思います。私はフルタイムで働いています。放課後に習い事をさせたいと思っても永野は田舎すぎて習い事をさせるこ
とができません。このままだと他の地域の子供達との差がますますでてくると思います。どうにかならないでしょうか？子供
の数が少なすぎて学校のＰＴＡ活動がすごくすごく負担です。親同士の押し付け合いがこまります。仕事を休んでＰＴＡをや
るのがあたりまえといわれましたが、母子家庭にとっては大変困ります。どうにかならないでしょうか？母子家庭にとって仕
事を休む事はお給料がもらえなく、生活が苦しくなります。そのことを他の親に伝えてもそれでもやってもらわないと困ると
言われます。こちらも困ります。どうにかなりませんか！！

子育て全般

■医療補助の仕組みが変更になり窓口負担が発生するまでは「どうせただだから・・・」と不要な受診や年上の子供の分まで
タダで薬を多くもらおうとするケースがたくさんありました。老人医療や障害者、災害避難者においても同様の問題がありま
す。金銭的な補助をし過ぎる事（タダに近くする事）は、メリットよりもデメリットの方が上回ります。日本の国庫の状況や
今の子供達の未来の借金をもっと重く受け止めてほしいです。上っ面で国民に媚びを売っていい人顔をしている今の支援政策
のあり方が非常に不快であり不満を感じています。

子育て全般

■父親と別居中の為、養育費や生活費を得られない為に不規則な時間に不規則な時間に収入をえられなくてはいけない状況で
又、仕事といっても、継続して働けないので、収入も満足できず私の父親（宛名の子のおじ）も人工透析で定期的に通院する
ため、昼のパートも、働けないので子供の事も気になりますし、一緒に過ごせる時間もないときは、不安になります。

子育て全般

■仕事が続けられるよう、保育園の拡大等があるが子どもにとって、本当にそれで良いのか疑問。母親と一緒にいられる、福
祉を望みます。引き離された感が強く残りました。上司が「昔は育休なんてなかった」など嫌味が多かった。昔と今とでは家
庭環境が事のる為理解してもらえない事が多かった。保育園関係者の中にも理解力の低い人が多くがっかりした経験がありま
した。預けていてがっかりさせられることが多々ありました。これから子育て、出産をする人にはやさしくしてあげてほし
い。

子育て全般

■現在共働きの家庭が増えていますが、その理由は生活苦であったり今後の資金の為であったり色々だと思います。私も現在
パートで働いていますが、本来は専業主婦でいたいのが理想です。家庭は２４時間営業といっても間違いではありません。共
働きを支援する制度（例えば保育園の保育料免除等）など働く事を良しとする後押しする事ばかりに力を入れ過ぎです。子供
にしわ寄せはたくさんいっています。働く事が好きな方がいる事も事実です。働く事は偉い事ですか？頑張っているのは（親
はもちろんですが）子供です。保育所充実はあくまで外部（施設）です。家庭ではないのです。働くための制度で喜ばれる方
も確かに多いと思いますが、働かなくても済む支援に力を入れていますか？私にはそうは思えません。働く事を良しとする制
度・支援ばかりではなく働かなくても済むような支援が欲しいです。「３つ子の魂100まで」と言われるその時期、保育所で
過ごす子供達をどう思われますか？頑張っているのは子供です。負担を強いられているのは子供です。好きで働いている女性
もたくさんいます。「働きやすい環境」を作る事に支援ではないと思います。まるでだから働きなさいという世の中を作って
いる様です。

子育て全般

■鹿沼市は教育にお金をかけていないように思います。人口の割に学校の数が多い為に１*にかけるお金が少なくなるのは分
かりますが、他の市と比べると施設や設備が不足していると思われます。教育にお金を掛けなければ子供は育ちません。昔と
は情報など変化していることが多く、現代未来に合わせた教育が必要です。〝人″が〝子供″がこの日本の資源です。資源を
どう加工し、使用するのか考えてみましょう。



子育て全般

■市の検診に行った時、子供が小さい（平均よりも）事を毎回指摘されとても落ち込んだ。その子なりに成長していればいい
と思うので、平均値でない事を言うのはどうかと思う。大きい子もいれば小さい子もいての平均値だと思います。私はまわり
にそんなこと気にしなくていいんだよと言ってくれる人がいたから良かったけれど、子育てをしていて周りに支えてくれる人
がいない人にはとても酷だと思います。母親が働かざるを得ない状況であるのも分かりますが、母親が子育てに専念できるよ
うにしようという事にも目を向けてほしい。

