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調査票番号
問36　その他、子育てに関して日頃感じていることや悩みごと、瑞穂町への要望事項等ありました
ら、ご自由にお書き下さい

00001

瑞穂町役場の方にはいつも親切にして頂き分からない事があっても行きやすいです。他の市町村
役場は態度も言い方も悪く正直腹が立つ事が多いです。子育てなど沢山の手続きなどありますが、
これからも瑞穂町役場の方々に助けてもらい、これからもずっと瑞穂町民として暮らして行きたいと
思ってます。いつもありがとうございます。沢山の笑顔で沢山の人を幸せに出来る窓口＝瑞穂町役
場の方々でいて下さい。

00003

マンションやアパートなど子供や親が集まれるような場所を作ってほしいです。保育料がもう少し安
くなればと思います。2人目は5,000円などと、安くしてくれると助かります。エコパークに小さくてもい
いのでアスレチックを作ってほしい。子供がいる人が持てるカードがほしいです。瑞穂で使うと割引
きがある…みたいな。出産祝いや、入学祝などほしい。

00006
中学校が遠いので、中学校の数を増やしてほしいです。自転車通学が無い範囲で行けるようにして
ほしい。

00009

町営住宅に母子家族で住んでいて、税金や手当をもらっているのに男の人を連れ込んで何年も暮
らしている人がいます。全うに税金を払っているのがバカらしくなります。不正受給者はちゃんと調
べて下さい。前に役場に電話を入れましたが、動いてくれていません。大切な税金なので、ちゃんと
してほしいです。よろしくお願いします。

00012

同僚が住んでいる所には子どもが病気の時に預かってくれる場所があります。病気の時こそ保育
園に登園できず困ってしまうので、そういった施設がほしいです。
子ども家庭支援センターで地域の方に子どものことをお願いするシステムがあるが手続き、利用の
仕方など現状では利用しづらい。小金井市の方法が急な場合でも頼むことができて良いので同様
の方式にしてほしい。

00013

石畑に新しくできた広場…？公園…？の道路をジャリではなく、舗装してほしい(コンクリートなど)。
そうすれば、ベビーカー連れのお母さんや、自転車などで気軽に遊びに行けると思う。子供を連れ
て行こうと思うが、道路がその状況により、行けない…中に入れば、トイレがありベンチがあり芝も敷
いてあり便利だと思う!!　あと、もう少し遊具もあったらな…と思います。

00014

福祉バスを羽村市の“はむらん”のようにお金を出しても誰もが乗れるようにしてほしい。
学童保育においての保育士の質の向上と充実。以前上の子が利用していたが先生たちは一緒に
遊んだりしてくれずおしゃべりばかりしていた。8時30分ぴったりにならないと開けてくれず、雨の中、
外で大勢の子が待っていた。決まり事にこだわり過ぎているような気がします。もっと柔軟な対応を
してほしいです。よろしくお願い致します。

00016

子育て支援を日の出町並にして欲しい。実現できたら引越しは考えない。最低でも、中学卒業まで
の医療費無料と、保育料の引き下げをお願いしたい。瑞穂に引越して来たら保育料が1.3倍になり、
家計が苦しい。他、以前いた所よりも支援が乏しく、町の財政は黒字だと聞いているが、もう少し子
育て支援にお金をかけられないのか？　又、母子家庭を偽って国や町から支援を受け、無料で保育
所に子供を預けている人もいる。書類だけでなく徹底的に調べ上げてから支援するかどうか判断し
て欲しい。無理ですか？こんなんじゃ、キチンと払っているこっちがバカみたい!!　ウチには未就学児
が2人居ます。今回、下の子の名前で届き、上の子の名前では数日待ちましたが届きませんでし
た。なぜですか?差別されている様でなりません。

00017

悩んでいる事は多々ありますが相談したいと思っても出来ずにいます。気軽にどこへ行って相談す
ればいいのか、内容によってどうすればいいのかよくわかりません。思い悩む程一歩が踏み出せな
くなったりするので、このように手紙を書いて返事をくれるようなお悩みポスト(受付)があれば、わざ
わざ外出したり、日中に時間を作らなくても、落ち着いた時間に書けていいかなと思います。ざっくり
「子育て」に関する事を１つで受付けていただいて、振り分けてもらえれば、どこへ相談に行ってくれ
ばいいのか？という悩みも解消しそうな気がします。子育てに関してとても不安はありますので、教
室とかあればいいなと思っています。町内のお祭りの時などおむつ交換のできるトイレの場所がわ
かりません。地図を見てもよくわからなかったので、わかりやすくしてもらえれば参加しやすいと思っ
ています。

00019
病後児保育はお願いしたい。子どもと楽しく過ごせる様にしていってほしい。ママ友を作りたいと思う
があまり出来ず近くに同年齢の子も少ないので難しい。平日は仕事であまり関われないので、休日
に何かあると良いと思う。

00022
病院が少ない(耳鼻科がない)、歩いて行ける距離の小児科がない。八高線の複線化orモノレール
延伸。近くの公園にビンやガラスの破片がよく落ちているので公園で遊ばせられない。

00024

長女が小3で学童に通っています。勤務している入間市の学童は18時30分 or 18時45分まで預かっ
てくれるそうです。私は医療機関で働いているため、瑞穂の学童の18時にお迎えがすごく厳しくいつ
も時間に追われています。定時で帰れません。ファミリー・サポート・センターなどを使う前に開所時
間をもう少し延長してほしいです。気持ちにゆとりがないと家庭と仕事の両立はどの母親も大変だと
思います。保育料も所得に応じてですが、働いても働いても子育てに保育料が出てしまう現在の方
法は、フルタイムで働いている人はつらいです。パートで半日働いている方で仕事のない日も預け
ている方もいますし、パートさんなら保育料の方も少ないでしょうし、頑張って働いているのにこの方
法は愚痴になりますが、不満です！　すいません。

00025

皮膚科がないので町外まで行かなければならないのが不便。公園に行くのに旧青梅・新青梅街道
を渡らないといけないので、とても危険。今はいいが、子どもだけで安心して遊びに行かせられない
ので、早くキューピー工場隣に公園を作ってほしい。道路の整備より急いでほしいです。保育園の申
請をしてから、結果が出るまでが遅い。就職活動をしにくくしている。
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00026
羽村市に住んでいた時は近くに児童館があって、よく利用していましたが、瑞穂町にはあまりなく、
家からも遠いので、乳幼児、小学生も遊べる施設があったらいいと思います。

00027

少子化を加速させない為には、働く母親がもっともっと働きやすい状況を作るようにすること！手当
より必要なのは、働きやすい環境。私は2人の子供を10ヶ月、1才の時からそれぞれ復帰して保育園
に預けて働いたが、その大変さはハンパない。体調を崩したことも多々あり、ストレスからくる病気、
疲れすぎて高熱など。旦那は仕事を休んでくれず、子供が体調不良で休むのはいつも母親(私)。会
社と子供の板ばさみで肩身も狭く、精神的にも相当過酷。イクメンは一握り。世の中全体が(男性が)
考え方を変えない限り何も変わらない。子供を持つ母親は社員としてフルで働くな、と社会に言われ
続けてきた気がする。私は仕事が大好きで生きがいである。近所に住む旦那の両親も私が体調を
崩して何度死にそうになっても助けてくれず、ひたすら辛い思いをしながら働いてきた。両親や旦那
が助けてくれないと体も気持ち(心)ももたず、ぼろぼろ。助けてくれる人がいないと本当に孤独でみ
じめ。泣いてばかりですごく辛かった。そういう大変さを分かってくれる友人はいたが、1人は苦し
かった。

00028

子どもを遊ばせる公園が少ない。集まりなどの機会がないと同年代の子どもと遊べないのが残念で
す。小学校が同じ子供が少ない様なのでクラスに馴染めなかったら逃げ場がないと心配になります
(クラス変えが無い)。また、学校の合併や選択が出来るなど今後あるのでしょうか？ひばりや保健セ
ンターで集まりがあるとなかなか駐車場がいっぱいになります。もっと増やして頂ければ利用しやす
いかと思います。

00031 長岡コミュニティセンター等、長岡地区にも子供が集まる活動を増やしてほしい。

00032

以前は青梅に住んでいて瑞穂の認証保育園に入園させてましたが、瑞穂は子供に対して、青梅と
は全々違うと思い、よく先生(園長)に瑞穂に住みなさいと言われました。幼稚園も早朝から19時まで
の預かりがあり、夏・冬春休みも保育があるので幼稚園へ移れよかったです。瑞穂は住むには住み
やすいと思います。今後は瑞穂でマイホームを購入し、一生住めたらいいと夫婦で話しています。

00033 認可保育園の入園枠(入れる人数)を増やして欲しい。入園待ちをしなくてもいいようにして欲しい。
00034 安心、信頼して診てもらえる小児科を増やしてほしい。(病院(小児科)の選択肢がない)

00039

個人的には瑞穂町の小規模さがアットホームな感じがして好きです。が、未就学児向け(在宅児向
け)イベントが少ない気がします。月１回のそのイベントを逃すと翌月になってしまうのが少し残念で
す。イベントが少ないので、楽しそうなものには多数参加があったりもします。
福祉バスが路線改訂になり、第二小学校学区から町役場(ひばりやあすなろ児童館へ行くのに)方
面へのアクセスが困難になり、利用しなくなった。福祉バスでなく、町内循環バスにして欲しい。料金
をとってもいいので。

00040 狭山池で朝、子供たちが待ち合わせ場所にしている所に時計があるとよさそう。

00041
瑞穂町で暮らし始めて間もないのでまだよく分かりませんが、近くにあまり子供がいないようで、友
達がいません。児童館でしか月齢の近い子がいないのが残念です。来年には幼稚園に通う予定な
ので、これからを楽しみにしています。近くにパートができる所があるといいなと思います。

00043
認証保育所で４ケ月に一度の補助金は有難いのですが、その都度申請をしなければいけない手間
が省ければ、もしくは認可と同等になれば更に良いです

00045
他の市などと比べると、遅れていることが多い。町なんだから、児童手当を増やしたり、病院を増や
したりしてほしい。このままだと、どんどん子供が少なくなって、他の市へ行ってしまったりで、人口が
減っていってしまう。

00046

保育園に預けていますが７時30分からしか開いていません。その為早番などの時はわざわざ町外
の実家へ泊りに行き祖父母が7時30分以降に連れて行っています。ですので…せめて7時から保育
して頂きたいです。そうすれば私達も仕事しやすい環境だと思います(石畑保育園ですが…)。ご検
討よろしくお願い致します。都市計画中の区間に住んでいます。近くに公園が出来るようですが、全
く進んでいないようです。子どもはすぐに大きくなり、今現在公園が必要です。早く作ってほしいで
す。道で遊ぶと危険ですので…検討して下さい。

00047

歩道など手をつないで歩ける幅を確保できるとうれしい。自転車など対向車が危険。公園MAP(子ど
もが安心して遊べる)があると便利。公園の近くにコインパーキングでもよいので車を停めれらる所
を増やしてほしい。大人のマナーが悪い。子どもがマネをする。考えなくても行える世の中なので、
子どもに考えて行動できる環境を提供したい(困らないように、考える前にアナウンス等で知らせる
機会が多い)。

00050
町内に小児科がなく困ります。小児専門のこどもクリニックができたら助かります。小学校のレベル
が心配。教育面の向上も今後考えて頂きたいです。

00051
上の子は幼稚園に行っていますが、年子で下の子が居るので、リフレッシュのために気軽に預けら
れる所をもっと作って欲しいです。しかも、あまりお金がかからない事を希望します。

00052
夏場になると歩道の雑草がひどく羽村市との違いを感じる(町全体がだらしない印象)。小奇麗な町
づくりをして頂きたい。

00053
認証保育所や認定こども園を利用したり幼稚園の補助金もそうですが、毎月毎月の家計が厳しい
時もあるので3～6ケ月毎の支給だと困ることもある。国や自治体の決定事項なので難しいとは思い
ますが。

00054 長岡にも児童館を作ってほしい。

00057
子どもにウイルス性などがうつらないよう、全体的に空気の入れ替えや消毒などよくやってほしいで
す。
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00059
住まいの周りに子供がいません。小学生になっても、近くに１人だけです。もっと子供同士で集まり
たいが、どうすればよいか。学校へ行く時に、集団登校をしてほしい。年令上下の関係つくりにもな
ると思う。

00060
長岡長谷部周辺にもっと公園を作ってほしいです。長岡コミュニティーセンターが出来たので良かっ
たですが、そこしかないのは残念です。

00061

とにかく、保育所の金額が高くて大変です。希望の所には移れないし、また、入園する時は歓迎して
いるようでも、入ると何かにつけて休むよう求められ困ります。月額は変わりませんものね。休んでく
れた方が園として都合が良い訳です。他の園(３ケ所)に通う別のお母さんからも同じような話を沢山
聞きます。子供が人質に取られてるからって、やりたい放題です。早く何事もなく大きくなって保育園
に通わせなくても良い年になりたい。園と関わっている今がとても嫌です。子供を育てるの自体やり
にくい世の中だと思います。

00063

幼稚園の長期預かりも実施はしているものの、都合で(幼稚園の)預かれない日はその月の少し前
にわかるので、働きたくてもシフトが変更できるような所でないと働けない。また、主婦が働きやすい
接客業は土・日どちらかは出勤できないと(よっぽどでないかぎり)現実は雇ってもらえません。また、
幼稚園の休み中の預かり料金はもちろん別料金(幼稚園代と別)なので、高額になるのでクビにさせ
られないために労働して、稼ぐということになりません。幼稚園や先生の努力は伝わりますが、現実
は祖父母にみてもらえる人しか働けません。やる気はあっても平日の労働は夢のように遠いです。
町からの補助金もすぐに消えます。(園への暖房費等で)幼稚園(保育園)に通わせないわけにはい
かないけど、通っている数年は家計も苦しく、どうしたらいいかわからないくらい辛いです(金銭面だ
け)。

00067
待機児童が増えるから?保育園の入所申込をさせてもらえず結局入所できない友達がいました。入
所受付等、保護者の希望通りにして欲しい。

00068
瑞穂役場、瑞穂町福祉部、福祉課、児童係の人の対応をもっともっと教育し改善してほしい。横柄
な態度すぎて相談しずらい。公園の砂場をキレイにしてほしい。幼児も気軽に遊べる遊具を増やし
てほしい。

00069

箱根ケ崎駅前をもっと明るく、人が集まりやすい様にして下さい。私は瑞穂町に住んでいながら一度
も利用した事がありません。子供が電車通学する時がきても利用する事はないでしょう。駅までの
道の暗さ、通る電車の本数の数なさ、周囲は何もない平原。無価値としてしか見れないです。瑞穂
町全体、駅の活性化を充実して下さい。それが子育て、つまり未来に通じると思います。

00070 子供はともかく、子育てしているお母さんが安らぐような活動場所が増えることを希望します。

00072
瑞穂町の中でも都・県境に住んでいるが、歩道すらない道路事情にうんざり、住民サービスも町レ
ベルより他市の方が良く感じられる。しかし、低額納税者の意見など聞きはしないだろうから、諦め
ている。早く出ていきたいくらいに思って生活している。

00075

１人目は保育園に預けましたが、２人目は仕事をしていないし、３人目も考えているので幼稚園を選
びました。幼稚園は入園金も多額にかかるし制服や体育着、道具箱…色々な物を指定で買い揃え
なければならないので、お金がかかってしょうがありません。その部分にも補助金などが出てほしい
と思いました。年々、子供の数が減っているので、子供会への加入を考えています。入れば必ず会
長をしなければいけなそうなので。会長の仕事は家庭にも負担が大きいのでできません。何か、い
い案がでてくれればいいのにと考えています。

00076 天気の悪い時に子どもたちが室内で遊べる場所を身近につくって欲しい(増やしてほしい)。

00082

公園は、時期的に寒かったり、遠かったり、雨だと遊べないのでモールなどに子どもが遊べる施設
がほしい(有料可)。３Ｆに場所だけはあるが、道具がなく遊べないし。もう少し子育てしやすい、子供
にやさしい町になってくれる事を願っています。瑞穂町に住んでる人、全員が車を持っている訳じゃ
ないので交通の改善をお願いします。

00083

どうせ保育園を増やしてほしいにマルをつけてもアンケートとるだけで増やさないんでしょ？アン
ケート用紙だってタダじゃないんだから、お金かかってるんだから無意味なアンケート取っちゃダメだ
よ！人数だって６名とかしか書いてなかったらどうせ受からないじゃん。外面だけいい待ちを気取っ
ちゃダメだよ！子育てで忙しいんだからアンケートじっくりできないのに送ってくるって非常識だね、
しっかりしてよ！お金を無駄にすることはやめて下さい！

00084
保育園が7時30分開園は早いと言えない。今は時短勤務中だが転勤やフルタイムになったらギリギ
リだったり間に合わなかったりする。たぶん同じ考えの人は少なくないと思う。瑞穂町は駅まで出る
にも時間がかかる。早朝時間希望者には対応できるようにしてほしい。

00090

ずっと瑞穂町で暮らしたいと思っています。本当に自然も豊かでこれから発展していく町だと思って
いますし、たくさんの子ども達で賑わうであろうと確心しています。皆さんが心身共に健康で一人ひ
とり温かい心で子育てが出来て、人の集まる素敵な町になるように願っています。昔から住まわれ
ている方も多く地域に人がしっかり根づいていることは本当に素晴らしいことだと思います。新しい
家族がまた暮らし、共に生きることができるような豊かな社会が生まれてくれれば幸いです。

00092
充実した医療施設があれば安心できると思います。内科も大切ですが、子供がケガをしてしまった
時などにはレントゲンをとる事のできる接骨院や整形外科や眼科は、瑞穂では難しいので、是非町
内にあれば心強いです。

00094
耳鼻科、皮フ科がないので不便。ある程度広く、子供達が安心して遊べる公園が近くにないので広
い公園(遊具もあり)が出来るといいなと思います。
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00097

保健センターの対応が悪い。　子供の検診の時、時間がかかりすぎたり、頼りない(毎回同じ内容、
月齢に応じて内容を変えてみる等工夫がない)。　申請の期間や時間帯など、もっと配慮してほし
い。土・日を開庁するなど。両親学級もほとんど平日のみだった。出張(コミュニティセンター等)事業
も平日しかない。役場の職員の方々の態度が親切でない、カウンターへ行っても呼ぶまで来ない。

00099
交通の便が悪かったりしますが、福祉が充実していると思います。これからもより一層の福祉充実
の為に頑張っていただけたらと思います。

00100

児童館が石畑にしかないこと、支援センターも近くにあり、石畑地区ばかり優遇されているのではな
いでしょうか？　学童に預けるにも、児童館内にあるのと公園の片すみに小さくあるのでは、預ける
のも躊躇してしまいます。長岡地区にも支援センターか児童館があるべきです。同じ町民税を払っ
ているのに、差別です。

00102

水遊び場をもっと充実させてもらいたいです。コミュニティバスを使用できる対象年令を引き上げても
らいたいです(例えば小学校入学までなど)。コミュニティバスのルートを分かりやすくしてもらいたい
です。バス停もとてもわかりにくいです。保健センターの雰囲気をもう少し明るく、相談しやすい窓口
にしていただきたいです。

00103
瑞穂に引っ越してきて、一番思った事は医療機関がとても不便な事です。特に耳鼻科がない、皮膚
科が１件しかなくとても混んいる。車で20分位かけて他の市の所に行っています。もう少し公園があ
るといいなと思いました(遊具が充実している公園)。

00111
子供がボールや自転車に乗って遊べる公園を作ってほしい。瑞穂の石畑、殿ケ谷地区には公園が
ない!!　これからは子供を育てやすい町づくりをしてほしい。今は老人のスペースばかりで子供が元
気に走り回れるスペースがない!!

00112 児童館と石畑保育園のイベントが必ず重なっているので重ならないようにしてほしい。

00118
もう少し学童を増やしてほしい。子供の病院が少ないと思います。安心できる病院があまりにも少な
い。休日もみてくれる近い病院!!　武蔵村山市にすぐに頼るしかない。交通の不便もある。

00119
保育所の数を増やすか、定員枠を増やして欲しい。待機と言うのを完全なくして欲しい。働かない
と、どうにもならない。

00120

エコパークには、フリーマーケットで行く機会が多くありますが、遊具が何もないので(小さい子(幼児)
と小学生がそれぞれ)遊べるような遊具があると嬉しいです。公園などにゴミ箱がないので、ゴミが
目立ちます。持ち帰るまではしなくてもゴミ箱があれば、そこに捨てる人は多いのではないでしょうか
…。ゴミ箱を公園にも設置して欲しいです。コミュニティバスがあったら(申請もいらないので)便利だ
と思います。

00121

今上の子(女の子・３歳)をどんぐり保育園へ入れています。送迎の際、以前は町の第４駐車場を借
りていましたが、公用車置き場になって借りられない為スカイホールへ続く坂道へ停めています。坂
道なのでスピードを出す車も多く、乗り降りに危険を感じているので、スカイホール用の駐車場を送
迎時に使わせて頂きたいです。ひじり保育園へ通っている児童の保護者さん達も路上駐車で大変
そうなのでスカイホールの駐車場が使える様になれば子供達の安全な送迎に繋がると思います。
以前は使えたのに今はチェーンで止められてるので毎日開いてないかな～？と子供と見てしまいま
す。子供の成長に伴って洋服やオモチャの必要な物がどんどん変わるので不要となってもまだ使え
る物の交換会、交換場所があると便利でごみの削減にもなると思います。子育て支援センターへ
行っても自分達以外誰も居なくて「使っていいのかな？」な感じがあるので職員さんの声掛けや町の
ホームページによる情報発信がもっとあると利用しやすくなりそうです。

00122
飛行機が夜９時以降10時近くまで飛んでいる時があり、子供が寝ているのに起きてしまうので何と
かして頂きたい。

00123 交通が不便すぎる。バスなど増やしてほしい。

00124

子育てで悩みがあったとしても町(支援センターなど)で決めつけられる回答や障がいがある様な
ニュアンスの発言をされたり…とあまり良い印象がなく、相談できない。祖父母に子供を預けられな
いので、一時保育の保育所を増やして欲しい。幼稚園と保育園で小学校入学の時の差が本当にな
いのか不安である。子供と一緒に気軽に遊べる施設がなく、公園も誰もいないので友達作りが難し
い。児童館とかは気軽に行ける距離、雰囲気ではない(石畑中心にある為)。コミュニティセンターも
あるので、利用したいのに、子供に優しくない(おもちゃ、遊具など)。それなら、仕事もしてるので、保
育園に行かせてあげたい。…が空きがない。

00126

現居住地は緑豊かで気に入ってますが、不便です。私が越して来た20年前に比べれば少しずつ商
業施設や駅周辺の整備、バイパスの開通等なされていますが、店舗の閉店が目立ち、人も居着か
ないように感じます。ハコモノは充実していると思いますが、日常生活および子育てするうえで、満
たされません。瑞穂町、頑張れ！と思っています。

00128
上の子供が小学生ですが、通学路にガードレールがないことや、横断歩道に信号がない場所があ
ることが不安、心配ではあります。

00130

福祉バスを福生病院まで延ばして欲しい(かかりつけなので受診する時便利なので)、無理なら瑞穂
を出たら羽村～100円（有料）みたいにする等検討してもらいたい。ひばりやあすなろ児童館などの
イベントに参加したいが、遠くて車もないので行きたくても行けない(都心に今まですんでいたので車
がない)。何かと不便で仕方ない。交通手段が乏しすぎる(八高線の本数にしても)。横田基地の飛行
機がうるさすぎる。夜間はやめてもらいたい。車の騒音がひどい。16号、163号の取り締まりを強化
してもらいたい。都心より引っ越してきた者には住みにくくて仕方がない。

00131
スクールバスを出してほしい。学校の登下校時に高齢者の方に通学路などで立ってもらい安全に通
学できるようにしてほしい。もちろん賃金は有りで…。
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00132 認可保育所を増やして欲しい。

