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  平成 25年 11月に実施した子ども・子育て支援に関するニーズ調査では、多くの方か

ら自由記述の記載をいただきました。その内容は以下の通りです。 

 

内容 件数 

経済支援 119 

一時預かり・ファミサポ 91 

児童館 59 

その他 53 

公園整備 52 

保育所（園） 50 

相談体制 44 

医療体制 39 

情報提供 37 

支援センター 35 

教育 31 

児童クラブ 29 

安全対策 27 

病児・病後児保育 27 

地域支援・交流 24 

なし 16 

幼稚園 16 

就労支援 13 

送迎 10 

イベント 6 

こども園 4 

家庭 3 

産前・産後ケア 3 

相談 3 
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（１）就学前児童調査 

 

問 11 子育て（幼児教育を含む）をする上で、周囲（身近な人、行政担当者など）

からどのようなサポートがあればよいとお考えでしょうか。ご自由にお書きく

ださい。 

 

■今フルタイムで仕事をしていますが、子どもが熱を出したり風邪ひくとやむを

えなく仕事を休まなくてはならないので、そういう場合に子どもを預けられる

ところがあるといいなと思います。（祖父母も仕事をしているので。）（古河地

区） 

■保育園の一時預かりは仕事をしている人優先で予約がすぐに埋まってしまう

ので、緊急時や育児疲れなどの時にすぐに相談、利用できるところがない。そ

ういうサポートがあると助かると思います。（古河地区） 

■もっと身近な公園を増やして欲しい（古河地区） 

■習い事等に対する補助金（古河地区） 

■気軽に相談したり、短時間でも看てもらえる場所が、もっとあったら（駅のそ

ばなど）いいなと思います。（古河地区） 

■特にありません（古河地区） 

■声をかけていただけるだけで、ありがたい（古河地区） 

■子どもの送迎サービス。７０代の祖母の送迎は肉体的につらくなってきている

ので、60代のシルバー人材でもよいので、短期間利用できるシステムがあれば

利用したい。（古河地区） 

■そんなことがわかれば誰も子育てに苦労はしません。否定しかされない環境し

かありません。（古河地区） 

■ちょっとした時にすぐこどもをみてもらえるようなサポート(学校から帰って

くる時間と、幼稚園送り迎えがかぶるとき、下の子を病院へ連れて行くときな

ど)（古河地区） 

■都心に比べて、情報が少ないと思います。地域の子育て支援についての情報の

集め方がいまいち分かりにくかったので、行政でいろいろやってもらえたらと

思います。（古河地区） 

■子育て支援など、こんな施設が利用できますよと、もっと沢山の人に知っても
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らい、同じ子どもを持つママが会える機会や場所を提供してもらえると良い。

（古河地区） 

■特にありません（古河地区） 

■有料であっても、一時預かりなどができる所があると便利。保育園とかで、園

児以外でも OK だと良いかなと思う。（古河地区） 

■無料で看てもらえることと広い施設（古河地区） 

■子育て支援センターは、よく利用させていただいております。ただ、それ以外

に無料の児童館があればいいなと思います。（古河地区） 

■古河市 HP の向上。 例）プレ保育の案内や交流会の案内など…。全体的に支

援が少ないと思う。（古河地区） 

■自分が病気になった時や、どうしても子どもを連れて出かける事ができない時、

安心して預けられると、とても助かると思います。（古河地区） 

■無料で利用できる児童館などの公共施設がほしい。（古河地区） 

■保育所の送り迎えを気軽にたのめる。（古河地区） 

■情報交換。情報の共有が簡単にできる仕組みがあると良いです。地域の行事や

情報など知らずにいることも多かったので。町の検診など待ち時間が長いので

子どもを看てくれるスタッフなどいてくれると母親は楽になるかと・・・（ト

イレにすら行けなかったりするので）（古河地区） 

■緊急時、用事の際、気軽にみてもらえるようなサポート（古河地区） 

■保育所の充実（古河地区） 

■指示するのではなく、保護者に寄り添い、共に子育てに参加してもらえる対等

な立場でのサポート。行政からは、子どもと利用するのに便利な施設やサービ

スなど分かりやすく紹介してほしい。（古河地区） 

■気軽に相談できるようにしてもらいたい（古河地区） 

■一時的に預けられる施設が増えて欲しい（古河地区） 

■子どもを連れて行けない用事がある時に預かってもらえる施設がもっとある

と助かる（古河地区） 

■仕事が休めないときに子どもを預かってもらえる場所が近くに多くあると（古

河地区） 

■支援センターはありがたいのですが、たとえば他自治体では無料でしかも午後

まで開いています。古河は 100円で午前まで。よく行くのですが無料にしてほ
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しい。時間も長くしてほしい。（古河地区） 

■我が家の場合、身近な人である旦那さんの家事への協力がほしいです!!（古河

地区） 

■子育て支援施設がもっと各所にあればいい。子育てでボランティアで子どもを

みたい人とか、孫がいない人等、協力と参加者を募ればよいと思うし、元気に

なると思う。うまく活用して、お互いプラスになる事があると思います。（古

河地区） 

■深夜帯の医療の充実。（古河地区） 

■働いていると他の母親との接点が少なく情報が少ない。情報をわかりやすく提

供してもらえるサポートがあるといいと思います。（古河地区） 

■土日に参加できる支援センターが、あれば嬉しい。イベントなども、ほとんど

平日なので、働いていると参加できないので。（古河地区） 

■母親が、子育ての息抜きが出来る時間を作ってもらえると、ストレスを溜めず

に子育てができると思う。（古河地区） 

■自分の体調がすぐれず、友人にも看てもらえない場合に、家に来てくれる行政

のシッターさんのような助けがあると不安がなくなるなと考えております。

（無料ではなく、有料で）（古河地区） 

■未就学児が気軽に遊びに行ける施設が、もっとあると良い。（ヤンチャ森のよ

うな）（古河地区） 

■仕事や緊急時等に、一時預かりができる施設が、近所に欲しい。（古河地区） 

■発達相談の予約がすぐに取りにくいので（１ヶ月ほど先になってしまう）、も

っと気軽に早く相談できる場があれば良いと思う。（古河地区） 

■今のままでも十分だと思うので、特にありません。（古河地区） 

■相談事を解決できる仕組み。親身になって話を聞いてくれて、問題を解決する

方法を導いてくれたりなど。相談事とは、例えばトイレトレーニングだったり、

好き嫌いなど食事の問題だったりなど。（古河地区） 

■行政からの定期的な訪問（古河地区） 

■近所の方からは「おはよう」等、少しでもいいので、声かけがあると顔を知っ

てもらえていいかも。（古河地区） 

■古河市に引っ越してきてビックリしたのが、病院代が無料ではなかったことで

す。子どもが３人いて、１人がかかると次々にうつるので、毎月病院代もばか

になりません。（古河地区） 
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■私的なところでは、親が動くのではなく、動いてくれるシステムがほしい。電

話があり、家に来て話などができることが今あるのか良く分からないので知ら

ない人として書いています。（古河地区） 

■私の子どもは保育園に行っているので外との交流がありますが、これが保育園

に入れずずっと２人きりだったとしたら孤立してしまうと思います。私みたい

に、他から引越してきて友達も少なく実家も遠いので、定期的に声をかけても

らいたいと思います。（古河地区） 

■子育て支援センターなどがもっと増えると良いと思います。ネーブルパークに

あるヤンチャ森のようなところを古河地区にも作って欲しいと思います。古河

総合公園内などにもいつでも室内で子ども達が過ごせるような施設があると

良いと思います。（古河地区） 

■子どもが具合が悪い時、医者には聞きにくいことを気軽に聞ける場所が欲しい。

（古河地区） 

■子育て支援施設が少ない（古河地区） 

■無料で、いつでも遊べるような場所が欲しい。未就園児が気軽に遊べる児童セ

ンターが、あればいいと思う。（古河地区） 

■気軽に話ができるような環境（古河地区） 

■祖父母と一緒に住んでいても母子家庭手当てがもらえればありがたい。もらえ

る権利がないという事自体疑問に思う。（古河地区） 

■泣きやまないときに抱っこしてもらったり、母親がお風呂に入っている間や少

しの時間外出するときにみてもらったりしてくれるとありがたい。（古河地区） 

■児童館があるといい。以前都内に住んでいた時よく利用していました。古河市

にきて、児童館がないことにびっくりしました。（古河地区） 

■予防接種の付き添い。歯科検診の付き添い。体調不良の時にみてもらう。（古

河地区） 

■学区があるように、職に就きながら子育てする人のために、保育所（区）みた

いのを地域で作って、自動的にその職場なら、この保育所と決められたら、働

きやすく生活も育児も余裕ができると思う。（古河地区） 

■家から近い所に一時預かりがあればいい（古河地区） 

■もっとオープンな環境が欲しい。会員にならないとか、お金を払わないと利用

できないと、二の足を踏んでしまう事があります。充実した公園とかが増える

といいと思います。（古河地区） 
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■近所の自治会館等で、習い事ができたらいいと思います。（格安で）近所の方

が、講師をしていたりすると、近所の方との繋がりもできますし。（古河地区） 

■子育て支援センターの拡充（利用時間、人数、センター数がもっと充実すると

良い）、図書館など公共施設に子どもの一時預かり所があると良い。（古河地区） 

■保育所などでの交流の場や交流する機会をもうけるとよいのでしょうか（古河

地区） 

■幼稚園の年代でも無料で遊べる室内の場所（古河地区） 

■市または町内などで遠出してどこかに遊びに行くことのできるサポートがあ

ればいいなと思う（古河地区） 

■１才半と３才児健診のほかにも無料で健診がうけられるようにしてほしい。た

とえば２才、５才など。簡単な血液検査などがあると嬉しい。（古河地区） 

■無（古河地区） 

■病院(小児科が主)が少ない。あっても日時に限りがあるし通うのに遠く、交通

機関が少なすぎる。支援センターも車が無いといけないので一度も利用しなか

った。（古河地区） 

■子育てはストレスがたまり、孤独になりがちなので、子どもを預かってもらい、

母親が子育てに関するセミナーに参加したり、サークルに参加できるような環

境があればよいと思う。（古河地区） 

■保育所でも幼稚園と同様もしくは少しでも幼児教育をして頂きたい。（古河地

区） 

■緊急時（災害等）に対応してもらえれば安心です（古河地区） 

■短時間でも見てくれる、預かれる所。急病など。（古河地区） 

■今で満足しています（古河地区） 

■何かこまっていることはないか聞いてくれる人がいるとうれしい（古河地区） 

■幼稚園を無償化してほしい。子どもを産みやすい環境を整えてほしい。（主に

金額面）（古河地区） 

■私たちのように県外が実家で頼れる人がいない人をもっと保育園などに優先

的に入れて欲しい！！ 子どもが熱を出した時など、少しの時間でもみてもら

える施設が欲しいです！（総和地区） 

■精神的な面で、寄り添ってくれる人（特に産後）（総和地区） 

■現状で、幼稚園で預かり保育があるし、小学校では児童クラブもあるので、祖
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父母に迷惑をかけずに、安心してみてもらえる環境だと思う。ありがたいです。

（総和地区） 

■病気の時に預かってくれるような場所があるといいと思います。（長時間でな

く、短時間で）（総和地区） 

■急ぎでも、気軽に子どもを預かってもらえる施設が近くにあると助かります。

（総和地区） 

■定期的な自宅訪問（総和地区） 

■雨の日でも気軽に遊べる所があるといいです。（総和地区） 

■サポートは、どのようなものがあるかの案内（公的、民営問わず）（総和地区） 

■無料預かり。英語に早くから慣れるように０歳～小学校にあがる前までの子ど

もに英語でのリトミックやゲームなど、無料でできる集まりがあればいいな。

（総和地区） 

■祖父母に預けると申し訳ないと思ってしまう。だけど、どこかに預けようと考

えると、お金がかかり（意外と高い）、やっぱり祖父母に頼るしかない。小さ

い子どもがいると働けないので、もう少し子育ての補助金があればいいと思う。

（総和地区） 

■母親の急病など、すぐあずかってもらえる施設がないので、事前に登録してお

けばあずけられるようなところがほしいです。支援センターなども活用してい

ますが、もう少し声かけがあると助かります。（総和地区） 

■夜、23時以降の子どもの急患診療を行ってくれる病院が近くに 1つもないので、

それを改善して頂きたい。（総和地区） 

■緊急時に子どもを預かってくれると、ありがたいです。特に今、妊婦で、旦那

が単身赴任でいないし、両親も他県に住んでいるので、夜でも緊急な場合、子

どもを見ていてくれる施設が、あればいいと思います。（総和地区） 

■ファミサポのような、朝から遅い時間まで、土日を問わずに見てくれる施設が

近くにあると助かる。金銭的な負担も少ないと助かる。（２人いると結構高く

なってしまう）（総和地区） 

■家政婦さんのように自分（母）が調子が悪い時、少し出かけたい時に見ていて

くれる人を（24 時間いつでも来てくれる）派遣して、サポートがあれば良いと

思う。（総和地区） 

■仕事が休みの日、預かって欲しい（総和地区） 

■間に合っている（総和地区） 
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■障害児のデイサービス、療育の充実、子育ての悩み相談（総和地区） 

■ＨＰ ｏｒ 相談室（総和地区） 

■親子で集まれる場所をもっと近くにしてほしい（総和地区） 

■任意の予防接種も含めた、接種スケジュールの表などがあれば助かります。（総

和地区） 

■風邪などでも保育できる教室。流行の時でも（胃腸炎、インフル、手足口病な

ど）同じクラスにいるために必ずもらうため、結局仕事を休むことになるのと、

親の仕事のために保育所に預けているが、結局子どもが具合悪くなることが心

配。（総和地区） 

■ファミリーサポートのような施設が、他にもあると良いと思う。（もっと自宅

に近い所にあれば、利用したいと思う事が何度かあった）（総和地区） 

■健診の回数をもう少し増やす。（２歳健診がないのは、どうして・・・？）（総

和地区） 

■県外から勤務で引っ越しした際、役所の手続き時に、古河市内の保育園の支援

センター(子育て広場)のスケジュール表をいただくことで、全く情報がなかっ

たなかでもすぐに利用できて参考になりました。より具体的な情報が身近でみ

られた方が子育てが忙しくインターネットを開く暇がない時も役立つと思い

ます。たとえば、公園マップや幼稚園の未就園児の集まりなども情報があると

いいです。（総和地区） 

■いっしょに遊んでくれたらいい（総和地区） 

■自分の親が病気の時など、母子家庭は働かなくてはいけない状況で、子どもが

病気になった時に預かってもらえる施設があり、見てもらえるサポートがあれ

ばと思います。（総和地区） 

■どんな支援があるのか等こちら側からアクションを起こさなくても「お知らせ」

みたいな感じで気軽に情報が目や耳に入ってくればいいなと思います。（総和

地区） 

■保育園の設置数を増やす。幼稚園も夏休み等、長期の休みをなくし、母親が働

きやすい環境にして欲しい。（総和地区） 

■つぶやき、聞いて欲しいと思う時がある。きいていなくとも本当はよいのかも

知れないが会うのはそんなにしたくない。勝手にしたいのかも知れない。（総

和地区） 

■保育園に行くまでの間や帰りが遅い時等に預かってもらえる所があったら、す
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ごく助かります。（無料で）（総和地区） 

■週 1 回でも決まった曜日、時間に子どもを無料で、預かってもらえる。（総和

地区） 

■無料で利用できるサポートセンターや相談窓口が、あればいい。（総和地区） 

■地域の資源や子どもの発達に関する知識がある人に、いつでも気軽に相談でき

る場所があると良い。（総和地区） 

■ファミリーサポートセンターなど一時的に預かってくれる所を増やして欲し

い。学童ではなく、小学生低学年程度、16～17時まで無料で預かってくれるボ

ランティアがあると良い。（総和地区） 

■子育て支援センターというすばらしい場所を大きく皆さんに情報が伝わるよ

うにしてほしい。子どもとお母さんが一緒に安心して過ごせる所を、子どもが

生まれてから民生委員の方がセンターやファミサポなどを教えてはくれたが、

情報が広く伝わっていない。（総和地区） 

■講演会（子育て）、声かけ（総和地区） 

■病児保育があると助かる（総和地区） 

■仕事が遅くまであるので、学童の時間が 20 時まであったり、朝も 7：00 くら

いからみてもらえるとよいです。母子家庭の子育て支援を充実してもらいたい。

（総和地区） 

■病児保育（総和地区） 

■保育所を卒園した後の小学生になった後も育児相談できる場所や講演会等あ

ると良いです（総和地区） 

■実家住みでも母子家庭と認められ、支援が受けられること（総和地区） 

■両親、祖父母が働いている家庭が多いと思いますので、保育所や学童保育が充

実していれば安心して預けられると思いますので保育時間帯を充実してほし

いです（総和地区） 

■精神的にプラスになるアドバイス。きついこと、マイナスなこと言われるとだ

いぶ落ち込む。（総和地区） 

■話を聞いてもらえるだけで精神的負担が減るので話し相手になってもらえる

とうれしい（総和地区） 

■小学校に入学したら児童クラブの終了時間を 30 分でもいいので延長してほし

い。切に願います。（総和地区） 
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■他県に住んでいる友人の話ですが、地域のおじいちゃんおばあちゃん（ボラン

ティア）に絵本を読んでもらったり、話を聞いてもらったり、昔の遊びを教え

てもらったりする会がある様でとても和気あいあいで楽しそうだなと思いま

した。（総和地区） 

■相談ができる場、時間があるといいです。（総和地区） 

■医療関係で、夜間の子どもの病気の対応ができない。小児科の病院が（夜間）

市内にない。（総和地区） 

■躾をする上でのアドバイス。経験者の経験論などを集めた冊子の配布。（総和

地区） 

■託児付きの講習会（子育て以外のジャンルも）、交流会等を今後増やして欲し

い（総和地区） 

■安心して子どもをみてもらえる所があるとよい。（総和地区） 

■支援センターが３才以上いけないのが不便。（総和地区） 

■病気になった時、安心して預けられる場所が欲しいです。祖父母の手が無い者

にとって、一番不安な事です。特に出席停止の病気にかかると本当に困ってし

まいます。（総和地区） 

■保育所や小学校で登下校時、バスで送り迎えのシステムがあると安心できると

思います。ニュースなどで小学生が交通事故で死亡する事もありますし、昔と

違って、たつまきやゲリラ雷雨など天候の変化も心配しています。登下校時の

不審者も出たりと心配です。保育所で親が参加する行事はあまり多くないので

仕事を調整して出席できますが、これから小学校に入学した場合、小学校の行

事もあるので親が参加する行事は少し減らしてほしい。（総和地区） 

■今の現状では子育てに携わっている母親が健康面の心配もない状況なので頼

らずにやっています。末っ子はまだ小さく、家族の中でさえ私の元から離れな

いので、いざという時が心配です。施設でのサポートも必要ではありますが、

普段から慣れ親しんでいる親族が一番です。（総和地区） 

■保育料が高い。（総和地区） 

■保育ママ制度があると良いと思います。（総和地区） 

■もっと気軽に相談できる場所があればいい。病後保育などをしてくれる場所が

欲しい。（総和地区） 

■今で満足しています。屋内で遊べるヤンチャ森のような施設がもっとあるとう

れしい。（総和地区） 



78 

 