子育て全般 ■いじめることがなければいいと思います。

子育て全般

■コミュニケーションを取るのが難しい子供を育てています。周りの方々の理解が大切だと考えています。色々な所で皆さん
に理解されるようになっていってくれたら子育てをしやすいと思います。対人関係が苦手な子供でも気楽しい参加できる場所
があるといいです。色々な事を気軽に相談できる所があると助かります。子供を気軽に預けられる（子供の特徴を理解し支援
していただける）所があれば、週に１,２回預けてみたいと思います。

子育て全般
■現在は祖父母が面倒を見てくれていますが、高齢なのでとても心配です。これまで本当によくみてくれたおかげで、仕事を
続けることができています。親とは違ったおおらかな視点で子育てに関わってくれる祖父母の存在は大きいです。

子育て全般

■何に対しても結局はお金がかかる事が一番大変で、親がいない子や色々な事情な家庭が多いと思うので手当を考えてもらい
たいものです。子育ての相談があったとしてもなかなか相談する人は数少ないと思います。家族や本人の相談がないと実際に
動かないと言うのはおかしいと思います。このアンケートで親に関する質問がありますが、いない人に対して失礼だと思いま
す。今、引きこもりの子がたくさんいると思いますが、そういう子供達にも何かした方がいいと思います。

子育て全般
■共働きなので、ご飯作りなどに時間がかけられず、栄養面などの心配もあります。なかなか学校等の話も出来ず、時間にゆ
とりが欲しいなと感じる事があります。

子育て全般

■女性が働きにくい社会だと感じます。母子家庭の親は、なかなか働く場所が見つかりません。同じ母子家庭の方でも働いて
いる方はいますが、祖父母にみていてもらえる状況があるから出来ることであって、なかなか同じようにはいきません。会社
自体がもっと協力的であって欲しいです。同じ様な思いを持つ方々の為にもなにかできたら・・・と思っています。祖父母
に、お願い出来る方ばかりいないので、今以上に大切な子供を安心して育てていけるような社会になって欲しいです。

子育て全般
■本当に子育てとしての教育、保育環境を考えてくれているなら、もっと大きく、分かりやすく、親身になっていただきたい
です。

子育て全般

■教育現場で、子供たちすべて規格に当てはめて、問題なく過ごさせるために力を入れているように感じます。その為に、
個々の特性が認められず、幼い時期に体験すべきケンカやいたずらはすべて悪いこととされ、子供の時期に笑い涙し、体感す
べき事柄が、すべて押し潰されているように感じます。ドラえもんのように意地悪、暴れん坊、甘えん坊・・・その中で、互
いを認め合い、共存していくというのは、夢なのでしょうか？悪い事も良い事も自分たちの目で、体で感じて、初めて本当が
見える気がするのですが・・・。

子育て全般 ■日常的に遊びに行ける友達がいない事が悩みで、困っている。

子育て全般
■個々の収入に違いがあるのに「すべての子供が等しく、質の高い教育・保育を受けられるというのは、無理だと思う。
例：幼稚園と保育園、私立小中高校と公立小中高校　金額が違いすぎる。



子育て全般

■現在は、子供にとっても良い環境だと思います。学校でも担任の先生がとても良く、子供たちの事を真剣に考えてくれてい
ます。また、保育園を卒園したのですが、保育園時代にも色々と心配もしていただき、園で何もかも育ててもらったようなも
ので、感謝しております。幸い、相談できる親や友人も近隣におります。また、鹿沼市は、子育てにも色々取り組んでいるの
で、安心して子育てができます。

子育て全般
■問23のような仕組みや医療助成等々、行政での様々な制度は、手続きが分かりにくく面倒です。もっと簡潔にならないので
すか？

子育て支援策

■市町村により子どもの教育育児に対して受けられるサービスに差がある。特に鹿沼市は教育育児についての補助制度が他市
町村と比べ大変遅れていると日頃から感じている。そのくせ住民税は高い。もっと子どもを育てやすい環境づくりに税金を
使って欲しい。調査をする前にもっとやるべき事は多いと思う。アンケートを取ると言うことは、現在必要と感じているから
アンケートをしているのでは？もっと仕事して下さい。公務員諸君！世のサラリーマンを見習え！

子育て支援策
■これから大きくなるにつれ、進路の問題に不安があります。親として、進みたい道に行ける様、学費など今から貯蓄したい
と思っていますが、なかなか難しいのが現状です。高校、大学と進んで行く時子供が安心して学べる支援を望みます。