00133
義務教育の機関(小中学校)以外にもサドベリー式の教育機関があればぜひ子供を入れてみたいと
思っています。

00134

現在上の子が三小へ通学しています。住まいはすぐ横が青梅の栗原町です。30分程すぐ横を大き
なトラックが通過する道を歩いて幅の広い道へ出て20分とかなりの道のりを歩きます。せめて道路
の整備をと長年願っています。来年度より下の子も１年生となります。周りは迎えの子がいますが小
学生ならば歩いて通学かと思っており安全・安心のためにも道路の整備(歩道の拡大)をお願い致し
ます。

00135
自治体によって、サービスの内容・質・量に大きな差があり、どうしても引っ越し以前の自治体へ(慣
れもあり)行ってしまう。瑞穂町でも、充実して頂きたい。

00137
赤ちゃんを連れて小学校の学校公開や行事へ行っていますが、ベビーカーが通りにくかったりして、
とても行きにくいなーといつも感じています。おんぶで行くには平気ですが、新生児の時は大変で
す。もっと赤ちゃん同伴で行きやすい場所になって欲しいと思います。

00139

結婚してから瑞穂町に住むようになりました。子供が出来るまで、職場と自宅の往復を車で移動し
てた為、町についてなど周辺の情報も知る機会が無く、子供を生んでから少しずつ情報収集をして
います。友だちも少なく、支援センターや児童館にもたまに足を運んでいますが幼稚園や保育園な
どを考える上でわからないことが多いので、もう少し色々な情報(申し込み方、保育園等の)を、町報
などで知ることが出来るとうれしいです。

00140
外で遊べる公園をもっと増やしてほしい。楽しい外での遊具が少ない。公園があっても、駐車場ス
ペースがないのがほとんどで遊べない。どこかで、集まるイベントがあっても、良くわからないし、子
供のいる家庭には広告など、どうすれば参加できるなど、詳しく知らせてほしい。

00145

今、夫の収入だけでは保育園に預けられない状態で(夫の実家暮らし)、後々、引っ越しも考えてい
るので仕事を探しているのですが、町内で仕事を見つけるのはなかなか難しいので町外で探そうと
思ってます。そのため保育園を預けるのに困ってます。元々、瑞穂町に住んでいなかったのでなか
なか知り合いの方や子連れのお母さんたちを知らないので悩み(祖父母に悩みを言っていますが、
それ以外の)、地域、預け先、その他の情報を得られないなぁ…と

00148
一小の近くに住んでいるが、遊具のある公園が少なすぎて遊ばせる所がない。以前は４小近くに住
んでいたが、そちらには公園がたくさんあった。同じようにしてほしい。

00151 子供を産みたくなるような助成制度や職場環境を作って欲しい。
00152 病児、病後児保育をしてほしい。学童保育の時間を拡大してほしい。

00155

とにかく瑞穂町の小さい子供は昼間公園に全然いません。みんなショッピングセンターにいるようで
す。もっと子供が遊べる場所がほしいです。そのそばに小さいスーパーでもあれば、最高です。みず
ほモールくらいしか行くところがない。車がある人はいいけれど、自転車しかないのでは、正直、小さ
いスーパーが近くにないのがつらい。ドンキホーテよりオザムとかのが良かったです。

00156

地元の方が多く、繋がりが強いと感じる。自分が育った環境で子育てしている人も多く親同士の繋
がりができやすいと感じる。ただ外から来た方には入りにくい雰囲気を作ってしまっているような気
がする。のんびりとした雰囲気はとても良い。体育大会、駅伝などスポーツも盛んだが、今後は、創
造力、読解力などを養える子育てを意識してほしい。教育委員などに若い世代の方を積極的に入
れてもらい、親世代が子育て、町づくりにどんどんと意見を出せるようにしてほしい。横田基地の子
供達との交流ももっとできると良い。保守的になりすぎず、新しいことも取り入れ、町全体の良い特
徴を伸ばしていくと自然と家族全体で子育てできると思う。具体的に…図書館キッズスペースの充
実。子どもまつりのような工作、イベントを増やす。母親学級の充実。スポーツの強化。農業体験施
設、など。

00158
町役場で相談しようとしても、まともに話を聞いて貰えない。瑞穂で暮らすには、車は必需品、家の
ローンと厳しい状況で、高額な保育料について相談したが、まともに聞いては貰えず払えそうも無け
れば、保育園を辞めたらどうか、と言われた。

00160
皮フ科、耳鼻科、小児科等の専門医療機関が充実してほしい。交通アクセスも不便で、将来的に子
供の通学等のことも考えると、交通機関の充実した地域への移住も今のところは考えてしまう。でき
れば、私も育った町で子供も育てたいので、なんとか叶うといいと思う。

00162
子供が遊べる公園を増やして欲しいです。男の子は動きも激しいので、広い場所で遊べた方が良い
と思います。雨の日に子連れで行ける施設があると助かります。施設の中で身体を動かして遊べる
ような場所があると出かけやすいですし、子供も楽しめるのでは…と思います。

00164

このアンケートの問い方がとてもわかりずらいです。役場の福祉課の方が、人によって言う事が違っ
たりと、必要な手続きがきちんとできていない事がある。役場内の雰囲気があまり良くないと思う。
対応等。保健センターでの子供の検診等でいる保健師さんが栄養士さんの中で評判の良くない人
がいる。瑞穂内でその様な情報がすぐに回ってしまうので残念です。親子の団体で遊びやすい場所
があると良いと思う。もっと子育て支援の場に行きやすい雰囲気が必要だと思う。

00165

子育てが終わってる年配の方、子供が騒ぐのは今も昔も変わらないのに、なぜ「うるさい!!」と言う??
公園もボール遊び禁止、花火禁止、何して遊ばせればいい？公園のボール、野球、サッカー禁止、
意味のない公園になってませんか？瑞穂町は子供に優しくない町です。すべてが遅く、昔のまま、
もっと悪い方へ進んでる。子供が元気に家の前、庭でも遊んでればすぐ「うるさい!!」勉強も全て遅れ
ている。どうにかして!!
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00166

子どもの相談で福祉課を何度か訪れていますが、対応がとても冷たく、悪いです。この窓口に、助け
を求めて、やっとの思いでくる人がいることをもっと自覚してほしいと思います。税金を払っているの
で、そのサービスを受ける資格はあると思います。保健センターでもＳＯＳサービス(？)悩み聞きま
す(？)的な連絡先を見かけますが、本当にギリギリの状態の人達が、そんなところに連絡できます
か？　窓口で対応する人は、そういう知識を持っていますか？誠意が感じられず、辛い想いをしてい
る人間がいることを理解して下さい。特別な支援を必要としている子供への教育の充実に力を入れ
てほしいです。

00170

２中学区(２小・４小学区)にも児童館を!!羽村市の方が近い為、そちらを利用してしまう。図書館も…!!
保健センター内の設備を見直してほしい!!　畳やじゅうたんにし、待ち時間中に子供がゴロゴロでき
たりハイハイしたり、遊べたり、と飽きないよう、土足ＮＧで！待てるスペースや部屋がほしい。以前
住んでいた所は、すべてそうでした。

00172
交通(バス、福祉バス)をもっと便利にして欲しい。子供と外出する時にとっても不便だから。児童館
に対して…小学生でも元気に運動したり、遊び、勉強したり、いろんな事を教えてくれる指導員がい
る児童館、各学区域に１つは作って下さい。

00176

中学が自転車通学で狭い道を通るので心配、駅までが遠い、せめて八王子までは本数を増やして
ほしい。モール辺りに駅があると便利だなぁと感じる。医者が少ない。耳鼻科がないので不便(羽村
か青梅で遠い)。役場の周辺にしかないような感じがします。モールだけではなく、例えばオザムなど
食料品だけが買えるスーパーが欲しい。中学が少ない。徒歩で通える方が安心。保育園の駐車場
が欲しい。送り迎えが大変。

00179
石畑保育園のような素晴らしい保育士がいる施設をもっと増してほしい！(保育士の保育姿勢が素
晴らしい！)

00181
車を運転することができないので、子どもの検診等で保健センターへ行くのが大変です。もう少し駅
の近くやバス停の近く等、兄弟も一緒に行かなければいけない時や妊娠中でも不担にならない場所
で受けられる体制があると助かります。

00182

高い町民税を払っているにも係わらず、役場用の駐車場を貸してくれない。私はとある幼稚園に入
れているのですが、なぜか、いきなり使っていた駐車場が使えなくなっていて(役場の駐車場を借り
ていた用です。)、その日から急な坂の道路に路駐するハメになりました。本当に危ないです。みん
な小さい子供達を毎日つれて送り向えするのになんで路駐しなければならないのでしょう？１～２才
の子が良く飛び出してきますよ。実際うちの子もひかれそうになりました。そして私も…。私は役場
の人にひかれそうになりましたよ。たぶん両端に車がとまっていてイライラしていたのだと思います
が…。周りには使っていないのにコーンが置かれた役場の駐車場があります。なぜ貸してくれない
のですか？使っていないのなら朝の１時間だけでも、迎えの時間の１時間とかだけでもいいんです。
とにかく駐車場を貸してください。事故がおきてからでは遅いです。あのままでは必ず事故おきます
よ。本当にどうにかして下さい。幼稚園のママさんたちみんな言っています。それが私にとって今一
番の不安でありストレスです。嫌がらせかって思うぐらいです。何とかなりませんか??

00184

巡回バスは、小学生以上や健常の成人も乗れるよう、普通の巡回バスにして欲しい。エコパークに
子供向け遊具を置いて欲しい。六道山公園を家族連れで楽しめる公園にして欲しい(駐車場新設
(30～50台くらい）、子供向け遊具など埼玉のムーミン谷みたいに）。保健センター、ひばり等の駐車
場を全面アスファルトにして欲しい。図書館を明るくキレイにして欲しい。

00190

当方も含め、子供の祖父母と同居もしくは近隣に祖父母が居るケースが多いので現行の保育行政
で成り立っている部分が大きいと思われる。親類が近隣に居ない核家族で共働き家庭の場合、現
行のままでは母の仕事を継続していくのは難しいと思う。青梅市などは都内に勤める住民が多数い
るので、保育所の開所時間が20時までとなっていると聞いています。また、どの施設も車でないと行
きずらい場所にあり、運転できない人には施設を利用しずらいように感じる。税収を上げる為には就
労人口の増加が必要となってくると思うので地元の意識に片寄らず、他の市町村から移住してくる
人の意見を取り入れて欲しいと思います。

00191

育休も利用して兄H18生まれ、妹H24生まれを育てながら働いています。育休が取れる職場には感
謝していますが、出来る事なら、育児に専念したかった。金銭面の為、働いているので、父だけでも
生活出来る社会であれば、専業主婦も増え、子どもの出生率も増え、保育所等の待機児解消にも
繋がるであろう。子どもが好きなので、もう１人欲しいが、仕事を復帰したばかりなので、そのあたり
も考えなければならない環境が辛い所である。子供を産みやすい環境、育てやすい環境を整えるに
は、女性が、仕事をしていては、難しいのではないかと、思う。(職業　保育士)

00192

公共料金(水道代、ガス代等)が高い上に、公園などが羽村や福生など近場と比べても異常に少な
いと思う。年寄りのためのゲートボール場はあっても、滑り台のあるような遊べる公園は少なく、あっ
ても全く楽しめないような、飽きやすい物。町内にコミュニティーセンターや運動出来る施設を増やす
だけでなく、利用しやすいクラブをもっと増やして欲しい(１回200円くらいで利用出来るような、羽村
でやっているエアロビクスやヨガ、etc)。それが子どもも参加出来るものだとより嬉しい。若い世代が
暮らしにくい町だと思う。昔ながらの人柄も陰質。瑞穂で生まれた人でないとよそ者と思っている老
人が沢山いる。暇すぎる老人が、生活にまで干渉してきて、気持ちが悪い。(何時ぐらいに帰宅し
た。いつ、洗濯物をとりこんだ etc)。気軽に挨拶するのと勘違いしている。昔ながらの人を教育しな
おすコミュニティーの場を増して、町のカラーを明るくして欲しい。小学校の学年のクラスが１クラスし
かないので、６年間一緒のクラスは苦痛である。また、先生の勉強の進め方など個人レベルが強す
ぎて、目合わせする機会がなさすぎて向上しない。

00193
今住んでいる区域は五小区域ですが、通っている保育園は三小区域です。小学校にあがる時に知
らない子たちがいる環境になじめるか不安です。
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00195

上記に書きましたが、公園が少なくて子供を連れて遊ぶところを増やして欲しい。事故がありなんで
もかんでも撤去するのはやめて欲しい。残堀街道片方一通にして欲しい。工事をする時(通勤時間)
行き止まりやめて欲しい。しかも保育園近くとか！最後にどこの役所もそうですが役所内、雰囲気暗
いし人も暗い。こないだ福祉課の若い男性の対応すごく気分悪くさせられる対応。バカにした言い
方。「なんでこんなことわからないんですか？はぁー」「だからこれはこうなんです」みたいな対応、腹
がたちました。知人たちも同じ人にキレてました。ちゃんと教育して下さい。

00196

公園にもう少し遊具を増やして欲しい。児童館やひばりなどもう少し色んなイベントをやってほしい。
ひばりや保健センターなどの駐車場が狭いのでひばりと保健センターの行事など同じ日にやらない
で欲しい。保健センターの育児相談を利用していますが、行くたびに人が違うので、それぞれ考え方
も違う時もあるので逆に悩んで帰る事が多いので困る時もある。子育てのしやすい町になりますよう
に願ってます。

00197
羽村市では、小学入学前まで等フッ素を無料で定期的に実施しているので、瑞穂も定期的に実施し
て頂きたい。公園(下野公園)をよく利用しますが、ブランコ下のマットが破損して、金具だけ残ってい
たりと大変危険だと思うので、新しくして頂きたい。

00201 路線バスが無くなったので、今後の駅までの通学が心配です。

00202
瑞穂中、農芸高校の通りの街灯をもっと明るくしてほしい。保健センターで行う乳児健診や歯科検診
を午後でなく午前中にしてほしい。子供たちはお昼寝の時間で眠い＋機嫌が悪い＝親が疲れる、ど
のママも思っていると思います。

00205
アンケートの記入の仕方が、少しわかりにくかったです。幼稚園・保育園などに通っている、通って
いないで、最初に分けて頂けるとよかったかもしれません。

00208
未婚による母子家庭において寡婦がないため生活が厳しく、シングルでも差をなくしてほしい。又学
童はあすなろは遠く、帰りが危ないので校内又殿ケ谷内に作ってほしい。

00210
殿ケ谷地区付近に保育施設、公園の整備、設置等をしてほしい。特に新青梅街道よりも南側、今は
何もなさすぎです。子供達を遊ばせる場所が全くありません。近所の子どもと遊ぶ場所がなく、困っ
ています。

00211

とのがや保育園に通園しています。園の前の道の交通量が多く危険だと日頃感じています。一方通
行にするなどの策はないのでしょうか？子供達、親たちが通行する車の人達から嫌な目で見られて
います。私達は気を付けていますが、いつもスピードを出す車が気を付けるべきではないでしょう
か？あの道を通るたび朝、夕方と嫌な気持ちになります。子供の安全、支援を考えるならば交通整
理をしっかりとしてほしいと思います。

00214
上の子供が小学生になります(来年ですが)。下の子もそうですが、通学の安全がとにかく心配で
す。子供がほしくても産科がないのもとても不便です。子供たちの主治医もなかなかよい場所がな
く、町外へ行っています。幼稚園の保育料も高いです。小学校も好きな所を選べるとよいです。

00215

教育に関して、学校、先生に相談できる、相談に乗ってくれる。小学校の学習の取り組みが、優しす
ぎて、中学で、挫折しやすい環境になっているようにみえる。不審者が多い。集合住宅付近、公園
(防犯カメラを設置してほしい)。高校生くらいの年代の子の喫煙、バイク(うるさい)等がみられる。子
供でなく、家庭環境や、思いっきり遊べる場所がないからこういうことが増えるように感じる。交通マ
ナーが悪い大人が多い(歩行者、車、自転車)。雨の日も利用できる施設があるといい(子供中心
に)。

00216

町ではどうしようもないのかもしれないけど、お金がかかるのが一番大変。あと交番があまりない。
あっても誰もいない。子供が逃げこんだりできる所があった方がいいのでは？「困ったらおまわりさ
んに…」と教えても意味ない。町営バスの本数がもっとあれば、ひばりや中央図書館(？本館のこと)
にも行きやすいのに。箱根ケ崎駅がキレイになって、西口の前の道路が開通して、とても便利になり
ました。ありがとうございます。西口⇔東口がスロープの地下道で繋がってたらもっとよかった！贅
沢ですかね。瑞穂の人はみんな気さくで温いです。小さい子がいなければ、不満に感じることもあま
りないんですけどねぇ。追記:前は青梅市に住んでましたが青梅ではオムツのごみは無料でした。そ
れだけでもかなり助かりました！！お金の不安がなければあと１人か２人生みたいです。切実で
す。

00218 空き地などを子どもが遊べる公園などに有効活用していただきたいです。

00220
子供たちが安全に遊べる公園や広場を増してほしい。近くに公園がないため道路で遊ぶことが多
く、車の往来があったり、近所の方に迷惑をかけたりすることがあるため遊具などはなくてもいいの
で公園や広場を増してほしいです。

00221

東村山の家庭支援センターの視察して下さい。すごく良いので瑞穂町もやってほしいです。子どもが
たくさんいる家庭への援助がほしいです。双子を幼稚園に預けれるように料金も見直してほしいで
す。昭島の児童館のように保護者付きでなら遅くまでいられるようにしてもらえると近所の子を親が
帰ってくるまで預かる場合にも助かります。(家だと壊すとか無くなるとかトラブルが発生することもあ
るため。)

00230 少し広めの公園を増やしてほしい。電車の本数を増やしてほしい。

00233
７時から開いてる園をもっと増して欲しい。４月募集を12月の初めに申し込みをしてるのに結果が２
月の末とはおかしいと思う。もっと早く結果を教えて欲しい。

00235
PTAの集まりや小・中学校の保護者会は平日の午後だと働いている親はなかなか行けない人が多
いと思います。土曜日に学校公開をしてるのであれば学校公開終了後など、もう少し考えていただ
けると働いている方も出席できるのではないかと思います。
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00238
交通量の多い道にはガードレールがあると助かる。ベビーカーを押すときや小さい子どもを連れて
る人を見て思いました。狭い道はしょうがないですが…。緑道の街灯や道がキレイになり安全・安
心、そして何より気持ちが良いです。子供たちにもプラスの効果がありそうです！

00240
変質者の情報を良く耳にしますが登下校時間にあらゆる通学路で子供達が帰宅するのを見守って
頂ける事は不可能なのでしょうか？変質者は必ず捕まえてはいないのでとても心配です。子供達が
安心して学校に通える町にして頂きたいです。

00245 幼稚園の保育料の補助が、もう少し増えたら嬉しい。小児科のある病院が増えて欲しい。

00248
祭りに活気がなさすぎて、とても残念。昔は行けば楽しめる雰囲気だったのが、あれでは子供たちも
行こうという空気にならずかわいそう。町外から来た人たちがもっと自治会などに参加しやすい環境
を作らないと、もっともっと活気がなくなっていくかな。

00251
NGOなどの主催で体そう教室や補習教室など子供に安価に提供できる教育の場がほしいです。情
報を発信してほしいです(あるなら)。

00252

母は４月より仕事復帰予定で、保育園の入園申請を提出しました。保育園を選択する際に、７時～
登園可能な所が一ケ所しかなく選択肢の幅がとても狭いことに驚きました。保育士さんも大変なの
はよく分かりますが、勤務時間の関係、勤務先の場所等の関係でもっと早くから預けたいと思ってい
る方はたくさんいらっしゃると思います。預けたい方は延長料金を払ってもいいと思っているはずで
す。全ての所でとは言いませんが、もう少し増やしていただけると、選択肢が増えるので本当にあり
がたいです。ぜひご検討をお願いします。

00253

「ひばり」にあるおもちゃの種類を増やして欲しい。興味のあるおもちゃがあっても、部品が一部ない
ので遊べない。「ひばり」のおもちゃをもっと清潔感があるようにして欲しい。床に敷いてあるマット
も。保健センターの育児相談は行かせてもらっているが、車を利用しないといけない。コミュニティセ
ンターで行う回数を増やして欲しい。保育園・幼稚園の入所希望したら必ず入れるような体制をとっ
て欲しい。是非、実行して頂きたいです。

00257

冬は16時半頃チャイムが鳴ると思います。チャイムが鳴ったら帰ってくるんだよと上の子に言って遊
びに行かせるんですが、チャイムが鳴ってから帰るとなると家に走って戻ったとしても(公園から)すぐ
暗くなってしまいます。あと30分早くチャイムが鳴ってくれたら明るい時間に帰れていいなと思ってい
ます。下の子が小学校に入るまでに改善されてたらいいなぁと…。保育園とその園の周辺に住む方
との交流がもう少しあるといいなぁ(挨拶しやすい)と思ってます。

00258 ２人目の子がスムーズに保育園に入れることをお願いしたいです。よろしくお願いします。

00259

認証保育所に通っているが、一旦高い保育料を支払って、後ほど補助金を払うというシステムはや
めてほしいです。働いている親にとって書類を何枚も書いて提出書類を準備する時間を子育てや仕
事、家事の合間にやらなければならないし、子供の数だけ倍になります。又、自分や子供が病気で
働けなくなったりして給料が減ると、支払いにも困ります。どうにかならないでしょうか。瑞穂町は他
の市などに比べて子育て支援のサービスが充実していないと感じます(夜間救急をとる大きな病院
などがない。病児保育をやっている所がない等)。児童係から送られてくる案内など、児童手当の振
込通知や補助金の振込日通知など、届くのが、いつも振り込まれた後でわかりづらいです。振込日
より前に早めに送付していただけないでしょうか。防災無線の声が聞きとりづらく、災害など何か
あった時に困りますので、改善をお願いします。町の中で子どもの遊び場がとても少ないと思いま
す。

00261

瑞穂町は子育て中の世代にとって車での移動が多くなる地域だと思います。公園や幼稚園、保育
園へも車で行く方が多いので、駐車場の確保をしっかりと考えて欲しい。スカイホールのジュンサイ
池に行きたくてもすぐ近くの駐車場は閉まっていて、土地の有効活用を考えて欲しい。有料の時間
貸しパーキングの設備にするとか…。公平という意味では仕方がないけれども、役場の方の子育て
世代に対する対応もやさしくないと感じることがあります。瑞穂町は３人、４人と多くの子を産むママ
も多いので、子どもがたくさんの家庭はそれだけ大変だし、社会貢献もしているのだから、優遇され
ることがあってもいいと思う。

00262 子供達の安全、見守りを強化し不審者が多いので街灯を明るくしたり防犯カメラを増やしてほしい。

00268
我が家は殿ケ谷なのですが、五小まで遠いのが今から不安です。１小にして欲しい。五小って必要
ですか？瑞穂町は大好きです。

00270

ひばりを良く利用するのですが、節電のため夏場はかなり暑く、子供たちが汗びっしょりになってい
ても、温度を下げられないのが困ります。小さな赤ちゃんも利用する場所ですし、節電も大事です
が、もう少し自由に使わせてほしいです。また、冬場に雪がかなり積もった時に雪かきがされておら
ず妊婦さんなどは、かなり危険でした。

00271

瑞穂町は公園も多くてとても住みやすいです。ただ雨の日とか、子供を連れて遊びに行ける場は児
童館やひばりといった所で、場所も町の中心です。わざわざ車で行こうとも思えないのでコミュニティ
センター内にもプレイルームを設置してほしいです。子育て支援というよりは防犯強化の意味を込め
て、小学入学児童には防犯ブザー(もしくは笛)を町からプレゼントするのも良いかと思います。

00276 学童の時間帯を７時半～18時半にしてほしい(保育園の時間帯に合せてほしい)。

00278

小学校就学後に学童以外や学童などで、預かり保育事業(有料で可)があると助かります。急に子
供を預けなければならない時があり預かってくれる人を探すのが大変です。現在発達障害の子が
いるが「愛の手帳」を発行してもらえるような知能の遅れがないため、放課後障害の子が通う施設に
行くことが出来ないが、手帳がなくても利用できる様になってもらえるとありがたいです。
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00279

