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東久留米市子ども・子育て支援ニーズ調査結果の 

自由意見について 

 

 

※１名の方の回答の中に複数の内容が含まれている場合は、概ね要素ごとに分解した上で 

分類・集計しました。そのため、回答の総数は回答者の数より多くなっています。 

※「その他」は、内容が他のどれにも当てはまらないもののほか、複数の内容が含まれてい 

るが文章的に分解しがたいものも含まれています。その場合は、件数を複数の項目に重複

して加えています。 

 

①就学前児童保護者用調査 「問 11 子育てをする上で、周囲（身近な人、行政担当者など） 

 からどのようなサポートがあればよいとお考えでしょうか。ご自由にお書きください。」 

 

 ●回答者数  ３６８名 

 ●内訳件数合計（分解後の数）４４７件 

 ●要素別回答数 
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【幼稚園・認定こども園】 

 

私立ではなく市立の幼稚園も選択にほしいです。 

来年から幼稚園だが、保育園と違って土曜日保育が高い（逆に、保育園に入れない理由は、幼稚

園と比べ教育面が心配だから。幼稚園はクラスの人数に対して保育者少ないが、しつけ etc.は

保育園よりきちんとしている。東久留米の保育園は評判が悪い為（特に前沢保育園）こども園の

保育園（幼稚園にスムーズに入れるよう小さいうちからしつけてくれる）に入れた）。 

上の子は幼稚園に通っていて、延長保育などありますが…。下の子も一緒に幼稚園で一緒に預か

ってもらえると、安心するし、迎えなども助かる。 

幼稚園の預かり保育が充実していると助かる。幼稚園は保育園と比べると親子の時間が多く持て

る点で重要であると思う。保育園への需要は年々増えていると思うが、幼稚園を必要としている

親もたくさんいる。幼稚園への補助金なども増やしていってほしい。 

集団生活に慣れるよう、幼稚園に少しでもサポートしていただきたいと思っております。今後そ

の予定です。 

 

【保育所】 

 

我が家は専業主婦家庭なので使わないが、共働き家庭のためにさらに保育園またはこども園を充

実させてもらいたい。 

待機児童ゼロを目指してほしい。 

保育園でも個人面談のようなことをしてもらえるといい。 

仕事をしたくても預けられる保育園等がなくて困る。 

共働きかつ子供を預けられる親族が近くにいない人が、認可保育園に入りやすい環境にしてほし

い。 

公立保育園に預けています。様々な年齢層の職員がいることと、転勤されても市内の子どもまつ

り等でお会いして、我が子の現在のことなど話せ、幼少期をみていただいていることで、安心し

て、悩みや今の様子を話せ、親としては在園中からずっと子育てのサポーター的存在として心強

い存在です。 

仕事している、していないに関係なく保育園に入れれば良いのにと思います。毎日 24 時間子ど

もと一緒にいる母親は、本当に大変だと思うし、少しでも預けられる時間があった方が、より、

子育てをがんばれると思います。 

保育園があれば、十分。 

産休後、仕事を復帰する際に、保育園に入れるかどうか心配で、次の子供が欲しいが、悩む。待

機児童をなくすようにしてもらいたい。また、20 時まで延長保育が可能な認可保育園を増やし

てほしい。 

共稼ぎの為、保育園に預けたいと思っていて手続きをお願いしているが、空きがなく、待機児童

状態。今は仕事場に連れて行き、仕事をさせてもらっているが、そろそろおとなしくしていられ

ない時期になってきているので、なるべく早くに保育園に入園させたいと思うので、できれば保
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育園の数や入園数を増やしてほしいと思います。 

保育園への入園希望者が全員入れるような状態にして欲しい。 

2児を保育園へ預けておりますが、駅前に保育園が少なく、待機児童となっており、認証保育園

へ預けておりますので、2 人分で月に 10万円程出費があります。駅前に、夜 8～9時までの保育

施設（認可）を希望します。 

子育てが落ち着いた時、すぐに入園できる保育園が欲しいです。一時保育では稼いだお金ほとん

ど、保育料に支払う事になる事など考えると、二人目の出産後の社会復帰不安です。認可保育園

を増やしてほしいです。 

仕事との両立で、時間的に保育園（認可）の預かり時間を見直して欲しい。結局お金がかかる。

生活していけないから働いているのに、保育料、ファミサポなどどんどんお金がかり、なんなん

だろーと思う。認証は高いけど預けるしかないし…。病気になったら仕事休むことになり、続け

るのが難しい。多少の熱でも預かってくれる時間が色々な保育園を認可で増やして欲しい!! 

やはり保育園（認可）を増やして欲しいと思います。仕事に復帰したいと思っていても保育園に

入れない、入れても認証だったりすると不安で復帰することが出来なくなります。また、いまだ

に保育士さんの手当てはあまり良いとは思えません。朝早くから夜遅くまでやっているのだから

もう少し高くても良いと思います。安ければいくら募集してもなる人が増えないと思います。ま

た保育園と幼稚園では部門（省）が違いますが、その辺りも次第に統一されると良いと思います。 

これまでの積み重ね、経験、専門性のそろった保育園には言葉では言い表せないほど感謝してい

ます。小学生の子もいますが、保育園に通っていた時期がいかに恵まれていたか、そのありがた

さを改めて感じています。地域に根づいている保育園（他の幼稚園等もそうですが）は数値等で

は表せない価値があります。そういう視点で子育て施策をしていってほしい。民営化や廃園等、

経済効率優先のやり方には断固反対です。 

保育所待機児童の解消 

共働きで休日以外は保育を安心して預けられる施設。 

市外の保育園（職場の近くや通勤途中）ももっと入園できるようにしてほしい。  

待機児童の解消。2人目が生まれるので、保育園に入れるか不安。 

保育園は公立なので安心して預けられ（つぶれる心配がない）、保育士の年齢も幅広く、日常的

に祖父母と関わることができない我が家にとってかけがえのない場所である。 

保育所を増やして欲しいです。 

認可保育園への入所。 

待機児童ゼロにしてほしい。 

保育園を増やして、入園できるようにして頂きたいです。 

日、祝も預かってくれるとありがたい（土、日、祝勤務があるし、そのような方も多いと思う）。 

保育園の延長日が少なく、上の子が入っている日にお迎えがギリギリか間に合わない。延長日を

ふやしてほしいです！ 

日曜日も保育園で預かってほしいと思う（勤務が不定期の為）。 

朝の延長保育の制度創設 

20時くらいまでの延長保育 
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休日保育があるといいと思います。仕事が平日休みの為、土、日が仕事になるので、保育してもらえ