■一時保育施設の充実。病気（風邪等の発熱時）の子も預かってくれる施設。（総

和地区） 

■該当する子どもに対するサービスの提供。該当する子どもへの周知の仕方

（個々への郵送・電話等）。（総和地区） 

■○○老人会など子どもも一緒に集える機会があればと思います（総和地区） 

■自分が妊婦の時に思った事ですが、上の子が熱や病気で病院へ行かなきゃなら

なかった時、おなかが大きくて辛かったので、誰かいてくれたらなと思ったこ

とがあります。一緒に付き添ってくれる人がいるだけで心強い気がします。（総

和地区） 

■一時保育を手軽に安く・・・もっと預けやすい環境を（三和地区） 

■親族から見て、子育てに対しても常識のある行動か、また他の場所に行っても

恥ずかしくないか見て欲しい。（三和地区） 

■離乳食の講座の人数が、すぐ集まる（定員を超える）と聞いたので、もう少し

大人数を想定して、組んで欲しい。（三和地区） 

■私の具合が悪くて、日中、子どもを見てくれる人がいると助かります。（三和

地区） 

■子どもがパワフルで、日々体力消耗させることが難しいので、思う存分消耗で

きる環境やサポート（人手）が欲しいです。（三和地区） 

■24 時間の医療体制（三和地区） 

■緊急時、通院時に看てもらえたりしてもらえると助かります。（三和地区） 

■幼児教育に必要な情報を知りたい。広報等も見るが、メールなど登録して情報

が来たら、便利だと思う。（三和地区） 

■子育て経験者からアドバイス（三和地区） 

■土、日、祝も無料又は低料金で子どもを預けられる施設がほしい。（三和地区） 

■子育てをしていて、自分が病気になった時などの食事・家事のサポート（三和

地区） 

■悩み事や話を聞いてアドバイスをするなど（三和地区） 

■時間等自由に預けられる体制（三和地区） 

■分からない事が多いので相談にのってくれると助かる。（三和地区） 

■今回、自分が入院した時に思ったこと・・・子どもたちを保育園まで送迎して

くれたり、緊急で子どもを預かってくれるところ（三和地区） 
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■日常的に祖母が育児に協力しているので、特にありません。（三和地区） 

■熱を出して夜間の病院へ行くのですが、子どもを看る先生はほとんどいない

（三和地区） 

■病気の時でも預かってくれる施設があると助かると思う（三和地区） 

■仕事を持っているので、相談事や健診など、土曜日に対応して欲しいし、メー

ル等で相談受付、返答をして欲しいです。（三和地区） 

■病気の時に看てもらえる環境があればと思う。また、夫婦で出かけたいときに

預かってくれる施設が欲しい。（三和地区） 

■保育所をもう少し増やして欲しいです。（三和地区） 

■安心、安全で過ごせる環境、大人の目があればいいです。（三和地区） 

■困った時に相談できる。用事がある時に預けられるシステムが、もっと充実す

るといい。（三和地区） 

■仕事帰りでも、フラッと立ち寄れて相談できる所が、あればいいなと思う。22

時までやっているとか。（三和地区） 

■土日仕事だと幼稚園も行かせにくいのでどうにもならない時があるのでその

対応があればよい。（三和地区） 

■情報収集はインターネットに頼ってしまう為、（教育も含め）専門的なアドバ

イスをしてほしい（三和地区） 

■児童館のような場所がもっと欲しい（三和地区） 

■病気でぐったりしてしまった時、家まで診察に来てくれるとか、病院の待合室

に寝かせられるスペースがあるとか、一緒についてきてくれるとか。（三和地

区） 

■成長するにあたって必ず通る道というか、必要な事に対しての教えてくれる○

○教室（三和地区） 

■上の兄弟の習い事の送迎。自分が赤ちゃんで手が離せない為上の子が習い事を

やめた。（三和地区） 

■無料である施設を開放してくれるといい。（三和地区） 

■安心できる状況であずかってもらいたい。（三和地区） 

■キッズカードでお店などでサービスを受けるので増やしてほしい。スーパーな

どで提示しても月１回～２回しか使える日が無い。子育てにお金がかかるので

少しでも安い買い物ができると良いです。（三和地区） 
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■疲れた時に助けてもらえる（三和地区） 

■急な用事が出来た時に、短時間でも安心して預かってくれるところがあればい

いなと思う。（土日祝も）（三和地区） 

■用事がある場合などに子どもをみてほしい（三和地区） 

■父母に緊急な何かがあった時は祖母に子どもを見ていてもらいますが車を運

転できません。緊急時に対応してくれる交通機関があればいいです。（三和地

区） 

■急な仕事が入った時、みてもらえるような（三和地区） 

■悩みや疑問があったときすぐに対応してくる信頼関係を持って悩み等を聞い

てくれる人を含めた施設（子育て支援）があると良いと思う。（三和地区） 

■「イクメン」が増えている話をＴＶや新聞などで目にします。協力してくれる

旦那さん、非協力的な旦那さんもいるようで良く話しますが、「もっと男の人

にも協力」してもらえるように、古河市から呼びかけをお願いします。（三和

地区） 

■子どもが色々な体験をできる機会を増やす（三和地区） 

■子育てについて悩んでしまったとき、気軽に相談できる場があるといいと思う。

（三和地区） 

■病気の事など、医療関係の人へ気軽に相談できたり話を聞けたら、ありがたい

です。（三和地区） 

■私が調子の悪い時に見てもらえる等（三和地区） 

■年齢に応じて子どもと親が集まって色々な話をする場があったら良いと思う。

子どもが小さい、子どもが病気、すぐに具合が悪くなるため、会社側も嫌がる。

（三和地区） 

■仕事をするうえで、祝日や子どもの体調不良時や残業で遅くなる時にみてもら

える人が欲しい、祖父母は遠方の為、前もって連絡をして見てもらうことがで

きない為。（三和地区） 

■地域社会（近所の方）の見守りがあると思える環境にいられるととても安心で

きると思います。（三和地区） 

■用事がある時みてもらえる人がいないので、今は何かの時はファミリーサポー

トセンターまで行くのですが、もう少し近くにあるとありがたいです。（三和

地区） 

■困った事を相談できること。緊急の時にサポートしてくれること。（三和地区） 
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■お金のサポートして欲しい。（三和地区） 

■病気後の保育（元気だけど登園停止中）の時にみてもらえる所があれば助かり

ます。親の仕事の都合で・・・。（三和地区） 

■緊急時の幼稚園のお迎え、未就園児の一時預かりなど（三和地区） 

■病気やケガをした時や、こどもの教育でどのようにすればいいか困った時、相

談できる相手がほしい（三和地区） 

■子どもの成長過程で起こる出来事で分からないことが起きた時に、その都度話

を聞いてもらえたりアドバイスしてもらえたら助かります（三和地区） 

■交流の場所（イベントや無料で遊べるスペース等）（三和地区） 

■病気の時も預けられる環境（病院）（三和地区） 

■病児保育が可能な施設があると良い。また、土日、祝日もサポートしてくれる

など。（三和地区） 

■土日、仕事がある時、短時間でも子どもを預かって貰える施設があると助かる。

（三和地区） 

■親以外の大人の人とのかかわりが少ないので、いろんな大人の人とかかわり合

えるような場所があればいいと思う。（三和地区） 

■子どもの健診を増やして欲しい。（１歳時にもして欲しい。）子どもの医療費を

無料にして欲しい。（無料の自治体もありますよ。）夜間救急対応の病院をもっ

と増やして欲しい。（不明） 

■旧古河市の幼稚園の保育料が高い！！（不明） 

■育児・家事等での協力、定期的な 1 人の時間（少しの間子どもを見てもらう）

の確保（不明） 

■子どもを見てもらえる場所を気軽に聞け、預けられる場所を提供してもらいた

い。（不明） 

■夜間病院の充実（不明） 

■子育てのサポートというよりも、両親(私たち)が親である自覚をもって臨むこ

とが大切であると考えます。（不明） 

■有り過ぎて、誰に何を言えばいいのか分からない。（不明） 

■子どもにお金がかかるので、育児手当など現金支援（不明） 
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問32 幼児教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がござ

いましたら、ご自由にご記入ください。 

 

■近所に市民講座や、勉強堂などがある施設ができたけど、幼児が利用できる場

所や講座がないです。総和や三和にはあるのに旧古河地区にはないので遠いと

利用しないです。お年寄りや年配の人が利用できて子どもの遊び場がないです。

たとえば小さくてもいいので、室内で遊べる場所を作ってほしいです。仕事が

休みの時に子どもと利用したいです。（古河地区） 

■古河市は広いにもかかわらず、子どもを遊ばせる公園、施設が少ない。他の自

治体では医療費や支援センター等無料が多い中、有料で夜間診療も車で何十分

もかけていかなくてはならない。子育て環境が整ってない為、周りの人たちも

他の自治体の施設を利用している状況です。引っ越してきて残念に思いました。

（古河地区） 

■総和地区のほうが施設、サービスも充実している気がする。子どもが少ない古

河地区にもよろしくお願いします。（古河地区） 

■保育園を利用中ですが、幼稚園だけではなく、保育園にも長期休暇があります。

８月 13 日～16 日の４日間と３月 28 日～４月２日の６日間(土日を除くと４日

間)です。うちは祖父母がすぐ近くにいますので長期間預け可能ですが、いな

ければどこの一時預かりもお盆と年度末はお休みです。非常に不便です。ファ

ミリーサポートセンターまで車で送迎しても往復１時間、朝晩２時間費やすの

は現実的ではありません。先生方の休日を確保するなら、代替施設を近所に増

やしてほしいです。（古河地区） 

■一時預かりで土曜日は預かれないと断わられました。お願いしたかったです。

（古河地区） 

■今は幼稚園に延長保育があるので、何かのときは気軽に利用できるが、小学校

に入ったら、学童に入っていないと預けられないので、どうしようか不安です。

（古河地区） 

■近くに公園がないので作ってほしい。夜間救急対応が 23 時までしかやってい

ないので特に乳児が不安、何かあったらどこに行けばいいのか心配、こども手

当はとても助かります。（古河地区） 

■医療関係で、他の地域はほとんど無料なのに古河はお金を取られるのが少し不

満です。（古河地区） 

■未就学児（幼稚園などに入る前）の交流の場が少ない。児童館など無料で利用

できる場所や、市でイベント的なものがもっとあると良い。保育所の子育て事
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業に参加した事もあるが、場所によっては先生が少し話して後は自由にという

感じでつまらなかった。毎回 100円は高いと思う。公園も少ないというかない

ので、子育てには不便な地域だと感じる。（古河地区） 

■古河市には児童館がないので近隣の児童館へ遊びに行っている。ネーブルパー

クやヤンチャ森だと小さい子しか遊べないし、規模も小さい（赤ちゃんにはと

ても良いが）。古河市にも室内で遊べる施設（児童館のような）があるといい

なと思います。（古河地区） 

■自宅に近いところに子どもと遊べる施設がありません。たとえば近所に「はな

ももプラザ」ができたんですが、幼児が使用できる場がないです。お年寄りの

市民講座とかはできるのに、子どもが遊んだりすることができないので残念で

す。総和と三和にはあるのに古河にはないのが残念です。（古河地区） 

■私は子育て支援センターを利用して上の子下の子トータル６年間になります。

両親は近くにいますが、同じ、子どもをもつママさん達と話し、子ども同士も

楽しく遊べて、先輩ママに相談したり、先生とも話せて、素晴らしい施設でし

た。もっとたくさんの人にこのような施設があることを知ってもらいたいです。

（古河地区） 

■下の子を出産した時、保育園の送迎が難しかった。送迎などのサービスがある

といいのにと思った。下の子を出産するにあたってすごく、不便に思うことが

あり、子育て支援されてないと思った。母が入院している時、小学生の子ども

が帰宅後、1 人で留守番をしている時があり、心配だった。もっといろいろな

ケースに対応してもらえるサービスをしてほしい。（古河地区） 

■来年、１年生になる子がいるのですが、色々と揃えるものがあり、大変です。

できれば、少しでも支援をしてもらえれば、良いかと思います。うちには、子

どもが沢山いるので、出費がかかって大変です。あとは、幼稚園の料金をもっ

と改善してもらいたいです。幼稚園に入所したくても料金が高いと入所が困難

です。それらを改善していただければ、光栄です。（古河地区） 

■歩道の未整備など目立つ。（ほとんど歩道がない） 行政が、過保護すぎる所

があるかも？個と行政の繋がり重視で、個と個の繋がりはない。（古河地区） 

■室内で活動できる場所が欲しいです。ヤンチャ森では物足りず、雨の日など遊

べる場所がないです。（児童館など）近くにあれば、育児しやすいです。（古河

地区） 

■古河駅の近くに住んでいますが、歩いて遊びに行けるような支援センターや公

園が、ほとんどありません。あっても公園は汚れていたり、草木が伸びていた

りと管理されておらず、なんにでも触りたがる子どもを連れて行くのは、とっ
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ても気が引けます。公園の管理（遊具やゴミの清掃含め）は、いつされている

のか疑問です。駅の周辺には、マンションも多く、子どももたくさんいるのに

外で安心して遊ばせる所がない、と皆言っています。（古河地区） 

■古河市も子どもの医療費を無料にして欲しいです。（現在１回 600 円）（古河地

区） 

■保育所の利用できる時間をもっと長くして欲しい。子どもの医療費は、全額公

費負担にして欲しい。保育所の利用料が高い。保育所に土曜日に預けた場合も

給食を出して欲しい。英語など習わせることができる施設、環境を行政にも提

供してもらいたい。（古河地区） 

■一時預かりや週に数回のパートをしている人など、短期間預けられる場所が少

ないと思うので、気軽に利用できて、料金も安い所が充実しているとありがた

い。（古河地区） 

■駅周辺に子育て支援センターや公園（小さい子が遊べるような、ちょっとした

広場）がない。未就園児がいる時、車でわざわざ支援センターに出向くのは、

面倒という感じ。参加しない方もいると思うので、散歩がてら気軽に立ち寄れ

るような、日中いつでも開放している場所があると良い。（古河地区） 

■いつでも利用できる児童館を造って欲しい。（小学生でも利用できる）（古河地

区） 

■現在、幼稚園の０～２歳児保育を利用しています。周りに２人の子どもを１人

で見ているというお母さんが多くおり、仕事をしていなくても０～２歳児を預

けられる所があるのは、とても良いと思います。（民間だと非常に高い）子ど

もが幼稚園に入園し、ある程度落ち着いてから働きたいというお母さんの声も

よく聞きます。その時に保育所に転園させなくてもよい、というようになれば、

待機児童や希望の保育所に入れない、といったことも解消されていくのではな

いでしょうか。認定こども園が早く整備されることを望みます。（古河地区） 

■電車通勤をしている夫婦共働きの家庭にとって、朝７時～夜７時までの子ども

を預けられる施設が駅周辺にないため、育児休業、終了後の計画が立てにくい。

現在郊外への引越しを検討している。（古河地区） 

■第１子（現在３才）は子育て支援センターをよく利用していました。職員（先

生）の方たちは皆さんとても良い人ばかりで励まされました。保育環境につい

てですが、旧古河地区は公園的なスペースがなくてつらいです。マンション生

活で階下の人から子どもがうるさいと苦情をいただき外遊びをさせたくても

気軽につれていける公園や空き地がなくてしんどかったです。支援センターは

午前中でおわってしまうので、午後も利用したいと思ったこともあります。（子
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どものきげん次第で午前中支援センターに行けなくなったりすることがある

ので）。（古河地区） 

■地域に子どもを連れて行きたい、遊ばせたいと思える場所が非常に少なく、育

てにくさを感じます。古河総合公園やネーブルパークなどは立派ですが、それ

しかないという印象が古河市は強いです。知人宅を訪れると、自宅周辺に子ど

もが遊びやすい遊具の揃った公園がたくさんありました。周囲の子育て中の

方々も口々に言いますが、よい公園がなさすぎる感じがあります。公園も遊具

があまりよくなく、危険な印象のものだったり、そのせいか公園に人気がなく

さびれている印象で近寄りがたいです。古河は古河で生まれ育った人がそのま

まとどまり、子育て家庭が多い印象なので、そのような家庭が日常的に利用し

やすい、安心して訪れたいと思える地域の公園の整備を進めて欲しいと思いま

す。（古河地区） 

■シフト制の仕事なので、母親の負担を考えると土日、祝日も預けられる場所が

増えて欲しい。（古河地区） 

■図書館、公民館などの公共施設に幼児用トイレがほしい、男子トイレにも幼児

用トイレ、おむつかえシートが必要(あるいは誰でもつかえるスペース)子育て

支援センターの開放がもっと長い時間であったり、土日もあること(どこかの

市は土もあったはず)（古河地区） 

■支援センターを無料にしてほしい、時間を 18 時くらいまで長くしてほしい、

子の医療費は同一病院で 1,200 円～(１日 600円)以上は出していますが他の地

域は無料なのではないですか。同一ではなくせめて日の医療費を 1,200円～で

きるなら、他と同じ無料にしてほしい、古河市は高齢者には優しく、子どもに

は優しくないのですか、引っ越しも考えています。厳しく書きましたが住みや

すくなってほしいのです。これから消費税も上がるし、経済的にマイナスばか

り、働きたくても子を預けるのに費用がかかれば大きくなれば働きます。せめ

て医療費は無料のところへ行きたい。この金額バカにならないですよ。長い目

で見ると。税も他より高い。できれば古河に住みたいが、変わらなければ引っ

越すしかない。（古河地区） 

■小さい子どもが自由に遊べる施設、公園が少ない。一時預かりの予約が取れな

い事がある。親子で参加出来る行事をふやしてほしい。（古河地区） 

■昨年、他県より引っ越して来ましたが、公園が少なく児童館もないので、幼稚

園に入園するまで遊ぶ場所に悩みました。一時預かりをしてもらえる所も車が

ないと行かれなかったので、夫や遠方の親に頼んでけっこう大変でした。幼児

健診等でお世話になった保健師さんはみな親身になって下さり有難かったの
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ですが、とにかく小さい子どもが利用できる施設が少ないと感じます。（古河

地区） 

■児童館が古河市にもあるといいなあと思います。活動内容も充実しているし、

休日、小学生が参加してもよい行事があり、上の子がいる兄弟には助かります。

義務教育の間、医療費がかからないようになると嬉しいです。（古河地区） 

■子どもが産まれて数ヵ月後に市の家庭訪問で色々と相談が出来たのは良かっ

たです。これからも続けてほしいです。相談員の方、いい方でした。予防接種

で任意のものが値段が高いので、毎月家計を圧迫しています。補助などあると

嬉しいです。育休後、職場復帰しました。時短で働いているので給料が減りま

した。保育料はおそらく１年前の所得で計算されていると思うので、ちょっと

家計的に厳しいです…時短勤務の人は少し保育料が下がるような仕組みにな

るといいなぁと思います。（古河地区） 

■もっと子育て支援センターみたいなものが沢山あるといい。他の県に比べて、

育児の環境がとぼしい→他の県は子どもの医療費は無料だし、支援センターも

少ない。（古河地区） 

■兄弟が別々の保育所にならないように、もう少し配慮して欲しい。（古河地区） 

■現在、幼稚園に子どもを通わせています。２人目も通わせたいのですが、２人

分の月謝を払う余裕がありません。保育園なら半額ですが、働いている人優先

なので、入れません。子どもが３人いるので、預けられる場所があれば、働き

たいです。（祖母と同居しているので、預けられる対象になりません。）（古河

地区） 

■古河市には、私立の幼稚園しかないから高い。市立や町立の幼稚園があると助

かる。私立幼稚園は、就園奨励費補助があるが、１年に２回返金という形で、

補助金を出してもらうより、毎月の園の月謝を安くしてもらいたい。（古河地

区） 

■児童公園（野外、室内）などが、近くに欲しい。子どもが幼稚園に上がるまで、

交流がなかった。歩いて行ける範囲にあれば、園外で遊ぶ友達ができたのに・・・。

子どもに発達の遅れを感じているが、具体的に診断がついた訳ではないので、

月３回の訓練だけなのですが、もっと回数を増やしたい。（古河地区） 

■小さい子どもが遊べる公園が、少なすぎます！！アスレチック広場など、ない

です。これでは、古河から人口が他県へ流出しても、おかしくないと思います。

子育てしにくすぎる。病院での 600 円の支払いもなくすべきと思います。手の

付けられていない、草が生えたままの土地も多い。（古河地区） 
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■幼稚園では、週に１回くらいお弁当持参の所が多いですが、できれば全ての幼