母親が死亡していない為、寂しい思いをさせない様にしていますが、今後成長していく過程での接し
方など考える事があります。母親がいれば祖父母はただ可愛がっていれば良いと思うのですが、し
つけなどに気を使います。今は素直で思いやりのある子供に育っているので、それだけで救いで
す。

00280
「ひばり」をよく利用させて頂いてます。１点だけ、お手洗いの鍵が１ケ所しかついておらず子供が鍵
の開け閉め、ドアの開け閉めが好きなため、用が終わってないのに開けてしまったりします。子供の
手の届かない高い位置にも鍵を付けて頂けると、とても助かります。

00281
母親が子育てに保育支援を必要しておりませんので利用する機会がないのですが、福祉の充実は
万が一の際、大変心強く思います。

00283

児童館を松原地区にも作ってほしい。保育園、親の夏休みなど連休がある場合、子供も保育園を休
ませる為、保育料を日割りにしてほしい。病気や、保育園の都合に合わせ休ませたりするので早退
は時間料にしたり、赤ちゃんの時は病気で休む時が多いので絶対日割りにしてほしい。保育料が高
すぎる。保育園に体育の時間を作ってほしい(運動音痴の子が多い)。横田基地も近いせいか、外国
人の子供が多い良い環境だと思うので英会話も少さいうちから強化してほしい。小中学校の学力低
下を聞き、入学が不安。

00285 障害のあるお子さんをお持ちのママさん達が集える場所があると良いなと思います。

00287

瑞穂町に引っ越す時、瑞穂より越して来た人に「瑞穂は年長者ばかりにやさしくて、子育て世代や
子供たちにはやさしくない。やめたほうがいい」と言われたことがありました。確かにそうかなぁと思う
こともあります。コミュニティセンターだけではなく、児童館のような雨の日でも楽しく子供たちが遊べ
る所が各地区に欲しい。長岡からではあすなろは遠く、子どもだけで行けないので…。町外の認証
保育所に預けて、保育料の補助を受けていたが、瑞穂の認可保育園に空きがあるのを後で知っ
た。空きがあるなら移してもらうようにして補助料の支出を少なくすることはできないのですか？

00288 楽しく子育てできています。特にないです。

00289

小児科の専門医がもっといるといいなと思います。子どものことは専門医の方がよいとは思うので
すが(投薬のことなど判断が難しいと思うので)、町内では病院を選べずちょっと困っています。町外
に行くしかないです(信頼できないところには行きたくないので…)。先日、児童館のクリスマス会に参
加しました。とても楽しかったです。準備等、大変だったと思いますが、色々考えて準備して下さり、
とてもありがたいと思いました。

00290

周辺の市よりも歩道の幅が狭く、かつ段差があるため子供と一緒に歩きにくい。また、遊歩道があり
安全ではあるが、遊歩道内の設置物により歩くスペースが狭くなっているため、逆に歩きにくく感じら
れる。
要望1.歩道の拡幅又は段差の解消　2.遊歩道内の設置物の移設(片側又は中央にのみ設置)　3.遊
歩道内の照明の設置

00291
保育所を増やして欲しい。利用できる時間も長く、できれば土、日も対応できる保育園もできて欲し
い。

00292

保育士さんが常駐している子育て広場を作ってほしいです！私たち家族は１年前に立川から瑞穂
町に引っ越して来ました。立川では全くなかったご近所付き合いもあり、自然豊かで車さえあれば不
便もないので、瑞穂町にマイホームを買って良かったなと思っています。一時預かりやショートステ
イもよく利用させてもらっています。イベントがある時は児童館やひばりに行きます。ですが１日ほと
んどは、私と子ども(２才と１才)の３人であり、やんちゃな子供達にヒステリックに怒ることがしばしば
…。立川にいた頃は全くそんなことなかったのに…。なぜかなと考えてみると、立川では私は毎日の
ように子育て広場に行き、他のママや常駐している保育師さんとたくさんおしゃべりして、たくさん
笑ってたんです。瑞穂町のひばりや児童館は常駐している人はいますが、普通の日に行ってもまず
同じ部屋にいません。当然楽しくおしゃべりもできず。お友達と約束していかないと、場所を変えても
３人でいることにはかわらず…。貸し切りの部屋にポツンといると帰りたくなります。せっかく場所も
おもちゃもあるけれど、私が楽しくなれなくてイベント以外では行かなくなってしまいました。今思う
と、そこに行けばおしゃべりできる!!という立川の子育て広場は大切な場所だったんだなと思います。
それは他のママ達にとっても同じで自然とそこに親子が集まっているようでした。子ども達といるの
も楽しいですが、もっと大人と話したい。小さいことでイライラして子どもに当たりたくない。気軽に
行って子どもも楽しめて、気持ち良く帰ってこれる場所を作ってください。行けば誰かが絶対にいる
場所。信頼できて話せる人を。立川市砂川町のひまわり子育てひろばをぜひ視察してください!!私は
ここに救われました。長々と失礼しました。。。

00294

小学校のまわりの道路が交通量が多いのに歩道が狭く、子供が成長し１人で行動するようになる事
を考えると心配です。なるべくしっかりとした歩道を増やしていただきたいです。箱根ケ崎駅に駐車
場がないため、子供と電車を利用する際に町外の駅を理用するしかありません。歩いて駅に行くに
は、道もせまく距離がある為、子供が小さいうちは危険も感じますし、不便に感じます。

00296 旧青梅街道、通学路、歩行者道路の整備。

00298

子供は外で遊ぶことが大好きですが、安全に遊ばせる公園などは坂道や家から離れていたりと、車
を利用したいと思いますが、駐車場がないため、公園などに行くことができません。以前に、石畑グ
ラウンドに土・日曜に自転車の練習をさせるために行きました。おじいさんたちの野球チームが、危
ないからと言って外に出るように言われました(ボールは、飛ぶというよりビッチャー付近を転がって
いるだけでした)。グラウンド半分は空いているので、使わせてもらいたかったです。月に１、２度程
度休みの日も広い場所で体を動かさせてあげたいです。
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00304

瑞穂町は高齢者に対しては色々として頂いているようですが、子育てをするにはあまりに良い環境
とは言えません。近所には子供も少なく、子供だけで遊びに行かせられる距離でもないので、親が
送っていかないと行けない。道路の整備（歩道）などができておらず、危なくて仕方ない。走り回った
り、ボールを使って遊べるような大きな公園もない。高齢化社会とはいえ、将来を担う子供達への対
策をして頂かないと瑞穂町に住んで子育てしようとする人達は減っていくばかりだと思います。まず
は子供が安全に通学できるように各小学校の通学路の状況を調査して下さい。大人でも気を付け
ないとひかれそうになる歩道があります。大型トラックが後ろからぎりぎりを通っていく通学路はあっ
てはならないと思います。事故が起きてからでは遅いのです。宜しくお願い致します。

00305

家庭支援センターをよく利用させていただいています。天気が良い日にはお散歩がてら歩いていけ
るのですが、急いでいる時天気が悪い時には車を利用します。駐車場が数台しか停められず、どう
しても遠くからというようになってしまいます。どうにかならないものでしょうか。子育てに関しては隣
人等が寛容なのでとても子育てしやすいです。

00306

私は実家も町内に有り、夫の親も同居しているので子供を預けたりする心配をした事がないのです
が、近くに預けられる様な親族がいない方はとても日々工夫していると思います。ショートステイ、ベ
ビーシッターの様な預けられる場所が有るならもっと、もっとアピールしてほしいと思います。気軽に
預かってもらえる所をもっとアピールして下さい。

00311
公園のブランコが撤去されている所が多いので（危険等（事故）があるのかもしれないが）、バランス
感覚を養ったり、楽しく遊ぶ為にも設置してもらいたい。

00313
引っ越しをして来たばかりの頃、ひばりなどへ行きましたがグループになっていて少し輪の中に入り
づらかったです。

00314

長岡中通りに暮らしていますが、新青梅街道から１６号バイパスに抜ける大型車が多く歩道も狭い
ので通学路、生活道路としてとても不安を感じています。二小と二中に通う学生達も通学時間帯に
交通量が多いのでとても危険だと思います。長岡中通りへの大型車を進入禁止にしていただきたい
と強く思います。一度瑞穂町の全ての通学路が安全な道かどうか瑞穂の役場の方々がご確認され
たらいかがでしょうか？よろしくお願い致します。

00316

全体的に街灯が暗すぎます。もう一度危険箇所を調べて、適当な設置をして頂きたい。小児科が少
ないと思います。小さい公園やグラウンド等にも時計を！！子供だけで遊んでいる場所で、帰宅時
間や時計がある事で、近所の方の見も向くので非行防止、不審者防止になると思います。ご検討よ
ろしくお願い致します。

00317
子供にかかるお金が多いと大変。学校や幼稚園などでかかる分を減らしてほしい。例えば、学校で
はノート代、教材費、ジャージ、防災ずきんも、幼稚園では制服や教材費、ジャージなどもそれとあ
わせて子供の手当てもほしい。

00318

役場、保健センター、図書館等、瑞穂町の公共施設には駐車場が少なすぎる。子供の人数が多い
人や小さい子供がいる家庭は自家用車での移動が主。現在のままでは利用しずらい。特に乳児検
診時には車が停められず困りました。瑞穂町も大型スーパー内に出張所を作って下さい。夜になる
と、ものすごく街が暗く感じます。もう少し街灯を明るくして下さい。部活帰りの中学生には反射テー
プのついたジャージの様に車のライトで存在が解るようにして欲しいです。暗い夜道での運転手に
は解りづらいため怖いです。

00319

未就学児の眼科検診を増やしてほしい（入学前の学校の健診で視力が悪いのに気付く人が多いと
思う）。町の歯科検診は時間が長くかかりすぎる。流れ作業のようにやるので子どもが歯医者という
ものを嫌がるようになる。歯科衛生士さんを何人かで無理やりではなく優しくみてもらえるといいと思
う。町の検診で保健師さんの対応が親切な人もいれば、あまり良くない対応をする人もいる。相談し
なきゃ良かった、と思うときもあった。ひばりに遊びに行った時、子どもを相手してくれる人がいると
いいと思う。小さい兄弟がいる人など、両方の相手をするのが大変なこともある。子どもの相手をし
てもらえると、ひばりなどで母親たちが少し友だちと話してリフレッシュすることもできると思う。

00320

ひばりにて食育講座のような会に参加した事があります。子どもの食事などについての会が定期的
にあるといい（回数増加）と思います。また月齢が０～３歳だと幅広いので（食べられるものも違うの
で）少し年齢をわけて開催した方がいいのかと思いました。開催する側が大変になるかと思います
が。勝手言ってすみません。又ひばりにていろいろなイベントがあると参加したいです。（今もいろい
ろ開催していますが）

00323 交通機関の改善（電車）。歩道橋の設置（新青梅街道）。

00324

福祉バスは未就学児が利用できますが、兄姉が小学生以上の場合は利用できないのが不便です。
対象者以外も一回１００円などで乗れるようにしていただきたいです。保育園はだいぶ受入れ人数
が増えてきていますが、学童の人数も増やして欲しいです。「子育て支援の場」として各所でいろい
ろな日に行われていますが、一括した開催カレンダーがあると利用者はわかりやすいです。（現在、
町報に各イベントが載っていますが、「ひばりのページ」「あすなろ児童館のページ」「一般記事の
中」と分散されており、わかりにくいです。）

00325

子どもが３人いますが、小さい子供がいる母親が働ける場所はなかなかありません。熱を出し、休
みたくても、とても言いづらいというような職場がほとんどだと思います。もう少し理解があればと、い
つも思っています。お金は思いのほか掛ります。働いても働いても足りません。しかし、たくさん働け
ば保育料も税金も上がる、そして子供が熱を出したりして休めば、収入も減ります。ただ、学校の行
事にも行ってあげたいし、病気の時も側に居てあげたい、というのが親心だと思います。これから
もっともっとお金が掛るので、とても先が不安です。予防接種（インフルエンザ、ロタ等の）助成金が
少しでもあると助かります。
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00326

１人目の子供を出産した時は、派遣社員でしたが育児休業を取ることができましたが、今はパート
社員で、出産＝退職となります。そうなると１人目の子供が保育園に出されてしまうのではないか
と、１才前から毎日行っている保育園にいきなり行けなくなると子供もつらいと思っています。（出産
後２カ月の子供を入れる保育園も少ないですし、なにより求職となりますが、なかなか子持ちは仕事
がないです）思うと２人目を作ることもできずにいます。小学校に入るまで待つべきか、上の子が保
育園を出ることがないように何カ月かまってもらえると助かります。下の子が半年～１年くらい経て
ば仕事も探しやすくなってきます。そのくらいまで上の子の保育園の退園問題がなければ安心して
出産してみようと思えます。悩みに悩んでもう３年、次の子もほしいのですが。

00329
ザ・モールみずほ店に室内遊具場を作ってほしいです。現状では、子供の楽しめる物がゲーム機
等、体を動かさないものばかりですので、明るく賑やかに走り回れる場所がほしいです。

00331
駒形富士山に住んでいますが、歩道が狭くてベビーカーでも怖いし、子供２人並んで登下校できな
いのが残念です。

00335
少額の参加料でイベント（同じ歳など）をしてほしいです。町内は小学校に入るまではあまり馴染ま
ないと思うので、○○を作るとか、もちつきとか独自で町内ではなくやってほしいです。○歳検診な
どで子供がどこにいるか把握しているので難しくはないと思うのですが。

00339 夜になると街灯が少なく暗い。子供が歩くには暗すぎる。身近な公園がない。

00340
広報に夜間休日診療の情報を載せて下さい。バスの本数を増やして下さい。子どもが急に病院や
怪我をしたときにすぐ行ける病院がむさし野方面に増えると助かります。（特に整形外科が少ない気
がします）

00345 町営住宅の広場にすべり台や鉄棒を作ってもらいたい。

00346
瑞穂町のゆるキャラを作り、もっと瑞穂町を親しみやすくし、盛り上げて欲しい。自転車、歩行者の
道路を整備して欲しい。殿ケ谷地区に広々とした公園を作って欲しい。

00347
子育てをしている家庭は残業をなくしてほしい。子育て支援の制度（休暇等）を利用しやすい職場に
なってほしい。

00348

医療費の援助などを所得で切らないで全ての子どもに平等にしてほしいです。子ども達が身体を
いっぱい使えるような大きな児童館があったら良いと思います。幼・小・中・高生を育てている年代
の保護者達を気軽に参加できる時間帯でお料理や趣味的な単発のイベントがあると嬉しいです。
（９時～１５時の間で、様々な曜日だと、お仕事されている方も時々は参加できるのでは？と思いま
す）

00350

ひばりや児童館へは車がないと行きにくい。バスを利用すると乗り換えや、待ち時間などが大変。今
はサイドカーがあるのでなんとかなっているけど近所の車のない友達親子を誘うことができない。自
家用車での乗り合わせはチャイルドシートの取付などから厳しい。徒歩で行けるコミセンでの集りが
もっと増えると助かります。幼稚園、保育園などのイベントも公共機関利用でと言われると参加しに
くいです。

00353
歩道の整備をしてほしい。交通量が多い所でも歩道がないのでベビーカーを押して出かける時に道
を選ばなければならないのが困る。歩いて行ける範囲にスーパーやドラッグストアなどがほしい。公
園をつくってほしい。

00356

日曜日や祝日に子供が遊べるようにひばりかあすなろ児童館のどちらかを開放して欲しい。祖父母
に預けている時などは室内の方が気軽に連れて行けると言っていました。父親と２人の場合もで
す。ひばりにも室内遊具があるともう少し利用が増えると思います。体を動かす遊具の方がお友達
ともすぐにうちとけ、保護者同士も話が出来ると思います。よろしくお願いします。

00357
武蔵村山や昭島は病後児保育があるようで、仕事を決めるうえで子供が病気になった際、なるべく
休む日数を減らせるような対策をとっていただけると大変助かります！！

00358
町の幼稚園、保育園で駐車場のないところに、全く車で送り迎え無しだとは無理と思うので町で働き
かけて考えて欲しいです。路上駐車がすごく近所の人の出勤時間とも重なるのであまり良くないと
思う。毎日のことで保護者も麻痺してしまうのかも。

00359

保健センターやひばり、図書館など利用しやすい機関があり助かっています。ひばりの職員？の方
も話しやすく丁寧でとてもいいと思います。子供のいる家庭だけでもいいので子供に関する情報を
広報とは別で配っていただけるとうれしいです。（「●●カゼ」がはやっています、○日にイベントが
あります、等）

00363
五小までに行く途中に雑木林があるんですが、街灯を増やしてほしいと思います。（福正寺の近くの
道です）

00364

瑞穂町の人は子供を連れて歩いていても、よく挨拶してくれたりするので気持ちがよい。土日のか
すが公園に行くと、面識のない小学３年生の女の子たちが（３～４人）１才の息子と一緒に遊んでく
れる。面倒見のよい優しい子たちだとすごく感じるし、逆に私が驚いてしまった。たまにかすが公園
に変な人がいる。ひたすら１人言を言い（文句かな？）ベンチに座ってずっと喋っている。少し怖いで
す。子供を近づかせないようにしてますが、少し病んでいる人なのかな。

00365
瑞穂都営団地付近に住んでいるのですが、まわりの公園の整備がなってなく、砂場などで遊ばせら
れないので公園の整備をしっかりしてほしい。

00366 予防接種を他の市でもできるようにしてほしい、学校を増やしてほしい（中学をもっと近くにほしい）。

00367

いつも楽しくひばり、あすなろ利用させていただいてます。０歳の赤ちゃんにたくさんの友達ができま
した。小さい月齢の頃は絵本の読みきかせ、手遊びは大丈夫かな？との不安があり参加しにくかっ
たです。子育てひろばを月にもう１回くらいあると、良かったなーと思いました。ひばりでのベビー
マッサージ、あすなろのクリスマス会、応急救護講座など、楽しいイベント、勉強になる機会もあり、
とてもうれしいです。これからも楽しみにしています。いつもありがとうございます。



‐12‐

00368 広い公園を作って欲しい。

00369

「子育て支援」と聞くとほとんどの場合、育てる側の支援という印象があります。子どもの立場になっ
ている支援がほとんど無いように感じているのは私だけでしょうか。「回答にあたってお読み下さい」
と書いてある所に「乳児期におけるしっかりした愛着形成」とある。大切なのであれば、母親と子ども
が安心して一緒にいられる事が大切だと思います。就労をサポートすることよりも、母親がせめて乳
児期だけでも就労しなくても良い援助が必要だと思います。もちろん、仕事が好きで復帰する方も多
数いるかと思います。でも、現実として、子どもを自分の手で育てたいけれど、金銭的な問題で働か
なければいけない家庭も多数あります。そういった家庭を支援する方法があればいいなと思いま
す。

00370
待機児が多いので希望の園にすぐ入園できないから希望の園を待たずに入園できるよう保育園を
増やした方がいい。子供が多い地区には２園ぐらい増やすようになどしてほしい。

00372
この子を出産する時に保健センターに行ったりする事があったがあまりいい思いはしなかった。子
育ての事を相談する気にはなれない。成長はその子その子で違うのだから小さいからとかあまり喋
らないとか言われ不安にされたら相談したくなくなる。

00379

耳鼻科、皮膚科が欲しい。児童係？が不親切で対応が悪い。愛想も悪いので行きたくない。子供が
いたら働けないので預かってもらえなければ働けない。まず保育園、仕事の順番だと思います。母
子家庭とかでインチキしている人を調べた方がいいんじゃないですか？児童館とかもいつも同じ人
が使ってて使いにくい。子供家庭支援センターとかも話しにくいし、結局個人情報をさらさなくてはい
けないし。保育園もやっているようでやってない、病気の子の管理、もっと遊ばせてほしいし清潔に
してほしい。プールがある所がないのでプールを教えてもらえる所、子供達が遊べたり親が息抜き
をできる所を作ってほしい。みんな話してますが、このアンケートが本当に反映されるのか期待はし
ていません。瑞穂はどうせ変わりませんから。もっと都内とかのやっている事を見た方がいいと思い
ます。だから少子化なんです。

00381 これからも宜しくお願い致します。

00382

児童館の数を増やしてほしい。あすなろは狭いと思う。場所もわかりにくい。幼児を安心して遊ばせ
られる場所がもっと増えてほしい。小さい子供がいる母親もショッピングやランチ＆子連れで楽しみ
たい。ザモールみずほをもっと子供と楽しめる場所にしてほしい（町も協力して）。無料で遊べる広場
を屋内に作ってほしい。幼稚園の数が少ない上に、１つの地域に集中している。南平、松原、長岡
方面にもっと子供のために作ってほしい。町全体に均等に施設を作ってほしい。図書館を建てかえ
て欲しい。

00384
途中入園を希望しているが兄弟と同じ保育園に入れるのか。仕事をしていて別々に連れていくのは
かなり負担になる。

00385
小さい子供が遊べる公園がもう少しあれば嬉しいです。小児科があと１件くらいあればいいのに、と
思います。栗原医院と新井クリニックしかなく土曜も休みなので、土曜もやっていて午後６時半まで
開いている、小児科があればいいです。あと皮膚科もあと１件あると非常に便利です。

00386 とにかく保育所を増やしてほしい。働けないと生活できません。

00388

病児、病後児保育施設をぜひ作っていただきたい。生協以外に個人宅へ配送をしてくれるスーパー
がない。既在のスーパーへの働きかけや新たなスーパーの誘致をしていただければ普段の買い
物・保護者の病気の時も大変助かる。子育て支援などは平日に行われる事が多く、平日は就労の
為、全く利用できない、せめて月に１度くらいは日曜開催してほしい。

00389 住んでいる場所は暗いため、地域の安全の為にもパトロールを引き続き行ってほしい。

00390
子育て支援センターひばりのように、午前中イベントに参加した後にお弁当を食べられるスペース
がある場所を増やしてほしいです。児童館の事業に参加した後お弁当を食べる場所があると助かり
ます。

00393
役場の方、ひばりの方、児童館の先生とても親身に気さくに話せるから気に入ってます。今後も宜し
くお願いします。

00394

今年出産前後保育園の申し込みをしたが、全く入れなかった。子どもが４人いるので、もっと補助を
だしてもらってもよいと思う（例えば３人以上の家庭にｅｔｃ、手当てｅｔｃ、税金の減額）。児童館（ひば
り）の職員の視線が冷たく感じる。遊んでいる所を通っていくときに、もっとやさしい笑顔ならいいの
にと思う、あと、やさしい声かけとかがあっても良いと思う。よく行くが何も声をかけられることがな
い。上の子のときも保育園に入れず託児所に入れてそのときは補助がなかったので全額大変だっ
たが、今も待機児童が多く、保育園に入れない現状をどうにかしてほしい。青梅や福生では職探し
中でも入園できている人が多いのに、瑞穂は全く入れない。どうにかしてほしい。殿ケ谷地区、新青
梅街道のジョイフル側にもコミュニティセンターや図書室つくってほしい。子どもを連れて歩いていけ
る所が。

00395
幼稚園の補助金が都からは一月分程しか出なかったので、不安を感じていましたが、先日町から２
月分程出たので少し安心しました。が、二人目を幼稚園に通わすのは無理そうかなと少し諦めてい
ます。補助金がもう少し出るか、保育時間がもう少し長ければ仕事にも行きたいのですが。

00396 駅西に住んでいますが、公園が無く困っています。早目に公園を作ってほしい。

00397
児童館のおもちゃをもっと増やして欲しい。公園を増やしてもらいたい。小さいのではなく新町の「わ
かくさ公園」のような大きいものがあると一日遊べてうれしい。

00398
私事ですが、ネットスーパーがどこにもないのが不便です。役場の流れ作業の流れが悪い気がしま
す。
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00401

松原町付近にも児童館が有れば良いなと思います（地区毎に）。公園の設備への落書きや、ライ
ターのあと等を見て、将来真似をしてしまわないか心配になります。公共施設や公園のトイレを大き
く綺麗にしてほしいです。そして、おむつ替えシートを備え付けてほしいです（多目的トイレの充実）。
道端にベンチが有れば、みんなに優しいと思います。