ると助かります。金額も通常保育と同じ位であるといいと思います（年齢が 0 才～5才までで、時間も

AM7:00～PM9:00位） 

・わくわく健康プラザで無料で相談できたりと、現状で満足している。 ・娘は保育園に入ることが

出来て大変助かっていますが、第 2子以降のことを考えると待機児童の問題が心配です 

夫が平日休み、妻が土日休みであり、祖父母も近くにいないため、1週間は仕事か育児の 2つで

終わるので、土日に子供を気軽に預けられるサポートを望みます。 

保育園、幼稚園、学童などフルタイムで働いている人も安心できるように時間（預かり）をもっ

と長くしてほしい。 

日曜日（祝日）も預かってくれる場所（シフト制のため）。 

日・祝日も仕事があるので保育園のお休みで上の子供に面倒を見てもらっているのが、部活や受

験などでこの先難しくなる予定。仕事を変える事も考えるが、なかなか見つからず。安心して預

けられる（日・祝日も）場所が欲しいです。 

父や母の病気などで対応が難しくなる時がある。保育園での預かり時間が午後 7時までなので、

母親の病気の場合、父親が迎えに行くが仕事が時間通りに就業する場合が少なく、将来的に不安

があります。現在までは何とか出来てはいますが。 

保育時間を長くしてほしいです。私（母）の仕事が終わるのが遅く、夜 9時までの勤務がありま

す。主人（夫）の仕事も 10時以降の帰宅がほとんどです。今、子供を祖母にお願いしますが、

いつまでになるか分からず、かなり悩んでいます。 

 

【学童保育】 

 

育児休暇中は、わくわく健康センター等で行われる「はいはいの会」や育児講座に参加し、大変

良い機会となりました。現在も保育園には大変お世話になっており、安心して預けてます。但し、

学童保育は 18時までとフルタイム勤務には大変厳しい状況です。「小 1の壁」と言われる、小学

生入学の障害に対して、今後はしっかりと対策をとってもらいたいと思います。よろしくお願い

致します。 

学童は 6時までと時間が短くなる（保育園より）。6:30か 7:00のむかえにしてほしい。 

学童保育も、保育園が 20 時迄なので、せめてその近く、19:00 迄預かってほしい。帰り道が暗

いので、1 人で帰宅させるのが不安。19:00 迄できないのであれば、もう少し通学路だけでも、

道幅を広げ、街灯を増やしていただきたいです。 

学童保育を 4年生以降もして欲しい。 

学童保育の時間をもっと遅い時間までと、低学年以上も預けられるようにして欲しいです。 

 

【一時的な預かり】 

 

自分が急に病院に行きたくなった時にすぐ預けられる所があればいい。一時保育はすぐ一杯で予

約できなし、急な時は利用できない。 

日頃から専業主婦で子育てしていると、保育園等の一時保育は少し敷居が高く感じる。もう少し
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気軽に預けられる場所がほしい。また急な母親の体調不良時、預かっていただける所があればい

いと思う。 

現在、私が婦人科にかかっており、月 3・4 回の受診はいずれも休日で、どうしても子供を連れ

て病院へ行かなければなりません（主人は仕事、祖父母は地方、友人頼りづらい）。 ぐずるの

でとても肩身が狭く、かと言って預ける人もおらず困っています。一時預かりも考えたいですが、

金銭的余裕もありません。 受診の 1時間程度、預かる若しくは見て頂けるサポートがあればと

思います（一時保育より安くで）。 

事故があってはダメなので、ということだと思いますが、行政も支援施設も子供を預かってもら

える、見ていてもらえる所がありません。支援センターも一時保育園も面接があったり決まりが

あって、しかもお金もかかります。ほんの 1時間でも子供を気軽に預かったり、預かるまではし

なくても子供と一緒に買い物につきあってその間だけでも見ていてもらえるような人が、一組 5

時間までとかでもいいので無料でやってもらえるような場所なり人なりがいてほしいです。 み

しらぬ土地で子供と 2人で毎日いるととても息がつまります。わくわくに行ったってしょせん子

供を見て相手して、広場を提供されているだけで家とやっていることはほぼ一緒です。子供にや

つあたりして自己嫌悪になり毎日が苦痛でしかたありません。 

子育てサポーター（母親が相互に頼れる存在）・登校・登園の前に、集団でもいいので、短時間

見守ってくれる場所（児童館など）があると早目に出勤しなくてはならない時などに大変ありが

たい。送迎システムがあるとなおよい。 

気軽に預けられる場所。 

一時預かりの時間がもう少し早ければ…と思う。 

お迎えが間に合わない時や体調不良で保育室に行けない時、緊急時にすぐに対応してもらえるよ

うなサービス（登録制、予約制ではなく）。 土曜日の一時保育。 

・母親が急病になった時、即子どもを預けたり、家に誰か来てもらえる（主に上の子の見守り）

ようなサポート（利用しやすい）。 ・預ける時にいろいろ理由を聞かれたり書かされたりする

のが面倒だし、ただ「休みたい」だけで預けてはいけないの？と乳児の時に感じた。 ・ファミ

リーサポートがあるのは知っているが利用した事はない。 

自分が体調をくずして病院に行かなければならない時などに子供を預けられるようなこと。 

ちょっと預けられる施設。前もっての予約じゃ、緊急にはつかえない。 

祖父母と同居ではあるが、体調が不安定である為、自身に緊急の用や、病気等、不意な事が発生

した場合、簡単な家事などのサポートをして頂けると心強いです（今の所そういうことはないが、

出来ると分かっていると安心） 

一時保育を受け付ける保育園が市内均等に配置されたほうがいいと考えています（前沢に住んで

おり、徒歩・自転車で行ける場所がなく困っています） 

急な仕事での残業時に預かってもらえるサポートがあると本当に助かります。 

いつでもすぐに預けられる施設が欲しい。保育園へ連絡しても前日・当日はほとんど無理だと聞

く。もしくは高過ぎて無理する以外ない。とにかく施設を増やして欲しい。早く!! 

