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１ 保護者からの様々な意見 ※自由意見 

◎ 子育てするうえで、どのようなサポートがあればよいか 

◎ 子育てについて、何か思うこと感じること（自由記載） 

[就学前児童…問 32、問 36 低学年…問 17、問 21 高学年…問 16、問 20] 

 

子育てについての意見や要望、子育ての不安などについて、就学前児童の保護者

から 1,947 件、低学年の保護者から 270 件、高学年の保護者から 188 件の意見をい

ただきました。ここには主な意見を要約して掲載しています。 

〔就学前児童の保護者〕 

子育て支援全般 

・１歳になる前に預けて働かなければいけない状況の人が多く、待機児童が増えている

のなら、家庭で子育てをしても一定の条件を満たせば補助金が出るなどの制度があっ

てもいいのかなと思う。保育園などの施設を増やすばかりでなく、３歳までの親の子

育てがいかに大切かという周知を広げる方向に動いてもいいのではと思う。 

・平成 27年度から子ども・子育てに関して新制度となるとのことですが、現状より悪く

なること、利用しにくくなることのないようにしてほしい。 

・母親の抱っこが必要な時期に子どもから母親を奪うような政策ではなく、ほんの数年、

苦しい時期を、母親が育児に専念出来る様に支援するような政策を進めてほしい。 

・仕事を持っているママだけでなく仕事をしていないママたちの応援、サポートも忘れ

ないでいただければと思います。 

・保育園の整備・育休などの活用なども必要ですが、中学、高校、大学進学時の教育資

金の心配がなければそんなに子どもが幼い時期に働かなくてもいいし、安心して育児

ができると思います。 

・情報交換や仲間づくりの場も子どもが小学生になると一気に機会が減り淋しい。未就

学児家庭だけでなく継続的な子育てのサポートがあると良い。 

・保育、子育て支援も必要ですが、家族が余暇を楽しんだり、家族が共に過ごす時間を

充実させる支援も必要ではないでしょうか。 

 

 

定期的な教育・保育について（幼稚園、認定こども園、保育園） 

〔利用できる量の拡充〕 

・３歳未満児の定員枠の拡大をお願いします。 

・保育園もしくは保育園の基準に近い保育所の整備をして増やしてほしい。 

・働く母親としては、子どもを安心して預けられる場所が増えてくれるのが一番の希望

です。 

 

〔開設日・開設時間〕 

・土・日・祝日も通っている保育園に預けられるといいなと思います。 

・土曜日が 18 時 30 分までやっている保育園が少ない。仕事がサービス業なので、そう

いった労働者にもっと考慮するべき。 

・春日井に来る前は看護師の仕事をしており、こちらでも同職を探していました。しか

し、クリニックは 19時から 20時までが多いが、保育園は 18時 30分か 19時までしか

預かってもらえないため、専業主婦をせざるを得ませんでした。 
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・春、夏、冬休みに子どもを預けられる場を増やしてほしい。 

・幼稚園の預かり時間が短すぎる。 

・保育園の費用は一律だが、週 3 日のみ預けたい場合の料金設定などあると預けやすい。 

 

〔保育園の入園要件〕 

・保育園の０～２歳児クラスの時に親が出産し、育休になると退園しなければならない。

確かに、育児休業は育児のための休業だが、そのまま通わせられるようにしてほしい。

また、退園しても、再入園するときは、それまで通っていた保育園に入れるようにし

てほしいです。 

・就職活動中も認可保育園に入れるようにしてほしいです。 

・子どもを保育園にあずける時、同居の 65 歳までの祖父母も就労証明書を出さなければ

なりません。祖父母にも、祖父母の生活があります。「同居しているから」という理由

で、孫の保育をすることを求めるのはどうかと感じます。 

・新制度に移行するにあたり、保育者の労働状況のみで、保育園等の利用時間を決定す

るのではなく、子どもの育ちを重視した保育園等の利用ができるようにしてほしい。 

 

〔入園手続き〕 

・保育園の願書提出後の結果報告が遅い。入園月の 10日前にしか連絡がない。もっと早

くしてほしい。 

 

〔保育料〕 

・保育料の負担が大きいので、もう少し考えてもらいたい。 

・児童手当は無くてもかまいません。保育園に安く入れる方が重要。 

・もう少し幼稚園の授業料が安くなると嬉しいです。 

・３人とも乳児のころから保育園へ預けて働いている私にとって、３人目の保育料無料

には３人目の出産を後押しされました。 

 

〔職員の確保〕 

・保育園でも保育士の確保が難しいという話を聞くので、保育士が継続的に仕事を続け

ていけるよう処遇を改善してほしい。 

 

〔教育・保育の質〕 

・保育園で生活習慣（はみがき、オムツとり、手洗い等）を学んでいると言っても過言

ではありません。幼少期の大切な時期をこんなに暖かく見守っていただき、感謝して

います。 

・保育園・幼稚園に通い、社会の一員として関わっていけるようになることは本当にあ

りがたいです。 

・待機児童をなくすだけでなく、保育の質を上げることが女性の働きやすい環境を作る

ことにもなると思います。 

・春日井市の公立の保育園はおさんぽや外あそびが少ないように思います。 

・４月に春日井市に転入して来ました。保育園の先生方やご近所の方によくして頂き、

今までの子育てがうそのように楽しく暮らせています。とても生活しやすく、ありが

たいです。 

・保育士やスタッフの方々が言った一番印象に残っている言葉は『お母さん方は大切な

お子さん達のお手本です。静かに話を聞くときに、隣でお母さんが話していると、お

子さんも“そうしていい時なんだ”と思います。小さい時から人の話を聞くお手本を

しめさないと、小学校に入ってから授業中先生の話が聞けなかったり、平気で教室を

歩き回る子になるかもしれません』。色んな早期教育（英語や音楽教室、スポーツ教室
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等）がありますが、子どもの“人として”を育てる核になる様な大切なことを教わり

ました。 

 

〔幼稚園、保育園、認定こども園に関する情報提供〕 

・幼稚園、保育園を決める時にどこがいいのか分からず悩みました。春日井市全ての園

が分かる説明会などがあればいいなーと思いました。 

・認定こども園の事を広く知らせてほしい。広報などでも「できました」と言うだけで、

保育園や幼稚園との違いが分からない。 

・幼稚園保育を検討する際に、金額や時間、学習システム内容等詳しく分かるような情

報収集手段がほしい。 

・職場復帰する際に、一緒に保育園を探してほしい。アドバイスがほしい。 

 

〔その他〕 

・保育園の駐車場が少なすぎる。早急に確保が必要だと思います。 

・「保育園とかに子どもをみてもらう」ではなく、子育ては親だと思う。保育園に入れて

も、責任は親だと思う。 

・小さいうちに保育園に入れると、まわりからかわいそうと言われるので後ろめたい 

・公立の幼稚園を作ってほしい 

・保育園の送迎サポートがあると助かります。 

・市外の保育所への入所を認めてほしい。 

 

 

定期的な教育・保育について（その他の保育施設） 

〔認可外保育施設〕 

・長子を認可外の保育施設に通わせています。少人数の縦割り保育でひとりひとりの子

どもがのびのびと育っています。いい園なのに認可外である為にあまり認知されてい

ないようなのが残念です。 

・認可外の保育所も認可園のような保育にして安心して預けられる場所にしてほしい。 

 

〔家庭的保育、小規模保育〕 

・小規模保育や家庭的保育は基準がゆるかったりして、資格のない人がみる事にとても

不安があります。 

・小規模型保育所と称して、専門職の保育士のいない託児所化がすすめられるのも疑問

を感じます。 

 

〔事業所内保育〕 

・仕事をしたいが、0 才 2 才の子どもがいるとなかなか難しい。パートや短時間でも働き

ながら子どもをもっと預けやすいようにしてほしいです。職場に託児所があるとか…。 

・私の勤務地は春日井市外ですが、託児所のある職場に勤務しており、祝日や土日出勤

の際も預かって頂ける為、大変助かっています。春日井市内でそのような施設（会社）

は少なく、もっと増やせるよう会社をサポート(お金を支援、減税）する取り組みがあ

ると良いと思います。 

・働く職場に保育施設がきちんとあれば、待機児童も減ると思います。 

 

 

一時保育、一時預かり、幼稚園の預かり保育 

〔幼稚園の預かり保育〕 

・延長保育を依頼しても預かり時間が短く、子育てと両立できる仕事を探すのが難しい。 
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〔供給量〕 

・一時保育の予約が、予約開始と同時に電話をしてもとれないことがあります。 

・保育園の一時保育の枠をもっと増やしてほしいです。 

 