00402

高根に住んでいますが、高根下公園までは１才１１ケ月の子と一緒に歩いて行くには遠く、耕心館
の隣りのグラウンドまで行くにも道路が狭く危なく、グラウンドには遊具もないので、車で狭山池公園
までいつも行ってますが、うちの子はじっとできなく、車のチャイルドシートもベビーカーもとても嫌が
るので、強引に車に乗せて行くのですが、できたらもっと近くで歩いて行ける範囲に遊具を設置して
頂けたらなと思います。できたら小さな公園ができたら良いなと思いました。お願い致します。

00403

例えば、隣町の福生の小学校では「ふっさっ子の広場」という放課後に小学校内の施設や校庭で見
守りがある中、参加費無料で（月）～（金）の毎日参加できるとり組みがあります。子どもが安心し
て、のびのびと過ごせる環境作り、瑞穂町の小学校でも是非検討していただきたいです。よろしくお
願いします。

00404
病児、病後児保育施設を作って欲しい。図書館を利用するのに子連れでは利用しづらいので（ベ
ビーカーで入館できない、通路が狭い）、郷土資料館などを建設するのではなく、先に図書館を建て
直して欲しかった。

00405
シャトルバスを１回１００円で気軽に乗れるといいと思う。それができれば子供と一緒に行ける所が
増えると思う。

00407

小学生の子供達が歩いて行ける距離に児童館が欲しい。図書館もひばりも月曜日が休館日で学校
の代休日になることが多く、月曜日に子供達が遊びに行ける施設がない。個人的な事ですが月曜
日の代休日には子供達（小学生だけで留守番になるので）だけで遊びに行ける施設（公共の）があ
ると安心です。未就学の子は保育園が利用できるのでとても助かっています。

00410

支援センター、保健センター、児童館が不便な所にあるので車でないと行けない。何か改善策があ
れば良いと思う。また、巡回育児相談（コミュニティセンター）を利用しているが、あまり利用していな
い方が多い。情報が少ないためにいつ実施されているか知らない方もいるので広報誌にもっとわか
りやすく載せてはどうか？支援センターの情報が少ない。児童館の情報はごちゃごちゃしていて見
にくい。０歳児、１歳児等もっとわかりやすくしてほしい。コミュニティセンターの情報は乏しい。

00414

このアンケートもそうですが、もっとわかりやすい質問の仕方にしてもらいたいです。土日にも税金
やその他手続ができる用に役場も開けてほしい。以前、他より引っ越してきましたが、町報に防災訓
練実施の記事を見ますが、参加したくても「○○グラウンド」などの名前しか書いていないので住所
まで載せてもらいたいです。（わからないので）

00415

ひばりや児童館へ行って仲間ができましたが、地区が違ったりで会えるのも月に一度くらいです。自
分の住んでいる地区は本当に周りに同じ年ぐらいの子が少ないようで、これから先、子供に近くの
お友達ができるか不安です（周りにいても保育園に行っていたり、ひばりなどに参加していないみた
いです）。あと、自分はずっとこの町に住んでいますが、昔と比べて公園や公園の遊具が少なくなっ
てしまいました。自然がまだ多い子供時代だったので野原とかでよく遊んでいましたが、そういう所
もなくなってしまい寂しいです。エコパークは自分の家から遠く車でないと行けない場所なので。自
然とふれあえる公園がもう少しあったらいいなと思いました。

00420

私の家族は幼稚園を希望しているのですが、同じ幼稚園の友達だけでなく、色々な友だちとのふれ
あいをさせてあげたいと思っています。保育園に通園の子たちとはどうしても生活リズムが合わない
のでなかなか遊べる機会が少ないのですが、同じような生活リズムなら保育園、幼稚園のお友だち
ともふれあえると思うのですが、もっと子育て世代が身近に感じられるような環境づくりは必要だと
思います。できたら、新しい児童センターなどが地域ごとにできればと思っています。子どもが少な
い中、人と人とのふれあいが増えることをこれからもっと必要なことだと思います。

00421
小学校に入るにあたり、学童保育などのお知らせをいただきたい。安心して預けられる施設など
まったくわからない。年令ごとに預けられる施設もわからない。

00423

今現在、上の子を一時預かりを利用していますが、今まで役場の駐車場を利用させてもらい送った
りしていたのに、急に使えなくなり困っています。朝の車の多い時間に道路側に停めてもう１人小さ
い子どもを連れて園まで行くのはとても危ないと感じています。ビューパークの上からもワザとと思う
ぐらい車の方によって走って行くので、子供がひかれたりしたら、責任をとってもらえるのかと考えて
しまいます。町民税も高い値段払っているのだから、朝とお迎えの３０分ぐらいは駐車場を貸しても
らえると助かります。事故が起きてからでは遅いので少し考えて頂きたいです。今までも何も事前連
絡もなく使えませんでは、町の勝手に思えますが。子育てして行く上で、役場で使っている車こそ
ビューパークの離れた所に停めたらどーでしょうか？あまり使っている様に見えない車こそ税金の
ムダです。子供も小さい子はすぐに飛び出す事もあります。朝と帰りの３０分ぐらいなら役場に勤め
ている人１人ぐらい開けにこれるはずです。良く考えて頂きたいです。

00424
近所に遊具のある公園がない。バーミヤン近くに住んでいますが、小さい子が遊べる遊具のある公
園がありません。野球場近くにブランコのある広場がありますが、整備されておらず、狭山谷公園や
松原中央のような安全な遊具が欲しいです。

00425

幼児期は親・子共に絆を作る大切な時期です。この時期にしっかり向き合いかかわりが持てないと
学童期、思春期になり、親子間の距離が大きくなってしまうと思います。就学前は親も精神的にきつ
く感じることもありますが、過ぎてしまえばあっという間です。自分の時間も大切ですが、子供と過ご
し楽しむ時間も大切にしたいと思います。
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00426
子どもへのお知らせの書類（予防接種の表、保育所の継続申請の書類など）をもう少し早く届くよう
にしてもらいたいです。

00427

移動手段が自転車なので保健センターでの健診等距離があって大変だなと感じる事が多いので、
近場のコミセンで臨時的に行って頂けたりするととても助かります。あと、これは飼い主のマナーだ
とは思いますが、道路など犬のフンがよくあります。小さい子どもが居ると、歩道でもさらに注意しな
がらでないと歩けない事が多々あります。どうにかならないかなと毎度思っています。

00430

子育ての愚痴や成長に関して等の話を親身になって聞いてもらえたり、役場や銀行では書類記入
の時に、子供を見ていてくれたり、お散歩中に話しかけてくださるご年配の方々からは瑞穂町が好
きというのが伝わってきて、県外から越してきて良かったと思いました。子育てをするのにとてもいい
環境だと思います。学生の公園でのマナーは改善してほしいです。（ゴミのポイ捨て、らく書き、遊具
を汚す、水道へのイタズラ等）

00432
保育料の統一を希望したい。保育料を払っているのに園での希望が強く、送り迎えの時間が厳し
かったり、要望が通らなかったり、園での行事に兄弟の参加や祖父母の参加に制限があったりする
のは子育てをしていて難しいと思ったりする。

00435 小児科専門のクリニック等が瑞穂町にはない。

00437

専業主婦になる前ずっと仕事をしていましたが、子供がかわいいのは当然あるのですが、毎日家事
と育児だけだと絶対に息がつまってきて、全て子供にあたってしまいます。いつも友人と話すのは、
月１回だけでも認可保育園の育児（一時保育）無料券があったら、と話します。１日８時間３０００円
だって、皆払えない人が沢山いるのですから、相談できる人なんていないと思います。相談を聞いて
もらうことも大事ですが、８割の人は１人の時間が欲しいと思います。人の入らない施設など作るよ
り、よっぽど良いと思います。石畑保育園の園長先生をはじめ、皆さんとても感じの良い方です。

00438

今まで、ジャリの歩道だった所をコンクリートに変えて頂き、ベビーカーや子供のおもちゃの車が通り
やすくなりました。ありがとうございました。今、心配していることは、子供が小学校に入った時のこと
です。瑞穂は東京都でも学力がとても低くスポーツもあまり強くないようなので、もっともっと力を入
れて頂きたいのですが。後、下野公園に子供（幼児）が遊べる遊具を増やして欲しいです。宜しくお
願いします。

00441 保育園をもっと増やすか、幼稚園の利用料を安くしてほしい。

00442
瑞穂町への要望等は上にも書いてありますので、出来る限り良くなっていくことを望みます。宜しくお
願い致します。娘４才、母３１才。

00443

保育園に入園前に核家族で密室で子育てしていた時、気軽に話し相手がほしいなと思い児童館や
ひばりを利用していたが、イベント日以外の利用はほとんどなく、ポツンと親子で２人きり遊んで帰る
ことがほとんどだった。イベント日以外やイベント時間外の利用者がいるといいと思ったのと、利用
者がいなくても、常駐の支援員が遊びに付き合ってくれるだけでもいいのにと思った。今は仕事が忙
しくなり、利用が減ったが、又２人目が生まれ育休に入るので近くにいつでも行けるような居場所（人
がいるところ！）があることを望みます。

00444
以前「しまじろうコンサート」へ行ったら「楽しかった」と言い、今だに「また行こうね」と言っています。
子連れで行けるコンサートは意外に少なく、生の感動を伝えられる機会が瑞穂でもあればと思いま
す。

00445

今年４月より小学生になります。遊ばせるには、公園も充実していて、自然も沢山残っているのでと
ても良い町だが、子育て（特に働きながらの子育て）に関してもう少し体制を整えて欲しい。３月３１
日まで給食有りの１９時まで預かってくれる保育園から、４月１日になると学童クラブへ弁当を持ち１
８時まで、しかも１７時過ぎたらお迎えでないと帰れない。それに間に合わない子は１７時の集団下
校でいきなり鍵っ子になってしまいます。急に仕事のシフトを調整してもらうのは大変です。（現在保
育園勤務の為）パートや、祖父母の方が迎えに行ける人ばかりでない事も検討して頂きたいです。

00446
学童保育クラブの開所時間を延ばして欲しい。特に一日保育の日は８時３０分からだと遅い。また、
昼食も弁当持参だけでなく、希望者には有料でもいいので用意してもらえると働く母としては助か
る。

00448

瑞穂で子供を遊ばせるとしたらココ！！といった公園が特にないので、そういった子供のための大
きめな公園があると良いです。みずほエコパークにそういった子供のエリアのようなものを作って遊
具を置いていただけたら、駐車場もあるし、遊びに行きやすくてとても良いと思います。ぜひ、みず
ほエコパークに遊具を！！お願いします！！

00451

保育料をもう少し安くしてもらいたいです。来年は２人預けることになるので、今から不安で仕方あり
ません。又、学童の体制をもう少し整えてもらいたいです。預かってもらえる時間はフルタイムで働く
両親には不満です。できれば通う小学校に隣接してもらいたいです（うちなら五小）。他の方から学
童がいっぱいで断われる場合もあると伺いました。物騒な世の中なのに（定時が１７時のところが多
いと思いますが）終了の時間が１７時台では、とてもじゃないけど帰宅できません。認証保育園は値
段が高い。基本の時間が８時～１７時（土曜日は別途料金）だなんて保育園じゃないと思いました。
前に一時保育を始めると言っていたが、それも話だけで始まらず、良心的ではない。
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00452

子どもが遊べる公園が石畑地区には少なく、中央公園のような大きい公園を作って欲しい。又、羽
村などにある交通公園のような所もあると自転車の練習が出来るので作って欲しい。武蔵村山の総
合体育館にある幼児体育室があると室内で身体を動かすことができ、子どもはとても喜ぶので作っ
て欲しい。町外の児童館に行くと職員の方が出て来て一緒に遊んでくれたり体操をしたりとする姿
が見られるが、瑞穂の児童館やひばりの職員はデスクワークをしており、まったく動かない。子ども
が騒いでいるとひばりの職員は嫌そうな顔をしていて行きずらい。幼児が室内でも遊ぶ事ができる
ように体育館なども開放して欲しい。

00454

瑞穂町は他の市に比べると保育園の数が少なすぎるし、保育園の児童の人数も少ない。以前、上
の子３人を町外の保育園でみてもらっていましたが、そこの市は保育園の数が多くて保育園を選ぶ
のもゆっくり見たりできたけど、瑞穂は保育園が少なすぎるし、良い保育園もあまりない。あと、昼間
公園などに遊びに行かせても遊具が少ないし、うす暗い公園も多いのでもう少し小さい子供が遊べ
る広い公園や遊具がほしい。青梅のわかくさ公園は遊具がたくさんあっておもしろいし、あんな公園
を瑞穂に作ってもらいたい。全くないから。子育てとは関係ないですが、むさし野北の交差点のとこ
ろにある自転車遊歩道をなくしてほしい。あそこに人は住んでるし、怖くて通りたくない。

00457
児童館等の施設があり、他のお母さん達と知り合うこともできとても助かっています。月２回（年齢別
のものが）ずつだと風邪や用事などで行けなくなるとしばらく間が空いてしまうので週１回あるといい
なと思います。施設の方が大変ですよね。

00458

上の子どもは町外の幼稚園に行きました。理由は（１）町内の幼稚園は宗教（仏教、キリスト教）団
体が母体（２）小規模（３）プールがない、でした。無宗教で、もう少し規模が大きい（施設が充実）幼
稚園ができたらよいと思います。近くの学童保育所の先生の言葉遣いがひどく驚きました。「うる
せー！」「てめーら」「だまれ」等々。

00460
公園で遊ぼうと決まった場合、町外が多いです。以前に比べて遊具は各公園に増えたとは思いま
すが、もう少し規模の大きい公園があれば、と思ったりします。

00461

フルタイムで働いてます。正直キツイです。皆一緒だと思います。特に病気の時は、一番大切な子
供を選ぶべきなのに悩んでしまいます。まったく休めない場合、留守番させなければならない、と恐
怖を感じながら、生活しております。子供は病気するのが当り前なのです。わかっています。しかし、
生活を守る為、なかなか仕事を休めず、なんてこともあるのです。病児の子供を数時間でも見てもら
える場所があると助かるのです。又、あったとしても情報として保育園、保育所が促がしても良いと
思います。そこが不親切さを感じる所です。

00462

先日、役場に行った時、町長さんが入口にいらして娘にとても優しく話しかけてくださってとても温か
い町だと思いました。現在住んでいる所でも、ご近所さんが娘をとても気にかけてくださって、会う度
に成長を見守ってくれることがうれしいです。我が家は夫が介護士なので経済的にあまり余裕がな
いのですが、０～３才まではせめて母である私のもとで育てたいと日々頑張っています。今後は幼
稚園へ入れる予定ですが、もう少し助成されるとうれしいです。１才頃までコミセンでの育児相談に
行っていたのですが、職員の方が兄弟、姉妹がいる顔見知りの方にはとても気軽にお話をしてい
て、家は娘が１人で知り合いもいなかったので、とても「疎外感」を感じました。それ以来、なんとなく
保健センターの方が苦手です。それから有料の注射、ぜひ！！無料にして欲しいです。インフル、Ｂ
型、ロタｅｔｃ外国の型も多い瑞穂。ぜひ無料まではなくても、一部。

00463

以前、子供の１才健診で保健センターに行った時の事です。待ち合い席で順番を待っているとセン
ターの方が私の隣に座っていた女性に（他の子の母親）話しかけていました。声をかけられた女性
は子育てや旦那さんのグチを相談していたんですが、人が大勢集まる（しかも自分の子と同じ月齢）
待ち合いの場で、家庭内の話をするのはどうかな？と思いました。相談に乗ってもらうのは大変あり
がたいんですが、人に聞かれたくない話もあると思うので相談は個室でやって下さい。この場面を見
てから町での相談は無理だなぁ～と感じました。

00465 育成手当てなどを作って欲しい。

00466

今年の２月に瑞穂町に引越してきましたが、公園の数の少なさに対して残念に感じました。子育て
に対する情報を得ることも難しく感じています。また、情報を得て、コミュニティに参加しようと思って
も、車を利用しなければならなかったり「自宅から遠い」と思ってしまうことも事実です。エコパークの
ような立派な公園を作るよりも、小さくてもいいので子供達が気軽に遊べる公園を数多く作って欲し
いです。そうすれば自然と親同士の繋がりが生まれ、情報が上手く交換できるというサイクルができ
るのではと思います。最後に、発達に遅れのある子供、障害のある子供をサポートする施設を作っ
て下さい。

00467 一言では言えない。書きれない。

00469

福祉課によく行くのですが、福祉課の方々は皆さん冷たいように思います。行くたびにそう思いま
す。子どもを連れて何らかの書類を提出しに行ったりする機会が何度かありましたが、冷たい対応
で少し残念です。瑞穂が好きで、ずっと暮らしているので、今後もずっとお世話になる福祉課なので
もう少し対応を優しくしていただけたら嬉しいです。

00471
学童や保育園（認可）の時間を長くしてほしい。学童は放課後～１９時、土曜、長期休みはせめて学
校が始まる時間の８時くらいから１９時。保育園は２０時まで。町外での就労の場合、時間が間に合
わない。日曜保育の検討もお願いしたいです。

00472
長岡地区に住んでいますが、この地区で親子が気軽に集まれる場所がほしいです。児童館、ひばり
は車がない時は遠くてなかなか行く気になれません。長岡コミセンは「体育館」なので、児童館のよ
うな「子ども専用」の施設を作って頂きたいです。
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00474

現在駒形富士山に住んでおりますが、子供が第三小学校にいずれ入学すると思います。その時に
１６号を渡り、学校へ行く事になるのですが、交通量の多さ、１６号を過ぎるとガードレールもない事
等がとても心配です。第一小学校の方が近いのにという思いもあります。他の市町村では学区もな
くなり、小学校も選べる所も多くなってきたようですし、瑞穂町でも検討して頂けるよう願います。

00475
イベントの内容がいまひとつ。行く価値は見受けられない。保健センターの身長、体重測定の制限
時間をせめて８時間にして下さい（現在２時間だけです）。アンケートの最初に個人特定ができる質
問と思います。子供の年齢は別に書かないでいいんでしょう。

00476

来年度から小学校へ入学します。入学に際しての相談は教育委員会。学童については、あすなろ
児童館、子育てについては、役場又は保健センターなど、同じ質問でもたらい回しで、場所も各施設
離れていて不便です。何度も同じ説明をするのも面倒です。学童保育について二小学区は場所が
あまりにも小学校から離れています。わざわざ交通量の多い青梅街道を渡っていくのは危険ではな
いでしょうか？校内に準備することはできないのでしょうか？

00478
とのがや保育園の前の細い道路を猛スピードで走る車が多く危険を感じる。一方通行にする、通行
規制をする（時間で）、警官による見回り、取締りを強化するなど対応をして欲しい。

00482
保育園の利用料を収入によって分けてあるが、もう少し安くして欲しい。２人や３人預けるにも高くて
大変です。

00483
児童館が遠すぎる。一小の子しか使えない。最低でも各学区に１つはほしい。放課後は公園以外行
く所がなく、ボールで遊べる所も少ない。コミュニティセンターなどに子どもたちが集まっているが、児
童館があれば、大人の目もあり、一般の方に不快な思いをさせることもなく親としても安心である。

00484 週末に利用できる施設を作ってほしいです。

00486
羽村市などに比べて瑞穂町は児童館が少なく、小学生があまり遊べる所がない気がします。うちは
学校も遠いので児童館が近くにあったらなと思います。

00488
瑞穂町むさし野に住んでいます。近くに児童館がないので、あすなろ児童館のようなものをつくって
もらえたら、良いかなと日頃から思っています。

00490 子ども病院（２４時間体制）の招致。公園の遊具増設。

00491

自宅の近くに歩いて行ける公園がありません。いつもひばりのとなりの公園を利用しています。あま
り子どもが来ていません。ママ同士が気軽に来られるような公園がたくさんあれば良いのにと思い
ます。ひばりや児童館の活動に参加するようにしていますが、何かサークル活動があれば参加した
いなと思いました。例えば、リトミックサークルとか、ヨガサークルとか。

00492
子供の医療費を中学生まで無料にして頂きたいです。公園の遊具をもう少し増やして欲しいです。
予防接種（インフルエンザ等、費用が掛る物）の助成金を増やして頂きたいです。

00495
自宅の近所に児童公園がないこと。交通量が多い（大型車が多い）のにもかかわらず歩道が狭かっ
たり、交差点（栗原新田）に歩行者用信号機がないことに不便を感じています。

00497
保育参観等、平日の親参加行事は強制ではないがなるべく参加して下さい、の感じを止めてほし
い。働く為に預けているのですから、子供の成長を見るのも大切なのは良く分かっていますが、まず
生計を立て、家族皆幸せに暮らしていくのが第一だと思いますから。

00500
保健センターで相談に乗って頂いたことがありました（母乳と薬について）。大変助かりました。悩み
も解決しました。とても丁寧に対応して下さりありがとうございました。

00502
就労していて困るのは、突発的に残業が発生することです。学童は１８時まで、ファミリー・サポート・
センターなどは事前に予約が必要のため不可。せめて学童が１９時までみてくれるといいなと思い
ます。

00506 面倒なので書きませんでした。すみません。

00509
都営があり町の中でも割と人口が多い所に住んでいるが、児童館が近くにないので小学生の子供
を留守番させるのが心配。中学を増やしてほしい。遠すぎる。

00511

青梅で産まれ育ちました。瑞穂町は周りの町と比べて、古いとか老人の町という少しマイナスのイ
メージでした。住んで８年が経ち、若いファミリーも増えてきて町のイメージが明るくなってきたような
感じがします。公園や駅前、区画整理ｅｔｃが整備されてきて町自体が変わってきているからだと思
います。公園や公園のトイレ、遊具ｅｔｃ子供を遊ばせているなかでも、４～５年前の公園の雰囲気と
は違って安心して遊ばせることができています！！これから、近隣町と一緒にもっともっと活気ある
町になれると思って楽しみです。長岡に住んでいるので長岡コミセンで夏休み、冬休みｅｔｃ○○教室
ｅｔｃ企画を沢山していていただきたいです。

00515

保育園に知人の結婚式に行くので預かってと言ったらダメと言われた。役場にそのことを伝えたら
「一応、園には伝えますが」とのことで困っているから役場にまでクレームを言っているのに園にガ
ツンと言えないのは一母親の意見なんてそんなものかと思う。お金を払っているのに結婚式では預
かれないと言うのもおかしいと思う！！他の園では結婚式でも預かってくれると聞きました。町内の
園で対応が違うのはおかしい！！同じ保育料払ってます！！こんなふうに書いても私の意見なん
てスルーされるんだろうなとは思ってますが。

00517

再来年５月から職場復帰するにあたり、小学生、幼児２人の子どもについて希望するサービスの充
実があります。狭山保育園が一番近いのですが、付近に保育園がなく希望が集中するので入所で
きるのか心配、無認可でも保育料が同じ位で利用できるものがほしい。瑞穂には保育ママもいない
のでやってほしい。また保育園は朝７時からやってほしい。祝日の対応も考えてほしい。学童保育ク
ラブは１９時まで対応してほしい。先生は１８時にお迎えに行くと「もう少し早く」と言う。急いでいるが
交通事情の理由もあるもう少し理解してほしい。

00518
エコパークでの青空市、８月、１月と行わない月や雨天中止など、次週への変更や８月、１月も行っ
てほしい。子どもの服の利用でとっても助かっているので。
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00519

瑞穂のコミュニティセンターなどでやってる子供用の英語教室、ダンスや習い事などの情報が知りた
いので子供がいる方へ手紙をしていただけたら嬉しいです。二小学区も、もっと開拓してほしいで
す。保育園も幼稚園もないです（長岡保育園位で選べません）。小学校の給食をもう少し品目があっ
たらいいなあと思います。なので、給食費を払わない人がいないようにしてほしいです。二小は全員
払っていると手紙を見たのですが、他の小学校は未納がいるみたいなのでそれがなくなればもう少
し大きい魚の切り身が食べられるかな？と思いました。少子化対策の一環として出産した時にベ
ビーグッズを買うために町内で使える券をもらえたりする支援があると嬉しいです！！あと、モール
までの道なのですが、長岡地区から自転車で行きやすくしてほしいです。１６号の下を自転車で行
けるようになれば嬉しいです。