土曜日や子どもが病気の時などの病棟保育など、安く、安心して気軽に預けられる場所が欲しい。 

一時保育の定員を増やしてほしい。もしくは、一時保育の出来る保育園を増やしてほしい。前日

に予約か、母親が急に高熱や病気になった際に当日の朝でも連絡すれば預かってもらえると助か
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る。 

自分の体調が悪いときや病院に行きたいときに子供を預けられたらいい。 

必ず預けられる一時保育の場所が増えると助かる。 

日中の預かり先はあるけれど、夕方～夜に預かってくれる近隣の施設があれば良い（上の子が大

きくなると、保護者会や塾の説明会等が夜等にあるらしいので）。 

弥生の近くで、子供を預ける場所がなく不便だった。せめてわくわく内にあれば近いのに。以前

は「しおん保育園」を利用していたが、車でしかいけず大変だった。 

子どもが 0～3 歳くらいのとき、一時間でも親が安心して子どもを預けてひとりになれる時間を

持てるよう、預かりや見守り（ゆっくりごはんを食べたい。昼寝したいなど、仕事ではなくても、

どんな理由でも。一時保育に預けるほどではなく、ほんのちょっとの時間でもよいので）。 

下の子供を産む時、上の子を昼間預かってくれるところがなく悩みました（家族・親族みな働い

ていた為）。一時預かりの場所があっても入れてもらえない。一時預かりの場所を増やしてほし

い。 

仕事をしていると、子どもの急な病気等の保育園のお迎えができないこと、急に休むことができ

ないことがある。少し見てくれる人がいると仕事を短時間できりあげて子どものもとに帰れるの

で、そういう預かりのシステムを、もっと行政で地域に作ってほしい。 

お互いの実家が車で 25～40 分位の場所なので、急に少しの時間だけ（一時預け）預けておける

施設がほしい。たとえば（親の）美容室やクイックマッサージを受けたりできるわずかな時間を

安心して預けておけると本当に助かります。 

就学した子で、学童に入っていない子でも、一時預かりをしてもらえるとありがたいです（主に

1～3年生）。 

幼稚園は保育時間が短い。小学生を預かってくれるところが欲しい（両家の父母が遠くにいる 

ため、何かあった場合の預けれる施設があると助かります）。 

親族がいない家庭にとって現在たよれるのは、保育園（一時保育）のみである。しかし利用者が

多く、月に 2・3 回しか利用できないのが現状である。定員がなく、困っている時（病気やスト

レス等）にすぐに預かってくれる保育施設が必要だと思う。保育士さんの人数が少なければ、市

子育て支援課や保育課がバックアップするなどの新しいシステムを考えるべきではないでしょ

うか。 

学童のような幼稚園や小学校がおわった後に、夕方までみてもらえるようなシステム。突発でも

みてくれる様な場所 

数十分から数日の単位で、利用頻度を問わず、保育を依頼できる制度。 

もっと気軽に利用できる一時保育。 

短時間預かってくれる。 

もっと気軽に子供を預けることができる場所がほしい。親向けの講座、イベント、習い事などの

機会を増やし、その際に保育をしてくれるようにしてほしい。結局、参加したくても子供がいる

からとあきらめる事が多いので。 

気軽に子供を預けられる施設がもっとあると良い。サービスチケットなどを配布して年に数回で

もそのチケットを使い、子供を預けたり出来るようになるといいと思う。 

短時間でも気楽に預かってもらえると良い。その預かり先が色々あって、近くの場所をえらべる
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と良い。 

一日に数時間だけでも預かってくれる保育施設。以前一時保育（私立保育園のもの）を利用しよ

うとしたが、事前登録、予約が必要だったり、午後だけ預かって欲しいのに朝から預けなければ

ならなかったりで、不便でした。 

2人目が生まれるのでお風呂に入れる時に誰かいてくれると助かる。短時間だけ面倒を見て欲し

い。 

緊急時に預けられるところがもっとできればいい。急に台風とかで幼稚園がお休みになってしま

ったり、自分が具合が悪くて病院に行きたい時など。近くに祖父母がいないので、いつも困りま

す。 

保育園のお迎えや、保育園、学童保育が終わった後、30 分程度でもいいので、子どもを見て頂

けると助かります。 

ほんの短時間でも（1時間～）預かってくれる所があるといい。 

近所に保育園などあってもすぐ預けられる所がない。急に用事ができてしまった時、すぐにサッ

と預けたい（安心して）のに、長い手続きが必要だったり、いっぱいなので無理ですと冷たく言

われたり、結局預けることができない。 

一声、声をかけてもらえるだけで、あたたかく受け入れてもらえてると感じます。「元気だねえ」

とか、「おかあさん、がんばってるね」とか…。 何か幼稚園の行事や、学校での行事（学校公

開や、学習発表会）の時に、下の子を少しでも預かってもらえると助かります。そういう大きい

行事の時は、おじいちゃん、おばあちゃんも行事の方をみたいと思うので。できたら無料でお願

いしたいです。 

母親が病気になったときに一時的にみてほしい。 

短時間、急な用事などでも当日、気軽に預けられる機関があると助かります（病院などへ行きた

くても行けない場合があるので）。私の場合、親に頼むこともできますが、到着まで 1 時間以上

かかるので、気軽に…とはなかなか出来ません。 

一時保育（1日 2000円など）の人数枠を増やしてほしい。 

一時保育をもっと利用しやすく（予約システムをネットに。一日あたりの利用人数の拡大）。 息

詰まったとき、リフレッシュしたいとき、すぐ預けられる所があるとよい。近くに身内が全くい

ないので。 

見守り、声掛け、短時間の預かり。 

定期的でかまわないので、子育て中リフレッシュをしたいと時々思います。申し訳ない気持ちが

大きいので、SOSを言いやすいような、気軽に頼めるようなチケットのようなものがあったらホ

ッとします（使わなくてもいつでもお願い出来るというお守りがわりというか。市からチケット

として配布されるようなのがあったら、頼みやすいですが。ありがたいですが…）。 

近くでみてもらえる人や施設があると緊急時助かります（実家が遠いため）。 

保育園の一時預かりを利用する際、キャンセル待ちが多かったりするので、もう少し預けやすく

なるといいと思います。 

幼稚園や学校に、下の子を連れていくのはとても大変で、身近に頼れる人がいないと預ける事が

できないので、何か行事の時など一時的に預かってもらえる保育室などが、幼稚園や小学校など

に作ってもらえると便利だなぁと思います。 
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気軽に預かってもらえるとリフレッシュできる。一時保育は人気があり 1ヶ月前の受け付け日に