稚園で、出してくれると助かります。（まだ預けていませんが、私の周りにも

同じような考えのママ達は多いです）（古河地区） 

■来年度、就学するのを機に仕事を考えているが、夏休みの期間、子どもをどこ

に預けるのかがネックである。特にパートタイムの場合、普段は子どもが帰る

までに帰宅できても、夏休み中はそうはいかないので、夏休みだけ預かってく

れる所を作って欲しい。また、子どもたちが遊ぶ公園が学区内にはないので作

って欲しい。児童館もあると良い。（古河地区） 

■私は人事異動の都合で８月（子ども９ヶ月）に県央の方から転勤してきました。

できれば保育園へ預けたかったのですが、転勤日の５～７日前に入所できる保

育園がないと言われ、急きょ預かり保育のある幼稚園（見学済みだった）へ連

絡を取り、受け入れて頂けました。通勤にも便利な所なので今も利用させて頂

いていますが、０歳児の離乳食は毎日、今も週２回は弁当、春休み夏休みは毎

日弁当…と完全給食でないことが少し苦に感じてます。また、土曜日は午前中

しか預けられないのが残念です。でも幼稚園で０、１、２歳保育が設けられて

いることは非常に助かりました。（古河地区） 

■古河地区在住ですが、近くに大きな公園が無いのが不満。ネーブルパークは遠

い。未就園児～小学生くらいの子どもが遊べる大きなアスレチックのある公園

が欲しい。マル福はありがたいが、600 円かかるのも少々不満。地域によって

はもっと安い所もあるので、見直してもらえるとありがたい。（古河地区） 

■働かないと生活していけない。子育て、介護に関するものは無償にしてほしい。

でないとこれから先だれも子育てに不安がのこる。（古河地区） 

■平日、週末問わず、子どもや親が利用できる児童館が欲しい（古河地区） 

■子育て支援センターとか興味はあるものの、徒歩圏内にないので一度も利用し

た事がありません。もうちょっと数（やってる施設数）を増やしてくれるとい

いなぁと思います。そして郵便などで案内（場所とか時間とか料金）が届くと

ありがたいです。あとはぐるりん号で行ける所にあって、なおかつ３歳未満の

子どもを連れていたらぐるりん号が無料になるとか…。（古河地区） 

■子どもが、はしかや手足口病などの病気になった時、落ち着いてきても幼稚園

等が無理な時に、みてもらえる病児保育や自宅でみてくれるようなサポートを

充実させて、利用しやすくして欲しいです。（古河地区） 

■私が利用してこなかったので、満足度と言われても何とも言えませんが、利用

した方から聞いた話では、「子育て支援センターには、１人で行きづらい」と

いう声が、結構ありました。すでに仲良しグループが出来ていて、輪に入れな



88 

 

い、居づらいなど聞いてしまうと、今後も利用する気にはなれない。（古河地

区） 

■保育所に入所しているが、不審者等の対応が不安である。女性しかいないので、

男性も日常的にいてくれると安心である。（古河地区） 

■保健所の子育て支援センターで、100 円を取るが無料だともっとありがたい。

医療費を何歳までかは、無料にして欲しい。（古河地区） 

■古河市は、幼稚園が私立しかなく、経済的に余裕のないうちは、とても通わせ

られません。かと言って、下の子が１歳なので、３人も保育園に通わせること

もできず・・・。古河市は、何かとお金がかかるため、公立幼稚園のある地域

に引っ越すことにしました。（古河地区） 

■古河市内の全部の幼稚園、保育園の内容（料金、場所、教育方針、サービスな

ど）が、一度に見れたり、比較できたりすると便利で嬉しい。預かり保育など

も分からない事が多いので、分かりやすくしてくれるといい。（古河地区） 

■天候や曜日、時間、人数等に関係なく子どもを遊ばせられる児童館が必要だと

思います。（古河地区） 

■私の家庭ですと、夫婦で病気を持っています。人と接することがあまり出来な

い（夫）、病気で車がのれない（妻）。支援が使えない事に不安を感じない生活

をおくれたらと思います。しかし、人に支えられている事には、古河に感謝し

ています。（古河地区） 

■お祭りや子ども会など地域の人と交流できる所が少ない。新しく入居した人は

子ども会に入れてもらえない事があると聞いて、少し不安がある。（古河地区） 

■古河市はいつになったら子どもの医療費が無料になるのですか？首都圏は大

体実施しているみたいなので…。（古河地区） 

■子ども医療費をただにしてほしい。(他県の市では実際に無料のところがある

ときいたので)（古河地区） 

■現在利用している認定こども園では、利用している子どもが定員オーバーなく

らいたくさんいて、先生１人に対しての子どもの数字が何なのか分かりません

が心配です。先日、待機児童がまだいると聞きました。いくつも園があっても、

少子化のこれからを考えるとどうかと思いますが、何か対策をお願いしたいで

す。（古河地区） 

■古河地区にもヤンチャ森やファミリーサポートセンターのようなところを作

って欲しいです。また土日祝日も利用できる子育て支援センターがあるとあり

がたいです。上の子が幼稚園や小学生であっても下の子と一緒に入れる施設が
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できたらありがたいと思います。（古河地区） 

■古河市は男女雇用の拡大をはかっていて女性も働くことを推奨している感が

とても強く伝わります。でも、両親ともに地元で働いている人ならともかく、

都内まで通勤するような家庭では夫も妻も共働きで育児をするには限界があ

ります。私はやむなく仕事を辞めましたが、専業主婦であることにこの街にい

るとすごく引け目を感じることがしばしばあります。専業主婦でも子どもが小

さいうちは子育てに専念してもいいのですよ的なおおらかな雰囲気がもう少

しあってもいいのではと思うことがあります。そしてまた働きたいと思った時

に働けるような環境があれば、もっと子育て時代を心から楽しめるのではない

かと考えます。（古河地区） 

■自家用車があれば、移動は楽であるが、一度、ぐるりん号を利用しようかと 1

歳の娘をベビーカーに乗せて待っていたら、寝てる娘を抱っこして荷物を持っ

て、ベビーカーをたたむ作業が遅かったのか、運転手の方が次のバスにしてく

れということで、乗れませんでした。こういったとき、利用者は高齢者優先で、

少し手を差し伸べて下さったら、バスにも乗れて施設を利用できたのに。それ

からというもの、一度も利用できずに、自分の足で行くしかありませんでした。

子育て専用とまではいかなくても、小さな子どもがいる家庭の交通手段の利便

性があがるといいなと思います。（古河地区） 

■安心して預けられる所が欲しい（古河地区） 

■公園が少ない。“無料”で利用できる支援センターが少ない。幼稚園、保育園

に行くようになる前までの子どもを遊びに連れて行く場所が少なすぎます。

（古河地区） 

■母子家庭手当てというものが、祖父母と同居しているだけでもらえないのは不

思議である。同居していたからといって、お金に余裕があるわけではないのに

…。保険証と一緒に出すマル福について。申請すると戻ってくるのなら、初め

から払う必要がないと思う。忙しくて申請にいけず、結局マル福をもっていて

も普通にお金を払っているのが現状である。車にのれない人にとって市役所ま

で行ってお金を戻すという行為そのものが意外と大変だということをわかっ

てほしい。（古河地区） 

■各施設に病児保育が出来る施設があればいいなと思う。また延長保育時間など

が一定ならいい。（古河地区） 

■小さい子ども達が安心して遊ぶことのできる公園や、室内施設が少ない。駅周

辺（自転車でも行ける範囲）にあるといい。（古河地区） 

■古河市は、保育所入所が４月からの場合３月の慣らし保育がなく、４月１から
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自分の職場復帰＋子どもの環境の変化で母子ともにとても大変でした。実家の

ある他県では３月に約１カ月慣らし保育があり、スムーズに仕事復帰、入所が

できます。絶対に３月に慣らし保育という制度を実施して頂きたいです。（古

河地区） 

■認定こども園に通わせたい。母子家庭の為習い事に連れていける時間がなかな

かとれないので幼稚園と保育園のいいとこどりがあるとすごくありがたいで

す。（古河地区） 

■児童センター、一時預かり保育など、古河市は子育て環境が不十分。子どもが

遊べる公園が少なすぎる。（古河地区） 

■支援制度について、分かりにくい。今年、古河市内に引っ越してきましたが、

分かりにくいです。（古河地区） 

■情報提供を増加して欲しい（古河地区） 

■子どもが小さいから等、子どもを理由に職場を見つける事が難しい状況で、保

育所の関係から、やむなくといった事が多く、自分の条件に合った仕事に就け

ない。やっと見つけても、子どもが病気、怪我などで、保育所、学校に行けな

いときに休むのが、難しい。融通が利く職場がない。見つけられない。募集が

ない。（古河地区） 

■幼稚園代が高い。土日、長期休暇等、預かってもらえると助かる。（古河地区） 

■病児保育は、必要だと思います。（古河地区） 

■公園の整備、メンテナンスの充実→ネーブルパークや総合公園のような大規模

な公園ではなく、住宅地にある小規模な公園を利用しやすくして欲しい。日陰

がなく夏場利用できなかったり、水たまりができて遊べない、遊具が古い、少

ないなど、満足できる公園が少ない。（古河地区） 

■市内の公園遊具が老朽化しているように思えます。又、保育所の園庭開放があ

ると助かります(市内の総合公園等も利用させていただいていますが、親一人

で子どもを見るとなると広すぎて目が行き届かないので)特に土曜の保育士さ

んがいる時間内で親の責任という形で。（古河地区） 

■病児・病後保育を充実させてほしい。（古河地区） 

■やはり急な病気等の時に保育をして下さるところや、急な用事（親の急病）の

時に預って下さるところがあると有難いです。また少子化の中、地域での他者

との交流事業がもっと気軽にあると便利かと思います。働くママには必要に応

じて休める環境、職場づくりを、主婦でいるママには孤立しない相談しやすい

環境づくりを。子育て中はたのしくて忙しいし大変。それを家族、社会でのり
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きる環境づくりをお願いします。（古河地区） 

■学童をもう少し長く（小３まででなく）みてもらえると良いと思う。幼稚園後

の遊び場が公園だと遊具が少ない。ゴミやガラスがあって危ない。（古河地区） 

■古河市はなんでも遠い。バスもないに等しい。せめて役所はどの庁舎にいって

も同じ手続きができるようにしてほしい。古河地区はもともと発展していて人

も多い認識で引っ越してきたが、古河庁舎はバスもぐるりん号くらいしかない

し、タクシー乗り場にタクシーはいないし、ぐるりん号は全然来なくてビック

リした。それと子どもの健診は近くの小児科でやって欲しい(日にち自由にし

てほしい)このご時世に平日決まった日に遠くに出向いていくのは無理がある。

毎回気まずい思いで休みを取っていっている。あとは色々な手続きをするのに

いろんなところに行くのは大変なので 1 つの場所でできるようにしてほしい。

発達支援事業利用できることになり大変ありがたいのだが色々な場所の方と

５、６回お話したり、色々な所に何度も出向かなくてはならず、仕事の合間の

休みを使って手続きするのに数カ月かかって大変、専業主婦か家族と同居して

いることを前提に色々な手続きの仕方が決められているような気がして共働

き家庭としては本当に大変です。（古河地区） 

■医療費、インフルエンザやおたふく、みずぼうそう等、実費だとかなり高額に

なります。助成してほしいです。小児科の充実。古河にもありますが、マル福

があっても+2500 円とられたりします。市で負担してほしいです。子育ての中

の親もストレスが多いです。ヤンチャ森のように親子であそべるところを増や

して下さい。たとえば大型商業施設の中などにあると子どもをあずけて、買い

物なども助かります。（古河地区） 

■児童館があればいいと思っていた。（古河地区） 

■地域の支援センターが欲しい。（古河地区） 

■保育所（市立の）でも幼児教育を充実させて頂きたい。体操教室、英語教育な

どしてほしい。（古河地区） 

■保育料が高い。就園奨励費が少ない。兄弟の歳が近い世代だけ、奨励費が高額

なのは、不公平さを感じる。（古河地区） 

■仕事をしたいと思っても、仕事が決まってからでないと保育所の入所申し込み

も難しく、定員に達していると保育所にも入れず、幼稚園では土曜日はみても

らえず…色々と仕事をするには大変な思いをしていると思います。また子ども

の医療費無料化、ぜひお願いしたいです。（古河地区） 

■市内の子育て支援センターは毎回利用料を取っているが、何かイベントや材料
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費などがかかる以外は無料がよいと思う。もっと利用できる時間を長くしてあ

げた方がよい。（古河地区） 

■公立の幼稚園を設立して下さい！他の市町村はあるのに、何故古河市には無い

のですか！？私立には私立の良さがあると思うけど高すぎる！子どもをたく

さん欲しくて幼稚園に入れたくても、断念せざるを得なくなる。私立、公立の

選択ができるようにして下さい！！古河市は全体的に遅れている。子どもがハ

タチになったら、どこでお祝いの行事をするの？幼い子どもがいる家庭の事情

をもっと真剣に考えて下さい！（古河地区） 

■子どもが３歳になったら入れようとしている幼稚園（近所）は、建物が古く、

地震などが心配である。私立の幼稚園への建て直し等の要請や補助もしてほし

い（現在は保育所の方が安心だが、働いていないので…）。もしくは公立幼稚

園を新設。（古河地区） 

■病児保育の実施、保険料(他県や都に比べて高い)の引き下げ、保育所でも幼稚

園のような教育を行って欲しい。やはり差が出てくると思う。また保育所でも、

各保育所で、差があるのはおかしい。子どもあずけている保育所では、17:30

以降になるとＴＶ見せている。あまりよくないと思う。しかし保育士の質は高

く大変助かっている。（古河地区） 

■予防接種の助成項目を増やしてほしい。医療費の窓口負担をなくしてほしい。

（古河地区） 

■子どもの急な病気に対応できる病院（夜間や休日）が、毎日やっているわけで

はない為、不安がある。（総和地区） 

■支援など分かりづらい所があるので、定期的に郵送等で知らせてくれると助か

る（役所で初めて知る事などが多かった為）。（総和地区） 

■とある幼稚園は古く雨漏りや遊具などが古くなっていて子ども達が遊ぶのに

危険を感じます。なので何十年とたつ幼稚園などを直してほしいです。（総和

地区） 

■有料の幼児教育について、もっと料金を安くするか、無料化にするなどしない

と、少子化はどんどん進んでいくと思います。その他、子どもに対しての手当

て等も、もっともっと増やしてほしいです。今のままでは、子どもをたくさん

産みたいと思えない。（総和地区） 

■雨天でも遊べる施設が欲しい。遊具がある児童館等（総和地区） 

■０歳、２歳、２人の子どもを連れて、食料品の買い物に行った際、下の子が寝

てしまい、寝た子をベビーカーに乗せ、上の子をショッピングカートに乗せて
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買い物をしたことが、ありました。カートは、１人乗りがほとんどで、２人乗

りはありません。できたら、2 人乗りカートなんかあると便利かなと思いまし

た。同じような状況のお母さんを時々見かけます。リトミックのような音楽と

共に体を動かして、楽しく遊べる教室を充実させて欲しいです。地域支援の一

環として、やっていただけたら嬉しいです。現在、似たようなものはあるので

すが、短時間ですぐに終わってしまい、その後のおやつタイムの方が、時間が

長くて・・・。地域支援というと、お母さんたちの会話中心なのですが、子ど

もたち同士の関わり中心で、子ども同士で楽しく遊べる場が、あってもいいの

かと思っています。（総和地区） 

■近隣の市町村より私立幼稚園の保育料が高い。預けやすく、気軽に利用できる

施設を充実してほしい。買いものに行く 30分とか…お店の中にあると便利。（総

和地区） 

■幼稚園が少ない（総和地区） 

■予防接種の“定期”対象となるものが、他県に比べすごく遅れている。任意か

ら定期への移行が遅い、わかりにくい。母親は定期＝重要度の高いものと思っ

てしまいます。第３者の立場になって仕組みを考えてほしい。（総和地区） 

■ファミリーサポートセンターの利用料が高く、安易に利用できない。希望の保

育園（家から近い）に入ることができない。（総和地区） 

■広報にのっている子育て支援イベントに沢山参加したいが年齢と曜日が重な

っている園が多く、色々な園に遊びに行くことができない。各園で曜日が重な

らないようにしてもらえるとうれしい。（総和地区） 

■引っ越してきて、まだ２年なので、土地勘もなく、どんな支援や施設があるか

分かりません。また、このようなアンケートが来ても、よく分かりません。も

う少し分かりやすい質問にしてください。（総和地区） 

■うちは、古河市の広報を取っていないため、情報が少なくどんな支援があるか

よく知りません。役所に置いてありますが、仕事をしているとなかなか行く機

会もありません。定期的に手紙で、お知らせがあるとありがたいです。（総和

地区） 

■ヤンチャ森、子育て支援センターなど、数カ所の保育園を利用でき、本当に助

かっています。子どもの為にも、母親の為にも心から感謝しています。また、

様々な幼稚園でも入園の有無に関わらず、施設を利用させていただけた事も嬉

しかったです。こちらのアンケート調査の質問の意味が良く分からず、答え方

が間違っていたら、申し訳ありません。（総和地区） 
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■小学校までの距離が一定以上の子どもは、バス送迎を利用できるなどのサービ

スを行って欲しい。（ぐるりん号の活用など）統廃合などで、子どもの通学距

離が延び、家庭学習やスポーツなどの習い事に時間をかけられなくなっている。

保育園、幼稚園より小学校を増やして欲しい。（保育園、幼稚園は遠くても送

迎してもらえる）学区の見直しをして欲しいです。（総和地区） 

■子どもが２歳になる前に職探しを始めました。近所に空きがある保育園がなく

て、バスの送迎がある古河市の外れの方にある保育園に入れてもらいましたが、

バスの送迎の時間が遅く、短時間の仕事しか就くことができませんでした。市

街地に保育園が不足しています。ファミリーサポートセンターも利用したこと

はありますが、自宅から遠すぎて、園が休みの時に仕事があったので、仕事の

前に 13km も自転車に乗らなくてはいけなくて、あまり利用できません。市街

地に託児所がないと困ります。（総和地区） 

■障害児への対応をしていただいており、療育とのかねあいも上手くいっており

満足。（総和地区） 

■幼稚園（私立）に通う子どもがいる場合、その子以外に兄姉等が複数いると、

なかなか生活が良くならない。兄、姉が中学や小学生（３年以上）で、補助金

増額の対象にならないので尚更。運動不足になるので、スポーツ系のママサー

クルがあったら参加してみたいと思う（室内でできるものが望ましい。卓球、

バドミントンなど）。（総和地区） 

■医療費を０にしてほしい。他県では０です。（総和地区） 

■幼稚園の夏休みが長い。病児保育をしてもらえる所を作ってほしい。（総和地

区） 

■共働きの為、学童保育の定員数を増やしたり、又は同じ様な施設を古河市内で

増やすべきだと思う。生活の為働かなくてはいけないし、だからと言って子ど

ももみてなくてはいけない。安心してみてもらえる施設があれば親も働きやす

いし、生活面でも少しは余裕が出来る。本気で子どもの事考えるなら、子ども

又は親の立場になって考えてもらいたい。（総和地区） 

■病児、病後保育や休日保育が実現されたら助かると思います。（総和地区） 

■保育料が高い、インフルエンザの予防接種の補助が無い。（総和地区） 

■幼児教育、保育環境に関してはだいぶ充実してきていると思います。来春より

小学校入学を控え今なやんでいるのが、小学校に入ると預かり保育(不定期)の

制度がないので夏休み、春休みのみ預かってもらえる支援をさがしています。

仕事(ハーフタイム)なので一年間通して利用となる学童保育までは利用しな
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くてもいいのですが、長期休暇に対応してくれるサービスも充実していただけ