00520
他の地域の子育て支援の状況と比べて充実していない。特に町営施設が役場周辺にあるため利用
が難しい。このままでは子育て世代の人口の流出は免れない。子供を遊ばせる施設（屋内、屋外）
を整備して欲しい。

00525

問３４の残業時間の短縮を働きかけてほしい。うちの場合は切実に思っています。主人の会社も町
外ではありますが、労働基準法よりも働かせられる月が多く、とても辛そうで家庭にとても影響して
います。子育てにも良くないし、主人の体も心配です。会社の方は皆頑張っている様ですが、とても
辛そうで。相談できる所に言ってしまおうとしても、変わらないというか、主人が辞めるか、結局うまく
はいかないそうで、ブラック企業というのでしょうか。そもそもおかしいですよね。一緒にごはんを食
べたいです。後、確かに家族皆で遊ぶ場所は公園以外ないのであればうれしく思います。

00531
子育てに関係ないのですが、この間、子供が犬の「ウンコ」を踏んでしまい大変困っています。それ
にペット税がかかるのも困りますし、何とかなりませんか！？関係なくてすみません。どうか宜しくお
願いします。

00532

保育園選考基準、仕事を持っている方が優先されている。職場に産休、育休がある方が優先。職場
に産休、育休が無い方が仕事を辞め、出産育児した事で無職になり保育園に入りにくく、社会復帰
出来ずにいる。こんな不公平な事があっていいのでしょうか。これは私の例ですが、この現状で金銭
面でも働きたくても働けない。困っている方が沢山いると思っています。

00535
定期的に保健センターで子供の身体測定をしています。春から幼稚園に通う予定なので、気軽に成
長が確認できるように、保健センターでの「健康、育児、栄養相談」を午後もやってほしい（毎月１回
もしくは２ケ月に１回）。

00536

子どもに児童館の事業を参加させてあげたいが町に一つしか児童館がなく子どもだけでは遠いた
め行かせてあげる事ができない。児童館に近い住まいの子しか利用できないのでは少し不公平感
を感じる。学童保育の開所時間を長くしてもらいたい（通常１７時過ぎまで仕事をして迎えに行くのに
町外の職場だと１８時までに迎えに行くのがきびしい、夏休み等長期休みの時の開所時間が８時半
だと親が仕事に出掛けた後、１人で子どもを家に置き、鍵を閉めて行かせるのには不安があるため
８時開所にしてほしい。他市ではそのように出来ているので瑞穂町でも可能ではないでしょうか？ぜ
ひ実現していただけるようお願いいたします）。

00538 ポストの数が少なく感じます。公園の遊具を増やしてほしいです。

00541

狭山谷公園や駒形公園に新しい遊具が出来て子ども（２才）がとても喜んでいます（今までは青梅
や福生など大きな遊具がある所へ足を運んでいたので、大きな遊具も楽しいのですが、遊具がある
公園には他の子どもが集まるのでお友達に会える事が楽しいみたいなので）。問３４－１について
は、子ども達が一緒に歌ったりして楽しめるようなコンサートや人形劇（きぐるみ、ＮＨＫのおかあさ
んと一緒のような）などが年に１～２回あると良いなーと思ったりします。

00542
小さい子が遊べる遊具がある公園を増やしてほしい。青梅のわかくさ公園みたいな！！雨でも遊べ
る室内公園があるとうれしい。

00545
小学校にあがる際、通学路に歩道橋がないので青梅街道を渡る為、祖父母が心配している。住宅
街の街灯がもう少し明るく増えてくれると良い。

00546 休日遊びに行ける子供が遊べる施設を作って欲しい。ひばりのような場所を近所に作って欲しい。
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調査票番号
問25　その他、子育てに関して日頃感じていることや悩みごと、瑞穂町への要望事項等ありました
ら、ご自由にお書き下さい

00001

高校生、中学生、小学生の子を持つ親です。タバコの問題で悩んでいる親子さんをよくみかけます。
小学生のスポーツ団体の教育の場であれだけタバコを吸い、吸いがらの始末もせずポイ捨て、子供
のいる場所でプカプカ煙の行方も構わず吸い中学になったら吸ってはいけないよ、道理が合いませ
ん。武道館の際もひどいもんです。剣道、柔道、空手は武道なのでそんな事はありませんが、イン
ディアカの人達のマナーの悪さ…集まる人柄だと思いますが入り口で円陣を組み、ずーとタバコを
吸っています。煙はどこへいくでしょう。公共の場、青少年のいる場所であたり前のように権利（→納
税している）あるようにタバコを吸うのはいかがでしょうか。もうちょっと他の町、市で厳しいです。

00003 あったら良いと思う事・子供の人数に応じた支援・小学生の吹奏楽・春日公園の街灯

00004
児童館、公園、プールなど子供の遊び場所を充実させてほしい。瑞穂は悪臭がする（瑞穂以外に住
んでいる人に言われる）。

00006
松原地区に子供達が安心して遊べる場所が欲しい。例えば児童館やスポーツセンター等小学校の
近くにあると便利だと思います。

00009 教員の質が悪すぎる

00010
児童館が少ない。イベントなど役場近くが多いので遠いので行きづらい。瑞穂の学力レベルが低い
ので考えてほしい。

00011 放課後子供教室をもっと増やしてほしい、学校で毎日見てほしい。

00012

中学生（１５才）までは手厚く支援されていると思います。義務教育ではありませんが、今の時代高校
はもちろん大学や短大、専門学校に進学する人がほとんどの世の中ですが、奨学金制度を利用した
としても、支払えない人が多数な時代です。低所得家庭の子供教育も平等に出来る支援があると良
いです。また、あるとしたらその支援があるのか、無いのか知らない人が多いと思います。もっと宣伝
してほしいです。

00014

自分の実家は遠く、何かあった時は預かり先がなく困る。主人の親族は近くにいるが、私は元々たば
こを吸わないのも知っているのに妊娠中から私の前で平気でたばこを吸ったり、もちろん子供の前で
も平気で吸うし、預かるのをみてやっている、と言って預かるのを嫌がっている。２人目の子供を妊娠
した時も「産むのかよ？！」と暴言を吐かれた。子供の前でたばこを吸うのも自分も妊娠中に吸って
いたからと理由で気にしない。どういう影響を胎児に与えるか？というのを母親のくせに全くわかって
いない。結構その周りの人は周りの人で、子供の前、妊娠中の人の前でも平気でたばこ吸っている。

00016
年配の方が見回りや登校時の付き添いをしている姿を見かけますが、大変助かります。地域の方が
子供を良く見てくれていてありがたく思っています。

00017

学童の指導員はただその時間だけ一緒に時間を過ごせていればいいという事なのでしょうか。低学
年の少々問題ある子供は受け入れられないという感じで、できれば辞めてもらいたいという感じで、
学童保育っていったいどのようにとってよいものか、一応指導員の先生はボランティアではなくお給
料をもらっているのだから、いろいろ資格を持っていたり、それなりに指導員というのだから、辞めさ
せる方向だけではなく、もっとあたたかい心で接していただけないでしょうか。子供が家で留守番でき
ないから預けているのに「鍵を持たせて留守番させてみたらどうですか？」と言われて、その間、何
かあったら責任をとっていただけるのですか。悪い事をしたら厳しく叱っていただいて良いのです。宜
しくお願いします。

00018
小学校高学年になると学童保育も利用が難しくなるため、放課後、親の仕事で残業があると家で１
人で過ごすことが多くなります。放課後、子供教室のような機会が多くあると、子供もゲームばっかり
ではなくいろいろな体験ができて良いと思います。

00021

子供の放課後の過ごし方について。放課後子ども教室の充実に関心があります。今は、１学期に１
回あるかないかのペースですが…子供は楽しみにしているのでもっと増えて欲しいと思っています。
公園で遊んだりしていますが、近頃は不審者が出るなど子供達だけで遊ばせておくのも、心配な所
があります。放課後子ども教室は友達と一緒に参加でき、大人の付き添いもあり、安心です。保護者
の用事で、子供を預けなければならないことが一年に何回かありました。親や親せきなど、近くに居
ないので、友人に協力してもらい無事に済み助かりましたが、もっと利用しやすく公共の（有料でもよ
り安いと利用しやすいと思います）一時預け先があると子育てしていく中で大変助かると思います。

00023

公園等に時計を設置してもらえたらいいと思います。今の学校では校長先生や担任の先生などに、
友達関のトラブルや子供の心配事など気軽に相談できるのが心強い。保護者会等では色々な先生
が子供日頃の学校生活など教えてくれ、生徒の事を考えていると思う。地域では子供会に入ってい
る為お祭りや、その他の行事（こどもフェスティバルなど）で町内や地域の人に関わり、会えば挨拶を
するなどコミュニケーションもとれるのでとてもよい。自宅の周りの道路の外灯が少し暗い所もあるの
でもう少し明るくなるようにするか、外灯等増やしてほしいです。高学年なので学童クラブには入れま
せんが（３年生までは学童に入ってましたが）学校以外で放課後遊べる児童館など近くにあるとうれ
しいです。瑞穂にはあすなろ児童館があるけど家から遠いので行けない（冬場は特に暗くなるのが
早いので）。長岡コミセンは近いが図書室はあるけど遊ぶとなると難しい。そうすると結局近くの公園
しかない。あまりまとまりがなくてすみませんが、これからも子供達にとってよい瑞穂町になってほし
いと思います。
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00024
子育て支援の充実のためには若い世代が仕事に恵まれ子供を産み育てることができることが重要と
思います。子育て支援は子供が増えること、増えるには養えること、働ける場を増やしてください。

00026
都営住宅の中には色々な人がいて望ましくない環境で育っている子も多い。子どもにとっての環境
は人格形成に関わる重大なこと。不登校、ネグレスト等これからもっと大きく関わっていくことが大変
心配。

00027

３年生の夏休みまで学童は利用していました。とても助かりましたが、時には自由もほしく、だんだん
遠のいてしまいました。近所に児童館があれば安心して遊ばせられますが、無いので、公園を利用
していました。しかしそこで宿題はできず、親のいない家には入れたくないので、外（家の）でよくやっ
ていました（寒さ、暑さ、暗さに耐えて…）。もう年齢的に利用する事はありませんが、あったらよかっ
たのにと思います（団地にはあって良いですね）。インフルエンザなどで学級閉鎖になると、学童が利
用できず困る事がありました。今も昔も変わらずだと思うので改善していただけると母の立場からは
嬉しいです。

00032 町営プールの小プールのスロープが滑りやすいので、改善してほしいです。

00033

町内保育園の０才児定員を増やしてほしい。来年産まれる予定だがすでに定員オーバーになること
がわかっている。中小企業はまだまだ育児休業ができる状態でないことを理解してほしい。そして保
育園入園の審査も、もう少しきちんとやってほしい。仕事や看護などしていないのに子供を預けてい
る人が多々見受けられ本当に必要な人が入れない。

00036 公園の遊具を増やしてほしい

00038

二小学区、四小学区の中間地点辺りに児童館が必要だと思います。あすなろ児童館のように子供
が雨天でも集まって遊んだり、安心して遊べる施設が（特に）二小学区からは遠く、日常的な利用が
出来ません。長岡コミセンが出来て、やや便利になったものの、遊び場不足は改善されていないよう
に思います。又、学童保育も学校から遠く離れており、早急に学校に隣接して、もしくは敷地内に設
置して欲しいと思います。現在の放課後子ども教室の形態も改善が必要かなと感じています。せっ
かく良い事業なのに学年ごとに考えると月一回も行われていなかったり、ただ集まってパソコンで
個々に遊ぶならどうなんだろう…？と思います。アンケートにあったような形態で、日常的に教室とし
て存在しており、子供が利用できる、という教室になったら素晴らしいと思います。ぜひそのような事
業を行って欲しいと思います。

00039

耳鼻科がないのは本当に困ります。何か誘致するような手を取って頂きたい。瑞穂の学力のレベル
は全国で比較するとかなり低いと聞いています。中学に入ったらとても不安です。一小は給食費の未
払いが多い。未払いの子供には給食を食べさせないという手段はとれないと思う。児童手当から天
引きするなどの手段を取って頂きたい。未払いの家庭へはどのような催促を行っているのか。手紙
等の通知のみでは全く有効性がないと感じる。

00040
学童の利用時間が短い。図書館の利用が短い。１９時までは 低やって欲しい。フルタイムで働いて
いるので各種制度が夜間・休日に利用できるようにして欲しい。

00041
１年前に瑞穂町に転入して、子供達は学校にも地域にもすぐに溶け込み、遊ぶ所がたくさんあって良
いと毎日元気に過ごす事ができています。校庭の芝をはじめ、たくさんの自然に囲まれて生活できる
事がとてもうれしく思います。この自然を守っていってほしいです。

00044
瑞穂町立の小・中学校の学力がとても低いと聞いています。もう少しなんとか学力が向上するように
出来ないでしようか。これから中学校へ（瑞穂町立の）行かせるのか心配です。私立も考えているの
ですが、やはり子供は知っている友人の多い中学校の方が安心のようです。

00045 引越しをしてきたばかりで、あまり良くわかりません。すみません。
00047 教育、スポーツなど、子供たちの成長に必要な分野にもっと力を注いで頂きたいです。
00049 ２小地域に、児童館のような室内で遊べる場所が無いので残念です。
00051 瑞穂町の小中学校は学力が低いときいていますが、対策は？

00059

耕心館の改築よりも図書館の整備が先だと思います。今時、狭く本も少なく、あんなに古い図書館珍
しいと思います。土日に親子で本を貸りに行っても席も少なくゆっくりできません。読書はゲームをさ
せるより良いと思いますが、それよりも観光（？←に含まれるような施設でしょうか。町外人が気軽に
来れる所じゃないと思いますし）の方が先でしょうか。大きく広くというのもスペース的に難しいかもし
れませんが、幼い子からご老人まで、ゆったり本に触れ合える図書館をぜひ作って下さい。母子家
庭なのですが、夏に毎年現況届の提出が必要です。母親の就労を促進し、応援して下さるなら、面
会を土曜や平日の閉庁後にスライドして頂きたいです。金銭的に、半日でも休みを取るのが大変な
方もいらっしゃると思います。

00060

都内で一番悪い学習力がここ数年続いているのに、危機感が無いように感じます。小、中と学力が
低すきで高校への進学のためには個人で塾へ通わす必要があり、私のような母子家庭には、到底
無理な為、将来に対する不安が多いです。弱者や収入の無い者が置きざりにされていると感じま
す。瑞穂町だけの事ではなく、日本全体の事かも知れません。瑞穂町からでも心ある福祉を児童に
限らず、お年寄りに対しても心のある対応をして頂けるといいと思います。中学校などでも無料の放
課後の塾のようなものを、空いている教室などを使い行うのもいいと思います。教員を退職された方
は、いらっしゃると思います。瑞穂町の子供の将来のために学力を上げる事にもう少し取り組んで欲
しいです。今の子供達が日本を支えていくのですから…。

00062 上の子の時から要望しているのですが、児童館を増やして下さい。
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00063

道幅が狭い。自転車利用する際には不便。新しい住宅が増えてきて周囲の方がどんな方なのかわ
からなくて怖い。自治会入会の意味をもっと知らせた方がよい。自治会行事への参加協力をもっと積
極的にした方がよい。コミュティーバスをもっと利用し易くして欲しい。有料でいいので一般利用した
い。近所のバスがなくなって困っている。元狭山地区でもあすなろ児童館の様な場所が欲しい。横断
歩道に旗振りの方を配置してほしい。このアンケートの集計結果を広報に載せ、今後どのように取り
組んでいくのか具体案を知らせて欲しい。色々なアンケートを記入するが結果やその後の事業方針
が見えて来ない。

00065

昔（２、３０年前）と違い、不審者情報が日常的にメールで送られてくるような中で、子どもだけで遊び
に行かせられる場所が限られており、特に小さいうちはどうしても家の中でしか遊ばせられないことも
ありました。小学３年になってから自転車も一人で乗れるようになり（学校の決まりで、講習を受ける
までは保護者同伴でないと乗れません）行動範囲も広がりましたが、それまでは歩いて２０分もかか
るような公園まで一人で行かせるのは不安で、行かせられませんでした。近所の公園は手狭で、
ボール遊びも出来ないし、人気がないため事件に巻き込まれたり、事故があってもすぐには気付け
そうにありません。友達の家に行こうにも、両親共働きの家に勝手にお邪魔させる訳にもいかず、満
足のいく遊び場が少ないのが現状だと思います。問２２にも書きましたが、子どもが安心して遊びに
行けるような場がもっとあったら良いと思います。保育園の先生、学校の先生、学童保育等の方々に
は本当に良くしていただいていると思います。また、地域の方々も、ふれあう場では良い交流が出来
ていると思います。皆さんに感謝しています。

00067
福祉バスのありかたに疑問あり。いつ見ても誰も乗っていない。税金の無駄使いでは？早急に検討
すべきと思うが、このバスを走らせるくらいなら子供に対し、もっとお金を使ってほしい。町長海外訪
問も税金の無駄使いに見えるのでやめてほしい。

00068
瑞穂で私の住んでいる場所は、同学年の子供が多く子供の声が聞こえてくる子育てにはとても良い
環境です。子供会などもあり色々な年代とふれあえるとても良い場所だと思います。

00070 公園での遊具が少ない
00071 医療費の無料化。不審者が出やすい場所の防犯カメラ設置

00072
親同士のトラブルが多い、問題を起こすお母さんは決まっていて、私ともトラブルに…その人とはもう
二度と会いたくないので学校行事などもあまり気が進まない。ノイローゼになりそうなほど、嫌な思い
をしたので。

00074 近所に公園がたくさんありますが、不審者が度々目撃され、不安です。
00078 教育レベル（質）が低い。教育に金を使うべき。幼・保の差（金額）がある。

00080

実際、子育ては家庭が中心になり、そのまわりに学校地域といったものがあると思います。私自身
代々この町に住んでいて、あまり住みずらい、町を出たいと思ったことはありませんでした。つまり、
それだけ生活しやすい町（子育てに関しても）だと考えています。ただ、不安といいますか、子供は高
校生くらいまでは体調を崩したり、怪我をすることが多いと思います。医療に関すること（例えば医療
費）のさらなる改善を望みます（冬期だけでも町内で夜間診療が受けられる）。これからもよろしくお
願いします。

00082
医療費が今は無料なので、ずっと続いてほしい！給食費を払っていない人の徴収を徹底してほし
い！払っている人から見たら不公平です！商店街が寂びれているので何とかしたいですね！３小（Ｌ
ＩＶＩＮ近辺）の道路が狭いので、（歩道）自転車で通る時に危ないです！

00084
子どもの病院、熱が出るので医療費を２００円ではなく無料にしてほしい。以前、埼玉に住んでいた
時は無料だったので。それから、仕事が朝７時から遅番だと帰りは１９時すぎになるので、学童クラブ
の延長があるとありがたいです。

00090
校庭の芝生化は、校庭の利用制限や使用する物が限定され、芝生のない校庭に比べると制限が多
く使いずらく使用期間が短い。小学校の行事がずれたりするので 悪です。

00091

長岡４丁目（二小地区）ですが、近くに子供だけで行けるような児童館や図書館が無いのが非常に
不満。２小の目の前にあった長岡図書館も無くなり、コミセンの中の図書館も充実はしていない。ここ
に引越してきて常々思う事ですが、瑞穂町は高齢者のための施設や施策ばかりに重きを置き、子供
に関しては二の次になっていると思う（ｅｘ長岡コミセンも老人のため。しかもたいして利用してないよ
うですね）。コミセンのために２中の校庭を狭くして、整備するなんて、ありえない。又、瑞穂町の町民
運動会も大人ばかりで、子供や小さな幼児が出る競技がない。これでは若い親世代も参加しないの
は当然です。我が家は瑞穂町の教育支援などにもう何も期待はしていないので（教育水準も低いで
すし）、勉強に関しては塾と中学からは私学に通わせていますが、経済的にはとても負担がかかって
います。これすらの小中学生を持つ親、そして子供達が充実した教育環境の中で学べるよう、施策を
是非ともお願いしたい。
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00093

古い習慣が、そのまま継続されている気がする。良いものは現状維持しあまり芳しくないものは検討
していただきたい。町の体質そのものを変えるには、新しい風を吹かせ、風通しを良くし、他市町村の
取り組みを見て真似てほしい。数年前、他市から越してきたのだが子どもに対する施設や制度がしっ
かりしていないことをとても感じた。時代は流れているので、その時々で見直しを行っていただきた
い。でも先に述べた通り古い習慣から抜け出せないままずっと同じことが繰り返され、町民の意見が
反映されず、という町の体制なんだろう…と期待していないそれが本音である。これからの時代を背
負っていく子どもたちを育成し町の発展を願うのなら、もっと頑張らなくてはならないであろう。狭山池
に設置された、人にヘビ？が巻きついた石の置き物、センス悪過ぎです。予算を見て驚いた記憶が
ありますが、税金のムダ使いをしないでほしいです。

00094
五小地区に子供達が安心して遊べる公園を増やしてほしい。五小地区単独の児童館を作りいつでも
誰でも利用でき、運動できたりいろんな事を教えてもらえたり、様々な世代の人と交流できる場所が
ほしい。

00095
友人とのトラブルや相談事など、すぐに対応してくれる学校に対してとても安心しています。臨海学校
や移動教室における保護者の負担が大きいと感じます。近隣の市にいる友人に聞くと、瑞穂町の支
援は少ないようです。三小への通学路において、危険な場所があります。

00100
安全に遊べる公園があると良い。近くに池のある公園は子どもが水遊びをして落ちてしまったりしな
いか不安。

00103
学校の先生のやる気が感じられない。できる子にあわせている。パワーアップを活用できていない。
宿題を出したらチェックしてるのか？子供１人１人を見てくれている気がしない。できない子はそのま
まの先生がたくさんいる気がします。いい先生もいるけど、もっと考えてほしいです。

00104

とにかく子供を一人育てるにはお金がかかります。義務教育までは大変ながらも何とかやるしかなく
子供達にはとてもイヤな思いをさせてしまっています。中学にもなると家にパソコンがあるのがあたり
前の様な宿題や調べ物等先生方も言って来ます。我が家はパソコンどころか携帯も持つ事が出来ま
せん。使用料を払う分でお米が買えます。子供達に食べさせる事ができます。学校の連絡網もメー
ルを使用はやめていただきたいです。確かに携帯は便利でしょうがお金がかかります。持つことが出
来ない人もわずかでしょうがいます。

00105

モール前あたりに大きな公園（道の駅のような施設を併設）を造り、子供達が遊べる遊具を設置する
といいと思います。イメージは、ハイウェイオアシスみたいな感じ。幅広い年令層の子供が遊べれ
ば、他の市町村からも人が来て、中に店があれば収入になるといい案だと思うのですが…。瑞穂は
プールがショボイので、大きな流水プールも人気が出ると思います。正直、町に魅力を感じていない
ので、改善される事を望みます。

00106

学童保育の預かり時間が１８時までは短い。市外に勤める保護者にはつらい。現在祖父母がいるの
で良いが高齢になってくると行政の体制がしっかりしていないと子育てできない。瑞穂は市内に２校
しか中学校がないのに教育レベルが都内ワースト１、２と聞くがどのような教育施策をしているの
か？小学校低学年から手厚い体制で親をバックアップしていくべきだと思う。学童保育についてはた
だ頼るのではなく、別のサービスでもよいから補習をしたり図工をしたり体験をさせるような取組みを
充実させてもらいたい。瑞穂町の子育て支援は私が知っている八王子市や日野市と比べてあまりに
も貧弱であり非常に残念です。しばらくは瑞穂に住む予定ですが、子育て支援、教育レベルの低さに
がっかりしているため子供が高校生になったら引越しをしたいと考えています。