並んで予約を取らないといけないことも多いので、ぜひ利用したいが考えてしまいます。 

母親として育児に負担がかかるのは保育園や幼稚園に行くまで。その他、どうしても歯医者、健

康検査、美容院などへ行く場合は一時的に子供を預かってくれる人が必要になります。両親に都

合がつかない場合で予定の日程が変更できない場合はとても不便を感じます。日常的ではないの

で保育園の預かりを利用するのも？と思ってしまいます。一時的もしくは臨時的に預かりを行っ

てくれる施設やサービス、人材の窓口をもっと広げて頂けると大変助かります。その様な育児サ

ポート支援があれば利用したいです。 

緊急時に子供をみてもらえる先が充実していたら良いと思う。親がケガ、病気等になったときに

一時的に子供を預ける等。祖父母が近所にいないため、移動にかなり時間・労力がかかるので難

しいが、保育の一時保育は前月からの予約がないとまず入れない。NPOやファミサポは料金が高

く、子供が保育者に慣れるほど頻繁に利用できない。 

養育者が体調不良時にみて頂けるところ 

祖母の体力が心配で、保育園の一時保育を始めたが、予約を取るために祖母にあずけ、申し込み

に並んでも取れない事が多いため、意味がない。お願いしたい時に必ず預かってもらえるサービ

スがあると助かる。 

急な用事の際に、安価な値段、時間単位で当日でも預け入れをして頂ける場所があると、安心し

て子供を育てられる。 

働くママに便利なサポート（子供を預けるなどの施設・一時保育 etc…）をもっと充実してほし

い。 

一時保育（ニコット）を利用しているが、希望の日に預けることができない（人数が多くて）。

もっと利用できるようにしてほしい。 

短時間でも、緊急時に子どもを預かってもらえるサポート 

保育園の一時預かりは、常に予約でいっぱいなので、自分の体調不良など“その時に助けてほし

い”という場合は使えないので、もう少し枠が多いと助かります（ファミリーサポートは、何と

なく使おうと思えず…。一時預かりより割高感がある為かもしれませんが…）。 

公園や児童館などに一緒に子供とあそんでくれる先生のような大人がいると、子供もよろこぶ

し、親も少しの間、休息がとれてリフレッシュできると思うのですが、どうでしょうか。どうし

ても家の中で個と個の 2人きりの状態が続くので、たまに手を離れることで気持ちを切り替えて

子供と向き合えるような気がします。それはほんの数分だけでも全然ちがいます。一時預かりは

事前予約や手続き、準備など手間がかかりすぎるので、もっと気軽な形のものがあるといいです。 

土日に気軽に子供を預けられる人や施設があればより良い。 

病院へのつきそい（上の子供等を見ていてほしい）。 

数時間程度、快く預かってもらえる環境（事前予約が不要、数時間の無料保育 etc）。 

小学校低学年の間、一時的に預かってもらえる場所があるとよい。就学前の一時保育の場所も少

ないので増やしたほうがよい。 

親族等が近所にいないので、緊急時に気軽に子供（1歳未満であっても）を預けられる所がある

とありがたい。 

一時預かりなどもっと気軽に（面接や健康診断などはめんどくさい）利用できるといい。 
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兄弟が病気など入院した場合、未就学児を見てもらえる施設などはあるが、小学生（低学年）の