子育て支援策
■塾の送迎が時間的に厳しいです。残業で行かせられないこともあります。スポ少に入れてあげたいが親の負担が多すぎま
す。

子育て支援策 ■土、日、祝が仕事したいがとても難しい

子育て支援策

■学童保育や、病後児保育など幼児や低学年むけのサービスはかなり充実していると思います。高学年が放課後気楽に行ける
様な場所を提供してほしいと思います。友人と遊んだりしていてもゲームが多く、家にいてもテレビなどが多いため夕方の遊
び方が心配です。各地域に作って頂いてほしい。学校ハウスの様な自由に自転車で行けて、帰って来られる様な場所を考えて
ください。よろしくお願いします。

子育て支援策
■小学生が学校で急に具合が悪くなった時の急な送りむかえで仕事中むかえに行けない時の対応。地域の保護者とのトラブル
で間に入って説明してくれる人がいると助かる。（子供が関わった問題で）

子育て支援策 ■日曜日や祝祭日に子どもを預けられる施設があると便利だと思う。24時間体制だととても助かる。

子育て支援策

■今現在は子どもも高学年になり祖父母も定年退職し安心して仕事をすることができています。１0年前には、夜、時間まで
に保育園にお迎えとても家族中大変でした。今母親も男性同様夜遅くまで仕事をしてきている人も増えてきていると思いま
す。なので私的には夜ＰＭ9：00ぐらいまで保育してくれる施設があればと思います。（子どもを保育してくれる所がなく泣
く泣く退職していく同療、後輩友達がいるからです）

子育て支援策 ■日祝・年末年始など預かってくれる場所が欲しい。学童や病児保育など。

子育て支援策

■幅広い分野でのスポーツサークルは興味深いのですが、例えば小学校1・2年生教室、３・４年生教室、5・6年生教室のよう
にある程度の年齢で区切っていただけると、親も子も意欲がアップしそのようなサービスや施設を利用してみようという方が
増えるのではないかと思います。

子育て支援策 ■スポーツ環境の充実。



子育て支援策 ■小学生が少ないので、学校で同学年生の他校の児童と交流ができると良いと思います。

子育て支援策

■例えば今の時期インフルエンザ予防接種の代金を、高齢者と同様の金額で受けられるようにするとか、小さな子がいる家庭
では母親が病気になると家の中が大変です。子供が病気になり親が看病しそれだけで疲れきってしまいます。少子化の今、特
に子供を産んで育てたいと思える市の体制を望みます。他の市町村（県外含）の保育環境等の取り組みを参考にして、良いと
ころを取り入れて他市から移住する人が増える、そんな魅力的な鹿沼市にして下さい。

子育て支援策
■色々な制度の対象期間が○○歳の年度末（3月）までというようになっている。3月生まれにとっては大変不利になる事が多
いと思います。生まれ月によって差別がないように、生まれ月までと設定して欲しいと思います。

子育て支援策

■低所得だった為、第一子、第二子が高校へ入学する際には支度金（社会福祉資金？）を借り入れました。しかし就職する際
には学生ではないのでそのような制度がなく親族から借り受けました。（（第一子平成５年生、２０才）が就職したところは
社員寮に入寮し、テレビ、洗濯機、冷蔵庫を持ちこみが条件でした。）今は第二子（平成７年生１８才、高３、就職内定）が
就職に必要な普通免許の取得の為の入所金（７万円位）が工面できず、親族に頼んでいる所です。母子手当の支給年齢の拡大
を希望します。（現行は１８才に到達した年の次年度の３月までなので、３月ではなく、６月位まででも有難く思います。）
又は、資金を借り入れられる制度等を告知して頂ければと思います。

子育て支援策

■・インフルエンザ学校で希望者の身でもいいので集団接種にして欲しい。そして、助成年齢も上げてほしい。　・医療費助
成、各個人が申請しないと戻らないのはおかしい。医療機関窓口で支払の時点で助成額のみ支払うとかにして欲しい。紙の無
駄でもある。　・スポーツが盛んな栃木なのでプロ選手との学校訪問や指導とか、勉強以外で他にない教育をめざしてほし
い。　・早くに（子供が小さいうちに）社会復帰を考えてる母親が多い中、就活するのにも預けられない現実は辛い。もっと
サポートしてほしいと思う。（自分が苦労したので）