00107
以前にアンケートを記入した際に要望を書きましたが、全く何も変わらなかったので、もう書きませ
ん。

00108

私は３人の子供がいます。離婚をしたので一人で育てています。男の子２人と女の子です。食事も悩
みのひとつです。３人ともよく食べます。真ん中の男の子はご飯を食べても足りず、パンを食べたり
ラーメンを食べたりしています。育ち盛りだから仕方がないと思うのですが、食費も結構かかります。
部活をしているのですが、試合をする事が多く、交通費もかかります。やっぱり一番の悩みはお金で
す。お金があれば、心にも安心感があります。不安な日々を過ごしています。

00110
知人に聞いた話ですが…福生市の日本語学級には瑞穂町の住人は受け入れてもらえないというこ
とで、瑞穂町への居住をあきらめた、という外国籍のご家庭があったそうです。日本語に支障のある
お子さんは瑞穂町に住みずらいのでしょうか。横田基地も近い町なのでご考慮をお願いします。

00111

通学時は、親も先生の目もありませんので、お友達同士などでふざけあって道路上で車に接触しそ
うになったことがあったそうです。特に低学年のうちは子供にも危険だという意識は低いので、「わざ
と」ではなく突き飛ばしてしまったりすることもあると思います。地域全体で子供を育てていかなけれ
ばならないと私は思っていますが、町としても、通学路（子供の登下校時だけでも）に、人員を配置す
るとか、低学年のうちだけでもスクールバス（箱根ケ崎駅にいつも停まっている高齢者用のバスがあ
りますよね？あれを借りるとか）を運行させて安全を確保するとかしてほしいです。入学したては親も
子も知り合いが少なくて心細いので、集団登下校できたらいいと思いました。超高齢多死社会に向か
う日本。子供は宝だと思います。もっと教育費を補助していただき、学校にも、教員を増やして子供が
充分に学べる環境を確保してほしいです。とは言っても、私ごときの意見でどうなるとも思えないませ
んが、一応選ばれた者として一筆とらせて頂きました。町長さんはじめとして町の職員の皆様、子供
達の未来のために、よろしくお願い致します。子供がたくさんいる家庭の税金は安くして下さい。教育
費にすごくお金がかかりますので。

‐ 22 ‐



00114
主人の実家が瑞穂なので同居しているが、特に瑞穂にこだわっているわけではない。交通の便が悪
いので別の場所でも良いとは思う。

00115

職場変更後、時給が下がり、今まで９時～１７時の勤労時間から、８～１８時残業をほぼ毎日しない
と、前の給与まで追いつけません。子供との時間が休日は増えましたが、平日は朝と夜計３時間程。
毎日子供の話を聞く余裕がありません。子供はいろいろと察して気を使ってくれますが、マイペース
な娘を見ているとイライラしてしまうのがほとんどです。話を聞いてくれる友人は近所にはいません。
祖父母にも話しずらく、抱え込むばかりです。土日でも話を気軽に聞いてくれる所や人が欲しいで
す。

00120

瑞穂町の認証保育所利用者への補助金は、子ども家庭にあった保育サービスの選択の幅が広がり
希望の保育所に入所する事ができ、非常に感謝しております。学童も同じように選択、サービスの幅
が広がれば、ただ時間を過ごすだげでなく、放課後学習や夏休み教室のような、家庭ではできない
体験の場として、子供たちが充実した放課後を送れるかなと思います。そういった教育を受けた子供
たちは、将来町にとっても良い人材となるかと思います。

00127
以前行われていた、島しょ体験、小笠原など復活してほしい。スキー教室など子どもだけで宿泊しな
がらの体験は嬉しい。町音楽会、青少年の主張、子ども議会なども、瑞穂町ならではで、他市の方か
ら、うらやましがられる、とても良い成長の場であり皆に知ってもらいたい。

00128
学校の学習サポーターの先生をこれからも継続して頂きたいです。担任の先生の他に居て頂きとて
も助かっています。

00132

子供や親が休日楽しく過ごせる魅力的な大きな公園を作って欲しいです。放課後、全学年の子供達
が安心して楽しく遊べる場所があったらいいなと思います。例えば、学校で大人の見守る中、色々な
ものをみんなで作ったり遊んだりできたらいいなと思います。働いているお母さんがもっと安心して仕
事できる環境を作っていただきたいです。駅の周辺に学童の様な施設が欲しいです。

00133
交通の便をよくしてほしい。とにかく電車の本数を増やしてほしい。病院を増やしてほしい（皮膚科・
耳鼻科など…）。学童の時間を１９時まで延ばしてほしい（切に願う、なるべく早く実現してほしい）。→
延長料金払ってでもいいのですぐに来年度から始めてほしいぐらい、今キツイ。

00134
通学路に歩道がない所に色のついたスクールゾーン用のラインを引いてほしい（高根地区）。公園に
不審者がよく出るのは親としてかなり心配（高根下公園）。雨の日など友達と宿題ができたりする場
所があるとうれしい。

00136
学童保育クラブに小学校３年まで入所していましたが、帰りがなかなか時間通りには迎えに行けず、
迷惑をかけていたと思います。できればもう少し長い時間みて頂ければいいなと思いました（違う
サービスを使う事は嫌だったので）。
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00139
低学年の頃は、学童利用していましたが、１８時のお迎え、８時半の登所だと、仕事の都合で難しい
時がありました。少年野球をやっていますが、このままだと部員がいなくて、どうしたらいいかと思い
ます。長期の休みのみ預かってもらえる所があると夏休みなど安心です。

00140
放課後、子供達が気軽に参加できる放課後教室のようなものを増やしてもらいたい。地域のシル
バーの方々と一緒に将棋やカルタなど昭和の遊びを教えて頂ける環境があるとうれしいです。

瑞穂町長石塚幸右衛門様　福祉課児童係担当者様　今、子ども達をめぐる様々な問題が生じていま
す。いじめ、ひきこもり、不登校、思春期の問題行動、自殺など心に問題を抱えた子ども達です。中
学生では自己評価（自分は生きている価値のある人）の低さや自信のなさが目立つとされています。
この様な状況が年々低年齢化されており、昨年度の調査では、小学５年生で、約半数が、自己肯定
感（自分のことが好きという気持ちや自分は自分のままでいいんだと思える気持ち）が低いということ
でした。この背景には、子ども達にとって生きにくい現代社会が浮き彫りにされているように思いま
す。私は現在、保育園に勤務しています。私自身も子どもがおり、子育ての経験はありますが、保育
園に勤めなければ、気づけなかったことが実に多いのです。保育現場で多くの子ども達と接し、「心
の土台」について深く考えさせられるようになりました。保育園は、朝７時から夜７時まで開園してお
り、子ども達は一日の大半を保育園で過ごしています。「心の土台」とは、自分は大切な人間、生きて
いる価値があるという自己肯定感で、幼い子どもに人を信じる力を育てる人間にとって も大切な時
期（０～３歳）とされています。保育園では、残念ながら親の子どもに対する関心のなさ、著しい関わ
り不足、不適切な関わりで、心の満たされていない子どもが増えています。いつの時代もどこの国で
も、子ども達が も愛されたいと願っている相手は「親」です。これは、保育者が代わりたくても代わ
れない。また代わってはならないものだと思います。乳幼児期の子どもにとって、一番大切なのは、
親から感じられる温もり、安らぎ、安心感であり、この時期に得た安心感は、子どもが大きく成長して
からも心の安定と人間への信頼感を育てる上で も大切です。乳幼児期の子どもは、いつも親の心
を見つめながら、自分づくりをしています。親に受け止めてもらう経験が少ない子どもは、自分の中に
湧き起こった感情をどのように処理したらよいのかを学習出来ず、自分のこと、友だちのことも大切
に出来ずにいます。普段の保育の中で、親心の届いている子どもとそうでない子どもの違いがありま
す。親心が届いている子どもは心の拠りどころが家庭にあり、自信と安心感があり安定して保育園
生活を過ごせていますが、その反対に親心が届いていないと感じる子どもは、友だちが嫌がる言動
や行動をしたり、情緒が安定せずにいるケースが多くみられます。これまで、保護者支援、待機児童
の解消を念頭に長時間保育、延長保育、病後児保育などを考慮してきましたが、これらは、本来、全
ての親が親らしいという前提のもとにあるべきです。しかし、現状は、「親心の喪失」を実感し、多くの
子ども達の心の土台が築けていないことを痛感しています。家庭における心の土台が築けていない
のにも拘らず、しつけを保育園に託し、子どもに無関心でいる保護者が増えていることも、私たち保
育に携わる者、行政、社会が保護者支援という本来の意味をはき違えている代償かもしれません。
本当の保護者支援とは、親が出来ないことを代わりにする「代行・援助」とは異なります。「支援」と
は、その人自身が出来ることが出来なくなっている状況を出来るように支えていくこと、つまり、「保護
者支援」とは、保護者が出来るはずの子育ての力が発揮出来ない状況について保護者の力で発揮
出来るようにするための活動です。今の保護者支援は親のニーズに応えることに重点をおき、子ど
もの視点に立てていません。「子どもが病気だけど仕事が休めない」という親の悲痛な叫びを「病気
の子どもを預かる病児保育・病後児保育を作りましょう」ではなく、子どもが回復するまで親が仕事を
休める環境にしていかなければならないと思います。そのように社会を変えていくことが、地域全体
で子育てをしていくということではないでしょうか。現に教師や保育士、看護師など人を育てる、関わ
る仕事を持つ親の子どもたちは、幼いころ、病気の時さえも一緒にいてもらえなかった…、という子ど
も達の悲痛の叫びもあります。病気の時こそ安心出来る親と一緒でいたいのではないでしょうか。ま
た、親も子どもの看護をし、心配し親心が育むのではないでしょうか。現在、瑞穂町の保育園では、
保育時間外の延長料金を徴収しているので、保護者も何とか都合をつけて、子どもの迎えに来てい
ます。来年度も同様にしていただかなければ、親は長時間保育を希望しているので、益々子ども達
の状況は悪くなる一方です。残念ながら、地域性もあるのかもしれませんが、料金が発生しなけれ
ば、規制できない問題点です。保育園という子育ての 前線で、生涯にわたって切れることのない親
子の絆をつくること、親が子どもの心の育ちに感心を持ち、子ども達に親から愛されている実感を育
んであげたい。親が親であることを前提とし、親の子育てを労いながら子どもの心の土台づくりを支
援していくことが使命だと思って日々の保育にあたっています。今後、瑞穂町で子育て支援の一環と
して、講演会を希望します。講師は松居和氏です。主な著書は、「親心の喪失」「２１世紀の子育て」
「家庭崩壊・学級崩壊・学校崩壊」など数多くあります。子どもに関わる全ての大人に是非聞いて頂き
たい内容の講演です。そこから、瑞穂町の子ども達も少しづつ良い方向へいけると信じています。大
人が変わらなければ子どもも変われません。

00137
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00142

子どもが遊べる公園が少ない。大人の運動用遊具ばかり、自転車の練習をする場所がない。学校
周辺道路が抜け道になっておりとても危険。路駐も多く車中などに不審者がいたらどうするのだろう
と不安に感じています。生活道路を通学路と決まっているのであれば大型車通行禁止にするべき。
子どもに交通ルールを教えても抜け道として使う大型車には関係ない。子どもの行事など地域に
よって差があり改めて子どもの集まる場所がここにはないと感じました。子育てのことではないので
すが、住宅地で火事かと思うくらい野焼き（？）をするのは環境的に疑問。畑ばかりのところでやるの
は問題ないと思うが、視界が悪くなり信号も見えなくなるくらいの煙にどうかと思います。せめて道路
から○○メートルはダメとか近隣に住宅がある場所を禁止して欲しい。

00143

小学校のＰＴＡ役員を経験して、色々な親御さんたちと出会い、周囲の話など聞いて、「別居中・離
婚・再婚」が思う以上に身近で多い（件数）と感じました。実際我が家でも夫婦仲・親子仲が良くない
状態です。結婚後に生じる様々な問題に対処する力が男女共に欠如しているのと、社会的にどうに
もならない事柄の山積など色々重なり不安な日本を作り出していると思います。子育てに限っていえ
ば、〔晩婚→高齢出産→更年期＆★反抗期＋介護→離婚→再婚→義家族の虐待…〕我が家では
ちょうど★印のところで、今とてもしんどいです。この町は夫の都合で越してきて、一人っきりの子育
てで身体（心身）を壊しました。ひばりに相談したら心ない言葉を言われ（当時）学校でカウンセラーと
の対話も正直これといった効果もなく、相談出来る方もいないので結局自分で収めています。この町
はやはり色々な場面で不便を感じます。この先何十年も暮らしたいとは思いません。こうして育った
子供たちがどんな大人になるんだろうと考えると、（親ながら恥ずかしいですが）少し怖いです。

00144
ゆとり教育の為土曜日が休みなので授業の内容が雑の用な感が致します。子供たちはついていくの
が大変だと思うので早めに「ゆとり」を止めて、土曜日も授業していただきたい。給食が休み前になる
時に早めに終るので、なるべく終業式の前日までにしていただくと有りがたいです。

00145 耳鼻科を誘致してほしい

00146

私の小学校の頃はもっと学校のクラブで色々なスポーツとふれあう機会がありました。今は課外のク
ラブが多いのか、小学校ではスポーツクラブがあまりない気がします。中学へ行って部活でスポーツ
に初めて出あう子もいる様です。もっと色々な競技に出会える場所があるといいのになあと思いまし
た。

00152
“学童保育”が４年生までですが夏休み等の長い休みなど４年生以降も登所できる施設又は体制が
あると安心して仕事をすることができます。祖父母はいますが、長い休みで毎日のこととなると身体
も大変だと思うので。

00153 学力を伸ばすよう学校全体のレベルアップをはかってほしい。宿題を沢山出してほしい。
00154 街灯が少なく暗いので子供の帰宅時が心配です。

00155

四小地区は子供人数が多く都営住宅など母子家庭の方も他の小学校より（地区）多いと思います。
なので児童館が近くにあると、親子が少しは安心して生活できるのではと思います。四小地区からで
はあすなろ児童館は遠く、ほとんどの子が羽村市の東児童館を利用しているのが現状です。是非、
ご検討よろしくお願いします。

00157 近くに小児科が少ないため、病気の際通院に困ります（車もないので）。耳鼻科があると助かります。

00158

役場の福祉課の方々の対応が笑顔もなく事務的で気分が悪くなる事が多いです。書類の提出時な
ど同じ事の繰り返しで大変だとは思いますが、流動的な態度はやめていただきたい。１０年以上住み
子育てしているが良い人に会えた事がまったくない。他の課ならともかくこういう窓口で聞きたい事が
たくさんあるのにもうこの人に聞くならいいや、という気持ちになる。

00160 スクールバスの導入

00162

子供たちが小さい頃、移動手段が自転車で雨の日は徒歩でした。市内巡回のバスがあると助かった
のになぁと思いました。それから、子どもたちが昔の遊びや行事を体験できる場所があると、勉強と
遊びが一緒にできてもっと外遊びが活発になると思います。あと、放課後子ども教室は毎回やること
が同じなので、子どもたちは飽きてしまいました。もっとバラエティー豊かになれば子どもたちも参加
したいと言っていました。

00167

都内に住む友人の学校では平日の放課後毎日シルバーのおじさまが無料で子供たちの面倒をみて
くれるそうです（学校で）。仕事を持っている母親にとっては夕方、自分が帰るまで自宅で留守番をさ
せているよりずっと安心です。瑞穂には放課後子ども教室がありますが、学期ごとに２回ぐらいしか
ないのは少なすぎます。もう少し数を増やしてもらえるとうれしいです。

00168
町に児童館が一つしかなくて不便です。４小学区から子供達だけで行かせるのが心配です。たまに
利用しようと子供同士で決めても、羽村市の児童館に行っている状況です。コミュニティーセンターば
かりでなく、児童館を増やして欲しいです。
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00170

私達の住む二本木地区には、学校近くにコミュニティセンターがあります。ちょっとした本や、遊ぶも
のはありますが、小さなスペースです。雨風をしのげるので、ゲームをしている（持ち込んだ）男の子
達が多くいます。いつも思うのですが、あすなろ児童館の様に年齢男女問わず、いつでも遊びに行
けるスペースにはならないのでしょうか？！娘がまだ１年生の頃、あすなろ児童館に連れて行ったら
とても楽しく遊んでいました。ですが、三小の子供達には自分では通えない距離です。広さ的にも無
理なのは分かっているのですが、予約しないと使えない（大人向け）コミセンは子供にとってはあまり
意味のない場所に感じてしまいます。学童保育の様ではなく、基本公園や外で遊んでいる子供達
が、少しの時間でも気軽に集まれる様な場所があったらいいな、と思っています。返信が遅くなってし
まって申し訳ありませんでした。宜しくお願い致します。

00171 医療で耳鼻科の病院があれば良いと思います。

00172
子育てでという事ではありませんが・町の図書館をもっと充実させてほしいです。せめてメインの図書
館は、もう少し明るく分かりやすくしてほしいです。映画を上映したり、図書館で本を読むスペースを
たくさん作って下さい。早くモノレールを駅までつけてほしいです。もう少し交通の便をよくしてほしい。

00173

不審者等多く外で遊ばせることに不安を感じています。本来、子どもは外で元気に遊ばせるべきと思
いますが、今の現状ではお友達の家へ行かせることが不安です。私の子どもの頃は小学校で夕方
までみんなで遊び集団で帰ることも多かったです（学童などもありませんでした）。子どもが安心して
遊べる施設があるとうれしいです。子どもがテニスをしていますが町営コートは遠く不便です。元狭山
地区にもテニスコートがあるとうれしいと思っています。また町営コート（第２も含め）予約がいっぱい
でなかなか取れないこともあります。

00177

昨年、昭島市から瑞穂町へ引っ越しをしてきました。パートで週３日だけなのですが、１人勤務になる
為、子供が風邪をひいた時、近くに祖母がいない為、子供が風邪をひいたらどうしようと常に心配で
神経質になっていました。近くに店がなく夜も暗い為、もっと人口を増やし箱根ケ崎駅周辺がもっと賑
やかになってほしいです。主人、子供は環境に慣れているようです。私も早く環境に慣れたらよいで
す。

00181
子供たちが安心して楽しめる体育館施設を作って欲しい。あすなろ児童館では、もの足りないとの事
なので。１小・５小区域に是非作って下さい。

00184

現在子供は中３、中１、小４です。子供の小さい頃と、今とでは悩みや要望もかなり違ってきました。
現在は学校にかかる費用の補助等（移動教室、修学旅行等の大きなお金のかかる行事から、ノー
ト、教材等の学校購入の補助等）や医療、進学の時のお祝い金とかあれば本当に助かります。子供
の小さい頃は精神面、生活面での支援の要望が高かったように思いますが、大きくなってくるにつれ
お金の面での子育て支援を望む思いが高くなってきました。

00185
学童によって、先生の対応が違うのでせめて同じ学校の子供達が同じ対応をしてもらえたら、助かり
ます（例えば片方の学童では、クリスマス会があった、プレゼントやゲームがあった。でももう片方の
学童では、プレゼントもゲームもなかった等）。耳鼻科を瑞穂町に作ってもらいたいです。

00187
女の子の学校でのいじめ（手紙）があり女の子の親は自分の子供でないかと心配している。心配して
いる親のお子さんは大丈夫だと思います。誰がやっているというのもわからず、今に至っている。家
庭環境に問題があるのではないかと思うので、みんなで考えなければいけないと思います。

00189

他県から移り住んでますが瑞穂町は子育てにはとても良い環境だと思いました。妊婦の頃は保健セ
ンターで歯科検診からお世話になり、子供が産まれてからは定期検診でお友達ができたり、悩み相
談にも丁寧に応じていただいたり、成長に応じて子供に良い環境が充実していて満足しております。
強いて言うなら、昔ながらの細い道路での子供の自転車歩行での通行に少し危険を感じる事がある
のでポールやガードレールなどがあれば良いなと思いました。

00190 高校生の医療費も負担してほしい。

00194

瑞穂町は学習面で他地域より劣っていると聞いています。中学校に入ると段々と格差が出る。教育
に力を入れて欲しい。高校受験対策には塾が不可欠。学校の授業だけでも私（親の世代）の時代は
普通に合格出来る時代でした。お金さえかければ塾に行かせる事は簡単ですが、この不景気。厳し
いです。公立中にそのまま入学させる事に不安もあります。私立中受験も金銭的に断念せざるを得
ない…。学校に期待をしていますが。安心して通える学校。わかりやすい授業をしてくれる学校。希
望します。

00197

学童や放課後子ども教室など大人が管理している中で子どもが過ごす場所があることも重要だが、
ここに属さない子が安全に遊べるよう歩道の整備（自転車道）や、公園に遊びサポーターを配置する
などの動きもあってほしい。子どもに食べることを大事にしてほしいので、学校給食にもっとお金をか
けてもらいたい。プラスチック皿はやめて、もう少しまともな食器にて食べてもらいたい。

00199 （雨の日や）土・日・祝日でも利用できる場所を利用できると助かります
00201 遅くなってすいません。
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00204

フルタイムの方は学童保育の利用が出来るが、私のように子供の帰宅前には帰宅出来るように働
いている人は夏休みやＧＷ中は子供をどうすればいいのかわからない。問い合わせた所、夏休みの
みの学童はやっていないとの事。今年は上の子に頼んでみてもらったが来年はどうすればいいのか
本当に困っている。夏休みの預け先がないという事で仕事を辞めなくてはならないの？

00206

現在、瑞穂第一小学校へ通学してますが学童保育へ通ってもいます。自宅と学童が逆の方向にあり
ます。あすなろ児童館はとても狭く第五小学校の児童も通っています。第一小学校は以前に比べ児
童の数も少なく教室がいくつも余っているように見受けられます。ぜひとも校庭で遊べることも考え、
学童の場所を第一小学校に作っていただけると通うのも便利で安全ですのでお願いしたいと思いま
す。

00208 学校で何をしているのかよく分らない。信頼度があまり持てない。担任によりかなり違いを感じる。

00213

瑞穂町は公園はあるけれど、作りっぱなしで、人が居ない公園が多い。日中は管理の人が居る等、
不審者が近づけない状況を作る等考えてほしい。遊具ばかり新しくしても子供が手離しで遊べる状
態にならない限り、公園の価値がないと思います。不審者が好みそうな暗い細い道が多いので、人
が外に出たくなる雰囲気作りが必要だと思います。

00214
給食の改善を強く求めます。地産地消ではなく九州産の野菜を使って下さい。パンをやめて玄米雑
穀ごはんにして下さい。牛乳をやめてみそ汁にして下さい。トランス脂肪酸を使用しないで下さい。イ
ベントなどで配るジュースやお菓子をやめて下さい。

00216
公共交通機関の便が悪い。福祉バスは高齢者のためだけの運行の様になっているが、あまり多くの
人が利用しているように見られない。子供だけでの利用が出来ればいいと思う。

00217
高齢者への支援により重点が置かれていると感じる。子育て世代への支援をもっと行って欲しい。例
えば町を巡回するバス。高齢者のみの利用でなく、子供を利用できるようにしては。図書館、児童館
などを結ぶような運行も希望。

00218
遊具をもっと増やしてほしい。違う学区の子供達と遊べる、学べるようなイベントをやってほしい（ス
キー教室以外にも）。

00219

ママ友がうまく出来ませんでした。子供が小さい時から「子育てひろば」を利用しましたが、すでにお
母さん同士のグループが出来ていて入る事が出来ませんでした。その後小さい幼稚園に入園したの
ですが、幼稚園で仲良いお母さん達と同じ小学校に入る事なく、バラバラになってしまい、結局小学
校でも知り合いがいないまま過ごす事になりました。ちょうど瑞穂町内で学校区が違う地域に引っ越
した為、小学校の情報がまったくないままでした。小学校も入学時からすでにお母さん達のグループ
が出来ています。あんなに小さい頃からいろんな所へ行ってみましたが、すでにグループが出来て
いたのでみなさんはどこで知り合っているのか不思議です。

00220
祖父母が病気がちで母子家庭の母も気分変調症で心療内科に通いながら、働けるだけ働いて、娘
をみんなで育てている状況で周りの人達に支えて貰いながら、やっていってる感じです。子育て支援
センターひばりの市野さんや学校の先生方、学童の先生方皆に育てて貰って子育てしてます。