子どもを見てもらえる施設があればいいと思います。 

身近に頼れる人がいないので、保育園の一時保育やファミリーサポート事業がとても心強いで

す。一時保育は時期によっては定員に達するのがはやく、希望の日に預けられない事があるので、

定員が増えてくれると助かります。 

保育所での一時預かりではなく、幼稚園で一時預かりをしてもらえると良いなと思います。 

放課後に公園などの屋外で運動指導をしてくれたり、室内でも工作や知育を指導してくれる人が

いるといいです（専門家だとなお good）。費用がかかりすぎないと助かります。家で仕事をして

いるのですが、やはり子供がいると仕事はできず。仕事をすれば子供は放任になってしまうので、

預けられるといいです。 

児童館や図書館の一角で一時預かりのサービスがあれば、子供も喜んでくれると思います。突然

なじみのない保育園に連れて行っても他の子供達とのかねあいもあるし、なかなか子供もなじめ

ないのではないかと思います 

緊急時（保護者の体調不良など）にすぐ預かってくれる場所が近所であるといい。  

緊急時に預かったり、逆に預けたりできる友人や、場所があれば良いなと思う。 

気軽に預かってもらえる場所が、近所にいくつもあるのが理想的だと思います。 

一時預かり可能な施設の増加。 

親が仕事の時に預けられる場所。 

病院に行ったり、少しの間だけ、子供を預けられたらと思います。 

緊急時、どんな時間でも見てもらえると本当に助かると思います。 

一時保育があるのは本当に心強い。ママも毎日ずっとニコニコはできないし、かといって育児か

らも逃げれないし、我が子は愛おしいもの。少し休憩させてもらえるのはうれしいことです。私

は実父母と夫にとっても支えてもらっているので幸せですがなかなか頼る場がない人もいるは

ず。一時保育はとっても大切です。 

一時保育など、順番待ち等なく預けられるとより良いと思います。 

一時預かり、等。 

たまに息抜きをしたいので、一時預かりの保育園が増えたら嬉しいです。料金も、もう少し安い

と助かります。 

まだ 1 歳のため、必要なサポートはあまり思いつきません。ただ、上に 3 歳（未就園児）、5 歳

（年中児）の兄姉がいるので、通院や園の用事の時に短時間でもサポートがあると良いなあと思

う時はある。幼稚園（通いなれた場で）でのサポートだと安心ですが、短時間のサポートを得る

ためにどこかへ連れて行ったり費用がかかったりするのを考えると、利用するか考えてしまうの

ですが…。 

うちの場合で言うと、主人は毎日朝から日付が変わる頃までいなくて、週一の休みも仕事という

ことも多いため、基本的に私だけで宛名の子どもと上の子（小学生）をみています。なので、も

しも突発的なこと（私がケガをしたなど）で、上の子の帰宅を迎えることができないような時に

助けて頂けるようなサポートがあると安心だな…と思うことがあります。（ファミリーサポート

センターに登録はしていますが、急な依頼はきっと無理だと思うので）。そのような時は登録し

ていなくても学童で一時預かりができたら助かるな…と考えたりします。 
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気軽に柔軟に預けることができる環境（金銭面の負担が小さいような）。 

無償で数時間子供を見てもらいたい。 

身近な人には出来る範囲でいいので子供を見てくれてるとありがたい。その間に家事や、自分の

やりたい事を済ませたい。 

体調不良時（本人）の保育。 

子育てをしていると「ちょっと見てくれる」人がいるのといないのでは、育児の負担がだいぶ違

います。親と同居していれば、その「ちょっと」があったりで助かるのでしょうが、特に年が近

く兄弟がいると、上の子又は下の子を病院に連れていく時や、習い事のお迎えなど、下の子が病

み上がりで、まだ家でおとなしく過ごさせたい時も、置いていくわけにもいかず、外に連れだし。

ファミリーサポートも大変助かる制度ですが、前もって頼むことと、緊急の時は直接、サポート

会員さんに頼むこともできるとの事ですが、お金の事や手間を考えると少し無理をすれば、なん

とかこなせるので、下の子は連れまわしてました。生活クラブ（生協）にあるようなエッコロ制

度があると利用しやすいのかなと思います。 

土、日、祝も勤務がある為、土、日、祝も一時預かり事業を行ってほしい。土日祝の一時保育に

1時間 1000円もかかると働く意味がない。  

1時間単位で子供を預けられれば便利だなあと思います。 

保育園などの一時保育がもっと気軽に使えるようになれば良いと思う（料金の値下げなど）。 

緊急時に安心して子供を預けられる人がいるといい。特に子供が多くなれば、それだけ預け先も

通い先（学校、保育園）も異なるので、大変。 

一時預かりをもっと充実させて欲しい。 

市の相談で一時保育の紹介してもらったが、年齢の制限があったり、毎日のように受付時間に電

話してもなかなかつながらず、5分後つながった時には「すでに定員いっぱいです」とことわら

れました（すでに一時保育とはいえ毎日のように預けて予約を必要としない人がかなりいたよう

で、実質的な一時保育枠はかなり少なかったようです） 

一時預かり（一時保育）等、もっと敷居を低くしてほしい。  

急用や自分の体調が悪い時、少しの間だけでも安心して子供を預かってもらえる場所があればよ

いと感じます。たまに一時預かり（保育園）を利用させて頂こうとしても、希望日が全然取れな

かったりします。 

緊急時に、気軽に子供をあずける事ができるサポートがあればいい（夜中でも）。 

必要な時（こちらが助けがほしい時）に一時的に預かってもらいたい。 

一時保育ができる場所がもうすこし増えると良いと思う。車でも行ける施設があると良いと思

う。 

1.保育園での一時保育や、2.ファミサポ等の制度もあり、児童館も便利に使っています。これら

のサポートはとても良いものだなと思います。ただ、1.と 2.は少し利用を始める為のハードル

が高く、ママ友で利用者はごく少数の印象です。便利なのにあまり利用されていなくてもったい

ないなぁーと思います。 

自分自身、体調が思わしくない時や、急用、兄弟の学校行事の時など、幼稚園の放課後預かりの

他にも気軽に子どもを見てもらえるサポートがあると助かります。現在、祖父母は遠距離の為、

どうしてもたよることができない。 
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今よりも、子どもたちが学校に行ってからの方が心配。今は保育園に行ってるので、夕方遅くて

も大丈夫ですが。子育てサポート的な…ちょっとした送りむかえをお願いできる、親の通院の間

預かってもらえる、などがあるといいです。 

気軽に子供を預けられたらうれしい。 

気軽にみてもらえる施設があればうれしい。 

仕事のため、保育に欠けた状態となる為利用するものとしての保育園ではなく、疲れ果ててしま

った時に、ふと利用できるような場、うるさいとも思われず、子供が泣いても大きな目でみても

らえるよう、ちょっと預けて一杯のお茶を 1人でゆっくり味わっていたりできるような…。そう

いう場を地域の中に作っていけないものでしょうか。 

緊急サポートピッコロ（清瀬市）のようなサポート。他市の制度を利用しないといけない現状を

東久留米市はどう受け止めるか。いっそ、合併してしまえばいいのに（子育て支援の面のみ）と

思うことがよくある。 

預けやすい一時保育（すぐ満員になり預けたいときに預けにくい）。 

どうしても、自分も家族も時間がとれないときに子供を預かってもらえたらと感じる。 

子供を一時的（3～5 時間程）預かってもらえる事が一番助かる。その間に、他の子（兄弟）を

病院に連れて行ったり、家事を済ませたり、外出したりといろいろとしたい。 

用事がある時や、疲れた時に、子供を預けられる場所がもっと増えれば良いと思う。保育園の一

時保育は、すぐに定員でいっぱいになってしまう為、なかなか預けるのも困難。 

急用の時、子供を預かってくれる施設や人。 

一時保育の枠を増やしてほしい。 

仕事をしているので、子供の園の休みなど、どうしても子供を見ていなくてはならない時などあ

るので、急な時にも気軽に子供を預かってもらえる機関があるといいと思う。これから仕事をし

たいと思っている母親の方々も、同じくそういう機関があれば、仕事をすることも出来るように

なると思います。 

せめて一時保育だけでもスムーズに抽選などなしで利用できるようにしてほしい。 

未就学児の一時預かり事業は、とてもありがたい。これから活用していくつもり。ただ、事前予

約制？のようなので、急な病気や体調不良などの時にも前日予約もできるといいなと思う。 

中央町付近に一時保育施設を設けて頂けると子育てと仕事の両立がしやすい（遠くて不便）。 

 