〔緊急時の対応〕 

・一時預かりを希望しても予約が取れない。急な預かりに対応してくれる施設が少ない

様に思う。 

・緊急の時に利用できず不便。 

・父が危篤になった時ママ友の家に預けましたが、夜中とかどうしようもない時はどう

するのだろう？と思いました。緊急時に預けられる施設があれば良いのですが。 

 

〔リフレッシュ〕 

・子育ては大変だけど楽しいです。たまに息抜きのため子どもを預かってもらいたいな

と思うことはあります。 

・日曜日に一時保育が利用できる所が１か所しかない。育児に息詰まって少しリフレッ

シュしたくて預けたい時に空きがない。 

・自分の体調が悪い時に保育してくれる所がほしい。リフレッシュの為の一人の時間が

ほしいと何度思ったか。 

 

〔利用料金〕 

・一時預かりを利用したいが、金銭的に余裕がなく利用を諦める人や困っている人も多

いのかなぁと思うことがある。 

 

〔その他〕 

・病院での託児がほしい。母親が病気になったらどうすればいいかいつも不安。 

・母親の出産、病気等での入院中、子どもを預かってもらえる所や、ベビーシッター、

家事代行の費用の補助、情報の提供を国か市が行ってくれると安心出来ると思います。 

 

 

病児・病後児保育 

・子どもの病気の時にサポートしてもらえる事業があると助かります。 

・急に子どもが病気になったときにあの施設に行けばみてもらえる！というような安心

感のある施設があるとありがたい。施設はなくてもこことここの病院がそういったケ

アを行っているなどの情報がほしい。 

・病後児保育ではなく、病児保育の充実。 

 

 

子育て支援拠点施設、子育てサロン・子育てサポートキャラバン隊等 

〔休館日〕 

・月曜休館の施設が多いのでバラしてほしい。 

 

〔子育て広場〕 

・キッコロのような、おじいさん、おばあさんとふれあえる場所や機会が増えると良い

と思います。 

・3才ぐらいになると、それより小さい子どもが多いため室内遊びがしにくい。幼稚園や

保育園に入る少し前（3才前後）でも、遊べるところがあればいい。 
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〔教室・イベント〕 

・乳幼児向けの教室への参加をしたくても、定員いっぱいのため参加できないという方

が多いように思う。 

・げんきっ子センターで双子サークルやつどいの会などがあると情報交換や交流などが

出来て嬉しいです。 

・ひよこ教室に参加させてもらいます。とても、充実した時間が過ごせます。ほんの少

しの時間、何の心配もせず、保育士さんに見て頂けている事、ありがたく、感謝して

います。 

・乳幼児向けの催し（ふれあい広場やひよこ教室など）の開催回数が施設によって違う

ので、どの施設でも同じような回数行ってくれるといいなと思う。 

・子育て支援センター、ふれあいセンター、ベビーマッサージなど積極的に参加するよ

うにして親同士情報交換や育児について話を聞いていますが、もっとそういった場を

増やしてほしいです。 

・お母さんのおしゃべりサロン等の企画等があると気分も晴れて、子育てに前向きにな

れると思います。 

・乳児を連れて歩いていける距離内に子育て支援施設や子連れで入って遊ばせられる場

所があればありがたいと思います。 

 

〔職 員〕 

・どの施設も働いている方たちともっと気軽に相談したり話せたりする雰囲気だったら

と思います。 

・保育園併設の支援センターは、保育士の方が常時声をかけてくださるタイミングがあ

り、2～3 人いらっしゃるのでとても安心して相談もしやすいです。 

 

〔施設、場所〕 

・初めての子育てで不安な気持ちを抱えている方は多いと思います。自宅から遠くない

場所で気軽に出掛けられる教室や場所、話のできる環境がもっとあれば良いのになぁ

…と思っていました。 

・寒い日や雨の日などに体を動かせる室内施設（体育館など）があるといいと思います。 

 

〔子育てサロン、子育てサポートキャラバン隊〕 

・神領公民館で月に一回行われている”ニコニコきっず”になるべく参加するようにし

ています。とてもアットホームな雰囲気でとても参加しやすく、子どももとても楽し

みに毎回でかけています。大変だと思いますが、月に 2 回ぐらいにしてもらえるとう

れしく思います。 

・キャラバン隊は、いいなぁと思います。回数が増えると更にいいですね。 

・キャラバン隊は、ママ同士の話しの場って感じで参加しにくい。子どもが遊んでいる

真ん中でおしゃべりされたら子どもは遊べないし、ママはおしゃべりに夢中で自分の

子を見てない人が多すぎる。 

 

〔ママ友〕 

・母親同士のつながりを作りましょうというプレッシャーが重いです。慣れない子育て

において助けられる事もありますが、友達づくりをしなければならないという心理的

負担が大きかったです。児童館、児童センターなど、友達同士でなくても行きやすい

雰囲気を作ってほしいです。 

・“ママ友”というものが本当にいいのかな？と疑問です。普通の友達と違い、子どもが

関係すると母親は過敏です。私自身も一度トラブルにあいましたが、それを機に、“マ

マ友”作りを辞めた途端、気持ちが楽になりました。 
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子育てサークル、子育て支援サークル 

〔対象年齢〕 

・育児サークルや育児教室などでも、未就園児対象が多くて、集まりに行きたいなと思

ってもあきらめてしまいます。夏休みや冬休みなどに、幼稚園児対象の集まりがあれ

ばいいなと思います。 

 

〔情報〕 

・サークルなどについて、具体的な活動やホームページや写真などの情報もあるとうれ

しいです。 

 

〔その他〕 

・主人が長期の単身赴任のため平日家にいなかった事や、漠然と社会から取り残されて

いるような孤立感を感じ、家に引きこもりがちで子育てがつらく感じられる時期があ

りました。そんな時、子育て支援団体のサークルに参加する事でとても救われ、元気

を取り戻すことができました。春日井市には、お母さんたち主導の子育て支援団体や

サークルが多く、活発に活動されている印象があります。積極的に活動するお母さん

たちと行政がさらにつながっていってほしいと思います。 

・今年３月まで他県に住んでいましたが、以前住んでいた街とは子育て施設が大きく違

っているのを感じます。以前住んでいた市で大変助けられた子育て支援拠点 子育て

広場は、市の委託により中学校区に１か所ありましたが、似たような子育ての場を子

育てサークルの方々が担っているのに驚きました。しっかりとした人材があるので、

市としてもっと協働していくとより良い環境に向かうのではないかと感じました。 

 

 

児童館（小学生などが自由に来ることができる施設） 

〔施設の場所、整備〕 

・子どもが徒歩や自転車で行ける距離の所に児童館があると良い。 

・小さなものでよいので、地域に根づいた児童館があれば、小さい頃から地域の友達と

して触れ合うことができるのではないか。公民館で月に１回、育児サークル的なもの

が開催されているが、例えば、平日午後、公民館を解放して、小学生までも気軽に入

れるようにする等、子どもが集まる場所を提供できるのではないか。 

 

〔子どもへの指導〕 

・児童センターの人はすごく優しくてよいのですが、だめなことをしている子どもがい

たら注意もしてほしい。 

 

〔開設日〕 

・月曜日に遊びに行ける児童館があるとうれしい。 

 

 

放課後児童クラブ（学童保育） 

〔事業の充実について〕 

・上の子(小 1)が通っている小学校に、学区内に学童が無いのが困る。 

・学童は利用したい人が多いから増えるとありがたい。 

・小学校に上がれば、学童に預けられる条件もきびしく退職を考えなくてはならない、

そんな風に思わなくて良い環境を増やしてほしいです。 

・親の終業時まで預かってくれる児童クラブの充実をお願いしたい。 

・上の子は小学 3 年生まで子どもの家でお世話になりました。他都市と比べると費用も
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安くて、助かりました。ただ、保育園もそうですが、もう少し遅くまで預かっていた

だけるとありがたいです。 

・学童クラブでの習い事の充実。 

・学童で勉強を教えたり、スポーツをしたりと小学生に対する環境を整える必要もある

と思う。 

 

〔夏休みなどの長期休暇の利用について〕 

・夏休み、冬休みは 8 時からなので、仕事に間に合わない。7 時から 19 時にするべきで

は。 

・夏休み冬休みは非常に困るので入れるように建物を増やす等なんとかしてほしいと思

います。 

・上の子が 4 年生になると夏休み期間学童がないと困る。 

・小学校の放課後の子どもの家について、4 年生以上も利用出来る（空きがなれば、1～3

年生優先の上で等の条件無く）ようになるとよいと思います。夏休みなど長期休暇中

は一日中１人で過ごさせる事に不安を感じます。 

・不定期な勤務の場合、年末年始も仕事がある為、その期間中もみてもらいたい。 

・夏休み等だけ預けたい子でも低学年が優先されるそうで、改善されたらと思います。

４年生が子どもだけで母親の帰宅を待つというのはとても不安です。 

 