子育て支援策

■①習い事、部活動、塾にも通わせたいが、その送り迎えが出来ない。お茶当番（部活動の場合）が出来ないなどの理由から
断念せざるを得ない。もしそれらの事をやらせたとしても、終了時間から親の迎えの時間まで子供の居場所がなくなる為（子
供の待機場所）やはり難しい。希望としては下のイメージ　授業終了後学校or学校近くで部活、習い事教育等。終了後はその
場で待機可能。親の迎え。　※図あり　　②利用時間を検討してほしい。一般的にフルタイムは8：00～17：00（最低で
も・・・）とすると７時過ぎには家を出て、迎えや帰宅は１７：３０以降です。利用開始時間が8：00や8：30だと出勤に間に
合わないし、利用終了時間が17：00や17：30だとそれまでに帰れません。女性で夜勤がある人もいます。両親（祖父母）のサ
ポートがなくても働けるような子育て支援をお願いしたい。

子育て支援策 ■子供の事を一番に考えてくれる制度作りを望む

子育て支援策
■子供のスポーツ活動は、特に小学生にとっては大切なものにも関わらず、親の負担が大きくて、やりたくてもできない子供
がたくさんいる。スポ少のあり方や小学校でのスポーツ活動について、鹿沼市ならではの取り組みを望みます。

子育て支援策

■他県から越してきて、鹿沼でマイホームを持ち、子供も授かり、今に至りますが、鹿沼は子育て支援が充実していると思い
ます。今の時代は、夫婦共稼ぎが当たり前になってきていますので、安心、安全を第一に充実したサポートが受けられるよ
う、これからの力を入れていって欲しいです。ただ、知り合いなどもまったくいない状態だと、子育て支援や施設を利用する
一歩を踏み出すのが難しい場合もあるので、定期的な声かけ、訪問（民生委員や児童委員など）等あると、もっと助かったよ
うに思います。　子育て支援・・・子供だけでなく、利用しようと決めるお父さんやお母さんの事も、もっと考えていただけ
ると利用しやすくなるし、地域とも繋がれるし、良い事が広がると思います。



子育て支援策

■経済的にフルに働きたいが、子供が小さいとなかなか難しく、企業も小さい子供がいるという事で、なかなか働けない。平
日、習い事をさせたい場合、祖父母が送り迎えができない場合、仕事をしていると難しい。学校の学童保育は、保育料が安い
けれど、時間が少しでも遅れると厳しいので、保育園に預けるしかない。共働きしていると子供を見てくれる親がいないと、
色々と不便な事がたくさんある。

子育て支援策

■我が家には、12歳離れた長女がいます。鹿沼市においては、第3子給付金制度などというものがあるが、結局、保育料も無
料にならなかったし、入学の際のお祝い金も約5ヶ月ほどズレがあり、給付される事はなかった。政府の方針が変わり、育児
手当も変動があり、教育資金を積み立てするシステムも見通しが不明になる。もっと働きやすい環境も大切だが、方針転換さ
れて、見通しが立たなくなる事も大変。3年生までの学童保育はあるが、4年生以上の預け入れてくれる所も必要だと思う。あ
と2年後、また仕事の勤務時間で、子供が一人になってしまうと思うと少し不安です。

その他 ■特になし。
その他 ■特に無いです。
その他 ■何も希望しません。あきらめてます。
その他 ■別に有りません
その他 ■特に有りません。
その他 ■特になし
その他 ■なし
その他 ■学年が上がったので特にありません。
その他 ■特になし
その他 ■特にありません

その他
■申し訳ありませんが、こんな大変な多いアンケートは主婦は忙しいのでとても困ります。もっと少ないアンケートにして下
さい。以前も学校のものがありましたがとても困ります。お仕事されているお母さん達は尚更だと思います。

その他 ■3人の子育てにおいて、常に誰かに話して情報交換しているので特にありません。
その他 ■書くだけ損、やらないくせにこんなものやるな。

その他
■いつもお世話になっております。出来れば可能な方はインターネットで調査して頂ければと思います。余計な事をすみませ
ん。

その他 ■アンケートに答えるとクオカードとかがもらえるとか、何か今度は検討して下さい。

その他 ■何も心配な事がありません。なので、とても幸せです。
その他 ■特にありません
その他 ■実際に役立つアンケートなのか疑問です。
その他 ■特になし
その他 ■特になし
その他 ■特になし
その他 ■とくになし
その他 ■何を書いても無駄だし鹿沼市には期待していません！
その他 ■特にありません
その他 ■特になし