【病児・病後児保育】 

 

病児保育の充実。 

病気、病後の時、仕事をしていて普段は保育園で保育してもらっている。病気の時、病児保育が

近くにあるが、料金が高く、時給数百円で働くパートの身では利用出来ない。毎回夫婦ゲンカ。

結局、高齢になる祖父母に見てもらうが、子供の病状が急変した時に対応出来ない事と、感染症

の時は祖父母に感染してしまうのではないか心配で…等々、仕事に身が入らない。安くて安心し

て預けられる病後児施設があるといい。 

自分や姉妹のどちらかが病気の時に預かってもらえると助かる。 
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元気な時は特別不自由を感じません。ただ、冬場などインフルエンザや長期に出席停止になる病

気の時、預けられる所（一時的でも）があると助かります。姉妹が同時に病気になる事は少なく、

逆にズレるため、フルタイムの自分には、親とローテーションを組んでも難しい時があります。 

子どもが病気になった時に預かってくれる施設があると良い。 

病後保育も何度か利用させてもらいありがたかったが、周囲には高いから預けられない人もいる

（核家族だと本当にきついです）。親は来てくれるが遠距離なので、急な対応は難しい…。 

もっと気軽に利用できる病児保育 

子供が体調が悪く、保育園受け入れが不可の時、病児保育の充実があると嬉しい。 

東久留米市には病児保育室が少ないせいか整備が併設のみです（めぐの部屋）。先日、どうして

も仕事上、利用したかったのですが、その前日、病児保育室に電話してもつながりませんでした。

身近に、病気の子供を預けるあてがないので、隣の市にもかけあい、なんとかなりました。しか

し、市内在住ではないということで、登録料や利用料が高額となり、おそらく働いている 1日分

の給与をうわまわる結果となりました。 

子どもが病気になっても預かってくれる場所の提供。 

子供が病気のときにみてもらえるところがあること。 

保育園に預けているが、急な病気で預けられない時にすぐにお願いできる所・人がない。病後児

や、多少の発熱の時などに対応してくれる所があればといつも思っています。ただ、急に知らな

い所や人に預けるのは、親子共に不安なので、今通っている保育園の延長にそのような対応・サ

ポートを加える形がよいと思います。 

子供が病気の時にも預かってくれるサポートがもっとあればいいと思う。うちは 2歳と 3歳の年

子なので、どちらか 1人が風邪をひいたりすると必ずもう一人にもうつり、治癒するまでの期間

が倍かかってしまうことが多い。また、はやり病だと、1人の子がかかっていると保育園からも

「念のため」と 2人とも自宅で看るように言われることもある。その際、母親が仕事を休んで家

で看病するが、休みの希望も出しにくく、長期になることもあるので、もう少し気軽に病気の子

どもを安心して預けられる場があるとありがたいと思う。 

病児、病後児保育室をもっと増やしてほしい。 

子供が病気になって、仕事を休めない時に見てくれるサポート。病児預かりは何度か利用してい

るが、保育の面では少し不安がある。子供が一日中泣いていると聞いて…。 

仕事を持つ親としましては、子どもの病気時等、急な時の一時預かり（病児保育等）があると助

かります。 

子供の体調が悪い時に預かってもらえるところがあればいいと思う。 

我が家は両親（夫婦）共働きです。育休は定着し、ちょうど 1歳になるまで職場を休め、保育園

に入れました。3歳までは短縮時間がとれ、定時より少し早く帰れました。しかし、現時点では、

制度もなく、7:00～19:00 保育園にお願いしています。私共は親族（祖父母）がおらず、手伝い

をお願いする方がいません。残業もできず、仕事も中途半端です。そして何より、病気、が一番

困ります。有休は全てコレでなくなりますし、7:00～19:00まで預ける事はできませんよね（め

ぐの部屋？）。預けても結局早退、遅刻で出勤です。病気の時、病児保育へ送り迎え、母が戻る

まで家で保育（待っててもらえると）大変助かります。ファミリーサポートは病児対応してくれ

ません。 
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病児保育の拡充（多摩北部など使えると良いのですが）。 

病気の子供を預かってくれる。 

病児保育を増やしてほしい。 

子供の体調が悪い時、無償（ある程度）で預かってくれる施設やサポート。今回、子（本人）が

入院し、上の子も体調を崩し、大変な思いをした。 

急な発熱等で学校や園を休ませなければいけない時、仕事を変わってくれる人が見つからなかっ

た場合、数時間子供を見てくれる人がいてくれたらいい。子供も病気で不安、でも自分も休めな

い時に、気がねなくお願いできるサポートがあれば。 

病児保育・病後児保育。 

子供が病気（かぜや、伝染病）の時の病児施設が少なく、住んでいるところから遠いので、もう

少しそういう施設があるとありがたい。 

病児・病後児保育施設がもっとあると良い。 

子供が急な病気の時、預けられる施設がもっとあれば良いと思う。 

 

【地域子育て支援施設】 

 

子ども（乳児・幼児）を遊ばせられる支援センターのようなところが徒歩圏内にあると、よい。

自転車やバスで行くところにしかないので、時々しか連れて行けない。 

子ども支援センターのある場所が遠すぎて、また市内の交通も自家用車がないのでとても不便。

市の北部（私の住んでいる小山付近）にもセンターを作ってもらいたい。それが困難なら、コミ

ュニティバスなどを運行してセンターに行きやすいようにしてもらいたい。 

子ども家庭支援センター（滝山）を利用することがあるが、ただの遊びの場とかわらないです。

小平市の子ども家庭支援センターも何度か利用していますが、スペース内で係の方がどんどん声

をかけて悩みを聞いて下さったり、同じ年頃のママ同士をつないで下さったり…レベルの違いに

オドロキます。滝山でも積極的に楽しくフォローしてもらえたら嬉しいです。 

支援センターの職員の対応が悪い。仲の良い人とばかりとしか話さない。初めての人をあまり受

け入れてくれない。保育園に通うことを悪く話していて印象が悪く、利用したいのに利用しづら

い。 

子どもと遊ばせながら相談にのってもらえるのが、1番気軽だと思うが、本町からそのような場

所が近くになく、市役所近くにもしくは市役所の中にそんな場所が欲しい。 

今のところ大きな問題は無いのですが、市役所にも気軽に相談できるところがあればと思います

（遊ぶところ）。滝山にある子どもセンターは、バスを利用しなければ行けないので、なかなか

利用することが出来ませんでした（月齢が低い時）。 

近所の上の原子供家庭支援センターは午後４時までがちょっと早いと思います。 

 