〔その他〕 

・学童などの情報があまりなくて困っています。 

・学童保育に入れるまでもないけれど、夏休み、冬休み、春休みと、お昼まで預かって

ほしい時があります。そういったものがあるといいと思います。 

・幼稚園、保育園などの情報は比較的入りやすいですが、放課後児童クラブなど小学校

入学後の情報が入りづらいです。 

・子どもの放課後の過ごす場所について、もっと多様なサービスを希望します。民間企

業の参入を促し、多様なサービスから選択したい。現状だと、親が働く場合、学童(子

どもの家)しか選択肢がありません。 

・正社員ママは子どもが小 1 になる時に仕事が続けられないかも…と悩む人が多いそう

です。年長より小 1 の方が帰宅時間が早いということも多いようで…。 

・放課後児童クラブのない学校で、隣の小学校の児童クラブまで送迎を頼まないと行け

ない場合は、市が送迎する、もしくは送迎費を負担していただかないと、とっても不

公平に感じています。 

 

 

放課後なかよし教室 

・子どもの運動不足が心配なので、放課後なかよし教室などの分野を充実させて頂ける

とありがたい。 

・夏休みに「放課後なかよし教室」が利用できる様になると、本当に助かります。 

・放課後なかよし教室も時々使っているが、できれば名古屋市のような制度(トワイライ

トスクール)にしてほしい。 

・低価格で夏休みも利用できる放課後なかよし教室があるといいと思う。 

・放課後なかよし教室で、学校や授業では学べないこと、経験を子ども達にさせていた

だけると、子どもも有意義に過ごせる。 
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母子保健 

〔パパママ教室〕 

・パパママ教室も第一子が対象なので、今度は 2～3 人いる子どもの育て方、接し方があ

ってもいいのではないか。 

・パパママ教室で春日井に来て初めての友達ができました。 

・パパママ教室等は、いつも同じ曜日では参加出来ないし、もっとバリエーションがあ

るとよい。 

・パパママ教室は、子育ての主導が母親になりがちな中、父親にも勉強してもらう良い

きっかけになりました。子育て中も、半年・１年単位で父親にも参加してもらえる講

座があるといいと思います。 

・父親ももっと子育てや出産について学ぶ機会が増えると良いのになあ…と思います。 

 

〔健 診〕 

・里帰り出産だった為、妊婦健診で通院していた産婦人科の産前・産後の講座に受けら

れないなど不公平さを感じました。市で産後のセミナーなどもう少し受けられる講座

があればいいかなと思います。 

・昨年度まで乳幼児健診健康相談を受けなくても身長体重を計測できたのに、今年度か

ら相談をしないと計測できなくなり、子どもの成長状況を知ることができなくなった

のが不便。 

・健康管理センターなどで行われていた身体測定を再開してほしい。 

・1 才半健診の次は 3 才健診になるので 2 才の健診もあるといいなと思いました。 

・予定日よりも早く小さく産まれたので、誕生日での集団接種や健診に行く事がつらく

感じます。 

・車の運転が出来ないので、定期健診などで行く施設へのバスをもっと増やしてほしい。 

 

〔乳幼児健康相談〕 

・市の保健師さんに気軽に相談していいのだということをわかりやすく伝えてもらえた

らと思います。実際、自分が相談してみて、こんなにちゃんと話をきいてくれて、情

報を提供してくれるんだと実感したことがあったので。 

・私は車の運転をしません。乳幼児健康相談や歯っぴー歯科相談、親子教室など主人が

休みである土・日などにもして頂けると大変助かります。 

 

〔こんにちは赤ちゃん訪問〕 

・子育てでしんどい時、自分からしんどいと言える人は、どれだけいるでしょうか。赤

ちゃん訪問が一回きり。もう少したくさんあっても良いのでは。 

 

〔その他〕 

・アレルギーの子どもが増えているので、花粉症、ハウスダストなどの家での対策など

の講座などがあったらと思います。 

・「母子手帳」に卒乳の進め方について説明が載っていると便利。「母と子のしおり」の

乳児健診の補助券の枚数を増やしてくれると嬉しい。 

・助産師さんに相談できる場があると助かります。 

・子どもの体の発育に関し、今よりももっと気軽に相談できる機会、施設等を充実させ

て欲しいです。 
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医 療 

〔小児医療〕 

・子どもが小さいときに不安なのは小児の救急外来です。夜中に重症化する事も多く、

本当に確立してもらいたい事のひとつです。 

・共働きがあたりまえの支援施策にばかり税金を使うのはどうかと思います。とにかく

小児医療体制の充実が何より大切だと思います。 

・小児科が少ない。いつも予約がいっぱいで、すぐにみてもらえる時が少ないので充実

させてほしい。 

・大阪や東京・愛知県内に知人がいますが、春日井は子育てしやすい環境だと思います。

特に医療制度が充実している。 

・周産期母子医療センターが春日井にはありません。コロニーなど春日井は長く福祉の

充実した市なので、そのため転居してくる方もみえると思います。上の子がハイリス

クの場合（早産だったり）、次の出産はＮＩＣＵのある病院が必要な場合もあります。 

 

〔予防接種〕 

・子どもの予防接種で水ぼうそうや、おたふくも補助してほしい。 

 

〔医療費〕 

・医療費の負担なしは助かりますが、無駄に病院にかかったり、飲まない薬をもらって

しまったりしがちです。1 割くらいでも（0.5 割でも）負担する様にしたらよいかと思

います。 

・子どもは全額出していただける事にもびっくりで、本当にありがたいです。 

 

〔その他〕 

・病気を持った子どもが自分で病気を知る、病気や薬を管理することができるようなイ

ベントを開いてほしい。 

・産後はホルモンバランス等によりブルーになる事や、産後うつになる方は多いと思い

ます。相談やサポートをしてもらえる人がいない方は、１人で悩んでいると思います。

相談のしやすい環境をもっと充実した方がいいと思います。 

 

 

小学校・中学校 

〔部活動〕 

・春日井市内の小学校でも、学校行事や部活の有無など差がいろいろあって驚きです。

先生方も大変かと思いますが、部活はやってほしいと願います。 

・小学校に部活がないため、放課後ゲームコーナーに入りびたる小学校高学年をよく見

かけます。健全に育成するための指導や部活動を導入してほしいです。 

 

〔教育〕 

・学校教育の中で子ども達に子育てや助け合うことの大切さなど感じてもらう時間がも

っとあってほしいと願います。 

・小学校へ上の子の就学時健診で行った際、上の子が背丈程の石垣に登って遊んでいた

時に、先生が「登っても良いけど、怪我するなよ」と声を掛けて下さいました。危な

いから登らないで、危ないから触らないでと言われる事の多い中で、「登っても良いけ

ど」と仰って下さった事がとても嬉しく感じられました。 

 

〔給食〕 

・春日井市においては、給食に関してアレルギーアンケートをとるものの、他地区と比
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べこの問題への取り組みがあまりなされていないと思います。アナフィラキシーのよ

うに命にかかわるものだけでなく、アレルギーがある児童、生徒に対して対応を進め

ていただきたいものです。 

・小学校の給食もアレルギー対策がとれないのはおかしい。せめて 5 大アレルギー源に

対応した給食を提供するべきでは。 

・小学校に入学後の給食スタートをもっと早めてほしいです。２週間だけの為に学童に

入れることもできず、かと言って２週間仕事を休んだり早退なんてできません。 

 

〔学校区〕 

・うちの学区は味美小学区ですが、どう考えても白山小の方が近いです。白山小の方が

生徒数も少ないのに、なぜ、わざわざ危険な道を長く歩いて味美小まで行くのかわか

りません。 

・学区ですが、できれば特例を作ってほしいです。家の近くの中学校に行かせてあげた

いです。 

 

〔その他〕 

・小学校で１学年１クラスの学校多すぎです。さびしい…。 

・冬になると日が暮れるのも早いので、部活動をして帰ってくると暗くなってしまいま

す。もしもの時に逃げる事ができるように、自転車通学の範囲を広げる事はできない

のでしょうか。 

・市のプール教室など、土曜日に行ってほしい。 

 

 