たら助かります。（総和地区） 

■子育て支援センターなどがもう少しほしいと思う。いつでも気軽に行けていろ

いろなイベントなどしていただくと、子どもたちの交流ができると思います。

保育園などの一時預かりなどが、もう少しできればと思いました。（総和地区） 

■無料で広い室内遊び場があると助かります。（古河総合公園や総和の体育館な

どに・・・）（総和地区） 

■通常の就園時間外で預かり保育を希望していても、利用回数が増せば料金が負

担になってしまうので、自分の仕事等に融通をきかせ預けずにすむ様にしたり

していますが、もっとより身近に（幼稚園の様に）子どもも親も安心、信頼し

て見て預ける所があればいいのにと思います。またその様な情報がもっと色々

な所から入ってくれば選択肢も広がるのでありがたいだろうなと思います。

（総和地区） 

■保育園の空きがなかったため、入れる事ができなかった。→もっと保育園とク

ラス数を増やして欲しい。病児保育施設を増やして欲しい。→病気の際、預け

る先がないと困る。 幼稚園も長期休暇をなくして欲しい。あと 8時～16時ま

では、通常保育の時間にしてもらえると助かる。（総和地区） 

■小さな公園が少ない、大きな公園の遊具は園児くらい用になっている。小学生

がいて、３歳がいると一緒に遊べないと思う。小学生が楽しいと思う公園はそ

うない。（総和地区） 

■保育園に入る事がとても難しく、仕事もアルバイトなので、子どもが欲しいが

仕事で産休等がなく、収入が減ってしまうと家のローンもあるため、とても苦

しくなってしまいます。なかなか貯金もできず、子どもを欲しくても作れない

状態にあります。アルバイトでも収入と仕事復帰できる制度が一番の希望です。

保育園等をもっと増やして欲しい。次の子の時、また入るのが大変で、仕事も

決まっていないと入れないので。保育料も、もう少し安くなったら、とても助

かります。（総和地区） 

■予防接種（任意も含め）が、情報不足で、上手に接種できていません。病院に

よって、次回の接種を予約させる所は、色々と教えてくれますが、具合が悪く

なった場合に小児科がないため、違う病院へ行って欲しいとの事。それは困る

ため、他へ行っているが、そちらは接種について、よく理解しているスタッフ

はいない様子なので、予約や接種の仕方は雑誌などに載っているのを見たりし

て、自分で考えながら行っています。それでも、水ぼうそうなど、追加接種し

た方がいいということも最近知りました。もう３年以上経っていますので、効
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果が上がるか分かりませんが、接種させようかと考えています。定期的に、接

種予定表や公費で受けられる接種が分かると助かります。回覧板だけでは、な

かなか難しいです。（総和地区） 

■古河市には、子どもがのびのび遊べる場所が少ない。児童館（各年齢帯の子ど

もが満たされるような）やプレーパークがあると、とても良いなと思う。病児

保育を医療機関と連携してやって欲しい。子どもが楽しめるイベント（ふれあ

い祭りやよかんべ祭り）は、とても有難いです。もっと増やして欲しいくらい

です。 学童も民間にも参入してもらって、質を上げて欲しい。ただ集めてみ

るだけではなく、子どもたちの時間をいかに充実したものにできるかという質

を考えてくれる学童があると嬉しい。（総和地区） 

■今後の市の支援を期待します。（総和地区） 

■兄弟・姉妹が多いと保育料は高いので、３年保育が難しい。今は、３年保育で

通っている人がほとんどなのに・・・。子どもが早く幼稚園に行きたいって一

言に、心が痛いです。補助金の申し込みが終わっても、お金が出るのは、かな

り何ヵ月も待ち、何のための補助金なのか分からなくなります。（申し込みの

時期も遅いです）（総和地区） 

■出産後、退院してからすぐのフォローが必要だと思う。この時期が一番つらい

ので、出産後、泊まれる施設（ナース、助産師がいる）があるといい。（病院、

産院でなく）（総和地区） 

■子どもの医療費が現在、マル福利用で 600 円支払っているが、無料になる事を

望みます。（総和地区） 

■古河市は、子どもを預ける事業や、料金が充実していると思います。他の地域

から「羨ましい」といわれることも。最初は子どもを預ける事業・サービスな

ど知らずに困ったときもありました。保育所の入所条件や幼稚園の開放など市

の広報を見るにも町内会に入っていないとなかなか手にすることもできなっ

たので。色々なサービスがあると知ってもらえるようになるといいと思います。

（総和地区） 

■うちの子どもは３月生まれなのですが、保育所が２、３月は入所は出来ません

と言われました。１年しか育休が取れなかったので、１ヶ月はサポートセンタ

ーに預けました。入所できない（２～３月）期間があるのは知らなかったので、

そういうことはもっと早く教えてほしいです。なぜ入所出来ないのか？また、

他の２、３月に生んだお母さん達も思っていると思います。年間通じていつで

も入所出来るようにしてほしいです。（総和地区） 

■上辺見保育所にお世話になっています。希望する点がいくつかあります。駐車
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場がないのは近辺の環境上仕方ないと思いますが、園バスはあってもいいと思

います。それから外遊びの時間が少ないと思います。人数が多いので見るのが

大変かもしれませんが、登園してから 9：00くらいまで、降園時は 16：00～17：

00、季節、天気により 16：30 くらいまで。男の子なので体力があって発散し

たりできないのではと思う時があります。（総和地区） 

■古河市には児童館などが少なくあまり遊ばせる所がすくないので、もう少しふ

やしてほしいです。幼稚園にいれるとどうしても保育料が高いのでもう少し助

成金みたいのがあってほしいです。（総和地区） 

■学童保育の時間を 20 時までのばしてほしい。高学年でも今の世の中、子ども

だけを家において働くのには不安があるので、うけ入れてもらいたい。（総和

地区） 

■１歳未満の定員数が少ない為、パートタイマーなど勤務が短いと入りにくい。

定員数を増やして欲しい。（総和地区） 

■現在保育所に通っているのですが、通う前に一時保育の相談を役場の人に尋ね

たのですが、保育所案内を渡されただけだったので、もう少し相談にのってほ

しかったです。（総和地区） 

■現在、週１回のペースで近所の保育園で一時保育を利用しています。一時保育

で半年が経過し、慣れたところで入所させたいと考えていましたが、９月に手

続きをしましたがまだ入所ができず待機中です。育休明けに合わせての予約だ

けでなく「〇〇月から入所させたい」という希望も受け入れて頂くことは難し

いのでしょうか？（総和地区） 

■児童クラブの時間を延長してもらいたい。働く親にとっては 10分でも 30分で

も延長してもらえると助かる。（総和地区） 

■子育てをしていく上で、地域の環境が、あまり良くなく感じる。自然の中で、

のびのびと育てるのとは、ほど遠い。市内全体で、若者の治安が悪い（暴走族、

騒音等）。（総和地区） 

■幼児を育てている家庭の収入から、税金のＵＰは、止めて欲しい。（総和地区） 

■朝早くから、夜遅くまで働いている方が多いと思うので、朝７時から夜 19 時

くらいまで、預かって欲しい。もっと安心して、安定して働く環境を作って欲

しい。（総和地区） 

■昨年度、求職中にて正式に保育園に入所できませんでした。現在は預け保育（保

育所内）にて対応していますが、もし仕事が決まりこの様な施設が無かったら、

安心して働けませんでした。パート勤務者には産休も育休もありません。一度



98 

 

仕事をやめ、出産し、また働こうと思っても預け先の事を考えるとなかなか復

帰できませんでした。もっと働こうとする人に対し、預け先に困らないで求職

活動のできる制度になればいいなと思います。古河市の支援の内容には満足し

ていますが、病気の際の施設があれば助かります。（総和地区） 

■仕事が休みの日は 17 時までのお迎えとなっていますが、用事がなければもち

ろん早めにお迎えに行きますが、平日休みは貴重でふだんできない用事を済ま

せたりしたいので多少時間がすぎてしまってもいいのでは…と考えてしまい

ます。あと親はともかく祖母が休みでも 17 時までにお迎えお願いしますと言

うのはやめてほしいと思います。祖母にも用事はあるので、結構ストレスにな

っているようです。（総和地区） 

■申し込みや環境など、はっきりしていない。担当者も親切に説明してくれる方

が少ない。そのため、サービスや利用方法などが情報として入ってこない。（総

和地区） 

■マル福による医療費の支援はとても助かっています。我が家も含め子どもをた

くさん持つ家庭が周囲にわりと多く、一番の悩みは金銭面での問題です。幼稚

園では奨励金制度がありますが、保育費用や保健面での充実も必要です。働き

たくても働けない状況のお母さんもたくさんいます。まだ手のかかる小さな子

がいたり、子どもが多いと学校行事、幼稚園行事また、時間にも制限がありま

す。いざパートに出る機会があっても受け入れていただける職場があるのかと

いう問題もあり、そういった情報のサポートも必要かと思います。全国の市町

村によって支援の方法は様々だと聞きましたが、古河市ももう少し力を入れて

充実してほしいと願います。（総和地区） 

■古河市内には小児科が少なすぎると思います。病気やけがの時、遠くまで時間

をかけないと行けない、診てくれる病院がない、相談しても不安な答え。（総

和地区） 

■未就学児と小学生低学年の子どもが、雨の日に安全に遊べる施設がない。（ヤ

ンチャ森では、もっと小さな子がいるため、危険）（総和地区） 

■私立幼稚園しかなく、保育料が高いので、低所得の家庭には、厳しい現実。奨

励金も微々たるもので、足しになりません。本当に大変！！市立の保育所へ預

けて働こうにも仕事が見つからず・・・。（総和地区） 

■古河市には、ネーブルパークか総合公園など、大きめの公園はあるが、遊具が

小さな子ども向けの物が少なく、安心して遊ばせることができない。中央運動

公園は、小さな子も遊ぶものが全くない。ネーブルパークは、遊具が少ない。

ローラー滑り台は、きれいでない。総合公園は、遊具が少ない。１～３歳の子
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が遊ぶものが、滑り台とブランコくらいしかない。もっと小さな子が遊びやす

い場所が欲しい。（平日の公園は、未就学児しか行かないため。公園と言うが、

遊びにくいのか、いつもガラガラ）ネーブルパーク、総合公園とも広い広場が

あるのに、遊具が少なく、もったいない。公園と名前を付けるには、ある程度

の遊具が必要。（総和地区） 

■もっと休日、祝日も子どもを低価格で預けられる場所が欲しい。家庭環境が、

ひとり親家庭に対してのサポートがもっと充実して欲しい。例えば、子どもが

入院して、長期で休む場合の収入減少の際の補助等。（総和地区） 

■子育て、教育に関しては、家庭事情が深く関係しているはず。子育てや教育の

環境、支援と同時に、親の働く（働ける）環境や支援も必要だと思う。古河市

に限らず満足度が高いと思われる地域があったらお聞きしたいぐらい。このア

ンケートを書いても何も改善されない（何かが良くなるとは思わない）と思っ

ています。（総和地区） 

■公園が非常に少ないと感じます。（総和地区） 

■自分の地元とくらべると、古河市は子育て環境、支援が低いのが残念です。も

っと子育て支援が充実している市町村はたくさんあります！（総和地区） 

■現在、保育園に預けさせていただいています。習い事として英語やピアノなど

園に行かせたまま教えていただける様な環境を作っていただけるとありがた

いと思っています。（総和地区） 

■家は近くの実家に相談したり、見てもらったりできるから助かっているけれど、

そういう方が近くにいない方は、パートも休みとりづらかったりいろいろ大変

そうです。私もパート探しで幼児がいるというと、子どもさん小さいから、病

気してお休みなりますよね～と断わられ続け、仕方なく実家に協力お願いして

みてもらえます。そしてやっとパートが見つかり大変でした。お金がかかるの

に働き口が小さな子どもがいるとことわられ、働いても休みがとりにくい状況

のため、実家にたよりっぱなしになってしまいます。中三の子どもと年長の子

どもがいますが、どちらの時もそうでした。（総和地区） 

■子どもの医療費をもっと免除してほしい。（総和地区） 

■今、子どもは保育園で大変お世話になっています。私は勉強でしか子育てした

事しかない保育士より、子育てが終り、お孫さんもいるような 60才以上の（シ

ルバーさん）方に子どもを預けたいです。そんな場所があれば色々なアドバイ

スを受けたり、昔良き日本の遊びに触れ、優しい心に育ってくれそうな気がし

ます。色々な理由で短時間でも預かって頂ければありがたい時など、「おじい

ちゃん、おばあちゃんと過せる部屋」（施設）などあればうれしいです。よく
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赤ちゃんを抱っこしていると声をかけられます。その立ち話の中で多く聞くの

が、子どもが好きだから私が面倒みてあげたい、シルバーセンターでも子育て

みたいなのがあったら（仕事）など、老人が面倒みた方がいいのだから…でも

今は何でも資格がなきゃ何も出来ない世の中だからと言われてました。資格以

上のスキルを持った方が多い中、老人には子どもをみる事はゆるされないので

しょうか？シルバーさんでも仕事がしたくても「なかなか雇用が無い」と聞き

ます。中学生になるまで医療費無料にして欲しい。なぜお金をとるのですか？

他県は無料だと聞いています。たまに月またぎになってしまうので、子どもを

病院へ連れて行けない時もあります。（総和地区） 

■保育所の待機児童が多い為、入れない子たちがいっぱいいるので増設、新設し

てほしい。 保育園での幼児教育にもっと力を入れて保育園の質を上げてほし

い。保育所どうしの交流を持って、県外のお友達と遊べる様な行事を行ってほ

しい。（総和地区） 

■支援センターの先生方には色々話を聞いていただき、助けていただきました。

子育てでイライラや不安な時は、聞いてもらえるだけですっきりしました。家

でしかってばかりで自己嫌悪におちいったり…子どもをたたいてしまいそう

な時に、支援センターの開放にかけこみ、理性をたもつようにしました。先生

方に一緒に子どもたちをみてもらえて心も落ちつきました。（総和地区） 

■市の発達相談を受けたことがあります。保健師さんは優しく、親身に対応して

くださり、大変助かりました。この事業がもっと広く認識され、沢山の方が救

われてほしいと思います。地域環境ですが、三和地区には公園が乏しく安心し

て遊べる場所が身近になく困っています。子ども達の足で通えて、地域住民の

目が届くような遊び場がほしいと、こちらに越してからずっと切に願っていま

す。（三和地区） 

■古河市は、なぜ子育て支援センターに行くのに登録料がかかるのか？特に保育

園に行くとき。（三和地区） 

■一時預かりを利用していますが、もう少し安くできないでしょうか？ヤンチャ

森のような室内で遊べる施設を他にもたくさん（せめて、あと２カ所くらい）

作って頂けると、雨の日なども遊ばせられて、大助かりです。市で定期的に親、

子に対し、講座があって欲しいです。（親→育て方など。子→英会話、リトミ

ックなど）（三和地区） 

■24 時間体制のサービス、医療などの充実。小中高ごとの金銭面的援助。（三和

地区） 

■現状、働いたお金が保育に使われてしまう。もっとサービスを使いたくても金
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銭的に厳しいと感じる。その場合、無理をして親を頼ったり、自分でどうにか

しようと考える。（三和地区） 

■幼児が安全に且つ快適に遊べる場所が近くにない。（三和地区） 

■環境や支援の情報がわからない（三和地区） 

■幼稚園に２人預けているので月の金銭的負担が大きい、保育園の様に２人目半

割などだと助かる。ファミリーサポートに預けたら友人からいいうわさを聞か

ない。三和地区には公立の幼稚園・保育園がないこと。土曜日、祝日など幼稚

園が休園になってしまい預けられないこと（三和地区） 

■子どもを産む前は子どもが３、４カ月になってから仕事をしようと思ったが、

役所に相談しに行ったところ、どこも満員で入れないと。もし入れても週４日

以上、１日５時間以上と決められていてアルバイト希望の私には条件があわず。

どうしても生活のために働かなくてはいけないのに入れなくてとても今の子

育て支援に不安があります。（三和地区） 

■遊び場が少ない。若い親が少ない、中年・老年の目がうるさい。だから人間関

係が面倒=あまり外と関わらない←なんとかして。（三和地区） 

■旧総和にはネーブルパーク、ヤンチャ森があり、遊具や室内でも遊べる環境が

整っていますが、旧三和地区のふるさとの森にも同じ様な設備があると今より

利用する人が増えると思うのでぜひお願いします。ふれあいスポーツセンター

の噴水が汚いのが気になります。（三和地区） 

■古河市内には児童館がないので、是非作って頂きたいです。近隣地域は安心し

て遊べて、友達との交流の場所となっているようです。又、公園も少ない地域

に住んでいるので児童館があったらありがたいなぁと思います。（三和地区） 

■12 歳まで医療費を無料にしてほしい！！（三和地区） 

■母子家庭でも子育てのしやすい町づくりをお願いします。（三和地区） 

■公立の幼稚園、保育所を増やしてほしい。（三和地区） 

■今自宅から車で 25 分くらいの保育園に通っていますが、二人目を妊娠してお

り、行きはバスを利用しています。二人目を出産後、下の子を１才で保育園に

入所すると２才未満はバスが利用できないので、また送り迎えをしないといけ

ないのですが、往復 50 分～１時間かかるので、朝の時間がなくなり、家事と

仕事の両立が少ししづらくなるかなと思います。１才児でも送迎があるといい

なと思います。（三和地区） 

■いつでも希望する保育園にはいれるようにしてもらいたい。（三和地区） 
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■いろいろ便利なサポートなどがあるようですが、情報源、窓口が分かりづらく

（知らない）利用すれば、良かったと後で知ることもあります。まとめて定期

的にすべての子どもがいる家に知らせる事、利用しやすい事を希望します。（三

和地区） 

■土曜保育は、現在、仕事のある日しか使用できないので、息抜きの為にも休み

でも預かって欲しい。（三和地区） 

■今の若い先生は、もう少し責任感を持って欲しいです。途中で辞めるのは、子

どもたちが不安になりますので、最後まで卒園するまでは、みてもらいたいと

思います。社会に出れば、仕事は誰もが大変だという事をもっと分かって欲し

いですね。（三和地区） 

■老人ホームに勤めていますが、正職でいるためには、変則勤務が出来るのが必

須で、母子手帳に書いてあることを無視して、色々な事を要求してくる会社で

す。子どもを産んだ人には、厳しい事が多いのが現状です。妊婦に夜勤をやら

せていたのも気になりますね。そういった事は、市や県は把握しているのでし

ょうか？これでは、少子化はどんどん進むばかりだと思います。３人以上産め

ば、手当がもらえるのは助かりますが、まずは、子どもを産んだ後も働きやす

い職場環境を作っていくのも必要だと思います。職場に、職業安定所、労働基

準局が何度か来ていますが、その場しのぎをして、何の改善もありません。今

住んでいる地区には、公園もなく近所の子ども同士の交流もなく、寂しいです

ね。古河市は街灯も少なく、子どもが学校へ行くようになった時は、とても心

配です。住んでいる家から学校まで、子どもの足で１時間かかります。安全確

保もお願いします。（三和地区） 

■旧三和町内にも公立の保育園、幼稚園が欲しい。（三和地区） 

■０・１・２保育を利用したがこの制度は良いと思う。私は３歳までは子と母親

が濃厚な時間を取ることが最も子どもには良い影響を与えると思っています。

わずか数ヶ月で子どもを保育所にあずけるというのはどう考えても普通では

ありません。母親が自分で子育てを安心してできる社会を作るべきです。（三

和地区） 

■体を動かす事を主に教育して欲しいです。どの市よりも突出している物を作る

といいと思います。例えば和太鼓、ちょうちん作り、畑仕事、農作業、幼稚園

マラソン大会。イベント会場をもうけ、季節ごとにイベントをして、地域の活

性化につながるといいです。（三和地区） 

■ヤンチャ森のような支援センターが増えると利用しやすい。古河市に双子サー

クルがないので、支援サークルなどの場を作ってほしい。服や育児用品のリサ
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イクルをしたり、双子子育ての情報を交換したい。（三和地区） 