00221 土曜日の学校の再会を要望します。
00222 校長と教育委員会との癒着、色々あった為

00224 お金がなくて生活できない。中学校とくにお金がかかりすぎ！！食べるものない！！借りれない！！

00225

教育には費用が伴います。政治的な動きも影響するのでしょうが、児童手当等金銭面の支援がもう
少しあると大変ありがたいです。教育は平等に受けさせたいと思いますが、学校だけでの教育では
結局のところ平等ではないような気がしてなりません。学歴を重視しすぎる世の中もおかしいのでしょ
うが、実際のところこれ以上小学校の先生方に負担がかかるのもよくないと思います。そうなると結
果的に塾に行かせることになり、生活費からそれを捻出することになります。少子化が進み、１人の
子供にかけられるお金も多少増えるのでしょうが、金銭面が負担となり子供の数が増えないのも現
実だと思います。我が家も３人の子育てをしていますが、教育資金には常に頭を悩ませています。児
童手当支給額の増を切に希望致します。

00229

私は今３０歳で、これから少し働きたいと思っています。ただ、私はうつ病、パニック、対人恐怖症が
あります。それでも、主人の給料が少ない為、生活が苦しいです。なので働きたいのですが、このよう
な私で現状雇ってくださる所を探しています。なかなか人には言えず、町へ相談しても何も力になっ
てはくれませんでした。辛いです。仕事をしたいけど…難しいのでしょうか。

00230

子供が参加できるイベントは、多々ある様に思えます。度々参加させて頂いておりますが、イベント
内容が毎年同じで変化が無い為、飽きてしまっているようです。ワガママかもしれませんが、行事や
イベントの内容を少しでも変えてもらえたら嬉しいです。また、日常遊べる場所が少なくなっていると
感じます。昔は少しぐらい家の前で遊んでも、うるさく言う大人はあまりいませんでしたが、今は、子ど
も達が遊ぶ場所をわざわざ見つけなければ無い様に思えます。公園にしても、楽しめる遊具が少な
く、なかなか行く事も少ないです。子供達が外で元気に力いっぱい遊べる環境や、大人の温かい目
が増えると良いと思います。

00231

雨の日や天気が悪い日、子供達が家の中から外出できずにゲームばかりしているのが心配です。
雨など降っても、子供達が集まって遊べる環境や児童館などが必要だと思います。羽村市などは市
内に３ヶ所～４ヶ所児童館があります。車まで乗せて行って遊ばせた事も何度もあります。何とかなり
ませんか？
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00232
習い事はさせていますが、あまりにも交通の便が悪く困っています。バスなど箱根ケ崎駅までの本数
を増やしてほしいです。私は高根に住んでいます。夜などは街灯も少なく暗くて怖いです。

00237

低所得者への無料の学習塾を設置するなど貧困連鎖を防いで下さい。長男の中学時代、学校の先
生から「四小地区の親は人種が違う」と言われました。二小は給食費の未納者がいないのに二中に
なると１００％納入にならないのは御存知ですか？給食費を払わない（払えない）家庭がある。どうす
れば良いでしょう。その親に育てられた子供が親になりまた支払わない。悪循環ですよね。働く場所
（企業）を町が誘致する。考えて下さい。介護の為に仕事に行けない人がいないよう考えて下さい。
私達町民もお手伝いします。

00238 耳鼻科の病院をつくってほしい。

00243
学校の設備が壊れてしまっている事が多い。特に瑞穂二中の冷房設備はいつ修理するのか早急に
修理し万全にしてほしい。体調がおかしくなる異常な暑さの中勉強どころではありません！

00245
町営プールが遠いので小学校のプールを利用できるようにしてほしい。小学生が公園で安心して遊
べるように、夕方以外も防犯パトロールをしてほしい。公園に、不良や、バイクで乗り入れてたまって
いると子供と遊んでいても怖いのでパトロールの強化や警察等ですぐに対応してもらいたい。

00248
軽度発達障害の子供の為に情緒の固定級のある小中学校を多く作ってほしいと願っています。不登
校の子供が多すぎると感じていますし、通常級の指導や通級だけでは難しいことが現状です。

00254 瑞穂町から（居住している）私立中学へ通う子供にも支援をしてほしい。

00255

４の問１３に回答して、選択肢の中に、公園や学校の校庭というのがありませんでした。高学年の子
供達は、放課後、公園等で遊ぶ事が多くなります。大人が用意した学童クラブや児童館で決められ
た過ごし方をするのも安全で親としては安心できます。でも子供達が外でのびのびと自由に遊ぶ事
もとても大切な事だと思います。瑞穂町には他市から引っ越して来ましたが、大きな公園や子供達が
安全に遊べる広い場所がないように思います。ぜひそのような場所を作っていただけたらよいと思い
ます。

00256
就学児援助手当ですが、 初は給食費が引き落とし出来ない場合、手当てから引かれる様になりま
したが、 初から町の方で出していただけますと助かります。ご検討の程よろしくお願いします。

00261
むさし野地区にも児童館を作ってほしいです。放課後、子供達が安全に遊べる場所が少ないです。
友人は福生に住んでいますが、学校にある「福生っ子」をよく利用していて、とてもうらやましいです。
ぜひ瑞穂にも作って下さい！

00262
大半の児童が地域の中学へ進学するので、小学校と中学校の壁をなくし、もっと交流する機会を設
けて欲しい。保護者をもっと巻き込む教育、先生と保護者との距離を強く感じるので、ざっくばらんに
教育のプロ（教師）にいろいろな悩みを相談したり、討論したりする場があるといいです。

00263

小学校時代から住んでいて、住みやすい所だと思っています。子供も多く、遊ぶのにも安全だと思う
のですが、長岡地区にもコミュニティセンターが出来ましたが、児童館の様な遊べる施設があると雨
天の時に、友人の家や自分の家で遊ぶことなく楽しめると思います。昔と違い、相手の親とも話しづ
らい時などは家に入らず、外で遊んでほしいものです。長岡４丁目が街灯を明るくしましたが、途中
から以前のままの街灯の地区に来ると急に暗くなって見づらくなります。畑と緑道の間の道路では人
が急に出てくるとヒヤッとします。夜間の暗さをもう少しチェックして明るくして頂けると安心します。（４
丁目３５番地付近です）公園や道路にて不審者も出る今日この頃、安全な町づくりをよろしくお願いし
ます。

00266

昔に比べたら良くなったとは思いますが、まだまだ昔を引きずっているところが見られるように思う。
教育委員会にも行ったことがあるが「子供のため」というのが感じられず残念に思った。言っても聞い
てもらえないと思うので頼みたいとも思わないし、変えようとも思わない。自分の子供が育てば関係
なくなるのでこのままでいいのではないでしょうか？本当に変えようとしていますか？逆に聞きたい。
本当に良くしていきたいのなら現場を直接見て、行動してもらいたい。こっちは必至で生きているのに
誰もわからないと思う。こんなアンケートしても意味がないと思う。

00267

手当等の案内をもう少しわかりやすくしていただきたい。運動会での親子（家族）一緒のお弁当は、
瑞穂町の方針とのことですが、私どもの様な父親との死別の家族にとってはとても辛いものでした。
２年に１度等、配慮をお願いしたいです。共稼ぎ世帯が多いのに保育園も学童も入所が大変でした。
もっと考えていただきたいです。勝手ばかりですが、よろしくお願い致します。
※中学校の先生の評判がとても悪く、入学にとても不安があります。教育委員会の力が弱く良い先
生が来ないとの噂も聞いております。テスト範囲まで終わらないのに、全て出題されてしまうそうで
す。改善をお願いします。
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00268

支援センターひばりが無かったら、３才児健診で心理カウンセラーの方と接する機会を与えられな
かったら、今の私も子供も家庭もありませんでした。大げさでなく、私の心の支えになっていました。
頼りきっているけど、いつか必ず自立するぞ、と心に決めて今に至ります。ひばりの市野さん、保健
センターの並木さんには、感謝してもしきれません。今はほとんど会っていませんが…。羽村ゆとろ
ぎに、「ママ読書」といって５００円で１０時から１２時まで保育所で子守りをしてくれる間、ママ達は図
書館で、ゆっくりできるというサービスを利用していましたが（平日、保育園に通っていない為、月２
回、２週に１度）、あのサービスがあったおかげで、子育てにゆとりが持てた様に思います。家でゆっ
くり本が読めなくても、次回何日がママ読書の日だ！と、割り切れ、イライラが減りました。瑞穂にも、
こんなサービスがあったら是非利用したいです。

00269

収入が良いからといって子どもの医療費助成を打ち切らないでほしい（児童手当の減額もやめてほ
しい）。確かに低所得の世帯よりは良い生活をしていますが、その分多くの税金を納めていますし、
子育てをするという立場は低所得だろうが、収入が良かろうが同等であるべきだと思います。自営業
は毎月の収入が良くても出ていくお金も多いということをわかっていただきたいです。ある所からお金
を取っていかれたらいくら収入が良くても子供を２人以上養育するのは難しいです。これは日本全体
にいえることだと思います。本当に少子化を止めたいなら子育て世代は平等に扱ってほしいです。保
育料も一律化するべきだと思います。払っていない世帯は即刻やめさせるべき。

00273

瑞穂は教育レベルが東京都のなかで低すぎると習い事の先生が言ってました。授業内容を都内レベ
ルと同じにしてほしい。子供が保育園→小学校２年生まで、フルタイム勤務をするにあたり何かと苦
労しました。「保育園」１．保育園が１８時５５分までしか開園されてない。（例）急な残業など１９時位
まで業務を行いたかった。（１９時３０分から２０時位までを希望）２．伝染病にかかった時、完治する
まで登園出来なかった。（例）水ぼうそうの水泡が消えるまで。本人は元気でしたが…。３．朝の登園
が７時３０分からなので外出（会社都合）で遠出をする事ができなかった。（例）都内８時集合だと６時
３０分頃に出発しないと間に合わない。４．急な発熱などすぐに迎えに行かなければならない時に会
社の制度と合わず、何かと苦労した。（例）１３時頃発熱、コアタイム１４時、午後を年休にした。１２時
３０分から１３時３０分までタダ勤務扱い。１０時頃発熱、コアタイム１２時、午前を年休にした。８時か
ら１０時３０分までタダ勤務扱い。「学童」学童は受入可能時間が短かすぎる。保育園より調整がきか
なくなった。実際小学校低学年で退職される方がいました。せっかく保育園で頑張ってこれたのに、
もったいない。 低でも保育園レベルの閉所１９時にして欲しかった。

00274

瑞穂町だけに限らないと思う事ですが…児童扶養手当ですが、現在、父の扶養に入っていて、父の
所得が限度額を超えたため、支給停止になってしまいました（過去にも停止になりました）。扶養から
はずれる事ができないと言われ、仕方なく扶養に入っています。父は父で（親）、家のローンなどあ
り、稼がないわけにはいかずに所得が超えてしまいます。同居していますが、水道や電気代以外は
別です。停止になると、貯金を崩して何とかやってはいますが、停止になる度に貯金がほとんどなく
なる状態です。いろいろ面倒臭い事があるとは思うので…父の限度額が超えたのは事実ですし、変
わらずにとは思いません。ただ、停止にするのではなく、減額というかたちにしてほしいです。

00276
母子の環境がもう少し良い所でないときつい現状。父親がいるのに母子手当をもらっていて、一緒に
住んでいるのにそこを叩けない瑞穂の体制に不満が少しあります。そういう家庭を減らし、少しでも
本当の母子の方に支援して欲しい。

00277

横田基地や大きな道路があり、仕方が無いかも知れませんが、空気の悪さが一番気になっていま
す。外で思いっきり深呼吸したいような空気ではありません。せっかくの畑や山里のある地域の良さ
を、空気の悪さで生かしきれていないように思います。“子ども”に限らず、人が生活する上で、大切
な環境を少しでも良くしていくことが、地域全体にとっての利益につながると思います。大気汚染につ
いての対策をお願いします。

00278
特に不満はないです。学校の先生方も、頑張ってくださってます。ただ、どこでも同じですが子供のよ
うな大人が増えていることに、不安は感じます。

00279

学童保育の向上を早く目指してほしい。施設が小さく、活動内容も気になる。二小学童は下野公園で
遊ばせてあげられない為、我が子も 初は喜んで行くものの「檻に入ってるみたいでつまらない。下
野公園で遊んでいる子がうらやましい」とずっと言っていた。親として、つまらないと言われてしまう学
童に預けなくてはいけない事が切なく感じた事が多々あった。活動内容では、夏休みなどの長期休
みになるとお昼寝があり、小学生で体力もある子にとってはとても嫌だと聞く。休養はあってもよいが
２時間の昼寝はいらないように思う。瑞穂の学童は、羽村や青梅に比べると遅れているように感じ
る。もっと改善していかないとこの先、ニーズがもっと増え、預ける側から不満がでてくるように思う。
実際様々な不満を耳にしています。我が子もすぐ学童を利用しなくても良い年令になるので意見を言
うのも諦めているが、あまりに遅れているので本当に気になります。

00280
福祉が不充分な瑞穂町は住みにくい。「町」だから仕方ないのかもしれないけど、それでも不充分す
ぎる。保育園や学童に入れない子も多数いるし。安心して子育てできるように整備して下さい。

00281 特にないです。これでとりあえず満足です。

00282
家の近くに公園など遊べる場所がなく学校や児童館に行くのも２０分ぐらいかかります。もっと近く安
全に遊べる所をもっと増やしてもらいたいです。よろしくお願いします。
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00284
少年野球チームに入っているが、コーチやスタッフが子供達の前で平気でタバコを吸っている。教育
を考えると慎むべきと思う。

00285
住所が長いから。「西多摩郡」とか「東京」っぽくない。もっと短くして！！税金が高い。日の出町のよ
うに子供がいる家庭の手当等をもっと手厚くしてほしい。

00287
父親の子育てに対する意識改革の場を設けて欲しい。父親ならではのかかわり方など、母親と比べ
てまだまだ勉強、体験できる機会が少ないと思う。やる気があってもどうして良いのか解らない人も
多い気がする。

00290

今は、子供も大きくなりましたので要望などはありません。小さかった時は児童館での「すくすくクラ
ブ」の様なものを利用していました。人数が定員制でしたので、入れないお友達がいたのを覚えてい
ます。登録制ではありましたが、誰でも申込んだら利用できるとようと思います（今はどうか分かりま
せんが…）。当時はクラブの後→ひばりで昼食と遊びを８人位のグループで楽しみました。ひばりの
先生方が子育ての悩みなどを聞いてくれて、とてもよかったです。今の子供たちはどうしてるかなーと
思います。ひばりは、いつも空いていたので宣伝不足だったかもしれませんね。

00291

子どもの習いごと、所属チームのことなどはたいてい親同志の口コミなどで知ることが多いのです
が、近くにこんなチームはないだろうか、こんな募集はしていないだろうかと思うことがあります。チー
ム独自で積極的にビラ配りをしているところもありますが、子育て教育関係の情報案内をまとめてい
るようなものが（できれば）あればほしい。カブスカウトとか書道教室とか○○ひろばとか…。学校を
通して、いろいろな資料が届きますが、それはそれで一通り目を通して（特に利用することはこれまで
は少なくても）役には立っています。

00292
歩道、ガードレール、公園の整備の充実。工場や、産廃業者への排気や焼却による大気汚染への
影響の監視、管理。放射能に対する詳細な調査の継続（子供の関わる施設に特に）。

00293

殿ケ谷地区に住んでいます。子供会に入っていないと言うだけで町全体の夏まつりには「迷惑だか
ら」参加をしない様に言われました。あと、子供フェスティバルも子供会に入っていないと特典を授け
る事が出来ないと、子供を差別しているのだと思いました。町長の自元の地域でその様な差別をされ
ているのを町長はどう思っているのかわかりません。ある小学校では「いじめ」をよしとしています。
都合の悪い親に対しては、校長は無視をして私はいじめの事は知りませんと言う態度をとっていま
す。差別といじめの瑞穂町です。

00295

瑞穂町に耳鼻科と皮膚科がないのであると安心です。子供はこの２つの科によく世話になる事が多
いと思います。福生病院に行けば良いとも思いますが、福生病院までの交通が不便であるし、（バス
１時間に２本～３本）、電車は乗り換えがあったり、八高線が少なかったりで、具合の悪い子供を連れ
て歩くのは大変です。自家用車が使えない家庭もあると思うので、瑞穂町に耳鼻科と皮膚科が今後
もできないなら、せめて、福生病院への交通を便利にしてほしいです。例えばコミュニティバスで福生
病院を通るようにするとか。子育てをする上で医療が整っていないと不安です。

00301

瑞穂町に長く住み続けています。高齢化で、お年寄りに住み良い環境であるのは、とても良い事だと
思います。ですが、未来ある子供達にも、もう少し環境を提供して欲しいです。瑞穂は、広い土地が
あるにも関わらず、特に水保・愛宕地区には子供が遊べる公園が（又は児童館）ありません（ 近長
岡コミュニティー横にできましたが）。小学生が運動できるような公園を作ってください。コミュニティセ
ンターという施設でも、予約なしに体育館が使えたらと子供はいつも言っています。昼間は利用者が
少ないようですし、昼間、子供達に解放できないのでしょうか？もったいない施設の使い方だと思い
ます。よく知り合いの保護者から聞きますが、学童保育も各地区にあると子供の居る家庭は預けや
すいのでは。５小と１小が１つの学童というのもどうかと思います。２小地区も地区によっては通わせ
づらいです。使用していない会館を利用したりと、考えて下さい。よろしくお願いします。

00303
通学路の危険な場所にガードレール等を付けていただきありがとうございました。安全で安心して遊
ばせる場が増えると助かります。

00306
公園などはきれいに整備されている場所が多いので良いと思いますが、小学校の近くでも街灯が少
ない場所があるので、もう少し街灯を増やしてほしいと思います。

00307
子ども達は羽村の児童館へ遊びに行っているため、箱根ヶ崎駅の西側方面に児童館を建ててほし
い。他市で運行しているコミュニティバスを是非瑞穂にも作ってほしい。

00312

通学路の安全を確保してほしいです。スクールゾーンにしてほしい場所があり、歩道が狭く車の抜け
道になっている為、車が頻繁に通るのでとても不安です（※ＬＩＶＩＮモールの裏から二本木グランドに
向かって三小へ行く通学路）。子供が自転車で出かける事が多く、ヘルメットを被るのですが、行動
範囲が広くなった事もあって、国道１６号から細い道に入り、火葬場の近くを通り狭山公園に行く道が
歩道幅が狭く車の通りも多いので、行かせるのがとても不安です。少しでも歩道幅を広くしてもらえる
とうれしいです。
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00314

周りの子に比べると少し幼い三女。もっともっと目をかけ手をかけてあげたいのですが、やっぱり三
人目ともなると働かなくてはならない為、０歳から保育園に預けて保育していただきました。２年生に
なった今は定年退職した祖父母の協力を得て、なんとか生活しています。仕事仕事でなかなか一緒
に遊んであげることもできないです。けれど、学校では役員、地域では育成会や組長、大忙しです。
子どもとの時間もなくなってしまう。今、子供会や町内会に入らない世帯が多いので、その分負担も
大きいです。子どもの為と思っていましたが、仕事と家事でいっぱいいっぱいです。

00318

（１）瑞穂町は児童館が１つしかなく、地区ごとにある他市の子供達のように気軽に遊べて安全な場
所がなく、他市の児童館にわざわざ自転車で行っている。コミュニティセンターや地区会館、自治会
館などを上手に活用開放し、子どもの集まれる場を作ってほしいです。（２）下校時、近隣の市などは
シルバーの方達が見守りをして下さっているのを見かけますが、瑞穂はないので、不審者情報が絶
えない（知人の父が○○市のシルバー登録をする際、１／Ｗは下校時の見守りをするようにお願い
されたよう）。（３）託児つきのお母さん向けの講座が少ないため、小さい子供がいるママは他市の講
座や他市のサークルに入っている、瑞穂は子育て支援が少なすぎると思う。（４）福祉バスを一般者
も料金かかっても乗れるようにしてほしい。又、箱根ケ崎西口が出来たので、西口から羽村行きバス
や福生行きバスがほしいです。

00324

このアンケートの結果はどのように報告されるのでしょうか？またこのアンケートで改善されることは
あるのでしょうか？改善されたと実感することはあるのでしょうか？正直、このようなアンケートが活
かされていると思ったことがありません。アンケートを実施して終わりですか？福祉課の対応がいつ
も悪い。書類を出しに行っても見て見ぬふり。誰のための仕事か本当にわかっていますか？

00329

子育てに関しては４月から中学生になるので、中学校の事が気になります。周囲の人たちから良い
話を聞かないので、何となく不安です。良い話が聞けるようになると良いのですが。瑞穂町は町外に
住んでいる人から「臭い町だ」と言われることがあります。斎場やゴミ処理施設があるかもしれません
が、夜に東松原の方へ行くと、すごく臭い時があり、言われても仕方がないのかなと思います。あまり
良い印象がないのが残念です。

00330

〈三小学区高根方面から三小への歩道の整備時の安全配慮について〉昨年秋のこと、子供が自転
車で三小でのサッカー練習に行く途中、もともと狭かった歩道のガードレール取付工事のため赤い
パイロンが立っていて、さらに狭くなっていて、ハンドルをとられ転倒。手を中心にかなりのすり傷を
作って帰ってきました。次の日、見に行ってみると、穴が大きくあいた上にパイロンが乗っている状態
で、危険だと思っていましたが、工事は進まず、一週間以上、そのパイロンは立っていました。子供
達が毎日通る場所の工事は、中途の状態にしておくのは非常に危険なので、やるならさっさとやって
欲しいと思いました。それから一ヶ月程して自転車のタイヤのリムが波をうつようにゆがんでいて、自
転車屋さんに「こんな状態になるのは見たことがない。」と言われました。おそらく転倒した時に穴に
ひっかかって、リムが少し曲がり、一ヶ月乗っているうちにひどい状態になったのだと思います。こん
な自転車に乗り続けて事故にでも合わなくてよかったと思います。〈自転車の走る場所について〉新
しくつくられたガードレールは三小に向かって左側についています。小学生はガードレールの内側を
走ってよいのでしょうか。帰りはガードレールのない反対側を走らなければならないですか。小学校
から手紙等を出してもらい、子供達にも具体的にわかるように説明してもらいたいです。

00333

殿ケ谷在住です。殿ケ谷会館には図書室もあり、子供達にとって大変有用な施設であると思います
が、そこまでの道のりが青梅街道を通る上、歩道もなく、低学年の子供達には特に危く感じます。現
に、子供だけでは行かせたことがありません。大変残念です。どうにか、歩道を確保してもらいたい、
身近な要望です。

00335
子供の安全のために、新青梅街道に歩道橋を作ってほしいです。せめて横断歩道に旗を設置してほ
しいです。一度学校に言いましたが、個人的な要望は通らないとのことでしたが、交通量が多い通り
なので、旗くらいは設置してほしいです。

00337
石畑、殿ケ谷地区に子供たちが遊ぶ公園がないと思います。小さい子から、小学生までが遊べるよ
うな、そして地域の人たちも利用できるそんな公園が欲しいと思います。

00338
東京都でもかなり低水準な学力と聞くので、学力向上のための取組みを行ってもらいたい。町内の
中学校は環境が良くない。素行・学力共に悪い。改善を積極的に行うべきだ。

00339

共働きで、子育てをするのに周りの人の協力が必要ですが、祖父母や親戚が遠方で頼れないため、
大変さを感じています。子供も少しずつ成長し、だんだん丈夫になり、 近は学校を欠席することも
ありませんでしたが、保育園のときなど子供が体調を崩すと片道２時間かかる祖父母の所まで預け
に行ったり、父母交替で仕事を休み、みることもしばしばありました。発熱等がおさまっても、すぐに
登校できるわけではなく、体調がもどるまで数日休まなければならないこともありました。そんなとき
みていただける施設があると、ありがたいと思います。