地域の子育て支援 

〔見守り、安全安心〕 

・核家族化している世帯がほとんどと思いますので、ご近所さんとのつながりもとても

大切と感じる日々です。昔の様に、地区、地域全体で子どもたちを見守り、育ててい

ける様になれればもっと住みやすい春日井になるのではないかなと思います。 

・近所の方があたたかく子ども達によく声をかけて下さるので、とてもありがたいです。

仕事で家をあける事が多いですが、留守番をさせている上の子達の事も見ていてくれ

そうで安心できます。 

・もう少し、地域で子どもをみてくれると安心できると思います。自分も、我が子を含

めて、地域の子どもたちを見ていきたい。 

・小学校の登下校の見回りをシルバーの人達に積極的に行ってもらいたい。 

・登園の時に、近所の方が”おはよう”や降園の時には”お帰り”など、お声を掛けて

下さり、子どももきちんと挨拶を交わしています。地域の方のやさしさの中での暮ら

しは、子育てに大きな影響があると思います。 

・春日井市が大好きな子に育ってほしい。地域を好きになってほしい。地域の力は重要

で大切。 

 

〔子ども会〕 

・小学生が中心となっている「子ども会」があれば、小さい子どもも一緒に遊べて、地

域でみんなで子どもを守る感じがするし、安心できる街になると思います。 

・うちの地区では子ども会が無いのでさみしいです。 
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障がい児支援 

〔施設〕 

・今、療育施設に通っていますが、もう少し施設の数を増やしてほしいです。 

・療育施設やデイサービス等をもっと利用しやすい様に紹介するサービス等があると助

かります。また、市や地域とも連携を取って、発達にサポートの必要な子ども達に支

援をしてほしいです。 

 

〔障がい児保育等〕 

・すべての保育園で障がい児を受け入れ、預かる時間を 19 時までに統一してほしいです。 

・特別支援対応の幼稚園が少ない。 

・自分の子が療育を受ける必要のある子だとわかり、現在保育園でも加配の先生をつけ

ていただいている状況になりました。加配をつけていただける保育園のある市町村は、

そんなに多くなく、大変ありがたいと思っています。子どもが多い市である分、サポ

ートの必要な子どもの数も多いと思いますが、幼いうちにやっておけば、伸びていく

子どもばかりだと思います。欲を言うなら、加配の先生のみえる園を増やし、先生方

の勉強会などのサポートも含め、より子育てしやすい市になっていってほしいなあと

思います。 

 

〔小学校の特別支援学級〕 

・学校における支援学級の充実をお願いしたいです。 

・小学校も地域の学校の特別支援学級を考えていますが、就学してからの事がとても不

安で心配です。特別支援学級自体もどの程度障がいをもった子をみていただけるのか

がまったくわかりません。 

・発達障がいを持つなど、授業を受ける際に特別な支援を受ける為の通所学級などがあ

るのにもかかわらず、そういったクラスのことを親が知る機会が少ないように感じま

す。 

 

〔情報・知識〕 

・子どもは発達障がいがあります。現在療育の先生や、同じ境遇のお母さん方と出会え

て、悩みを吐き出しながら生活できていますが、将来に対する不安だらけで、孤独感

で一杯です。他の療育に行っているお母さん方は、もっと早く情報が欲しかったとか、

いろいろ気にかけてくれたら良かったのにとか、そんな話になります。 

・（発達障がいと）もっと早い段階でわかっていれば対応も違っていたと思います。なか

なか難しいとは思いますが、早く気付いてあげられることができれば、とよく思いま

す。 

 

〔相談〕 

・なかなか難しいとは思いますが、相談窓口の方も子育てのプロではなく発達障がいを

知っている方をつけてほしいです。 

 

〔その他〕 

・障がいのある子もない子もみんな一緒に当たり前に過ごすことができる市になってほ

しい。 

・今まで子どもを育ててきて思うのは、子どもの障がいそのものが悲しいのではなく、

障がいをなかなか理解してもらえない世の中がとても悲しいです。 
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ひとり親 

・ひとり親家庭同士の交流の場や、結婚支援などあれば助かるし利用したいです。 

 

 

子育てと仕事の両立 

〔育児休業〕 

・3歳頃までは、育児休業を取得でき、子育てに専念できる環境があると望ましい。 

・育児休業を取れば間違いなく雇用契約の変更を迫られるでしょう。（正社員→契約社員

ｏｒパート）収入が大幅に減るのも問題ありですが、男性の育児休業取得の認知度が

低い地域（都市部以外）・国では仕事と子育ての両立は、まだ数年は難しいと感じます。 

・育児休業中に給料が 100％出るのであれば、進んで育休を取得するが、そうでなければ

生活ができないので取得できない。職場の理解があっても、経済的理由で取得しない

人は多いのではないだろうか。 

・男性は育児休暇を取りにくい風潮がある等、改善の余地がまだ沢山あると思います。

制度の充実を進める一方で、それを十分に利用できるような啓発運動、環境整備をし

ていただけると助かります。 

・子育ても大変な中、週に 2 回会社で働いたのですが、実際は週に 2 回しか来れないよ

うならそんな人材はいらないと、冷たい態度を取られ、育休中、産休中はとても辛か

ったです。 

・地方自治体が、子育て支援を充実させて下さるのはありがたいですが、まずは社会が

産休・育休を取得するのが当たり前と認識する必要があります。そういった考え方、

風潮の基盤が整わなければ、地方自治体が行う子育て支援活動は、一部の恵まれた人

のみが利用できる支援となってしまいます。 

・育児休業による休業給付などの情報をもっと広げてほしい。今、はじめて知りました。 

 

〔働き方〕 

・子どもが小さいうちは、パートタイムで働きたいと考えている方は多いと思います。 

・子どもが病気した時に急に仕事を休むのは、ものすごく申し訳なく、ストレスに感じ

ます。子どもが病気の時に仕事を休んでも、全くストレスのない社会が理想です。 

・短時間の勤務や子どもの急な病気等で休まれるのは困る等、働ける場所が限られてし

まう。こんな風では子どもを産んでも育てられないと思い、子どもを産むきっかけを

失くしてしまう女性も多いのでは。 

・時短制度…使えば働きにくい。もっと使いやすく皆が知っていれば…と思う。 

・フルタイムでの勤務と子育てとの両立は非常に難しい。短時間勤務制度が使用しやす

い環境作りが大切。 

・育児中の短時間勤務制度が一般的になり、周りの理解も得やすくなるといいと思いま

す。 

・女性の働き方の意識改革は、市が率先してやってもらえると良いと思う。地元企業な

どへの呼びかけ(配慮した勤務時間、再雇用など)や職業訓練など、ぜひやってもらい

たい。 

・子どもが小学校に上がるタイミングで職場でも短時間勤務が終了してしまう。 

 

〔就職、求職〕 

・子どもを連れて職探しは大変です。子育てサークル内で求人情報が見られるような、

子育てと社会復帰がつながる環境があるといいと思います。 

・最近は、女性の社会進出、産後の職場復帰がさも当然であるかのような風潮だが、果

たしてそうなのだろうか。子育てが一段落したと思えた時にこそ働ける環境が必要で

はないだろうか…。 
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〔その他〕 

・両親共働きでないとやっていけないような社会が問題。専業主婦になりたかったが、

経済的に無理という理由で子どもに無理させてしまっている。 

・今は、男性だけの収入で安定した生活はできない時代です。ですが、女性が小さい子

を預けて働くことに「子どもが可哀想」とか「まだ小さいのに」とか、ご近所から職

場から、まるで悪いことをしているかのような言葉をかけられることが多いです。 

・共働きもいいが、子どもと接する時間が短いせいか、自分の子どもの行動を把握でき

ていない人が増えているように感じる。 

・共働きがあたりまえの支援施策にばかり税金を使うのはどうかと思います。我が家の

まわりは学校から帰って来る子どもを「おかえり」と迎えてあげたいと話す人がとて

も多いです。仕事・お金優先で子どもは寂しいと思います。地域で子育ては大切なこ

とですが、親しかできないことがたくさんあることに気付いてほしいです。 

・働きやすい職場の情報がほしい。 

 

 