【ファミリー・サポート・センター】 

 

もう少しリーズナブルなファミリーサポートがあると利用すると思います。 

ファミリーサポートの登録（説明）が原則わくわく健康プラザへ行かなくてはならないのはとて
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も不便です。せめて、市役所でできるべきです（他、上の原のセンターetc） 

三人育児でなかなか外に出られない中、ファミリーサポートの登録が説明会に行かないとできな

いのは不便である 

いつも頼るのが母方の祖父母で、そこ以外になかなか預けられない現状です。ファミサポの利用

も、面接や説明会があるとか。フルタイムで働く身にとっては、この時間を捻出するのもちょっ

とハードルが高く、またお金がかかるのも気になるし。もっと気軽に利用できないかと、いつも

思います。情報もほしいです。 

もっと気軽にファミサポ等利用できるといいと思う（仕事が終わらない時など緊急時など）。祖

父母の状況を個別に考慮してほしいと思う時はある。 

 

【相談支援】 

 

助産師さんの家庭訪問（子供が 1 ヶ月のときに訪問して下さったのは助かりました）。定期的に

あるといい。なかなか施設も近所になく、出づらい。  

新生児の時だけではなく、1才、2才と年に 1度くらい保育士さんが家庭訪問するのもよいかと。

これは虐待防止になるのでは？ 

私は実家が遠いので、サポートというよりも育児相談などで対応してくださる方が、経験豊富な

母親の様に安心できる方だといいと思います。 

適度なアドバイスは助かるが、干渉されすぎると不安になってしまう。 ・児童館や幼稚園、保

育園に行政の方が定期的に見回り、子供の様子を見て、気にあることがあれば、個人的に相談に

のるというサポートの方がよいと思う。 

・仕事をもつお母さん（自分）のかわりに、祖父母にサポートしてもらっているので、助かるこ

とがあります。 ・幼稚園の送り迎えをしてくれたりしています。 ・子育てにいきづまったら

相談できる人が身近にいれば心強いです。 

話を聞いてもらえるだけで楽になります（自分だけではない事がわかると安心します）。 

何でも話せる関係があるといい。行政はこちらからアクセスしないと助けてはくれない。私のよ

うな祖父母のサポートがなく、1人で子育てを頑張っている人にとっては、今の環境は不安だら

けだと思う。せっかく子供が生まれて、助産師さんの訪問等があるのだから、定期的に電話でも

いいので、行政側のサポートがもっとあってもいいと思う。 

産院でのケアが大切だと思います。自分の体験では、産後体がつらく、大変でした。助産師さん

はいそがしく、あまりケアしてくれないこともあり、産んですぐ不安で大変でした。うつっぽい

感じもありました。退院した後、さらに体の調子は悪くありましたが、赤ちゃんがいて体もあち

こち痛くて、通院できる状態になく、自分の体の調子の悪さから、赤ちゃんをかわいいと思えず、

つらかったです。産院生活がもっと安心できるように、退院後悪くなったらすぐ相談できるよう

にサポートがあればと思います。 

子育てに関する不安を母親や父親が感じた時、どこに相談したらいいかは、その内容によって違

うし、わからないことが多いため、まず最初に相談できる総合的な窓口があり、どこが最適な期

間か照会してくれると、とても助かります。 また子どもがかかえる問題が、複数の医療機関に

またがっているような時、それぞれがたて割りで連携がないと、非効率であったりするので、そ
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の総合的な橋わたしをしてくれる立場が、行政や自治体にあると助かります。 （例）子どもが