■小さい子(アカチャン)でも利用できる施設がほしい。（三和地区） 

■祖父母が近所に住んでいると、息抜きしたいからとの理由で子どもをファミリ

ーサポートなどに預けにくい。ファミリーサポートの施設をショッピングセン

ターに隣接させるなど、より利用しやすくして欲しい。（三和地区） 

■自営のため産休は約３カ月ほどでした(母親)の合間をみて手があいている

父・母・祖父・祖母がみていました。土日休みの方がほとんどで、土日の保育

などが正直あまり充実していないと思います。（三和地区） 

■一時預かりができる所（土、日）を地区ごとに１つはあって欲しいです。室内

で遊べる所（小学生在学児も含む）を１つ市内であればありがたいです。（三

和地区） 

■保育園なのですが、園児に対して保育士の数が少なくて心配。（三和地区） 

■自分の子は自分で育てるものなので、特に考えた事がない。低いと言うが、周

りの人が助けてくれているから、特別考える事がないのかもしれない。（三和

地区） 

■たくさんの事業があるのは、知らなかった。たくさんあって、良く分からない。

（三和地区） 

■三和地区に住んでいますが、子育て支援は三和にはなく、とても不便を感じま

した。自分の周りにも子育て支援を受けたくても、福祉の森や健康の駅では遠

くて諦めている人がたくさんいます。同じ古河市民として、とても納得がいき

ません。サービスが受けられない分、市民税も引いて欲しい！（三和地区） 

■公園等、子どもを連れて行ける場所が近所になく、家にこもりがち。（三和地

区） 

■第３子以降は保育料を無料にしてほしい、３才まで他の地域では行っているこ

とです。子どもを育てるために働いているのに、子どもにお金をかける前に保

育料がなくなってしまいます。何のために働いているのかわかりません。（三

和地区） 

■引越ししてきたので地域のことがよく分からない。（三和地区） 

■現在、市外の保育園へ通っていますが、上の子の時は在勤、在住でない為、入

園の申請を受け付けてもらえませんでした。通勤に便利な為と、幼児教育に熱

心な園なので、そこを希望しましたが、市の方には「理由がないので」という

ことで却下されました。「理由がない」のは市の都合で、親にとっては大切な
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理由がたくさんあるのに、認めてもらえないのは納得がいきません。幼保一体

化するならすぐにでもして、縦割り行政は今すぐに改善して欲しいです。消費

税増税をするなら、幼稚園、保育園を自由に選べて、費用や補助金なども大き

な差がでないよう、より一層のサービスの向上を願います。（三和地区） 

■幼児が楽しめる図書館。図書館は静かにしないといけないイメージが強くて、

幼児を連れて行くには気が引けるから、防音設備のあるスペースを作って親子

で楽しめる図書館がほしい。（三和地区） 

■働きたくても子どもが病気やまだ小さいなどで仕事が見つからず、保育園をや

めるようだったり、幼稚園、赤ちゃんを見てもらうにはお金が高くてまた大変。

お金が必要で働きたいのに仕事はなく、あっても保育料が高いし、少子化とか

いってもこんなんじゃ子どもは産んでも大変だと思う。もっと女の人が安心し

てあずけて働けるように、またリーズナブルで何かないのでしょうか？！それ

に、病気で通院している子どもには、600 円を払うのを無くして欲しいです。

３回目タダでも毎月何回も行く人は毎月少なくても 1,200円の出費だし…なく

なれば良いです。（三和地区） 

■現在の保育サービスにはほぼ満足している。父親の帰宅時間が遅く、子どもと

顔を合わせない日が多いことが不満、父親の育休は必要ないが、週に何日かで

も短時間勤務が実現できたら良いと考える。（三和地区） 

■医療機関、特に緊急での対応。以前子どもの緊急搬送の際、両親不安の胸中の

中の病院側の対応、医師がいない、時間にならないと来ない、他を当たって下

さい（某総合病院）。出来たら一年 365 日での緊急対応の願い、不安のない医

療であってほしい。以上。（三和地区） 

■今通っている保育園は、土曜日が 12 時まで。私は土日の休みが月に１度しか

なく、主人も月に１度は土曜日は仕事。土曜日も通常保育にしてほしい。また

古河市内には日曜日にやっている保育園はないということを聞きました。日曜

日もみてくれる保育園がほしいです。（三和地区） 

■もう少し近くにファミリーサポートセンターのような施設があると助かりま

す。（三和地区） 

■子育て支援で遊びに行くと、有料の所はちょっとサービスを上げて欲しい。場

所を提供しているという所が多い。もっと先生が子育てについてアドバイスを

してくれるとありがたい。ママ友がいない人も先生と話してリフレッシュする

と思うから。（三和地区） 

■幼稚園入園前に親子で利用できる施設があまりなく、孤立している気分でした。

特に雨の日に遊べるのはヤンチャ森か、少し大きくなってからは図書館くらい
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で。ヤンチャ森も家からでは少し遠いので、もっと近くにあれば…と何度も思

いました。三和地区の「子育てサロン」も途中で終わってしまって。幼稚園や

保育園の子育て支援センターをいくつか見つけて利用していましたが、何とな

く孤独でした。親子でいつでも気軽に利用できる児童館のような施設があった

らよかったのにと思います。実家の近所には児童館やいつでも遊びに行ける保

育園などがあるので退屈しませんが、こちらにはなさすぎてびっくりです。（三

和地区） 

■（20歳まで）医療費の助成よりも、保育料や幼稚園の費用の無償化をしてほし

い。又は、費用の一律。（三和地区） 

■保育園や幼児教育は満足しているのですが、子どもの医療の補助の不満があり

ます。となりの県は小さい時の医療がかからないのに、私の所は月 600 円かか

り、意外と負担になっています。赤ちゃんを生む時も自己負担が大きくつらい

です。医療、通院に補助の充実を希望します。（三和地区） 

■ファミリーサポートなど利用したいが、自宅からだと遠いので行きづらい、利

用しづらいから、私が子どもといるかんじです。遊ぶのも大きい所に行きたい

が遠いので、違う所に行ってしまうので、もっと近くに大きい公園など作って

欲しい。（三和地区） 

■小さい子があそべる公園がない（自宅近くに）。（三和地区） 

■両親学級等、土日に開催して欲しい。平日は働く母親にとってキツイ。（三和

地区） 

■産休中は保険料免除にしてほしかった。育休中市町民税は払わなくてはいけな

い。産前まで働いていた為、高額なので本当に苦しい。支援も大切だが税金を

少なくしてほしい。支援も税金でやっているなら、コスト削減してほしい。保

育料もばかみたいに高いのを改善してほしい。働くか迷う程。（三和地区） 

■違うかもしれませんが、子どもが遊べる所が、少なすぎる。公園も少ないです。

増えると良いのですが。（三和地区） 

■私は、介護職なので、休みは不定休だし、時間もまちまちなので、なかなか厳

しい。土日は、「今週は誰が見てくれるだろう？」と毎週心配する。主人、妹、

両親で分担できているので、何とか仕事に行けている。土日関係なく、働いて

いる方は結構多いと思うので、土日でも安心して預けられる場所が欲しい。ま

た、急な発熱などで仕事を休まなければならない時もあり、子どもが調子の悪

い時は、できれば一緒にいたいが、どうしても抜けられない時もあるので、一

時的に保育してもらえる場があると助かる。（三和地区） 
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■低価格で、土日、祝日も気軽に預けられるような施設がもっとあったらいいな

と思います。（三和地区） 

■私は子どもが３人います。現在５年生（11 才）、年長（６才）、年少（３才）で

す。幼稚園に通っている間、学童に入れている間は安心です（幼稚園は預かり

を利用し、18 時までみてもらっています）。上の子が学童をやめて中学に上が

るまでの間、家に１人で居させているのですが、ゲームやテレビばかり、外で

遊ぶこともなくなり心配です。学童の利用が低学年だけなのが疑問です。学年

関係なく学童の利用範囲を広げてほしいです。できることなら共働きの家の子

など、放課後も学校で見ていただけると安心です。現在働いている先生方だと

負担が大きいので他の方に働いていただいてはどうでしょうか。検討、宜しく

お願いします。（三和地区） 

■きょうだいがたくさん居る家には、もっと支援してほしいと思っています。い

くら市や国が沢山子どもを産んで！！と言っても、その後がついてこなければ

不安で産めません。うちは今３人子どもが居ますが、２人（両親）働いてもや

っとの思いで生活しています。はっきり言ってとっても大変です…。（三和地

区） 

■ヤンチャ森みたいなところをもっと増やして欲しい。小さなものでいいので、

公園を増やして欲しい。（公園がないので、子どもを外で遊ばせられないので、

同じ年くらいの子どもと触れ合えない） 幼稚園や保育園の紹介パンフレット

（小冊子）みたいのが、あればいい。（市内全園の紹介みたいなのを園ひとつ

につき１ｐくらいの紹介があれば、選びやすい。利用料金、園の特徴とかも書

いてあるといいかも）（不明） 

■相談窓口や広報紙よりも医療などの助成をして欲しいです。（不明） 

■前質問にも書きましたが子どもの定期健診を増やしてもらいたい。私が知って

いる地域は３、４、６カ月、１歳、１歳半にやっています。（不明） 

■医療費が高い。（不明） 

■夜間病院を充実してほしいと思います。（不明） 
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（２）小学校児童調査 

 

問 38 子育てについて、自由にご意見などをお書きください。 

 

■近くに公園がないことが残念。子ども向けの遊具だけでなく、高齢者向けの健

康器具を置いてもいいのでは？施設も他自治体と比べて不足していると思う。

（古河地区） 

■平日は子どもが学校に行っている間パートをしています。夏休みや土曜日学童

を利用したく、「特別会員」の手続きをして、必要な時連絡すると定員オーバ

ー。常に預けている子ではないと預かれない…と言われました。このシステム

では特別会員の意味がないのでは？（古河地区） 

■理想としては、３人の子どもを生みたいが、経済的な負担が大きい。パートを

するにもフルタイムではないと、保育園や学童を利用できずに、延長保育代な

どをパート代から引くと、プラスなのか？と疑問に思ってしまう。１小は工事

中なので仕方ないが、夏休みに学童を利用しようとしたら、通常会員ではない

と駄目という事で、特例で一年生は預かってもらえたが、フルタイムの３年生

は良くて、パートの１、２年生は留守番を．．．というのは、かわいそう。（古

河地区） 

■子どもの事は、いつも何をしていてもしていなくても常に気にしています。今

は、子どもに携帯を持たせれば、子どもの状況が分かって安心する所もありま

す。小学生、高校生の娘と今に到りますが、小さい時の支援に力を入れて欲し

いと思いました。自分たちの生活の中で、どうしても子どもにしてあげたいけ

どできない、それぐらいと言って我慢させたり、子どもとの距離を程良くとれ

なかったりと悩んだ事がありました。小学校に入るまでの間は、収入の面での

助けを一人当たり金額を５万円ぐらいの定額を収入とは別に、子育てをすると

いうので子どもに対して求められるような古河市になれば良いなと思いまし

た。収入の面を見て住む所の古さ広狭を考えて住むお金もかかるので状況が変

わったら上がる様な低価な所、いわゆる建物をいくつか考えて欲しい。（古河

地区） 

■子どもの情操を育むための文化施設と行事。（発表の場であり、文化的行事を

観たり、講演を聞いたりするなど。）古河市や近隣の地域の人たちも集められ

るような施設があると良いです。※やはり首都圏は、子どもと大人が楽しみな

がら学習できる施設と企画が多いです。古河市出身の文化人、有名人もいます

ので、繋がりを大切にしていければと思います。（古河地区） 
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■最近の子どもは遊び場がなくなって家でゲームばかりしている子が多くなっ

て来ています。だから子どもには学校から帰って来たら、友達と外で遊ばせる

ようにしています。だから昔みたいに近所の人に怒られたりするのもいいと思

っています。みんなが子どもに関心を持って大人が見守って行ければいいと思

う。（古河地区） 

■仕事も大事、家族も大事。ですが、今の社会体制、状況では母親への負担ばか

りが大きい。子育てはとても大切に思います。二度と戻らない小さな子とのく

らしを、一日一日大事に過ごしたい。でもフルタイムで仕事をしながらとなる

と、多くの周囲の理解と協力、社会体制が必要になります。どれか一つも欠け

るとうまくいかないです。仕事も子育ても中途半端な気がして苦しいと思うこ

ともあります。（古河地区） 

■現在、習い事などに通う家庭が多く、お金と時間(送迎)などで大変。その為、

少子化となってしまうのは仕方ない。（古河地区） 

■今はまだ４人でも何とか生活をしているが、これからどんどんお金がかかって

くるので、その時足りるか不安。今も、風邪をひいてしまうと仕事を休まない

といけないので、近くに金額があまりかからないで見てくれる施設がほしい。

（古河地区） 

■早急に小学校、中学校に冷房を設置してあげて欲しい。近隣の町は実現してい

るのに古河はどうしてできないのでしょうか？子どもたちは勉強に集中でき

ません。いじめの問題についてももっと力をいれて欲しい。（古河地区） 

■少子化は環境が整っていないことが大きく関係していると思う。保育所・病

院・預ける場所など。特に保育所は入所待ち、一時預かりも人手が足りなく縮

小されて仕事復帰の為に周りに迷惑をかける事になるので、とても残念。もっ

と現状を知ってもらいサポートを強化してもらいたい。毎日楽しく過ごしたい

ので！！（古河地区） 

■古河第二小学校区学童クラブは保護者会運営でフレキシブルな対応が可能な

団体です。しかし、現在は学校施設を借りての、不安定な運営状況となってい

ます。子どもたちが安心して過ごせる、専用（もしくは兼用）の施設の設立を

心から願っています。（古河地区） 

■古河市には５年前に引越してきたが、医療費の負担が少なからずあることにビ

ックリした。（古河地区） 

■他の県よりも小学校での親子活動が少ない。もっと他の県の良い所を学び取り

入れていくべきだ。（古河地区） 
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■働く母親とその子どものためのサポートを充実させてもらえると良いと思う。

（古河地区） 

■子育てはとても大変です。できる限りたくさんの愛情を与えてがんばりたいで

す。（古河地区） 

■周りの方々のサポートで私も仕事と子育ての両立ができています。生まれたば

かりの頃は初めての育児で何も分からず不安でしたが、やっと子育ての楽しさ

を感じられるようになりました。周りに頼れる方がいない家族の方に目を向け、

施策を考えていただければ、より子育てしやすい、住みたい街になると思いま

す。（古河地区） 

■我が家は、主人の仕事の都合上、古河以外の地域で子育てをしました。そこで

は医療、子育て支援サポートセンター、公園等々、とても恵まれた環境でした。

古河はその一つとして勝っているものがなく、残念に思います。24時間体制の

医療、子どもが思いきり遊べる公園、児童館など整備していただきたいです。

今後、お子さんを生み育てる方々のために。（古河地区） 

■私は古河の出身ではないのでなかなかいざという時頼れる人がいません。仕事

も休みづらく、子どもの体調が悪い時など県外から時間をかけて両親に来ても

らう事もあります。以前住んでいた地域は子どもの医療費は無料でしたし、子

どものサークル活動も活発でした。近所の公民館などで年齢別のサークル活動

などあればもっと外へ出る機会があったのかな…と思います。（古河地区） 

■古河市にきちんとした児童館があればいいのにと、子どもが小さい頃は残念だ

った。はなももプラザ（？）を児童館にすれば良いのに～プレイルーム、いつ

も保健婦さんがいる等。中高一貫は出来たが、やはり私立大付属系がこないと

子どもの進学県外流出はひどくなるだろう。大学へ続く進路先が古河にないと

人は集まってこない。子どもの通学路に穴があいていたり（陥没）、木が道路

に飛び出ていたり、夕方、街灯がない道等多いので、夕方見まわり、危険な場

所を確認、適切に対応してほしい。公園の植木は低く剪定してほしい。外から

内外が見えず、心配な事もある。（古河地区） 

■子育てでお金がかかる時期の１つが高校時代だが、その部分の支援がうすいと

感じる。（古河地区） 

■(子どもに受けさせる)予防接種が有料なのはおかしいと思う。(インフルエン

ザなど)。接種を推奨するのであれば、子どもは無料にするべき。（古河地区） 

■学校帰りに近所の子たちと子どもだけで遊べるような公園が無く、親も一緒に

外に出ないと遊べないというのが一番のストレス。子ども達も子ども達だけで

遊びたいこともあると思う。安心して子どもを外に出せるような街づくりをし
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て欲しい。（古河地区） 

■緊急時、近くの小児科が全くなく、県央の方でないと受診できないと言われた。

夜間の緊急の小児医療が余りにも不十分だと思う。（古河地区） 

■小学校に入ってそう大変な事は軽減されてきていますが、小さい時の事を考え

ると誰かの協力なしでは本当に育児ノイローゼになる人もいると思います。実

家も遠く帰れない時等、市や自治体など子育て支援は全ての人が一人の命を守

る気持ちで色々取組んでいただけたらと思います。子育ては大変なことです。

皆で色々と乗り越えられる環境づくりは大切だと思います。（古河地区） 

■教師の質の向上をお願いします。（古河地区） 

■小さな子から大人も一緒になって遊べる公園（屋内施設があったらと思う）が

もっと市内にあったら助かる。特に長男は障害児なため思いきり動いて遊ばせ

たいけど小さい子がいると気をつかってしまう。大きな遊び場があったら安心

できる。また、とにかく教育費（保育料、学校費用）などが負担かかっている。

無料とまでは難しいと思うが、今の１/２になったら…。（古河地区） 

■過ぎてしまえばあっという間ですが、子育てをしている間は必死だなと思いま

す。環境が整えば少しでも助かる場面も多いと思います。（古河地区） 

■不安や不満もありましたが、下の娘も小学３年生になりました。自分の育った

古河で子どもたちも大きくなることができ、感謝しています。次の世代の方の

ためにも、将来にむけての取組みを期待しています。（古河地区） 

■現在我が子ども達は中２・小６となり元気いっぱいでたくましく育ってくれま

した。一人でお留守番も出来る様になりましたが、こうなるまでには大変な思

いをしました。身近に親はいないので、病気や急用で子どもを預かってくれる

ところもなく主人が仕事を休んだりすまなく思いながら友人に助けてもらっ

たり・・・・。感謝感謝でした。子どもが小さい頃は母親は孤独との戦いです。

子どもを見てもらえる人が全くいなかった頃の私を支えてくれた人の様に私

もまた誰かの支えになりたいです。子どもは皆で育てていくもの。母親のスト

レスをためないことが子どもにとっても幸せなことです。母親の悩みをきいて

あげられる場所が充実すればいいと思います。（古河地区） 

■子どもが参加しやすいイベントやサークルを作って欲しい。以前ＮＰＯ法人の

サークルに入っていたが、古河に引っ越してきて、続けるには遠方まで通わな

きゃならないのでやめました。子ども達が選択肢が少なくて視野が狭くなりそ

うで嫌です。（古河地区） 

■夏休みなど子どもが自由に行き来できる児童館などがあるとうれしいです（古
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河地区） 