子育て情報 

・未就園児家庭対象の広報とかあるとうれしいなぁと思います。Ｑ＆Ａとかで悩みや解

決策を共有できたら心強い。 

・広報が届かないので、全く情報が入ってこず何もわからないので苦労します。問い合

せ先もわからず妊娠中もパパママ教室等出席できませんでした。もっといろいろな所

で、情報を知ることが出来ればといつも思っています。 

・子育てのポイントや心がかるくなる言葉や子どもにとって大切なことなど広報等に載

せて頂けたら嬉しいです。 

・春日井市の育児サポート情報がもっとほしい。 

・はぐみんカードの使えるお店がわかりにくいので、わかるようにしてもらえると嬉し

いです。はぐみんカードの使用できる店を増やしてほしい。 

・ハガキなどで年れいに応じたイベントなどのお知らせがあれば「行こう」と思えるの

で活用できるかなと思います。 

・支援センターに行ってみたいと思いますが、どんな事をできるのかや何才からならい

いとかいまいちどういう所なのか分かりにくいので、写真つきでこんな場所ですとい

った説明があると行きやすいです。 

・子育てについて相談できる電話サポートは全てフリーダイヤルにして欲しい。 

・ファミリーサポートという言葉は知っていても、内容は具体的に伝えきっていないと

思います。 

・母子手帳をもらう時に、妊娠のことだけでなく子育て情報についても紹介なり、情報

提供（資料をわたす等）してもらえると、市で行ってる制度も周知しやすいと思いま

す。 

・行政から発信される情報伝達手段としてﾒｰﾙ等の拡充も重要だが、従来型の文書ﾍﾞｰｽで

の配信も残すべきだと思う。（郵便等）見落しをなくすことやすぐ確認できるので 

 

 

子育ての悩み、子育てについて思うこと 

・育児は虐待と紙一重だと思っています。世間がイクメンと騒ぐほど自分の家庭と比べ

てしまったり、周りを羨ましく思ったり。「家は家なんだ」と思えるようになるまで本

当に時間がかかりました。子どもは親が思っているほど、寂しいわけではなく母親が

楽しそうにしていれば子どもも楽しいんだと子育てをしながら感じました。寂しいの

は子どもではなくて私自身なんだと改めて気付いた時、今までの他の家族を見て羨ま

しいと思う気持ちが吹っ切れました。 
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・核家族化がすすんでいるので、そのせいか子どもを過剰に怒鳴る親をみかけることが

あり、とても心が痛むことがある。 

・精神状態があまり良くなく、子どもに当たるつもりはないけれど、必要以上にきつく

なってしまったり、ちょっとしたことでイライラしたりヒステリックになってしまう

自分が辛いです。 

・それぞれ家庭の事情や経済状況など複雑な問題があるかもしれないが、何でもかんで

も“躾”と称して子どもを心身共に痛めつけるのは同じ親として人間として許せない

し、許されない社会にしてほしい。 

・子どもがいると思うように動けない。でも、それは仕方のない事だとも思っています。 

・子どもが公共の場で騒いだり、言うことを聞かなかったりすると、すぐに親のしつけ

がなってないとなる世間の風潮が、子育てのしにくさを感じることに繋がってるよう

な気がします。 

・最近の子どもは、親に怒られないせいか、先生の言う事、ルールなどを守れない子ど

もを良く目にします。子育てにも、親にも問題があるようです。 

・子育てよりも親育てだと思います。 

・もっと親が自分の子どもと一緒にいる時間大切にできたらいいな・・・そこにあと何

人か大人が加わって子育てができることが理想だなと思います。 

・一度、子どもがすごく小さい頃に市の育児相談で相談した事がありましたが、私はあ

まり参考にならず…という事がありました。育児は、これという正解はなく、本当に

難しいものだと思います。 

・初めての育児に小さな事も不安になりオロオロ…。そんな時に話を「市」の方にきい

ていただき少しホッとしました。 

・医師などに子どもの成長を相談はできても、親の悩みを相談できる所がありません。 

 

 

施設や事業・イベントなどの希望、その他 

〔こんな施設がほしい〕 

・春日井には大きめの公園はありますが、商業的施設と合わせたような場所が無いよう

に思います。遊園地やＳＡを一体化させた場所、大府市の産直市場や、入浴施設、子

ども連れ向けレストランなどの入った施設や、公園にアイススケート、遊具、室内広

場がある場所のような、子育て世帯が利用しやすい複合施設などの誘致を積極的に進

めていただきたいです。 

・子育て家族にとって魅力的な遊び場、施設が少ない。家族の楽しみを満足させ、経済

発展に貢献でき、「子育てが楽しい街、春日井」をアピールできるような目玉となる場

所を誘致、建設してほしい。 

・子どもと一緒にお弁当持参で、気軽に食事ができる所が増えると嬉しい。 

・公共施設で、ベビーキープのあるトイレが少ない。 

 

〔こんな取組みや事業があったら〕 

・ふれあいセンター内に常時未就園児が気軽に遊べる部屋があればいいなと思う。 

・幼稚園や保育園のときから筆など使わせたり’書’に対して興味が沸くような取り組

みをしてほしいです。 

・子育てについてのアンケートをもっと実施してほしい。現在、子育てをしているお母

さん、お父さんはもちろん、子育てを経験した人の声も取り入れてほしい。 

・実際に子育て中の方を呼んで話を聞く座談会のような会もあっていいのではないでし

ょうか。 

・託児付き(2 才以上と言わずに、子どもが小さい程息抜きをしたいものだと思います)

の講習会などは多少有料でも良いので、もっともっともっとあってほしいです。 
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・育児は結構引きこもりになってしまうので、同月齢の子どもが集まりやすい何かあれ

ばとても気分転換にもなり良いと思う。 

・子育てタクシーという施策等はもっと普及してもいいと思います。 

・幼児向けの体操教室等開催場所が家から遠く（車で 20～30分）通いにくい。保健セン

ター、小学校等の体育館等で実施してほしい。 

・平日の夜に小さい子どもが参加できるような教室等を開催してほしい。 

・子ども達が友達の輪を広げることができるイベントを設けて（サポート）してほしい。 

・子ども服やおもちゃ、ベビー用品等のフリマ、交換場所や機会等が身近に週に 1～2度

あると家計も助かる。 

・図書館で週に一回でもいいので、子連れでも気軽に足を運べる時間を作ってもらえた

らうれしい。 

 

〔３～５歳児を対象としたイベント〕 

・子ども向けのイベントが対象になる年齢が、小学生が多く、就園児（3～5 才くらい）

が参加出来るものが少ない様に思える。 

・市の講座は小学生のものは多いけれど幼稚園児くらいの年齢のものが少ない様に思い

ます。 

・総合体育館である幼児体操（1 か月コース）を 2～3 回利用しました。先生もとてもよ

く、もう少し長い（3～4か月）コースがあるといいなあと思います。 

・町内や学区内の小さい範囲での子育て教室、イベントなどを開催してほしい。 

 

〔その他〕 

・春日井市はわりと子育てしやすい環境なのではないかと思います。子育てサークルや

一時預かりなどもありますし。 

・春日井市は子育てに関する制度が充実した地域と思っていますし、色々な制度を利用

させていただきありがたく思っています。 

・市街地の子育てサポートと、ニュータウン内の子育てサポートに差があるような気が

する。子どもの人数が少ないので、地域の行事もあまりない。 

・初めて春日井に来た時、公園のプールが無料で使用出来るのには本当にびっくりしま

した。毎年子どもたちが沢山プールに行っています。 

・春日井市は子育て施設に駐車場が完備されているし、いろいろな場所で年齢に応じて

参加できる親子で遊べる催しがあり、とても子育てしやすい環境だと思います。 

・子育てセンターがいくつもあり、保育園も園庭開放をしてくれているので、子どもが

小さい時から、いろんな人の中ですごす機会がたくさんありました。 

・ブックスタートはとても良いと思いました。 

・公園などで子どもをあそばせるにあたり、不審者やスピードを出してる車がこわい。 

・子連れ OKの習い事 

・春日井市ではﾏｲｶｰが無いと幼い子どもと出かけるのに不便を感じます。ﾊﾞｽが 1時間に

１本。行きたい場所に遠く（ﾊﾞｽ乗りかえなど）参加しにくいと感じます。平日は車が

無いので子どもとの行事に行けないのが残念です。 
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〔小学生の保護者〕 

子育て支援全般          ○⇒低学年の保護者  ●⇒高学年の保護者 

○「大人のためのサービス」ばかりを考えていることが多いように思うので「子どもの

ため」という目線でもいろいろ考えてみてほしいです。 

○子どもに対して両親に求めるものが多すぎる。社会全体で子どもの教育、負担金を減

らしてほしい。 

○今の時代、男女平等、女性の社会進出が注目されすぎだと思う。専業主婦をしたくて

会社を辞め子育てに専念しているが子どもにとっては心の負担が、(両親が働いており

他に預けられている子より)少なく精神的に安定していると思う。政治家は家庭にいる

女性を働かせ税金を欲しいから社会を整備するのだろうが何が幸せか何のために子ど

もを産んだかメディアや世間に影響されすぎず念頭においておきたいと思う。 

○おじいちゃん、おばあちゃん、夫に協力をしてもらう。近所で生活をする。 

●子育て中の母親にサポートしてほしいことなどを聞く機会を増やした方がいい 

 