00341

長く瑞穂町に暮らしたいからこそ、発達障害児などの学校、施設等を充実させてもらいたいです。特
に瑞穂町は遅れていると日々感じずにはいられません。その場その場で後回しにされていると感じ
る事が多々あり、子育てに力を入れているのは、一般の子供だけのように思えてなりません。少しで
もこういった意見が通ることを願っています。
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00342

四小に通わせています。児童数が多く、落ち着かない、という点もありますが、うちの子供は大勢の
仲間の中で多くの刺激をもらって成長できて、よかったと思っています。育ち合う仲間がたくさんいる
というのは、心強いです。この先、四小も子供が少なくなっていくと聞き、幼児から小学生まで、友達・
仲間が減っていくことは淋しいだろうなぁ……と思っています。子どもが増えていくような町作りができ
るといいですね。

00345

子供会に所属しておりますが、夏祭りや町民運動会、廃品回収等土日に行事が集中しており、子供
が少ない地域では６年生でなくても役を持たなければならず、サービス業で土日勤務が必須となって
いる仕事をする者には大変負担です。地域差はあると思いますが、周りの方に聞いても同じような意
見が多く聞かれます。私が子供の頃と時代は変わり、習い事、家族とのレジャーなどが優先された今
では子供会のあり方を町でも見直してほしいです。子供もやめたがっているのですが、昔から住んで
る者はなかなか難しいです。入会している子としていない子で分けられるよりも、町内を超えて子供
たちが大いに参加できる行事が良いのではないかと思います。夏祭り、猛暑の中２日間も町内を歩
き回らなければならないのも苦痛ですが、役を持てば参加は当たり前になっており、断れないのが現
状です。こういった事を考えると、瑞穂で暮らすことにためらわれます。

00348

他の市でやっている放課後子供クラブ（学校などでスポーツ教室や、教室などで自習など、保育士の
方がついてみてくれる）のようなサービスをしていただけると子供も親も安心して放課後の時間を過
ごせると思います。今年の放課後子ども教室はほとんど参加できる日がありませんでした。また事前
に申し込んでおかないと参加できない、内容がＰＣ教室のみなど、利用しづらい感じがあります。検
討をお願いします。

00350
幼稚園の頃のように、学校でも放課後預かってもらえるような仕組みがあると助かると思います。福
生市の小学校ではあるという話を聞きました。仕事をしていない親が上の子の学校などで帰宅時間
家にいない場合など、安心できると思います。子供だけで安全に遊べる児童館などがあるとよい。

00352

瑞穂町全体の学校の学力の向上をしっかりしていただきたい。未来を担おうとする（小）中学生が大
人になった時に仕事を長くできるようしっかり勉学も身につけさせたい。子供達だけではなく教員の方
たちの取り組み方も考え直していただきたい。少子化・高齢化と厳しい時代に突入していくのに西多
摩地区だけとり残されているような気がしています。今、教員の方も難しい子供達、親の間にはさま
れやりずらいとは思います。もし、学校だけで無理ならば、塾などの施設を増やし、補習できるような
環境を作って頂きたい。未来の子供達への環境整備に税金をしっかり使って、自然がたくさんある瑞
穂町に子供たちが戻ってこられるよう、長期的な事案を検討していただければと思います。

00357 特に不満なし。イベントなどよく企画されていると思う。

00358
子供が病気になっても安心して働けるようなシステムがあるといいと思います（休んで辞めさせられ
るということがよくあるそうなので）。

00362
近隣の市に比べ子育て支援が少なすぎる。医療費の負担があるのも瑞穂ぐらい。街灯も少なくて、
暗い。公園が危ない子のたまり場になってしまう。

00366

２小にも、みどり・よつば学級の様なクラスを作って欲しい。４小や１小にはあるが他校から通う親に
は送り迎えがあり、仕事をしている人には少し大変。しかし、クラスにサポートの先生を付けてくれた
りするのはありがたいです。困っている子供はたくさんいると思うので、その相談に乗ってくれるカウ
ンセラーの先生もありがたいです。

00368 子供陸上クラブがほしい。野球やサッカー、バスケはあるのになぜ陸上クラブがないの？

00374
特になし。児童館を３小地区にも建てていただきたかった。もう、高学年になるので、必要度合いが
少なくなったが、低学年の時は石畑まで送迎して大変だった。

00376
二小地区には児童館がなく、雨天時や寒い時期に遊ばせる場所が少ないです。安心して遊ばせら
れる場所があればうれしいです。

00377

４小地区に住んでいますが、瑞穂町のあすなろ児童館が遠いので、イベントなどに参加できず残念
です。コミュニティーセンターは学区内にありますが、子ども達が自由に遊べる場ではないため、ロ
ビーでゲームをしている子が数人いる……という現状です。天気の良い日は、公園やグラウンドで元
気に遊んでいますが、雨天の時にも子どもが思う存分体を動かして楽しく遊べる施設を学区内に
作ってもらいたいと常に思っています。高学年になると羽村東児童館をよく利用しますが、低学年の
子にはちょっと遠いです。

00378

（１）放課後子ども教室の開かれる回数が少ない。中学年のうちは利用していたが、高学年になると
利用しなくなった。五小学区は工作が多いが、校庭で遊ぶだけの日のようなものを増やしてもいいの
では。現在もフリースペース（体育館で遊ぶ）という事も年に２回くらいはあるようですが。（２）フレッ
シュランドで温水ができるならプールがあっても良いのでは？羽村と近いのでダメなのでしょうか。で
も羽村を利用しますが市外料金なので。（３）大きな公園があったら良いと思っています（青梅の若草
公園のような）。町長への手紙にも書いた事がありますが、狭山池の公園なら駐車場も有ります、と
回答がきましたが子供が低学年の頃周りの親子で誘いあって若草公園へは行った事はあっても狭
山池へは行きません。

00379
不審者情報をよく、他の親や子供達同士で耳にする事が多いのですが、町のメールや学校からのお
手紙等でお知らせがくる事がほとんどないのが心配です。

‐ 32 ‐



00380

子供はスポーツを頑張っていて、海外に行くこともよくあります。お金の面で、とても大変なので、少し
でも支援して頂けたら嬉しいです。それから町のテニスコートの冬時間のナイター使用をお願いした
いです。子供とテニスをするのに冬は早く暗くなるのにナイター設備もあるのになぜつけてくれないの
か分かりません。冬でも同じように練習しないと上達できません。何回もお願いしましたが、受け付け
てもくれません。意味のない理由を言っていましたが、納得できるものではありませんでした。もう少
し使う人達の事を考えて下さい。あと中学校の部活を質のよいものにしてほしいです。先生たちが大
変なのは分かりますが、ほったらかし部活が多すぎます。外部指導のコーチを呼ぶとか。中学３年間
はとても大事です。皆で力を合わせ、やることは大切です。ルール・マナーを教える事もしていない部
活があります。なんとかしてほしいと思います。子供達がかわいそうです。

00381

父親が非協力的（子育て他）なため、全て一人で子育てをしている状態にも関わらず、収入が少ない
ので仕事を探さなくてはならない状況にあります。子育てに専念出来なくなる事に不安を感じていま
す。都営住宅に住んでいますが、夫婦で子供１人世帯なのもあり、家賃が年々上がり続け今年は４
月から一万円以上も上がりました。収入は変わらないのに、支出が増え生活が苦しいです。子供が
とても勉強が出来るのに、塾代が捻出出来ず心苦しいです。働きに出ずある程度（中学受験もしくは
高校受験位）までは家にいて子供の世話をしていたいと思いますが、現在の経済状況では無理を感
じて、何もかもに不安を感じます。学校も中学年になり、帰宅時間もバラつきが出てきました。学校で
指導があり遅いのか、より道をしているのかわかりません。学校を出る時にセンサーを通過すると親
にメールが来るようなシステムが欲しいです。導入を検討していただきたいです。

00384
習い事をさせたいのですが、どこに何の習い事があって、いつ、どこでやっているか分からず、習い
事をしている所の一覧みたいなのがあったらほしいです。また広報などにも趣味などのサークル等
があったら紹介などをしてほしいと思います。

00389
子育て支援や環境整備などが周りの市に比べて遅れている。交通機関充実。学習面においても、遅
れを感じる。

00390

現在、フルタイムで就労しています。仕事がある以上、好きなときに休む事が出来ません。地域と学
校と家庭が連携して子育てしていく事は良いと思うのですが、色々な行事に参加できない事が多く、
参加する人しない人の差が大きい気がします。差が出来てしまうと、ますます参加しづらい状況に
なっていくような気がします。一部の方々だけで繋がりが強くなっていくのは残念です。放課後パト
ロールや朝の旗振りも協力していますが、何をどうしたら良いのか？もハッキリ分からず、こなしてい
ます。順番だけ決められ、あとは当人同士で決めて、というスタンスでは顔見知り同士でない限り難
しいと思います。　子供達が放課後家に帰ったあと、気軽に出かけられる公園があれば自然と友達
が増えたり、人との付き合い方が学べると思います。現在の場所には遊具がたくさん有って広々と遊
べる場所がありません。

00395

子供は学校に楽しんで行ってはいません。自然がたくさんあって子育てをしやすい環境と思い家を買
いましたが、隣近所の方には心の狭い、子育てに非協力的な方がいて残念です。子供達はそれぞ
れ遊ぶ相手の子をみつけるのに苦労しているようです。瑞穂の子供達は皆で一緒に仲良く遊ぶとい
うより二人一組になって遊ぶ子が多い様に思えます。公園でもゲーム機を持って遊び、結局は習い
事で体を動かす様です。どこの地域もあまり変わりはないのかもしれませんが、みんなで楽しく子供
同士で遊べるよう親同士、地域ぐるみでの取組みが必要かと思います。

00397

長岡コミセンの体育館を個人にも貸してほしいです。隣りの公園にもっと遊具があると色々な子供が
遊べると思います。１つの遊具が占領されているので……。西平の信号の不便さ。中通りから１６号
バイパスの埼玉方面の左折が、八王子方面から来る車でふさがっているので子供が横断する時に
とても危険です。

00399

現在子供は２人ですが、もし可能ならば３人目が欲しいと思っています。しかし子育てはお金がかか
るというイメージがあり、なかなか踏み切れません。今の私の仕事も産休などはないので、一度辞め
てしまうとこんなに子育てに都合の良い時間帯に働ける場所は見つからないだろうなぁと思います。
私達は上の子が４才、下の子が生後半年で他県から瑞穂町に引っ越して来ました。秋だったので、
上の子の幼稚園入園のための情報を調べたりするための時間があまりなく、知り合いも誰一人いな
いので近所の公園で知らないママに勇気を出して聞いたりしました。子育てを手伝ってくれる人もい
ないし、相談する相手もいなくて、とてもつらい日々も経験しました。町の相談サービスなども数回利
用しましたが、いつの間にか行くのをやめてしまいました。私は元々、上の子が１才になった頃にうつ
病だったので、余計に引っ越して来たばかりの頃がつらかっただけかもしれませんが、私みたいに他
に頼れる人がいなくて、家に子供と自分だけで息が詰まりそうになっているママがいるかもしれませ
ん。私は今は元気だし、子供も大きくなったし、余裕ができた今だから思えますが、そのとき本当に虐
待してしまうのではないかと思うような状況でした。子供が小さい方が一番大変です。学校や幼稚園
に行く前だとなかなか友達もできません。苦しんでいる若いママ達を助けてあげてほしいなと思いま
す。町から積極的に、子育てサークルや子供が同じ年くらいのママが集まる場を提供したり、参加を
呼びかけて下さい。子供を産みたいママが働きながら子育てを続けられる職場や、入りやすい保育
園などについても、もう一度考えて下さい。
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00400
漢検を受けさせてくれること。中学でも受けさせてもらえ、とても有難いです。他の地域にはないよう
なので……。学童保育も以前預けておりました。大変助かりました。これからもよろしくお願い致しま
す。

00405

コミュニティセンターのロビーが子供のたまり場になっています。近くに児童館もなく行き場所のない
子供達がかわいそうです。自転車で石畑の児童館までは行くのは難しいのと、羽村の児童館には、
羽村市の子供達とトラブルになったりする事もあり、行きづらい状況もあるようです。４小学区の子供
達が放課後過ごせるように、武蔵野コミュニティセンターの一室を解放するとか、児童館を建設する
などの対応を是非お願いします。

00412 小学校では不満がありませんが、瑞穂中学校では先生方に不満を充分感じさせられます。

00414

縁道はゴミが多く、暗いため、子どもに歩かないよう教えている。見通しよく安全にしていただけたら
と思う。図書館の本がもっと充実したらと思う。福生市まで借りに行くことがほとんどなので、町で借り
たい。とにかく、クサいのがつらい。工場なのか……判らないが、窓を開けておくことが不愉快。他市
の知人にも「なんで町のあちこちがあんなに匂うのか？」と問われる。自宅だけでなく駅まで行く間の
工場地帯もクサく、トラックがすごい勢いで走ってくるので怖い。なぜ駅のそばが工場地帯なのかと
思う。子どもフェスティバルは、他市と比べても、とても盛大で、毎回楽しませていただいている。これ
からもよろしくお願い致します。塾から、瑞穂町は学力が低いからと言われてしまい、町の小学校の
学力アップを願っている。塾は行かないと、学力が世間についていかず、これからの教育費を考える
と、これ以上子供は産めない。「学校だけでも充分であれば良いのに」と切に思う。また教育費を考え
ると仕事も辞められず、仕方のないことだが子ども達との楽しい時間がとても少ないのが悩み。どう
か、暮らしやすい町にして頂きたいです。

00415
学校の授業についていけない。学校では基本が解るまで一人一人教えてあげてほしい。宿題の丸つ
け等、親の負担が多すぎる。仕事をしていて、子供の宿題を一緒にやる時間も無い。風邪を退いた
時など、小児科の病院が近くに無い。

00420
４小地区には児童館が無く、少し遠いが羽村市の東児童館を利用するしかないです。瑞穂の町営
プールも遠すぎます。４小地区は都営住宅もたくさんあり、人口も多いのに町の公共施設が近くにな
いのがすごく不便です。

00422

息子は現在発達障害と診断され、特別支援学級に通っていますが、あまりいい環境とはいいがたい
所があります。今発達障害のお子さんが増えている中で、もう少し環境を整え指導していただきたい
と思っています。先生方も発達障害の子に対して理解を持っていただきたいです。通常の小学校でも
何か問題があるとすぐ通級や支援学級へと進める傾向があるような気がします。瑞穂町の先生方が
もっと発達障害への理解を持っていただけると子供達もいい環境で過ごせるのではないかと思って
います。私も障害の子を持つ親として色々な相談事を聞きますが、もうちょっと理解があれば、と思う
こともあります。子ども達にとって学校生活がいい環境であれば、と希望します。

00423
学力の向上に力を入れて欲しい。特に中学校に。瑞穂の中学校は、バカ学校と言われているので、
安心して中学に通わせてくれるようにして欲しい。

00425

家の周りに公園はたくさんありますが、児童館が遠いので、近くに児童館があれば良いと思います
（西松原に住居）。羽村市の児童館に行く事もあります。体育館も福生を利用しています。雨の日な
ど遊ぶ所がないので困ります。福生市に住んでいる時は困りませんでした。市外を利用するに、自転
車での移動が心配です。

00427

町にチャイム（午後４時３０分）が鳴っているのに帰宅をしない子供が多い（話を聞くと親に５時まで遊
んで良いと言われているそうです）。暗くなるのが早いので変質者等もいるので他人の子だが少々心
配です。親が仕事を優先して土・日に仕事に出かけているらしく、その家庭は一人っ子なので親が帰
宅するまで遅い時は午後７時頃まで一人で過ごしている子がいる。昼食も用意されず、お金だけ渡さ
れコンビニでおにぎりを買って食べているそうだ。子供を第一に考えて欲しいと思うが……。南平に
は福生か箱根ケ崎方面のバスしか通らない。羽村駅方面のバスがあると有り難い。

00435
通学路の確保をしてほしい。道が狭いところが通り抜けの道になってしまっていて車の通行が非常に
多くて怖いです。ガードレールを作ってほしい（旧青梅街道）。商業施設を増やしてほしい。放課後、
学校の校庭や図書室の利用日数を増やしてほしい。公共交通機関の利便性向上。

00437

母子家庭の手当てや医療費無料などの年齢を上げて欲しいです。企業に対して残業時間を制限す
るなどの措置を図って欲しいです。現在勤めている会社はみなし残業が含まれた、業務手当としてそ
こに残業代が含まれてますが、残業時間が長く、決まった時間がない状態なので毎日帰宅時間が２
１時を過ぎてしまう事が多く、夕飯や家事が遅くなってしまっています。子供がいない独身なら可能な
事でも、やはり子持ちの立場としては拘束時間が長く子供にも負担をかけてしまっているので、労働
時間をきちんと明確にし、家庭に負担がかからないよう法的に指導や制限を企業側にして頂けたら
と思います。
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00438

子育てのことに直接は関わらないですが、住んでいる地域とは違う地域の学校に通っているのに集
金のような当番が回ってきてしまうと、離れているのに１日で集金が終わらなかった場合、また離れ
ているところまで時間をかけて足を運ばなくてはいけなくなる。そうすると、休みの日も体を休めること
ができなくなる。もっとその人の立場に立った考えをして、助けてもらえるとありがたいと思う。

00440

小・中学校へ子供を通わせています。小学校は低学年のサポートの先生が常にいてくれて、とっても
助かりました。他の地域の小学校へ通っている友人に聞くとサポートの先生がいない所もあるよう
で、瑞穂町はありがたいと思っています。道路の整備については、難しい所だとは思いますが、自転
車が安全に走れる場所が少ない。左側通行しましょう！と単純に言えません。あの道もこの道も左側
通行させるには安全面に不安がある道ばかり……。

00441
不審者が出たらメールだけじゃなく町内放送をして下さい。あすなろ児童館が遠いので近くにあると
良いと思います。

00442
子ども達は核家族でおじいさんおばあさんと一緒に過ごす事がないので、高齢者の方との交流も学
校を通じてイベントがあると、より幅の広い地域のわかる子ども達に育つのではないかと思います。
子どもフェスティバルは、この交流がされる機会ですので、今後もぜひ続けてほしいと思います。

00443
金銭面が大変なので、塾へ行く事が出来ません。学力低下につながると思います。大変な家庭には
支援して欲しい。

00449

学童保育クラブの施設・設備の違いが瑞穂の中の学童で差がありすぎると思います。どの地区に住
んでいても同じ環境・設備であってほしいと思います。少し前ですが、学童の指導員への不満が多く
の知人母親達から聞かれました。特に保育所などから出て１年生になって入所した時には先生の対
応に違いに子供も親もなれるのに時間がかかるほどでした。安心して預かってもらえる指導員の方
にいてほしいと思います。

00454

健常でもなく重度障害でもない、軽度発達障害の子は誤解されやすく、その誤解によってトラブルも
多い。そんな子ども達が、理解者に囲まれて学べ遊べる環境を望む。又、健常の子達への障害に対
する理解が学べる機会を定期的に作ってほしい。発達障害が増えている今の社会で今の内から共
存できる環境を整えておかないと、今後教育現場も地域生活でも、苦しむ子供たちが必ず増えてく
る。そんな生きにくい子がたくさんいる事を分かってほしい。うちの子供も発達障害があるが、１人で
公園に行くと、からかわれたり、時には暴力を振るわれたりするので、１人で遊びに行かせられる環
境が瑞穂町にあるとは思えない。

00456

四小の児童数が１番多いのに児童館を作らない事は問題であり、治安の悪化にもつながる。お友達
の多くが学童保育を利用しており、放課後遊べるお友達が少ない。いない事がほとんど。１年生を１
人で公園に行かせるのには心配なため、児童館や放課後子ども教室などが充実したら助かる。これ
は放課後親は在宅しているので、仕事での留守を穴埋めする目的ではありません。また平日の放課
後１年生から入れるクラブ（運動、化学、美術などの分野問わず）があると目的ある時間が過ごせ
る。放課後、学校施設を利用できるものを作るべき。他市、他町他県の学校のやりかたを学び、取り
組むべきである。

00460

瑞穂全体で病院のバランスに問題あり。すべての病院、皮膚科、歯科、外科、小児科、耳鼻科、眼
科、とにかくバランス良い病院の設置。耳鼻科が瑞穂町の中にありますか！？自転車でも行ける場
所など小さい子を抱える親に住み良い場の提供……。環境の設定！とても不便だけど自然に恵ま
れ良い所として頑張って欲しい！瑞穂町も草かりをしたり花や身のまわりのキレイな印象を大事にし
て欲しい。公園に時計をつけて欲しい！安全・多くの目を向けて欲しい。安心＝色々な人の目！モー
ルができてから不審者多し、怖い。

00461

この様なアンケートは小学校に入るか、入ってからすぐの児童対象の内容であるような気がしまし
た。４月からは中学生です。子ども達が小学校生活を送っている間、感じた事は、外で思いきり遊べ
る場所（学校の校庭を休日でも開放してくれる、ビューパークを予約していなくても空いていれば使わ
せてもらえる）があてにできたらいいのに、と思いました。この先益々少子高齢化が進み、人口も減っ
ていく中、瑞穂町は暮らしやすいよい町に思えるよう、子ども達のためにも工夫と努力をしていって頂
きたいです。

00462 放課後子ども教室の回数をもう少し増してほしいです。

00465
子供会や育成会の親の負担、不安が大きい。町内会もあるので、１つにまとめて欲しい。子ども会に
入らない人も増えているので、負担を減らして入りやすい状況を作るべきだと思います。

00466

病気やケガで病院に連れて行かなければならない時、近くに安心して診てもらえる病院がないため、
いつも羽村や武蔵村山などの病院へ連れて行っています。我が家には車が１台しかなく、主人が
使っているので、緊急時でも主人が帰るのを待って病院に行かなければなりません。 近も足をケ
ガして松葉杖を使っていたのですが、羽村の病院に行くのに駅までバスを利用したかったのですが、
本数が少なく歩いて駅まで行きました。優秀な医者のいる総合病院が理想ですが、せめて交通機関
の充実を検討していただきたいと思っています。

‐ 35 ‐



00472

子育ての基本は家庭であると考えています。学校は集団生活と学習とコミュニケーション能力を高め
る場であると思うが、多くの親が家庭で教育すべき点まで学校に求め過ぎる。どんなに町が子育て
支援の充実を試みても、 も基本となる家庭（親からの教育）が不十分であれば町の支援も形だけ
のものになりそう。例えば支援が充実し、安心して子育てできる環境が整ったとしても、親の子供達
に対する教育姿勢や考え方が変わるだろうか？（勿論、多くの支援や安心して子育てできる環境に
より心にゆとりができ、子供達に時間と気持ちを向けられる方は多いと思うが）。子供を小学校に通
わせるにあたり、 も気になっているのは瑞穂町全体の学力の低さ、学校行事、授業、学校の取組
みは申し分ないと思うが基礎学力があがらず学力低下が目立つのが気になる。学校行事への取組
み、姿勢のよさ、まじめな授業態度はやらされているものに思える。子供達の行動の根本となる心が
育っていない様に思う。もっと親が安心して就労・子育てしつつ、加えて子供達の心を育てる支援の
形はないだろうか？

00473

幼少期～児童期に一番必要な耳鼻科が町内に無いのが非常に不便。３０代～４０代の子育て世代
が利用できるようなお店が一件もない。鉄道もまったく利便性がないため通学にも影響大。商店街も
活気がなく一度も利用したことがない。おいしいパン屋さんや惣菜屋さん、スイーツを楽しめるカフェ
など魅力的な街づくりをしていかないと益々高齢化過疎化すると思う。町役場のあるメイン通りはス
ナックばかりで恥ずかしい。

00476

都の条例で禁止されているはずの焼却炉などでゴミを燃やす（野焼きも……）人がたくさんいてビック
リしています。通報しても全く改善されず引越して来て以来、子供の健康に悪そうで心配です。なの
で町の条例で厳しく取り締まって欲しいです。公共交通の便が悪いので子供が高校に通学するよう
になったら困るだろうなと思っています。駅に行くまでも歩道が整備されておらず草木はボーボーで
車にひかれそうで怖いです。

00477 広くてたくさんの遊具がある児童館があるといいと思います。
00478 子どもがスマートフォンを欲しがって困っています。
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