■古河市には歩いて行ける（安全に）公園がなさすぎる。子どもと手をつなぎベ

ビーカーを押す親にとってとっても重要です。近所の小さな公園は大きな子

（中学生以上？）たちがサッカーやキャッチボールなどをしていて危なくてと

てもちいさい子は遊ばさせる事はできません。また図書館と呼べる施設は旧三

和町まで行かなければなりません。旧古河の図書館は図書室です。子育てしづ

らいまちです。子どもが増えるはずありません。近隣の県を良く見てください。

小児科もなさすぎる。（古河地区） 

■古河市は雨が降った時に遊べる施設・児童館がない。特に小学生はないです。

総合公園、ネーブルパークなどの大きな公園も遊具は小さい子向けばかり。ア

スレチック等ののびのび遊べる場所がほしい。病院代は１回 600円、２回まで

支払いをするがほとんど無料にならない。隣接する他県は無料です。（古河地

区） 

■小、中一貫校を作って欲しい。スクールバスがあると安心。子どもが病気の時、

預かってくれる施設があると働きに行ける。（古河地区） 

■子育ては、かなり大変で、疲れますが、やっぱり我が子はかわいいです。４人

もいるので、結構疲れますが。（古河地区） 

■近所の女の子に道で会っても「おはよう」と言うのを躊躇してしまう時代なの

かなぁ。因みに私は敢えて挨拶はしない。ひばりくん防犯メールを見ていれば

然りである。（古河地区） 

■子育てをつらく大変ときめつけている考え方が少しずれているかなと思いま

す。ただ子育てにお金がかかりすぎて、仕事を目一杯しないとやっていけない、

自分のためにもお金をためておきたい、将来の生活への不安があるため、経済

的には負担があります。子どもを産むと損だみたいになるのは社会の問題では

ないでしょうか。すべての子どもたちが安心して育ち、学べるように社会全体

で守ってあげることが大切だと思います。子どもは宝物です。（古河地区） 

■うちは、子どもを学童や保育園に預けられているので仕事もしていますし、時

にリフレッシュも出来ています。が、学童が利用人数が段々と増えてきている

のに対して部屋の広さが狭いので、保育環境が少し心配です。今後、古河市が

どうしていくのかにもよりますが（事件や事故、不審者などのメールがほぼ毎

日届くなか）学童も１年～６年までの預かり対象に変わっていくのか等、今後

の市の動きに期待しています。（古河地区） 

■保育所を出て、小学校に入るとほとんどが学童保育につながります。放課後や

夏、冬休みなどの長い時間をずっと学童クラブで過ごしています。大切な子ど
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も達に十分な保育の質と環境の整備を希望します。また学童期の子ども達が安

心した時間を過ごし、かつ教育レベルの向上も図れるよう、学区単位の図書館

や自習室などの完備を期待しています。大きなホールや地域に限った大きな施

設は利用しにくいです。（子ども達が自転車で利用できるようにして欲しい）

またぐるりん号の子ども料金、半額には出来ませんか？大人と同じ料金ではお

こづかいが苦しいと困っています。ＪＲや民間交通では子ども料金なのに古河

駅までの往復に乗継で 400 円/1日もかかるのはひどいです。（古河地区） 

■古河には児童館がなく、子どもが小さい時に遊ばせる所がなかった。旧古河地

区には公園も少なく、遊ぶ場所が車に乗っていかないとない。もっと魅力的な

他の所に住んでいる人達が古河に住みたいと思ってもらえるような企画をお

願いします。子ども達は宝ですから。（古河地区） 

■夏休み・冬休み等の長期休みの期間だけ預けられる、小学校高学年も預けられ

る施設があると助かります。（古河地区） 

■このようなアンケートを提出されるだけでなく、子育て世代に役所は積極的に

変えていく努力と結果を必ず出すようにする。学校の夏休み・冬休み等の長期

休業中に預かり場がほしい。その為に学童を利用しています。（古河地区） 

■子育ては楽しむものかもしれないが、現在進行形でやっている私には大変だな

と思う事が多く怒ってばかり。１０のうち９ほめて１つしかる位がちょうどい

いと言われてもなかなか実行できないものだ。仕事があると息抜きも出来るの

でいい、専業主婦って意外と大変だと思う。（古河地区） 

■働く母としては病後保育など、病気時に預かってくれる場所がないとはたらき

づらい。学校・子ども会など親が役員をしなければならないことがつらい。子

どものイベントの為仕事を休まざるをえない（古河地区） 

■我が家は転勤族だったので、新しい土地での子育ては不安や寂しさでいっぱい

でした。長い休みも児童虐待でニュースにならないように気をつけなくちゃと、

本気で思っていました。今は、子どもが二人とも大きくなり、怒る事もそんな

になくなってきましたが、小さなお子さんのいる親は、子どもがかわいく思え

る時ばかりではないと思います。少しでも、そんな親たちの不安や孤独が減り

ますように！！（古河地区） 

■①公園が少ない。ちょこっと遊びに行ける所が無い。総合公園やネーブルパー

クは、大がかりになってしまうので連れていくのは大変．．．。なので、たまに

しか行けません。近くに充実した公園があればな．．．といつも思います。②夜

間、休日小児救急医療は遠くて不便です。この問題は、ずっと前から改善され

ていない。子どもだから、夜間受診がとても必要なのです。昼間は、とても元
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気に過ごしていても、急に夜、熱を出したり、具合が悪化する事が多いからで

す。③幼稚園や保育園の医療サポートをしてほしい（保健師さん等）仕事をし

ている時に、大した事のない症状でも、迎えに来て下さいと連絡がある為、そ

ういう方がいてくれると、少しは楽かなと思います。実際に居る所へ預けてい

るお母さんに安心して仕事をできるので、職場の方から早退でいやな顔をされ

ず、しかも子どもを安心して預けられ、とても助かるし、有り難いと聞いたこ

とがあります。④小さい子どもがいても働きやすい職場が少ない事。子育てに

は、いろいろなお金がかかります。働きたいのに、託児所が無い、保育園がな

い、職場が無い。（小さい子どもがいると嫌がられます）（古河地区） 

■最近は「少子化対策・子育て支援」という言葉が一人歩きしているように感じ

る。保育所が足りないとか子育てにお金がかかると言い保育所を増やしたり子

育て家庭への経済的負担を軽減するような取り組みをするような自治体がふ

えた。本当に必要なのか。わが子を産み育てるより働き続ける事が重要なのか。

子育てにお金がかかるのは当然ではないか。子育てを他人任せにしている親の

姿が見えてくる。育児放棄を助長するような子育て支援はしない方がいい。親

の質が低くなってきている様に感じています。子育てをしながら、時には不便

な事があるからこそ親としての責任を感じて人として成長する部分もある。子

育て支援を充実させたからと言って子どもを産む人数が増えるとは限らない。

少子化対策に力を入れてほしい。不妊で悩む人への支援を。出産や子育てに関

する教育を。中・高生のうちから、しっかりと妊娠適齢期がある事や、高齢出

産のリスクを理解させる事が大切なのでは。男女共同参画が当り前になり女性

の権利は守られるようになった。しかしその陰で「子どもを産み育てる事の幸

せ」という価値観を失ってしまった女性が増えてしまったのではないだろうか。

結婚したくても出来ない人が増えている。この原因を突き止める事が出来たら

少子化は改善されるような気がします。（古河地区） 

■インフルエンザなどの予防接種の負担が大きい。うちでは子ども６人いるので

金銭に余裕がないとインフルエンザの予防接種をうけることができないです。

子ども１人、１回目で約 2,500円ぐらいかかります。子どもが１人ならいいの

ですが６人もいるとたいへん。３人以上は無料になるとか…！！子どもが病院

に行くと１回 600 円かかりますが、いっぺんに何人もカゼで病院にかかったと

きは出費がたいへんです。子どもが多いうちは何かないのでしょうか。少子化

なのにうちは貢献していると思います。医療費がタダになるとかないのです

か？子どもがいっぱいいる家はほんとうにお金がかかります。税金を減らして

ほしいです。お願いします。（古河地区） 

■古河市には子どもが安心して遊べる児童館がないので是非作ってほしい。図書
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館も充実したキレイな建物になったら子どもの本離れ対策にもなると思いま

す。外で自由に遊べる場所が近くにないので、マンション等新しい住宅がある

場所には公園があるととても便利だと思います。（古河地区） 

■幼児教育の条件なし（第２子とか、上の子が小学校低学年など）無償化を望み

ます。実現した頃に、ウチに幼児はいないかもしれませんが．．．。（古河地区） 

■子どもが乳幼児の時に一番困った事は、小児救急の病院が少ない事です。その

ため、いつも熱が出たり、体調を崩すととても不安でした。いざという時にい

つでも診てくれる病院が１つでも確保されていると、子育ての不安の１つが解

消されるのではないかと思います。また、公園等もとても少なく、思い切り体

を動かして遊べる機会が少ないように思います。医療費に関しては、マル古の

適用があり、本当に助かります。この点は評価したいです。（古河地区） 

■雷電町の雷電神社からファミリーレストランに至る道は、野木方面から三杉町

交差点を回避する、いわゆる「ぬけ道」となっています。制限速度の 30ｋｍ/

ｈを大幅に超える車が多く、通学路としては不適格であります。通学路として

の使用を止めるか、地域住民以外の車両進入制限を行う必要があると思います。

子どもの安全は、子育て最重要項目であります。（古河地区） 

■子どもが雨の日でも遊べる児童館が欲しい。小児科の救急が境では車のない人

にはなかなか行けない。小学校は親が家に昼はいないことが多いことを前提に

して、運営してほしい（台風などの臨時休校は逆に危険もある）。（古河地区） 

■子育てにはお金がかかる！特に中学生から。（古河地区） 

■春休みや夏休みのような長い休みや振りかえ休日、台風や大雪で休みになる事

もけっこうあります。一人で留守番させるのは心配なので、家で内職をしてい

ます。預けるところがなかったので、小さい時もどこへ行くにも連れて行って

いました。大変でしたが、小さいうちはあっという間にすぎてしまうので、一

緒にいられて良かったと思っています。もう大きいのでいりませんが、公園が

近くに全くない事と、夜間にやっている病院が無い事が（実家のある近県南部

には土、日、祭日、夜間もやっている病院があるのでいいなぁと思っていまし

た）不便だと思います。（古河地区） 

■とにかくお金がかかります。医療費、マル福をもう少し充実させてほしい。（古

河地区） 

■学校給食でアレルギーの子どもに対する食の対応がないので、できればアレル

ギー用の給食も作ってほしいです。（古河地区） 

■子どもを育てるにはとてもお金がかかります。小さい時はもちろん、子どもが
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成長するにつれてもどんどん教育費がかかります。そのための費用の助成が何

かしらあると助かります。（古河地区） 

■小学校のエアコン設置をご検討ください。六小の建て替えの際エアコン設置の

話が合ったのですが…。暖房・加湿器が良くてなぜエアコンがだめなのでしょ

うか？学力の低下にもつながりますし熱中症を訴える子どももたくさんいま

す。生死に関わる問題です。早めの対応をお願いします。これから建て替える

学校は太陽光発電とエアコンの設置はどうでしょう。親から光熱費を集金して

も構わないと思います。（古河地区） 

■児童クラブの休日の開室時間を朝 7：00からにしてほしいです。保育園など私

立の保育園は朝 7：00から夕方 7：00までというところがあります。児童クラ

ブの休日開室時間が朝 7：30からなので夏休み等は利用できません。仕事で朝

7：00 には出勤しなければならず、春休み・夏休みは実家（宇都宮）へ泊りが

けで預けました。実家の両親も高齢のため長期で面倒を見るのは負担がかかり

ます。休日だけでも朝 7：00からにしてほしい（古河地区） 

■ファミリーサポートを利用したこともありましたが、送り迎えの負担や金額の

負担が大きくあまり利用できませんでした。また、保育園に通園していました

が収入がある方だったらしく、保育料がすごく高かったです。保育は平等に受

けているのに保育料が高くて負担が大きかったです。六小学区の為学童は六小

敷地内に統一して設置してほしいと思います。（古河地区） 

■いつもアンケートと又はその他の書類とあるが明確な答えが返ってこない。答

えをもっと返してください、報告をもっとしてください。お願いします。（古

河地区） 

■現在は小６で一人での留守番も出来るので今回のアンケート内容のサービス

は必要ないが、幼少期は元気だった祖父母の力も借りたし、小３までは児童ク

ラブにも所属していた。働く親として大変助かった経験がある。今後よりきめ

細やかな配慮で安心して子育て出来る古河市を目指して頂きたい。（古河地区） 

■乳幼児を遊ばせる施設、雨の日でも遊べる無料の遊具がある場所があるといい

と思う。ベビーカーで安全に歩ける道が少ない。普通の公園がないから子ども

達の遊べる場所がない。あっても遊具が古くて困る。ちいさい子からお年寄り

まで安心して散歩できる遊歩道付公園が出来るといいと思う。（古河地区） 

■小さいお子さんを持つ母ではないですが、この頃は少子化の影響からか「子ど

もがいるから」の理由で態度が横柄なお母さんが多いようです。子育ての応援

を勘違いしている方も多いので、あくまでもサポートであり、優遇ではない事

をわきまえてほしいものです。（古河地区） 
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■共働きなので放課後児童クラブ助かります。（古河地区） 

■子どもが小さい時は、精神的に非常に余裕が無く、辛かった事を思い出します。

子育ての為にサークルに行ってみたりしましたが、サークルにもともと仲の良

い母親同士で入会してきているので、まったく周囲にママ友がいない中でサー

クルに入っても仲間になれず、淋しい思いをする方が多く、母親がサークルに

行くのが嫌になり、やめてしまいました。一人ぼっちで（母と子で）いる時間

しかない人同士で知り合えるチャンスがあると良いと思います。そのために、

子育て中（幼稚園入園前）の母親に声をかけて（役所などから）訪問などして

頂いて積極的に友達作り（ママ友作り）の活動をして頂けると良いと思います。

子育ての悩みや、それ以外の話もできるだけで、負担は軽くなります。（古河

地区） 

■雨の日に無料で思い切り遊ばせられる場所がほしい（古河地区） 

■働きながらでも安心して子育てができるような制度や、子どもが安心して遊ん

だり活動したりできる場所を整備してほしいと思います。（古河地区） 

■私の周囲の人も私も皆、同じ事を言っています。お金さえあれば、もっと産み

たいと。幼稚園はとてもお金がかかります。上が小学校３年生以下という枠を

無くして欲しいです。年を離れてしまうと、同じ２人目や３番目でも助成が受

けられない。２人しか子どものいない裕福な家が受けられて、３人目や４人目

なのに、上と離れてしまったがために、２人目または１人目扱いで助成が受け

られなくなる。この制度は、どう考えてもおかしい。続けて産んだ人だけが得

をして、沢山産んでも間が空いたが為に、助成を受けられないなんて、本当に

おかしいと思う。（古河地区） 

■子どもたちにかかる負担が大きい様に感じます。学校行事が多すぎて本来の学

業が優先されていない様です。この上、土曜日登校などになってしまったら、

益々子どもたちに負担がのしかかると思い心配しています。精神的にリラック

スできる時間もとり上げるのでしょうかと心配です。（古河地区） 

■化学調味料や添加物の入っていない安全な食料を学校給食で出してほしい。そ

して食育として、体内への悪影響を子ども達に教えてあげてほしい。（古河地

区） 

■中学、高校までお金がかかるので、マル福など 18 歳くらいまでにしてくれる

と助かります。子どもが多いほど大変なので３人以上はもっと何か助成して欲

しい。（古河地区） 

■子ども手当・児童手当は経済的な面で非常にたすかりました。報道もされてい

ますが医療費助成の 20 歳までの拡大も賛成です。文化センター建設中止によ
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る福祉重視の実行はこのようなことから少しずつ始めて行くべきだと思いま

す（古河地区） 

■私は仕事をしながら祖父母の協力のもと子育てをしています。フルタイムとい

う事と責任もあり、学校行事などでも仕事がぬけられません。休日はお休みを

いただいているので、子どもと過ごす事ができますが、学校行事にも参加した

いです。（古河地区） 

■子どもと一緒に時間を過ごせる場所が有ったらいいなと思います。例えばカフ

ェのついている図書館など。小さな子どもが絵本のなかでパパとママと遊べた

ら素晴らしいと思います。机にすわるのではなく、リラックスできる空間が欲

しいと思います。古河市にはアカデミックであり、かつ新しい形の親と子のス

ペースが必要だと思います。（古河地区） 

■小学生の「鍵っ子」をなくすために児童クラブの利用学年を６年生までにして

ほしい（古河地区） 

■子どもの成長を感じ幸せな気持ちになる半面、やはり大変さとしては時間に余

裕がもてない事が１番苦痛に感じます。シングルマザー状態なので働くことは

仕方ない事なのですが、もっと一緒に居て夕食をきちんと作ってあげられる環

境を望みます。現在は不審者等多く、安心して１人で外出などさせてあげられ

ませんが、子どもにおもいっきり遊べる場所、安全な場所の確保など力を入れ

て頂きたく思います。スポーツ少年団も必死にやっています。設備の向上をす

る事により、他校や県外の子どもたちを招待するなど多くの交流をさせてあげ

たく思います。（総和地区） 

■母子家庭でも親と一緒に同居だと、母子手当てがもらえない。一緒に住んでい

ても金銭は別なのでかなり辛いです。子育てと仕事の両立は大変です。（総和

地区） 

■小児科が市内に少なくとても困りました。県外から古河市へ引っ越してきまし

た。小児科が見つからず電話帳で探しました。しかし不在や予約でいっぱいだ

と断られました。市外の病院で受診しました。（総和地区） 

■私が出産した時友人はまだ働いておりママ友がなかなかできず公園に行くの

が億劫だったのが反省点です。保育園に入る前、保育園主催の子育て支援セン

ターに勇気を出していき 10 人以上のママ友ができました。こういう場所は貴

重だと思います。孤独に子育てをしている人を助けてあげて欲しい。広報で募

集するだけでなく健診の時等に声掛けしてもらえると参加しやすい。そういう

所にお金を掛けないと少子化解消は難しい世の中だと思います。（総和地区） 

■家の近くに友達と安心して遊べる公園などが無く、みんな学校から帰ってくる
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と親がお友達の家へ送り迎えに行かなければなりません。出来ればその様な施

設があれば幸いです。（総和地区） 

■３人の子どもを持つ母として、子育てに〇〇しなさい！という教えはいらない

と思います。３人３様。乳児の時の抱きグセ、いいじゃないですか。甘えん坊

でも我がままでも、勉強しなくても体が丈夫で生きていれば…。私達を親にさ

せてくれてありがとうです。だって私のお腹の中に 10 ヶ月いてこの世に生ま

れて来た我が子です。「クソババァー！」って言われても、寝顔は可愛いです。

大人になるまで成長過程を見られるように頑張って、まだまだ子育ては続きま

す。（総和地区） 

■歩行者・自転車が安全に通る事の出来る道路整備が遅れていると思います。（防

犯も含めて）またバス等の公共機関も通学に利用しにくい状況です。（総和地

区） 

■息子が２歳の頃、自分が病気で入院し、周りの方々にたくさん助けてもらいま

した。特に退院後、市の私の担当の保健師さんには、何度も家を訪ねていただ

き、不安に思っていること、病気のことなどたくさん話を聞いてもらい、支え

てもらいました。今でも退院していますが、息子も児童クラブを利用させても

らい、助けてもらいながら、すくすく育っています。これも市のみなさんのお

かげです。小さい頃そばにいてあげられなかったので、もう少し子育てを続け

たいと思います。ありがとうございました。（総和地区） 

■日本の政治がしっかりしていない事が経済の混乱を招き、経済が安定しないか

ら結婚もできない＝少子化につながっている。格差社会も生み、自分の事しか

考えていない人が多い。そんな世の中で良い子育てができるはずがない。国家

公務員の私利私欲をなくす事・・国の政治から支えないと何をやっても無駄。

子は大人の背中を見ている。子育てはますます難しい世の中になるだろう。希

望が持てない。（総和地区） 

■父母家庭で身がい者の子育てをもっと応援してくれるようなサービスとか手

当などあると助かります。（総和地区） 

■上辺見地区在住です。すぐ近くに（歩いていける距離）古河三中があります。

しかし、旧総和地区ということで、総和中に行くような話です。これでは古河

市に合併した意味がありません。子育てしていて、教育面、通学に対しての安

全面にとても古河市に対して不信感があります。義務教育だからこそ考えるこ

とが必要です。子育て支援になっていません。交通事故多発の今日、歩いて数

分で行ける中学校に行けず、自転車で通学路の整備もしていない中学校に自転

車で何十分もかけて通わせるのは疑問です。私が中学生の時に女沼で、同級生
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が自転車で交通事故で死亡しました。その時からヘルメット着用になりました。