 

定期的な教育・保育について（幼稚園、認定こども園、保育園） 

〔開設日・開設時間〕 

○もう少し保育園や保育時間を長くする。公立は１９時３０分ぐらいまで。 

 

 

定期的な教育・保育について（その他の保育施設） 

〔事業所内保育〕 

○会社内に保育所ができても、正社員でない人は料金が高く利用したくてもできず意味

がないと感じました。 

 

〔ベビーシッター〕 

●自宅に子供の面倒を見にこれる公的なベビーシッター制度（16:00～21:00 までなど） 

土・日に関係なくあるとよい 

 

 

一時保育、一時預かり、幼稚園の預かり保育 

〔幼稚園の預かり保育〕 

○来年、年少になる子どもがいます。本当は幼稚園に入園させたいです。私自身はパー

トをしており、幼稚園に入園することになれば、時間が制限されます。希望する園は

延長保育がないので、延長保育を取り入れてほしいです。 

●幼稚園児の長期休暇中の託児施設の充実、もしくは幼稚園の長期休暇中の園児の預か

り制度を保育園に準ずる程度にしてほしいです。 

●うちの子は幼稚園でしたが、長い休み、特に夏休みには大変困りました。別料金を払

ってもいいし、お弁当を持たせてもいいので、夏期保育をもっと増やしてほしいと思

いました。 

 

〔緊急時の対応〕 

○上の子が入院した時に下の子の預け先に大変困りました。泊まりで預けられる場所を

調べてもありませんでした。 
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〔その他〕 

○産後の保育施設に時間制限があり仕事に復帰できないで困っている。24 時間いつでも

預かってくれる施設整備の必要性を痛感している。 

 

 

病児・病後児保育 

○子どもが入院したとき(市民病院など）保護者が付き添いをする。兄弟は病室に入れな

いため困る。できれば兄弟が宿泊できる部屋、場所など用意していただけるとありが

たい。主人、単身赴任、両親遠方のため預けれない。 

●病児保育は定員が少なく、利用したくてもなかなかできません。４年生以上はなぜ受

入がないのでしょうか。病気でも仕事が休めない時はあります。病児保育の充実、そ

して気がねなく病気の時は休める職場環境作りを望みます。 

 

 

児童館（小学生などが自由に来ることができる施設） 

○春日井市の西部にも児童館ができてくれたら子どもだけで遊べる場が増えて嬉しいで

す。 

○子どもの支援施設やスポーツ施設（児童館、体育館、プール等）すべて春日井市の中

央部・西部に偏っていると思う。 

○児童センターをよく利用していました。こういう場所が身近にあれば良いなと思いま

す。 

●学校帰宅後、近くに児童館とグランドがあると低学年でもたくさんの友達と遊べて楽

しいと思います。保護者も安心かと。高学年になると下の子のお世話ができるので、

活躍できる場があると更に交流ができ、広がると思います。 

 

 

放課後児童クラブ（学童保育） 

〔事業の充実について〕 

○放課後児童クラブが利用したいが、なくてとても苦労している人もいるため、放課後

児童クラブを来年度からでも早急に設置していただきたい。 

○土曜日も、給食がない日も放課後なかよし教室を実施してもらいたい。できなければ

学童に入れる枠を増やしてもらいたい。 

○小学校になると定員オーバーで学童に入れなく 4 年生以上は無理、夏休みに他の学校

に行くとプールに入れない等、難点が多いように思います。 

 

〔利用条件について〕 

○公立の学童保育の入れる条件をもっとゆるくしてほしいです。週に１、２回の利用で

も入れるようにしてほしいです。 

○学童保育や保育園の就労条件はフルタイムの人が優遇されすぎと思う。パートも働い

ていることに変わりないのだから就労時間の長さで優先順位を決めないでほしい。兄

弟の有無や登校園の手段も考慮するべきだと思う。 

●学童保育、長期休みの時、１回ごとで利用できるとよい（パートの日だけ預かっても

らえるとよい）。 

●子どもの家の利用もなぜ３年生まででよいと考えられているのでしょう。毎日子ども

にカギを持たせるのは心配です。まして長期休暇は１日中留守番です。４年生以上の

利用が減るのは、習い事に子どもの家から行かれない、ずっと家の中ではつまらない

等の理由があると思います。もっと良い制度を作ってほしいと思います。 
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〔夏休みなどの長期休暇の利用について〕 

○小学 4 年生になると学童になかなかいれてもらえないそうですが、長期学校休みの時

期に 1日中子どもを一人にさせるしかないのが心配です。 

○子どもの家の開始時間(夏休み等と休み期間）が８時～ですが、７時または７時半に変

更してほしい。 

○春休み中の子どもの家の利用についてですが、年度が替わるということで３月中しか

利用できません。４月１日からの利用ができるようにできないものでしょうか。 

○幼稚園から小学生まで長期休暇中に預けられる施設があると本当に助かります。 

 

〔利用料金〕 

○放課後児童クラブの料金が高すぎる。 

 

〔その他〕 

○子どもの家はおやつが多い気がします。 

○親が働く→児童クラブに入れる。によって特定の人としかかかわれないのはもったい

ないと思う。 

○春日井小学校はなぜ学童が小学校の中に無いのですか？わざわざあの狭い道を通って

学童まで行ってほしくないです。 

○保育園、学童で様々な教室とタイアップして習い事ができるとよい。 

 

 

放課後なかよし教室 

○放課後なかよし教室の利用の仕方が以前と変わって利用しにくくなった。 

○給食がない日でもなかよし教室に行けるといい。「夏休みなどにちょっと１日だけ」の

ような、親もひと息できる時間がほしい。 

○なかよし教室は 16 時 30 分まで。学校が夏休み冬休みなどに休みでは仕事をしている

母親にとってなんの意味もないです。 

○なかよし教室で室内ばかりが多いので校庭で遊ぶ時間をもっと作ってほしい。 

○夏休みや半日授業の時など利用できるようになればいいと思います。 

○書道の街なので、学校の放課後など、格安で習字を学校で教えてもらえたらと思いま

す。英語やそろばん等も放課後に格安で学校で教えてもらえたらいいなと思います。 

○我が家はなかよし教室を利用しているので安心ですが、学校に放課後過ごす場所が増

えれば親は安心して仕事や介護や買い物などにも出られると思います。不審者も多い

昨今、子どもが安心して放課後にも体を動かせる場所をもっと増やしていただきたい

です。 

●なかよし教室を利用しています。現在１年、４年、６年で１年の子どもだけが利用し

ていますが、16時 30分までの利用で、高校生以上の人のお迎えとありますが、高学年

の兄弟と一緒に帰れる制度を作ってほしいです。実際、小牧市の児童クラブ利用者は

上の子の下校にあわせて帰れます。名古屋市は子どもだけでも下校できます。 

●放課後教室の時間を 17時までのばしてほしい。 

 

 

母子保健 

●４人目の時、半ば強引に赤ちゃん訪問みたいな事があったけど良いと思う。なんか嬉

しかったし予防接種の話など私の知らない情報も聞けた。 
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医 療 

〔小児医療〕 

○子どもが急に病気になった時、救急外来にかかる事になると思いますがＥＲ等だけで

なく小児科専門の人がいてほしいと思います。 

●休日、夜間に高蔵寺方面にみてくださる医師がいない（特に子ども）ので、何とかし

てほしいと思います。 

 

〔予防接種〕 

○毎年、インフルエンザの予防接種をしていますが子どもの場合は２回接種をすすめら

れます。費用も負担になります。３人子どもがいれば 15,000円程です。公費接種又は

公費負担で接種をできるようにならないでしょうか。 

●予防注射を学校などでの集団接種にしてほしい。流行するのも防げるし、費用がどう

しても払えず打たずにいる子も多い。 

 

〔医療費〕 

○春日井では現在中学 3 年生までの医療代が無料化になっているのはとてもありがたく

感じます。 

●医療費が無料なの大変助かります。少しでも気になる事があれば気軽に病院にかかる

ことができて助かっています。 

 

 

小学校・中学校 

〔部活動〕 

○高学年になったら週３くらいで放課後にクラブ活動がしっかりとあると良い。遊びっ

ぽいものではなく、きちんと指導員のいる（有料でも良い）スポーツ（サッカー等）

やボーイスカウトのようなものを定期的にやってくれると帰宅後に家でたまってゲー

ム等されなくて安心できる。 

○春日井の小学校でも部活動を行うか名古屋市のトワイライトのような制度を作ってほ

しいです。 

●小学校によってクラブがあったりなかったり。プールの開放があるところないところ

があるのはおかしいと思う。 

●春日井市は剣道の町というならば、小学校の部活から剣道があっても良いのではない

でしょうか。 

 