子ども達が雨の中等、見づらい状況で通学し、交通事故にあったらと思うと、

毎日不安です。近くに学校が無いわけでなく「歩いて行ける中学校」が目の前

にあるのに、どうして同じ市内で通えないのですか？おかしいです。総和北中

や南中学区の子が総和中のレベルが良いから、といって通っているという事で、

地区ごとに決めたという話も聞きましたが．．．それと話は違います。それなら、

各中学校を軸に円形なり、ｋｍを計り、平等に通学圏を距離で決めて下さい。

不公平だし、まだ、幼い子（小学校を卒業し、間もない子）が通学するという

事を考えて下さい。冬場は、帰りは暗いし、部活動に入ったら、なおさらです。

部活動も希望している場合、大変です。最近では、学校メールでも届くように

事故以外でも人間的に変な人が多く、人災というか．．．大人にイタズラされた

りの被害が多いです。そのような状況から子どもを守る為にも大人が．．．古河

市がそこまで考えるべきです。住民の事、安全を考える大人たちの判断をして

下さい。未来の子ども達を守ってください。かわいい子ども達を守るのは行政

です。古河市です。（親は、行政が決めた事に従わなければならないのだから．．．）

小さい意見も、とりあげてください。（総和地区） 

■我が家は共働きで、昨年まで常勤でしたが、一番の問題は、子どもの体調不良

時に仕事を休めない事でした。祖父母への負担も大きく、病児保育（他県）を

利用しました。しかし、これについては、病児保育を充実させるより、職場側

の改善が必要だと考えます。敷地内に祖父母がいる為、児童クラブは使用でき

ませんでしたが、祖父母の負担や、体調不良、予定がある時など使用できると

良かったと思います。少子化であり兄弟も少ない時代ですので、他学年と関わ

り貴重な経験ですので、いろいろな児童が柔軟な利用が出来たらいいと思いま

す。また、古河には小児科医で信頼できる方があまりいないのと、夜間救急時

等、順番で下妻方面まで行くのは無理でしたので、かかりつけなら夜間も救急

対応して下さる他県の病院に通っていました。（他県だからと断る病院も多い

ですが．．．）（総和地区） 

■子育てに理解がある職場が少ない。仕事を１番、子どもを２番にしないと現実

的には厳しい。（総和地区） 

■主人の転勤で昨年古河市に県外から転居してきました。お互いの両親も遠く、

知り合いも少ないので、突発的な仕事などの時、子どもの預け先がありません。

毎日ではなくても放課後子ども教室や、単発で児童クラブなどを利用できない

のかと思います。地元でないと仕事もできない所なのかな…と常に思っていま

す。（総和地区） 

■マル福が高いと思います。他県ではは無料だと聞いています。少しの咳、鼻水
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ぐらいだと医者に連れて行くのを考えます。（総和地区） 

■三番目の子が私立幼稚園に通っていますが、私立幼稚園奨励費補助金の金額が、

小学３年生以下に兄弟がいる家庭は補助額が優遇されているのが納得できま

せん。子どもは大きくなればなるほどお金がかかるのに、なぜ小学３年生以下

の兄弟しか、兄弟の数としてカウントされないのでしょうか？不平等さを感じ

ました（子ども、小６、小４、年少家庭より）（総和地区） 

■子育てはお金かかります。お仕事をしっかり続けなければ…でも子どもたちの

笑顔でがんばれます。（総和地区） 

■数年前に古河市へ引っ越してきましたが、古河市は、他の市や県を見習うべき

事がまだまだたくさんあるように感じる。時代とともに、子育ても進んでいる

ように、古河市も時代におくれないように事業計画を進めてほしい。（総和地

区） 

■地域のお年寄りが子どもの登下校の時間に合わせてパトロールをして下さっ

ている方が何人かいらっしゃいます。そういう方をもっと行政で表彰するなど

してさしあげてください。そうすれば、在宅のお年寄りも、もっと多くの方が

外へ出て見回り等してくださる方が増えて、子どもも安全だしお年寄りの健康

のためにも良いのではないでしょうか。子育ての意見ではなくて申し訳ありま

せん。（総和地区） 

■交通マナーの悪さが目立つ。子ども達が歩いているのにスピードを出して走行

したり、自分にも同じくらいの子どもがいそうなのに・・・。最近は原付を乗

り回している中学生が多く見られる。親がバカだからしょうがないのかもしれ

ないが、警察の取り締まりを強化してもらいたい。まずバカな子どもを教育で

きない親を教育するべきだと思う。（総和地区） 

■古河は駅があるのに、駅近くに託児所がない（電車通勤者には困る）ファミリ

ーサポートは金額が高いし駅から遠い。小学校の養護の先生のレベルアップを

してもらわないといけない。（総和地区） 

■学区は上辺見小だが都合により四小に通っています。入学の際学童を希望した

のですが「働いていないと入れません。途中からはダメです。」と言われ仕事

を探すのに苦労した。また、夏休みなど預ける所がなく兄弟で留守番となりと

ても親として不安でした。働いている人の為の学童にどうして入れないのかす

ごく嫌な思いをした。フルタイムで働きたくても預ける所がない。早番遅番な

どがあると学童又は保育所などがやっていない。子どもが病気の時に休まなけ

ればならず、会社に迷惑をかけてしまうので預ける所がほしい。１年生の４月

のお迎えは親にとって負担が大きく強制はやめてほしい。時に仕事をしている
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と行けない、行きにくい。夏休み・冬休みなどの長いお休みだけでも学校であ

ずかってほしい。一日、留守番しておくのが高学年でも不安である。また、台

風や大雪で学校が臨時休校になる時もどうにかしてほしい。（総和地区） 

■子ども教室に興味がある。私たち家族は、３年前に古河市に引っ越してきた。

実家の方の地域では、児童クラブに 4,000 円（月々）しか支払っていない。古

河市は高すぎる。また、受診も中学生まで無料です。一人 600 円×３人分とな

ると 1,800 円、多すぎる。（総和地区） 

■教育に関して、とても不安があります。経済的にも学習塾に通わせる事は、か

なりの負担にもなり、学年が上がるにつれ、とても不安です。（現在では、自

宅で通信教材を使い、自分が見ていますが．．．）夏休みなど、長期の休みを利

用しての補習学習などがあれば、良いのにと思う事があります。（総和地区） 

■子どもから聞く学校の様子がすごく気になります。以前は話を聞きに行ってい

ましたが、聞いても何も変わらずあきらめています。４年生という大事な時期

なのに…素晴らしい先生もたくさんいると思いますが理解できない発言をさ

れる先生もいます。こういった事をどこに相談すればいいのか分からずこちら

に書きました。（総和地区） 

■子どもにやらせたい、体験させたいことはたくさんあるが、そのためにはお金

がかかり、消費税があがったり、働いてもひかれる金額は多いので、なかなか

させてあげられない事も多い。（総和地区） 

■子育ては今しかできない！！だから今を大事にしたい（総和地区） 

■図書館（室）をもっと利用してみてはどうでしょうか。月曜開館は学校代休日

の時に子どもが行けるのですばらしいです。ただ利用するのは一部の人。赤ち

ゃんの時から読み聞かせに行く。その時に、ボランティアの方とお話や育児相

談をして、必要な人に行政のサービスの利用を勧めるなど。図書館なら気軽に

行けるし、子も小さい時から図書館に親しむことで本好きになり、お金をかけ

ずに学力もつきます。できれば休日のシルバーの方も図書館（室）にふさわし

い方にしてほしいです。大声で雑談をしたり、一見こわそうで本のことにくわ

しくもないでは、子どもに図書館では静かにと言えないし、利用者も増えない

と思います。（総和地区） 

■自分の場合、相談出来る人が居て、学校活動などを通し子どもや先生などとの

ふれあいなどもあり、とても楽しく子育てを行えています。やはり自分だけで

はなく、自分の周りの人とのつきあいが大切だと思う。（総和地区） 

■放課後、夏休み等、子どもだけで留守番が多く、親の見えない所で悪い事が起

きている気がする。厳しすぎて、３年児まで児童クラブは通う子が少ない。Line
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やネットワークが進んでいる為、学校全体でスマホ etc．．．取り締まり。15 歳

までは、きちんと親も一緒に気をつけなければいけない問題である。一瞬にし

ていじめに発展する可能性があるからだ。（総和地区） 

■フルタイムで働いているので病児保育をしてほしいです。台風、雪など天候等

で遅刻して登校する時は児童クラブ→学校へ認めてほしいです。早く学校へ送

って行くのもダメ、児童クラブもダメだと、自分は遅刻か休むしかなく、仕事

を続けられません。（総和地区） 

■子どもの医療費の一部負担金 600 円が、家計に厳しい。近隣などでも一律なの

は有り難いですが、負担金は無くして欲しい。学校のエアコン導入を早めて欲

しい。環境で学習への集中力も違うと思う。小児科の診療時間や、小児科を増

やして欲しい。偏っている気がする。芸術面でのホールが無いのが残念。小さ

いうちからクラッシックコンサートやミュージカルなど観せてあげたい。現在

は、同居しているので両親の協力を得られ、仕事も休むことなく出来ている状

態ですが、県外で別居していた時は、色々な情報を自分から動いて入手し、そ

れなのに、イザという時に利用できなかったり、制限されてしまったりと、不

便を感じていました。共働きが当たり前のこの時代に、やはり子育ては、母親

中心になり、結局、家事、育児、仕事を全てやらなくてはいけなくなってしま

っています。近所のママ友が助けてくれるから何とかなったり、という事も

多々ありました。子どもを産んで、産んだ後も小学校に入学するまでも不安だ

らけです。問い合わせれば、答えてくれる市役所の人がいても、どこに、誰に

聞いて良いかも分からない人も多いと思います。定期的に、個人宛に、入園や、

成長の案内など届くと良いと思ったりします。保育料の計算方法も、よく理解

できません。全国一律の決まりなら仕方ないのかもしれませんが、各市によっ

て計算方法や入園条件などが違うのもおかしいと思います。いくら同居してい

ても金銭は別会計なのではないのでしょうか。仕事によっては一般的な保育園

では時間が合わない人も多いと思います。そういう人に、補助金などあっても

良いと思います。病児保育も充実させて欲しいです。我が家は、母子家庭の為、

塾へ通わせてあげる余裕もありません。そうすると、子どもはみじめな思いを

するのでしょう。学校で放課後に勉強する場や、ボランティア学生などを集め

て、土日に学習する時間等、作っている市もあるとききます。古河市も取り入

れて欲しいです。給食費もかなりの負担になっています。子どもへの助成金と

して、市や国から出してもらいたいです。子ども達が安心して、生活できる環

境を作って欲しいと思います。（総和地区） 

■兄弟で同じ保育園に入れなかったりするのは、かなり困ります。フルタイムで

仕事をしていると、朝、何か所も周るなんて忙しすぎますし、子どもも早くか
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ら起きて、夜も遅くてでは体がもちません。兄弟は、同じ保育園、学校に通わ

せて頂くべきだと思います。定員オーバーだというのは分かっておりますが、

よろしくお願い致します。（総和地区） 

■駒羽根地区ですが、公園の数はありますが、遊具の数が少なく劣化していたり、

全体的に不衛生な感じです。トイレもとにかく汚くて、とても子どもに使用さ

せる気になりません。月に数回でも結構なので、「自分が使うという」意識を

持って巡回して頂ければ有り難いです。（総和地区） 

■子どもたちが参加できる体験イベントをもっと充実させて欲しいです。雨の日

でも遊べる複合型児童館（図書、イベント、アスレチック等）があると施設使

用料を支払ってでも利用する人はたくさんいるのではないでしょうか？（総和

地区） 

■景気回復（総和地区） 

■古河市にも病児保育施設ができてほしい（総和地区） 

■冬になるにつれ不審者が多くなると思いますので子ども達が安心できる何か

をしてほしい（総和地区） 

■子育てをしながら、自分も成長させられる事が多い。ですが、目の前に子育て

のお手本は無く．．．自分の子育てが正しいのか？悩む事も多くあります。見て

意見してくれる人はいないので．．．。子どもに対して、叱っているのか、怒っ

ているのかわからず、悩み、その事をストレスに感じる事がある。そして、ス

トレスを感じる自分自身が一番、ストレスになります。子どもは素直です。良

い時も悪い時も、愛しく思います。（総和地区） 

■他県から古河へ２年前に来ました。他県に比べると子どもが遊べる（雨の日な

ど）所がなく、たくさん土地はあると思うので室内の運動場が出来たらとても

うれしいです。よろしくおねがいします。（総和地区） 

■仕事をしたいと思っていても「子どもが具合悪い時、みてくれる方はいます

か？」と言われます。私には協力者がいないか、駆けつけてくれても時間がか

かります。働くママがいる会社側には欠勤の方がいてもなんとか協力しあえる

体制づくりを、働くママは協力者を増やすもしくは子どものために休みやすい

環境作りをお願いします。アンケート誰かわかり易く記入しづらいです。（総

和地区） 

■昔に比べて、近所に子どもたちを見守ってくれている人が減ったと思う。老人

が増えている現実があるのに、自分の孫以外は見て見ぬふりをしたり、悪いこ

とは悪いという人がいなくなっているので、親たちの負担が増えている気がす
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る。地域ぐるみで子育てができるととても良いと思う。（総和地区） 

■子どもの成長はとても早く時々さみしくもなりますが、自分も子どもと一緒に

成長していける様日々子育てをしています。夕方は習い事の送迎で夕飯の支度

など、時間との勝負です。今となっては大変な反面これからの楽しみも増えて

いると思っています。程よく手抜きしながら自分なりの子育てでこれからも頑

張っていこうと思います。（総和地区） 

■子どもの登校時にスピード制限を守らずにとても速い速度で走っている車を

毎日見ます。取締を厳しくする等行わないと安全は確保出来ないと思います。

（総和地区） 

■今の子ども達の教育環境で塾は当り前、これから学年が上がるにつれお金がか

かる事は仕方がないと思うが実際の所経済が上向いてくれないと、私達親は給

料も少ない仕事も少ないでは子どもにかかるお金は全然足りない。結局子ども

が何かしら才能があってもお金がないうちは何もしてあげられない。子ども達

には平等にチャンスも与えてあげたい。（総和地区） 

■子どもが大きくなるにつれお金がかかる事がわかってから、小さいうちに助成

金をもらうより、少し大きくなってからもらえる方が助かる様に思う。（総和

地区） 

■母子家庭や父子家庭の子どもに市が費用を助成しすぎ。大きい車や携帯を持た

せられる事がわからない。わがままな性格の子が多い（我慢しない）。共働き

でも生活が苦しいのに、よく外食している。学校行事の親の役員など出来ない

人が多い（授業参観には来れるのに役員はできない）。公園を造って欲しい（ネ

ーブルパーク遠い）（総和地区） 

■古河市でも放課後子ども教室をやって欲しいです。（総和地区） 

■今は、祖父母も若く、子どもの面倒を頼めるが、下の子が小学校にあった時、

同じように見てもらえるのか心配。祖父母の協力が無ければ、働く事が難しく

なる。（総和地区） 

■放課後子ども教室を強く希望します！！（総和地区） 

■放課後など学校の校庭などで習い事？でサッカーやバスケをやっていますが、

親が参加できなかったりすると入部出来ないと聞いております。親が仕事をし

ていると参加は絶対無理です、という事は子どもはサッカーとかやりたい事が

できないのです。（夢をなくしました。）実際私の息子は小１の時からサッカー

をやりたがっていたのにあきらめてもらいました。（あきらめざるをえないの

ですよね！）ですから親が参加しなくてもできる体制を作ってもらいたいです。
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（昔は学校の先生がみてくれていましたよね。）学校のクラス→１クラスが 37

名です。１人の先生では十分にみれていないと思います。せめて算数だけでも

２人の先生で見て欲しいです。学童のおやつについて→2,000 円はキツイので

家から持参するようにして欲しいです。（例：金曜日の迎え時に親が次の一週

間分位のおやつを先生に預ける。こうするとアレルギーの子にとってもいいし、

休んだ時も損したと思わなくなります。）（総和地区） 

■小さい時はよく熱を出すし、流行する病気などで保育園に登園できず、仕事も

休むことが難しくとても困りました。病児保育の対応をお願いしたいです。ま

た児童クラブも先生によりかなりの差があり、リーダーの先生次第という状況

なのもどうにかして欲しいです。（総和地区） 

■子育てと１つにまとめてありますが、低学年と高学年ではいろいろと対応が違

うので少し答えにくいところがありました。でもこのようなアンケートはとて

も良い試みだと思います。これからも当事者の意見をきちんとすいあげて本当

に望まれる支援を期待しています。学校の多い広域運動公園付近に大きな図書

館を作ってほしいです。学校帰りに勉強出来たり夏休みなど子ども達の社交場

の様な役割になると思います。大人の目も自然と行き届くので、ゲームセンタ

ーや商店街に行くなどという休みの日も健全に過ごせると思います。こういう

場所が少ないと思います。三和図書館に行く度うらやましく感じます。（総和

地区） 

■下辺見地区に住んでいますがコミュニティセンターなどの開放がないため、雨

の日遊べません。隣の上辺見小学校区内はＵセンターなどがあるので一つの小

学校区内に開放できる施設が１つほしいです（総和地区） 

■とにかく、子育てにかかる費用の助成が必要だと思います。（総和地区） 

■お金に困らない生活ができるなら、子どもの事、もっとちゃんとしてあげたい。

働く時間も限られて、十分に子どもがやりたい事もさせてあげられない状態で

つらい。夜勤の為、全然かまってあげられない。どんどん仲が悪くなる。働い

ても働いても満たされない。どうしたらいいですか？時間とお金に余裕をくだ

さい。（総和地区） 

■幼稚園に上がる前までが、子育てのストレス、不安がつのり易いので、どうい

う風に発散できるかで、子育てを楽しめるかそうでないかが決まります。今だ

から言える、思える事が沢山ありますが、もう少し、気持ちに余裕があれば楽

しめたのかなと思います。（総和地区） 

■今後、複合施設の建設予定はありますか。図書館を頻繁に利用していますが、

三和のサンサン館までは遠く、近隣のものは文庫量が少なく、あまり有効利用
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出来ていません。それから、習い事の発表会や、芸術鑑賞の際も古河市以外の