〔教育〕 

○学校の勉強だけで確実に力がつくようなシステムを構築してほしい。 

○高学年よりあゆみの成績段階を５段階にしたほうが良いのでは。 

●学校の土曜日授業を再開してほしいです。例え三時限でも、月～金の負担は軽減でき

るはず…。 

●ネット犯罪など最近について問題になっている事に関し、子どもの行動や流行につい

ていけず不安になります。例えば学校教育の一環として教育いただける機会があると

うれしいです。 

●塾に行けない子ども（お金がなくて）に勉強を教えるボランティアがほしい。OB の先

生などが放課後にやってくれると助かります。 

●インターネットの利用や SNS にひそむ危険性の学習など取り入れるべき。 

 

〔ＰＴＡ活動〕 

●フルタイムで仕事をしている者ですが、子育てをしていて一番困った事は、小学校の
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ＰＴＡの役員です。仕事をしている以上役員を任されても、仕事を休むわけにはいか

ないからです。強制的な感じもあり、本当に困りました。 

●学校のＰＴＡや学校の方は、女性が家庭にいることを前提にしている感じが強い。 

 

〔学校区〕 

●校区の関係で近くに小学校があるのに、遠くの小学校に通っていることを不満に感じ

ます。他県では校区の見直しがされ近場の小学校も選べることができるようになって

いるようです。安全面を考え、誰もが近いほうに通いたいと考えると思います。春日

井市でも可能なのではないでしょうか？こちらは予算も必要ないのですぐに対応して

頂きたいです。 

●学校区の見直し。近くに学校があるのにそこに通えないのは安全面からみてもどうか

と思う。特に中学は小学校毎の学区でなくて良いと思う。 

 

〔施設〕 

●我が子は暑さにとても弱く夏の時期クーラーの無い学校に行かせるのが心配です。近

年の暑さは普通ではないのでクーラーの導入をお願いします。 

●高蔵寺ニュータウンは少子高齢化が進み、学校がとても淋しい状況にあります（我が

家は徒歩で通える小学校が３～４校もあります）。“たてのつながり”は強くできます

が、学年ごとに１クラスが６年間続くのは正直とても大変です。子ども・親ともに、

本当に精神的に大変です。近隣の学校と統合するのも色々問題があるのもわかっては

いるのですが・・・どうでしょうか？ 

 

〔その他〕 

○学校のイベントで親の参加がある時も平日なので、共働きだとなかなか休むのも大変

です。土曜日などに年２回ぐらいでも変えてもらえると助かるのに・・・と思います。 

○カゼやインフルエンザが流行すると感じるのですが、学校や保育園の教室に予防や流

行拡大防止のために加湿器や空気清浄機を置くことは難しいのでしょうか。 

○小学校に入ると（保護者が）本当に学校に行くことが少なくなる。友人関係や勉強な

ど知りたいことが、年令があがるにつれて増えるのに（学校と）関わる機会が減り不

満。 

○１年生だけでなく２年生から６年生までもなるべく学年下校や一斉下校などをして子

どもを守ってほしい。 

○金銭的サポート。給食費などは無料にしてもらいたい。理由：給食費を滞納している

家庭がたくさんあるのに、未回収。きちんと支払っている人がばかみたい。不公平で

はないでしょうか。支払うことは当たり前だと思います。未納者には、もっと強く請

求してほしいし、支払わないなら、何か差をつけるべきだと思う。それが無理ならす

べての人が無料になるといい。 

●長い夏休み、午前中は自由に小学校に行けて、自習できたり、小学校のプールは５回

ほどしかないので、親のボランティアでプール出校日の日を増やしたりできるとよい。 

●公立中学の評判があまり良くなく、私立を受験する人が増加しているのはどう考えま

すか？同じ市の中でも制服で通学するかしないか違うのはなぜでしょうか。中学の教

育についてきちんと目を向けてほしいと思います。 

●子どもが校庭でもっと遊べるようにしてほしい。 

●先生が親の顔色を気にしすぎだと思う。信頼関係を築くために先生が本気で怒れる様

になればいいなと思う。 

●中学校で年２回廃品回収を行いますが、児童が少なくなり母親もしくは父親が協力し

ないと回収が追いつきません。ほとんどは母親が手伝うのですが、今の時代、働いて

いる母親が多いです。中学校での廃品回収の仕方、もしくは廃止を考える時ではない
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でしょうか。 

●学校への理不尽な要求を減らす方法はないでしょうか。 

 

 

いじめ 

●自分がいじめているとわかっていない子どもが多いように思います。自分と違う物、

事、人を受け入れられず、仲間はずれ、暴言があるようで心配です。注意しなければ

いけない場面がある時（学校で先生がいじめを見た）など難しいとは本当に思うので

すが、親に事実を伝えても良いのではないでしょうか。 

 

 

地域の子育て支援 

〔見守り、安全安心〕 

○子どもたちが、地域のおじさんおばさんが朝早く雨や雪が降っているときも横断歩道

で見守っていてくれてありがとうと言っています。 

○子育て中は、まわりで起こる犯罪が心配です。 

○学校だけでしっかり挨拶をならっているが、外、特に近所で挨拶することを知らない。

知らない人に「おかえり」と言われて何て言えばいいか知らない子が多い。 

○子どもは地域全体で育てていくものだと思う。積極的に声かけをしてくれる大人が少

ないように感じる。子どもが地域の人に見守られていると感じることが足りないと思

います。 

○たくさんの地域の人の目がある中で悪い人が悪い事をできないような環境になってほ

しいと思う。地域のおまつりなど、積極的に参加したい。 

●最近不審者が多いので、例えば下校後から夜にかけてとかで定期的に「警察の方にパ

トロール」とか「地域で協力してくださる方にパトロール中と分かる物をつけてもら

ってパトロール」してもらえたりするとありがたいです。 

●子供が安全に遊べる場所の周りの交通整備（公園のまわりの車の速度規制など） 

 

〔子ども会・町内会等〕 

○子ども会の行事や町内会行事もあり学校帰りはたまにボランティアの方々が送ってき

てくれます。地域の方々が支えてくださる良い地域だと思っています。 

●この地域は、子ども会やコミュニティーの活動も盛んで、お年寄りや子ども同士の交

流もあってよいと思います。 

 

 

障がい児支援 

〔小学校の特別支援学級〕 

●子どもの学習障がいがあるために、子育てにとまどいを感じることが多い。学習障が

いがあるために特別支援学級に入れましたが、攻げき的な子どもが多く、子どもが大

変な思いをしています。 

 

〔情報・知識〕 

○健診や予防接種等の案内と同時に郵送等による発育相談や相談窓口の案内があるとよ

い。困難を感じている保護者の多くは、自分から窓口を探す気力すら擦り減って、１

人でかかえていることが多くあります。 
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〔相談〕 

●２年生の次男ですが、読み書きが苦手で毎日の宿題だけで苦労しています。軽度の発

達障がいがあるのかもと不安の日々です。小学生に入ってからの健康診断や発達診断

の機会があると良いなと思います。 

 

〔その他〕 

○普通の小学校の教育の中で、障がいに対する正しい理解、偏見等がなくなる様、指導

して頂けたら、ありがたいです。 

○障がいを持った子に対応が全くない。障がいにも多くの態様があるがどれも中途半端

なもので何ら専門にしている人も見られず、対応している人もスキルがなく全てが取

り組んでいます状態。 

●進学の時、中学特別支援学級からの選択が少なすぎて子供の成長時に合った選択が出

来るといいと思う。中間（中度）の障害を持った子供が行く筋道がわからない。 

 

 

非行防止等 

○一生懸命子育てをしてきたのに学校での友人関係で今までやってきた事が全て水の泡

になり非行の道に。そういった非行に走った子どもへのサポート支援もあるといいで

すね。 

 

 

ひとり親支援 

○母子家庭の方の就業率は高いと思います。一生懸命働いても低所得の母子家庭の私達

に手当や支援をお願いしたいです。 

●母子家庭であるのにある程度所得があるからと何の手当てももらえない。保育園も高

額なお金を払った。学童も高学年になると入れない。春日井市ならず世間は母子家庭

にきびしい。 

●母子家庭なので仕事と家事、育児を全て 1 人でやらなくてはいけないため、子どもと

向き合う時間がとれない。家事代行サービスなどを利用したいが、高額のため、なか

なか難しい。市から補助が受けられたらうれしいです。 

 

 

子育てと仕事の両立 

〔働き方〕 

○会社の時間短縮、子どもが３歳までというのは短い。せめて小学校入学前までくらい

は短縮してほしい。もしくは保育園が夜７時まで開いていると短縮なしのフルタイム

で働ける。 

 

〔意識〕 

●病児保育を利用していた時“かわいそう”と言われた事や“保育園あがりの子は幼稚

園あがりの子とくらべて・・・”“あの子は学童だからね”など子育てをしている保護

者の中でも様々な考えがあり働いている親の子は“かわいそう”という意識もまだま

だあります。行ったことのない人は偏見があるようです。意識改革が一番大切かなと

ふり返って思います。 

 

〔その他〕 

○仕事をしているお母さん方にとって子どもの病気で仕事を休まなければならないのが

心配の種の一つだと思います。職場で肩身の狭い思いをしなければなりませんので。 
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●子育てしながら働ける職場が少ないと感じますので、小さな子どものいる人でも働き

やすい職場が増える事を望みます。 

 

 

子育ての悩み、子育てについて思うこと 

○今の時代では母親が働くことが当たり前のようになってきたので「専業＝暇人」との

扱いがあり子育てしにくく感じる時があります。 

○働くことが当たり前のように話に出てきていますが、ゆとりのある時間を持って子ど

もと接する事も必要なのではと思います。 

○子育ての負担が母親にかかりすぎている。共に子育てをすべき父親は「手伝う」とい

った消極的スタンス。 

○お母さんは「○○でなくてはいけない」という世間の尺度にプレッシャーを感じるこ

とがあります。お母さんになったら自分らしくあってはいけないのか、必ず子育てが

楽しくなくてはいけないのか、仕事復帰を急がなくてはいけないのか、疑問に思いま

す。 

○子育てしながら老人介護をしていますが、この先困ることがあるのではないかと少し

不安です。 

●携帯やスマートホンを気軽に子どもに与える人が増え、子どもたちのコミュニケーシ

ョン能力が低下してしまうのではないか心配です。我が家は、まだ持たせないで頑張

っています。しかし、子どもたちが友達の話を家でするのですが、人間関係は複雑で

大変なことになっています。小中学校で情報モラルの勉強をとりいれていただきたく

お願いいたします。 

●地域柄、両親共にフルタイムで核家族の家庭が少ないため、子どもの関係の親とのつ

き合い方が難しい。 

●思春期の子どもさんを待っていらっしゃる親の方に、どのように接したら親子関係が

上手にいくのか？教えてほしいです。 

●子育てはつらい事もありますが、子どもの楽しそうな笑顔「ありがとう」の一言です

べてが吹き飛びます。 

 

 

施設や事業・イベントなどの希望、その他 

〔こんな施設がほしい〕 

○上の子と下の子を同時に遊ばせるような施設があればもう少しお出かけが楽になるな

あと感じることがあります。市の施設でもトイレもベビーカーといっしょに入れる大

きなスペースがなかったり行きづらい。 

○春日井市は西の方ばかりに施設が充実している。東の方、特にニュータウンの方面に

体育施設をつくり、子どもたちの講座を行ってほしい。 

●子育て支援センターは増えても学童期の支援は学童保育と同様もの足りない。デイサ

ービスや高齢者福祉が増える中、学童期の施設も同時に設置してもらえたら・・・と

切に願う。 

●チャイルドシートやベビーカーの交換・リサイクル場所（無料） 

 

〔こんな取組みや事業があったら〕 

○幼稚園に入学するまでの間は社会から孤立している感じはあったので、その頃にいろ

いろお友達にふれあえる機会があると嬉しいです。 

○未就園児を子育て中の母親は孤立感を感じやすい。社会から取り残された感じも。そ

ういう母親が気軽に参加できる集まり友達つくりの場があるといいと思います。 

○広報などに載っている講座（子育て関係の講座だけでなく全ての講座です）で託児付
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きのものはとてもすくないですし、子ども同伴はどうか？とたずねると他の受講生の

方の事を考えるとダメと言われてしまいます。子育て中の方の孤立化を防ぐ意味でも

子ども同伴で気軽に参加できる楽しめる講座や場所がもっとあったら嬉しいです。 

○特殊な持病がある子どもも預けられる体制を作ってほしい。 

○施設や環境の充実よりも、少額でもいいので、商品券（購入物は年齢によって指定あ

りでも）などの方が”サポートしてもらっている”と感じることができると思います。 

○公民館などで行う子どもの料理教室などに参加していましたが、最近募集があまりな

いのでいろいろな講座をやってほしいです。 

○託児つきで社会に貢献できる仕事やアルバイトを 1 日体験できるような講座があった

りしたらいいと思う。 

○子育て専門ヘルパーさんがいて介護保険みたいな仕組みを使って少ない金額で利用で

きると良い。 

●専業主婦に対する支援も考えてほしいです。社会との関わりが持てず、孤独になりや

すい。 

●仕事をもっている母親がほとんどなので、学校と地域と家族が連携して協力しあえる

システムをつくってほしい。 

●小さい子供に対しての環境は整っているように思うが、小学校高学年～中学校の思春

期の子の親子の関係を、相談できるような所がないように思います。 

●ファミサポも良いと思うが「家庭訪問型子育て支援」があるともっと良いと思う 

●在宅勤務の充実化 

 

〔イベント〕 

●「わいわいカーニバル」など、公園を有効に使ったイベントは素晴らしいと思うので、

今後もぜひ続けて下さい。 
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２ 児童本人（高学年）からの意見 ※自由意見 

◎ 大人に望むこと、夢など  [高学年…問 36] 

 

高学年の児童本人から、大人に望むことや将来の夢などについて、自由に記入し

てもらい、170 件の意見をいただきました。ここには主な意見を要約して掲載してい

ます。 

 

大人に望むこと、希望など 

・外遊びが好きな人が、もっと増えてほしい。 

・外で安心して遊べるようにパトロールをしてほしい。 

・図書館に欲しい本がないから増やしてほしい。 

・自然がなくなっていて残念。緑を増やせたらいいな…。 

・学校にクーラーを付けてほしい。 

・小学校で部活がないので作ってほしい。 

・大人は、えこひいきしないでほしい。 

・道や公園にごみを捨てないでほしい。 

・雪で遊べるイベントを作ってほしい 

・学校をもっときれいにしてほしい 

・朝、学校に行くとき横断歩道で見守る人は、ずっと続けてほしい 

・父や母は「大人だから」ということをよく言うが、子どもにだって「子どもだから」

という権利はある。こっちにだって子どもの事情はある。 

・大人にはあまり頼らず、自分の責任はできる限り自分で解決したい。 

・月曜日は遊べる場所がほとんどない。 

・大人に望むことは、道を歩きながらスマートフォンを操作するのをやめてほしい。 

・頭が痛いなどの症状がでたときに、なんでもかんでもゲームのせいにするのはやめて

ほしい。 

・大きな声で怒られたりすると、自分がとてもいけないことをしてしまったような気が

するので、大声ではなく普通の口調にしてくれるとよいと思います。 

・もっと学校が楽しく雰囲気のいいところになってほしい。 

・どういう原因でやったのかを聞いて、子どもの気持ちを理解してから叱って。 

・自分の怒りを子どもにぶつけないでほしい 

・いじめのない社会になってほしい 

・大人でたばこを吸っている人は、体に悪いので吸わないでほしい。 

・暗い道にもっとたくさん街灯を付けてほしい。 

・バスケットゴールがたくさんあるといい。 

・高学年でも遊べる場所がたくさんあるとうれしい。 
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将来の夢 

・サッカー選手 

・バスケ選手 

・プロ野球選手 

・プロスノーボーダー 

・体操選手 

・マラソン選手 

・ペットの看護師、動物病院の先生 

・ミュージシャン、歌手、トランペット奏者、津軽三味線の演奏家 

・パン屋さん 

・弁護士 

・警察官 

・科捜研 

・外科医 

・看護師 

・空手の先生 

・作家、小説家 

・大企業に勤めたい 

・宝探し（職業にはしたくないけど） 

・デザイナー、ファッションデザイナー 

・学校の先生 

・プラントハンター（植物の新種などを求めて探検する人） 

・料理研究家 

・水族館の飼育員、動物園の飼育員 

・保育士 

・ディズニーランドのスタッフ 

・お母さんみたいになる 

・介護士 

・カフェ 

・ケーキ屋さん、パティシエ 

・美容師 

・インテリアコーディネーター 

・マンガ家 

・科学者 

・医学物理士 

・宇宙飛行士 

・芸人 

・アナウンサー 

・かっこいい大人 

・新幹線の運転手 

・大工 

・なでしこジャパン 

・社会に役立つことをしたい 

 

 

 