施設を利用しています。もっと身近に、総合的な複合施設が出来る事を切に願

っています。（総和地区） 

■ファミリーサポートセンター等の利用を希望したいが、車の運転をしない為、

なかなかきびしい。もっといろんな場所、交流の場の確保を希望したい。（総

和地区） 

■とにかく子育てにお金がかかりすぎる。小学校も「〇〇を明日までに用意して

ください」とか銀行引落し以外での出費が多い。小中学校のジャージ等は、古

河市内全部同じにしてもらいたい。それか指定の用品購入をなくして欲しい。

高額すぎる！！学童について「毎日、全学年６時間授業」になれば、小１の壁

はなくなると思う。ウチは預かってくれる人がいないが、学童が高額で入れた

くないので、母親の私は夜間のパートをしています。（総和地区） 

■私は子どもが４人います。大変だと思うこともありますが、沢山の子に恵まれ

てとても忙しく賑やかな毎日を送っています。いざ、仕事を始めようと思った

時に仕事をしていなければ、保育園には入れられない。働きたいのに働けない

時期があり、とても矛盾しているな・・・と感じました。（総和地区） 

■子ども達が野球やサッカーをするような広い場所が少なく、広場があっても犬

や猫のフンがあったり、と子ども達の（特に小学生くらいの子ども）遊び場が

なく、ゲーム等やっている姿を見ると残念に思います。もっとお金がかからず、

スポーツを楽しめたらと願います。（総和地区） 

■児童クラブが小６年生くらいまで預けられるようにしてほしい（総和地区） 

■教育格差について。わが子だけ考えるのではなく地域全体で学力の向上出来る

様学校まかせではなく家庭や地域で取り組むべきだとおもいます。又通学路な

ど安心して通る事の出来ない道があります。子どもに対しての安全確保や防犯

の意識が低いと思います。これについては子どもだけではなく高齢者にも同じ

ことが心配されるので早急に対策を講じて頂きたい。（総和地区） 

■子どもが３人いて高・中・小で高校は近県の私立にいかせていますが、とても

良い先生に恵まれ子どもは良く育っています。安心して子どもをあずけられる

よう古河市の先生の教育をしていただきたいです。現在の子どもの状況を良く

しってください。施設や環境を整備しても子どもを教育する人間が一番大切だ

と思います。（総和地区） 

■子育ては親・祖父母・学校・地域の方の協力が必要である。悩みがある時は一

人で抱えず誰か相談できる人に話してみた方が良いと思います（総和地区） 
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■住所が変わって手続きも終わってるのに、旧住所に届くのは何故ですか？市役

所なのに…。（三和地区） 

■三和には公園が少ない。出産費用が高い。（三和地区） 

■幼稚園の費用がかかりすぎると思います。特に２人目以上になると母子家庭で

は、生活困難を極めます。（三和地区） 

■今現在子どもたちが外で自由にのびのびと遊べなくなってしまった時代に感

じます。安心して遊べる場所がほしいです。（三和地区） 

■私は現在は働いてはいませんが、働きながら子どもをみているお母さんは大変

だと思うので、子どもが病気になった時に預けられる施設や育児休業制度など

がもっと充実するといいと思います。障がいがある子のための療育施設や特別

支援学校も近くにあって、自由に選べる事ができるといいのにと思います。（三

和地区） 

■小学校に入ると子どもの発達障がいの相談はすべて学校の先生に行うしかな

いが、忙しい先生に気軽に相談しにくい上に、信頼できる先生ではない場合、

誰にも相談できずに困る。市の発達支援が受けられればいいと思う。（三和地

区） 

■道路に歩道がなく歩くのは危険である（三和地区） 

■学校から教わる問題の解き方と自分が教わった解き方が違い、子どもに良く教

える事が出来ない。学校と連携が取れているか不安に思う事がある。（三和地

区） 

■私は母子家庭で現在、こども２人と３人で生活しています。子ども達は習い事

をしたいとは言っていますがお金がかかってしまったりで、通わせてあげられ

ずにいます。せっかく自分でやりたいことをさせてあげられず、困っています。

（三和地区） 

■赤ちゃんの時は子どもの成長や健康について相談できる場所がありましたが

小学生になるとなかなかないので病院の先生などと話し合ったり相談できる

場所が気軽にあったらうれしい。（三和地区） 

■学校行事など参加するには小さい子どもを抱える世帯には厳しいです。近くに

実家、協力してもらえる環境でなかったりする側としてはどうしても学校行事

が苦痛に感じてしまう時が多々あります。核世帯が増える一方、もう少し住み

やすく子育てのしやすい環境を心がけてほしいです（三和地区） 

■結婚・子育て→費用がかかる→母親も多額の納税→働かざるを得ない環境。や

むを得ない部分もあると思うが、働けない事情への優遇を検討してほしい。大
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学費用の減額や支援（減税）など（三和地区） 

■両親がいない祖父母の人たちが育てなくてはならない人の事も少し考えて頂

けたらと思います。仕事をして生活費をつくらなければ孫を育てていく事はと

ても大変なことです。身体の具合が悪くても我慢して仕事をしなければならな

い事はとても大変です。その他に親の面倒を見たりしていく事はものすごく大

変なことです。（三和地区） 

■子どもが思い切り屋内で遊べる場所があったらいいと思う（三和地区） 

■現在、体調不良で学校に行けずにいます。先生方のご厚意で、たとえ 30 分で

も学校に来られれば出席にして頂ける事にしてもらいました。２カ月に一度、

検診に行っていますが治療法が特になく対処法もなく、ただ自宅で休ませてい

るだけです。その間はほぼ一人で留守番をさせています。心配ですが仕事に行

かなければならないので、さみしい思いをさせています。（三和地区） 

■現在、児童クラブは人数の関係もあり１～３年生位までです。高学年でも、一

人で家に置いていくのは不安で仕事も短時間しか出来ません。発達に不安があ

って、小学校に上がるまでリハビリしても小学校に入るとリハビリができなく

なる。出来るなら小学校へ入ってからも続けたかった。（三和地区） 

■子どもは病気にかかりやすい為、医療費の無料化をしてほしいです。他県から

古河市に引っ越してきましたが、医療費を負担しなければならないと知り、驚

きました。子育てをするには治安が悪すぎると思います。不審者も多くとても

心配です。学校も荒れていたり、いじめが多いと聞いています。今後子どもが

大きくなった時にさらに不安と心配がでてきます。とにかく子育てにはむいて

ない所だと思っています。（三和地区） 

■最近、不審者出没のメール（市、教委）がたくさん届き、心配です。（三和地

区） 

■私は現在育休中で２才の子育てをしています。上の小学生の子の授業参観など

の時だけファミリーサポートセンターで下の子を預かってもらうことがあり

ました。本当は日頃からリフレッシュ目的で利用させていただきたいですが、

自分だけの楽しみのために子どもに泣かれたり悲しい思いをさせる・・と思う

と罪悪感があり、利用に踏み切れないでいました。そういうお母さんは他にも

たくさんいると思います。未就園の子どもを育てる家庭に年に１回でも２回で

もサポートセンターを無料で利用できるチケットなどを支給してくださると、

母親も堂々と子どもを預けリフレッシュし、また子育てを頑張れると思います。

（三和地区） 

■子育ては大変ですが我が子の成長は何よりの幸せです。心にゆとりを持って子
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育てが出来るような社会になってほしいです。（三和地区） 

■古河市は児童館の設備が悪く他地域との交流もない。病児保育についても力を

入れていないので女性の社会復帰の足かせになる。また、老人の在宅サービス

についても責任感のあるケアマネージャーが少なくレベルが低い。もっと教育

して意識を高めないと少子高齢化に適応できないと考えます（三和地区） 

■通学路に歩道がなく人通りも少なく、横断歩道も薄くなっており下校時が心配。

三和地区には習い事が充実していない（三和地区） 

■近くに公園など子どもの遊べる場所がなく、親が車で連れていく事が多い。故

に外でのびのび遊べない。帰宅してからも小学校の校庭で遊べたらなぁと思う

（三和地区） 

■放課後、学童以外で安心して遊べる場がほしいです。また、習い事をしたくて

も親が共働きのため、送迎が無理なので「できない」と思います。旧三和町は

コミュニティバスもなく、あいあい号も小学生のみでは乗れないので。（三和

地区） 

■小学校では最低限、安心して勉学にうちこめる静かな環境で学ばせてあげたい

と思うのに、実際はそれと正反対なのが、非常に残念です。（三和地区） 

■子育てにお金がかかるのが一番のなやみです。助成金、手当金、医療費タダ等、

金銭面での支援が欲しいです。（三和地区） 

■上の子どもが５年生になりますが、毎年毎年サポートをしていただきたいと感

じた内容が違いました。例えば幼少期は小児医療、低学年は放課後の（母親が

帰宅するまでの）支援、高学年になると学習レベルを上げていくための塾の費

用の高騰など、常に考えることばかりです。話は違うのかもしれませんが、八

俣小児童の下校時に危険な交差点に立って安全に児童を渡してくれるおじい

ちゃんがいます。八俣小では毎年児童による表彰をしていますが、古河市とし

てこのような素晴しい方を表彰して頂けないでしょうか？雨の日も風の日も

１日も休まず、１年生から６年生の児童全員が下校するまでずっと立っていて

くれています。どうかご検討ください。（三和地区） 

■70 歳を過ぎた老夫婦で小５の孫（男）を育てています。高学年になると算数の

宿題等、本人に思うように教えられなくなって来ています。肥満児で現在月４

回三和スイミングスクールに行っていますが、もう一種類何か他のスポーツと

思っても経済的に学習塾などこれ以上無理なので、母子、父子手当のように経

済的に余裕のない祖父母に子育ての支援が欲しいと思います。（三和地区） 

■子ども達が通う通学路に歩道がきちんと整備されていない所が多すぎです。と
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ても危険なのでもっと安全に通える様整備してほしい。それから子育ては教育

費などがとてもかかるので、もう少し子育てにかかる費用などを助成してほし

い。（三和地区） 

■我が家の子どもたちは毎日、徒歩 45分～１時間かけて小学校へ通っています。

しかしその間歩道らしい歩道は全くなく、朝の通勤で忙しく走る車の横を並ん

で歩いている状態です。日本中で登校中、車にひかれるなど危険な目に合って

る子がたくさん居ます。登下校する通学路について、今一度見直しをお願いし

ます。近所で夜 22 時過ぎとかに外で泣いている子がいます。（たまにですが）

児相に通報するほどではないと思うのですが、市の方に気軽く相談できる窓口

があれば・・・・・と思います。（三和地区） 

■学校は振替休日が多い！！働く母親としてはとても大変です。授業が遅れてい

るのに振替休日は多いし、土曜日は毎週休み。預かってくれる人がいないので

振替休日などやめてほしい。学童に行かせるのにはお金がかかるし考えてもら

いたい。（三和地区） 

■子育てにはお金がかかります。でも女性が仕事するとなると必ず誰かの手助け

が必要です。放課後・夏休み・冬休み等の長期の休みに子どもをあずかってく

れるような施設が沢山あれば子育てももっとしやすくなると思います。（三和

地区） 

■子育てについて一概に言いますが年齢によって困る事や求める環境は違うと

思います。アンケートの内容をみると、もっと低学年のお子さんをお持ちの方

に答えて頂いた方がよいのではと思いました。（三和地区） 

■幼稚園の時までは手がかかって大変でしたが、小学生に入り自分でできる事が

増えたので、親的にはとても楽になりました。が、子ども同士のトラブルなど

は増えました。しかしこれは成長する上でかならず経験する事ですから、友達

とケンカして傷ついたり仲間はずれにされたりして人の気持ちがわかってい

くと思うのでどんどん経験してほしいです。ですから“いじめ、不登校”につ

いては市で「こうしてほしい」とかはありません。各家庭で親が子どもをよく

みてフォローしてあげればいいと思います。子どもはかわいいのでこの古河市

で出産率が増え、赤ちゃんがたくさんうまれて公園で多くの子どもたちが遊ぶ

様な素敵な街になればいいと思います。（三和地区） 

■子どもがまだ小さい頃、病気などでの休みをなかなか取れず、会社にも迷惑か

けたりしたことがあった。下の子どもはまだ４才なので、病気でも預けられる

所などがあると、女性の会社員としての立場もよくなるのでは…？今でも病気

の時は女性が休むなどのイメージがあるので…。（三和地区） 
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■スポーツ少年団や、色々な行事は、土曜日の日程が多く、平日の練習などにし

ても、保護者の送迎が必要になるものばかりです。もう少し、交通の便が良か

ったら、子どももどんどん色々な事にチャレンジ出来ると思います。子どもが

一人で行動をする際、暗い通りが多い事や、バスなどの交通機関の便が悪いし、

結局は、送迎する大人がいない場合は、子ども達は一人で家にいる事になって

しまいます。急には無理だと思いますが、少しずつ改善して欲しいです。共働

きでも、子どもが自分で自分のやりたい事にチャレンジできるような町になっ

て欲しいです。（三和地区） 

■特にお願いしたい事は、旧三和町は道路が狭く悪いので改善して頂きたい。側

溝のふたなど入っていない所もあり、大変危険です。通学させるのにとても不

安です。（三和地区） 

■子どもの情操を育むための文化施設と行事。（発表の場であり、文化的行事を

観たり、講演を聞いたりするなど。）古河市や近隣の地域の人たちも集められ

るような施設があると良いです。※やはり都会は、子どもと大人が楽しみなが

ら学習できる施設と企画が多いです。古河市出身の文化人、有名人もいますの

で、繋がりを大切にしていければと思います。子どもの学区外通学が小学生ま

では配慮されているのに、中学生になると厳しくなる事には不満があります。

中学生には、この理由は通らないという事を言われたが、なぜなのかわからな

い。もう少し学区外通学については、考えてもらいたいと思う。小学校の先生

も、熱心な先生とそうでない先生の差が大きいように思います。全体的に教育

面は不安な点が多い。（三和地区） 

■三和東中学校にバスケット部（女子）を作って下さい。お願い致します。（三

和地区） 

■小学生くらいになると自転車での行動が多くなってきますが、自宅近くの道路

は「自転車道」が全くありません。せめて国道には歩道くらい作って下さい。

（三和地区） 

■うちの子は、特別支援学級に通っていますが、市の教育委員会からの情報など

学校からは伝わってきません。他のサークルを通して色々知ったこともありま

す。もう少し市と学校の連携を図り、学校と保護者が子どもの成長にとってど

うすればいいのか考えるような体制作りをして頂きたいです。（三和地区） 

■古河市は子どもを育てるのに悪い環境とは思わないがもっと街全体に活気が

あっても良いと思う。特に古河の中でも三和地区、合併して偏りがある。そう

すれば大人も集まり住みたいと思える町になる。もっと古河地区に大きな商業

施設や病院を増やしてほしい（三和地区） 
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■不審者のニュースが多くて心配です。市で何か対策を（三和地区） 

■子育ては大変ですが母親も子どもの頃の様に遊んだり子どもの頃の目線を思

い出したり、とことん必要とされ「大好き」と言ってもらえる人生最高の時で

はないかと思います。４月に一番下が入園してしまい日中子どもと遊ぶことは

へってしまいました。いよいよこれから子育て終焉に向かうのだなぁと淋しく

なります。が、この子達の母として過ごせる日々に心から幸せを感じています。

仕事をしたいという気持ちはありますが、今は二度とないこのかわいい時間を

最優先にしたいと思っています。（三和地区） 

■このようなアンケートを通じて、古河市が子育てしやすい町になることを切に

願います。（三和地区） 

■実際に育児をしている父母と行政との距離が遠く感じます。私自身もまだ長男

が小さかった頃、計測に行き、保健師さんと話をしましたが、気軽に相談した

ことが大きくとられてしまったり、思ったような回答をもらえなかったりと…

相談しなければ良かった…と思う事が沢山ありました。友人も不安を少なくす

るつもりで相談したのに、不安をあおられてしまい心配が増えただけ…という

体験を沢山しています（体が小さければ何か障がいが…？ 落ちつきがなけれ

ば発達障がい…？ ひどいものです）。また、勇気を出して相談すれば、鼻で

あしらわれるように否定される…子どもを産んだばかりで不安定な母親にと

って、毎月の計測の場が安心できる楽しい場所になれば、その後の子育てでも

不安を気軽に人に相談できる良いきっかけ作りになると思います。保健師さん

方、大変だとは思いますが、もう少し母親への配慮もして頂けると助かります

…。長文、失礼しました。（三和地区） 

■小学校の通学路について…。歩道もなく車道を歩かなければならない箇所があ

り、子どもたちのすぐそばを車が通過するのでとても危険。また、工場のトラ

ックが下校時刻に歩道に駐車している為、子どもたちは車がきているかのぞき

ながら車道を歩いている。歩道の整備を進めて欲しい。（三和地区） 

■私の場合は、保育園などをうまく活用して仕事もしながら楽しく子育てをでき

たと思います。今、娘はスポーツ少年団に入って頑張ってますが、部員の確保

が難しいです。スポーツは子どもにとって強い精神力や礼儀などを学べる良い

所ですが、仕事をしている場合など子どもは入りたくても親の負担が多くなか

なか人が集まりません。児童クラブを利用している方などを対象にして、同じ

学校内で活動している場合は、参加させて頂けるシステムを作って頂けると有

り難いと思います。（三和地区） 

■仁連小へ通う新１年生の保護者です。今年４月？に開通した新しい道路を毎日
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横断しています。手押し信号の横断時間がかなり短いです。とても危ないです。

歩道橋を作るなどもう少し子どもの安全を考えてください。ちなみに我が家は

他県より今年引っ越してきました。以前のほうがまだ安全でした。市の行政の

協力もありました。古河市も期待しております。（三和地区） 

■障がいのある子どもに優しい環境と理解をもとめます。子どもの保健所（ピン

ク・オレンジ）他県でも使えると良いです。前に住んでいた県では、他県でも

使えました。とても助かります。（三和地区） 

■現在、小学校に２人通わせております。低学年・高学年と下校時間が違う為、

下の子１人で道路の横断をしなくてはならず、とても心配です。学童利用も考

えましたが、以前学童で嫌な思いをさせられた事から二度と入りたくないと泣

きつかれ、上の子が帰宅するまでどうしようか悩んでおりましたが、祖父母に

協力してもらい見てもらっています。上の子と同じ下校時間にしてもらうか、

待たせてもらえる部屋があったら、どんなに助かる事かわかりません。子育て

にふさわしい市、日本一を目指して預けられるようお願い申しあげます。（三

和地区） 

■古河市に転入して半年ほどですが、子育てするには、とても不便さを感じられ

ます。小児科も少ないですし医療費等も小学就学前は無料とか、子どもが少な

い分頑張ってもらいたいです。放課後もっと学校とかで遊べる日があると良い

と思います。近くに公園もなく遊べる所もないので・・・・（三和地区） 

■登校中の小学生の列に車が突っ込む事故をニュースでよく見るが、このような

事故が古河市でおこらないように道路整備や学校の先生の巡回などで予測対

処してほしい（三和地区） 

■パートの場合子育て中は土日の行事など多くて休まざるを得ないのですが、企

業としては（人材的には）なかなか雇いづらいのではないか？サービス業はと

くにです。そういう所も優遇してくれる企業が増えると女性も働きやすくなる

のではないでしょうか？（三和地区） 

■今回のアンケートで感じた事が、現在の子育ては行政や他人に頼りすぎだと思

う。特に低年齢のうちは親が子育てするのが一番（片親が仕事を辞めてでも）

そのくらいの覚悟で子どもをつくり、育てて欲しいと思います。（三和地区） 

■スポーツ少年団等のスポーツクラブが広域化して、子どもの送迎が大きな負担

になっているので、各小学校単位にクラブがあればよいとおもいます。また、

希望する競技が無いことも改善して欲しいです。例えば、ない競技は中学校の

部活動に小学生の部を設置するなどできれば、ありがたいです。（不明） 

■子どもが安全に活動できる公共の施設が学校ともっと密着してほしいと思い
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ます。また、医療（小児科、産科）の充実と、学校や保育園、幼稚園などに看

護師さんを置いて欲しい。（不明） 

■医療費をタダにしてほしい。雨の日に年齢が関係なく遊べる場所がほしい。（不

明） 

■転入で古河に来ましたが、公園がなくておどろきました。あってもトイレもな

いし、遊ばせたいような所がないですね。ゲームセンターに子どもが多くいる

のにあきれますが、仕方がないのかと今では思います。（不明） 

■やはり子育てにかかる費用の助成などに取り組んで欲しい。道路については子

どもたちが安全に通行できる整備をお願いします。（不明） 
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