「発声」に問題をかかえているとき、歯科（矯正）、耳鼻科、言語療法士など、別個にかかる必

要があるときなど、それらを総合的にみて下さり、それぞれの科の医師らの中心になって連携を

してくれる立場や機関があるととても効率的に対応できると思います。 

子育てに困った時、不安な時、相談にのってくれたり、支えて助けてくれるなど、精神的サポー

トがあると、子育てに対する意識がだいぶ違ってくるように感じます。 

行政担当者からは、親身になった相談をしてほしい。保育園に入れなくて困っている人が、保育

課に相談に行っても“入れなくても仕方がない”と言わんばかりの対応をされたという話を何度

かききます。これでは、児童福祉法さえふまえた対応ではなく、あまりにお粗末です。施設をき

ちんと増やした上で、親身になった情報提供をお願いしたい。 

プライバシーを完全に守ってくれるという保障があっても、信用できず、100％本音で悩みを打

ち明けることはできません。子育て課からも、何度かその後の子育てについての電話があり、お

話はしましたが、すっきりしたかと言えばそうではない。周りからは、大変だね、がんばってい

るね、と言ってもらえることが、1人で子育てしていて 1番の救いだと思う。子育て課は、検診

の際も、決して育児を受け止めてくれる感はなく、たんたんと仕事をしている感じで、かえって

我が子の成長の不安を感じた。もっと、よりそったサポートが必要と思う。 

育児相談での、子どもや親のカウンセリングがもっと気軽に受けられる所があればいいと思う。 

子育てに関連する支援施設や窓口に出向くというのは、仕事をしている者としては時間的にも難

しい。手紙やメール等で気軽に相談できるような支援（サポート）があるといいのではないかと

思う。 

子どもの成長や悩みの相談 

今現在は頼れる人がいるので特に必要はないが、緊急時（頼れる人に）の場合のこともこの先は

考える必要がある。その時気軽に相談できる窓口があるとありがたい。 

児童館で助産婦の方の話（赤ちゃんの発達等の）を聞く日を作ってほしいです。 

子育てをしている母が孤立しないように、声かけや見守りをしたらいいと思う。 

子ども家庭支援センターや子育て支援施設と言っているのに相談しにくい。もっとアットホーム

がよい。母親から相談ではなくもっと行政の方からチャンスが欲しい。3才健診以降、保健所の

方と話す機会も減るし、もっと歯科検診や、4・5・6才でも健診みたいなのがあれば相談しやす

い。 

きちんと話を聞いてくれること。 

わくわく健康プラザで育児相談などを行っていますが、どうしても場所が遠いので、市役所など

もう少し大門町など駅東側の人も利用しやすい場所でやってほしいと思います。 

病気の時、心配で不安になってしまう。清瀬小児病院に何度かお世話になったので、なくなって

しまってから、少し不安である。緊急時に相談できるような機関があると良い。乳幼児の医療費

無料は非常にありがたい。  

産後の悩みが相談できる場がもっとあると良かった。 

頼りになる相談相手がいないです。わくわくで育児相談をした際も、どうしたらよいかわからな

いと話しているのに、「お母さんの思う通りにすればいい」と返されて、相談に行った意味がな

いと感じてがっかりしました。もう少しまともな解答をくれる方が相談役になって欲しいもので
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す。 

働いている立場からすると現在のサービスというのは、働いていない人向け、平日に行われる事

が多い。土、日、祝日に開催されるものもあってもいいと思う。働いていると相談できる時間も

限られ、平日は全く…。土、日にお願いします。 両親の親（祖父母）は遠方にいる為、頼れる

人は近くにいない。話をきいてくれる人がほしいです。 

家の状況を分かった上で、相談を受付してくれる相談員が欲しい。また仕事をしているので、時

間も毎日とは言わないものの、遅い時間までやってる日ももうけてもらいたい。 

・相談しやすい環境。 ・情報の共有。 ・孤立しない環境。 

どんなささいな悩みでも気軽に相談できる場ばあればよい。発達の悩みなどになると、祖父母、

友人など身近な人には逆に相談しにくかったりするので、プロの人に聞けると良いと思います。 

夫の仕事が忙しい等の理由で夜中に子供が病気になった時が一番心細いです。実家も遠いので、

緊急の時に頼れる存在があるといいなと思ってます。例えば、介護の場面ではケアマネージャー

という存在があります。24 時間何かあった時に連絡が取れて援助を受ける機関がある、何かと

総合的に相談にのってくれる存在は、幼児期には必要ではないかと思います 

子育てに関するアドバイス。 

幼稚園に入った後も、相談員の人に継続的に相談にのってほしい。 

子育てで、うまくいかないことなどを聞いてほしい。 

気軽に相談できる人も居るのかもしれませんが、性格上、迷惑をかけてしまうと思い、いつも、

相談できずに 1人で悩む時がほぼなのですが、娘の検診でわくわく健康プラザに行った時、保健

師さん？に話を聞いてもらえたのがとても助かりました。 

ただ話を聞いてくれる（うなずいて、共感してくれる。ほめてくれればなお良い）。解決策を与

えてくれなくてもいいから（むしろ求めていない場合も多い）気軽に話せる人がいるといい。 

土日に利用できる育児相談・妊婦向けの母親学級。 

今、現在の新しい知識を持っている人からアドバイスをもらいたい。 

もっと家庭訪問を増やして欲しい（希望する人のみで）。 

入園前は双子ということもあり、小さな子供を 2人つれて外出することすら難しく、ずっと家に

こもりっきりで辛かった。入園後は保育士さんやママさんたちとも情報交換できたり自分の時間

がとれるようになったので、入園前のサポートがあるといいなと思う。 

初産と経産婦でサポートのしかたを変える必要があると思います。4ヵ月、6 ヵ月健診なども同

様です。 初産と経産では悩みが違います。それぞれに必要なサポートがあってほしいと思いま

す。出産後に、助産師さんが、何か心配な事は？ と聞いてくれます。たいした悩みはないが、

○○が心配と言うと、カウンセリングや相談室を紹介されたりして、「そんな大げさではないの

に…」と思った事があります。1対 1より、同じ頃に出産したママ達（例えば健診の待ち時間で

も）が、お茶を飲みながら話ができたりすると、小さな悩みがなくなるのではないでしょうか。 

子育てをしていると様々なことに直面します。何かあった時、気軽に話を聞いてもらえたり、相

談できたりする人や場所がもっとあればよいと感じます。  

子育てに関わる情報の交換、相談等。見守り。悩み相談。 

メールでの相談などできる環境 
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悩みや不安に思うことを、気軽に相談したい。 

悩み事の相談ができる。 

育児相談、子育て相談を土曜日にも行ってほしい。働いているからこそ悩みも多くなるのに休み

をとらないと利用できず、つらいです。 

子育て中というのはどうしても孤立しがちだと思います。特に最初の子の時はどこに相談したら

いいのか、どういったサービスがあるのかもわからず手さぐり状態だった様な…。子どものこと

に関してここに相談すれば解決できるような、人 or場所があればいいかなと思います。例えば

…児童館の中に“子育てコーディネーター”のような人を配置してみる。など…。子どもの発育

のこと、保育のこと、など…。そのコーディネーターが解決するのではなくて…行政のどんなと

ころに相談すればいいのかつないでくれる人がいたらいいと思いました。 

親が精神的に疲れた時に相談に乗ってくれたり話をきいてくれればいいと思います。 

電話で相談できるサービス。子育て広場での相談所。 

健康相談を気軽に聞ける（電話などで）窓口。できれば医師や看護師。 

悩んでいる時など経験談など支えて相談できる場があればよい。 

 

【情報提供】 

 

実家が遠方な上、自身の両親は仕事をしているため預けにくい。 地域の支援センターなども利

用したことがない。引っ越ししてきたばかりでわからないことが多い。 

幼稚園、保育園、どちらかに入っているのがあたり前になっているのだから、園に入るための準

備や流れを通知してくれるといいなと思います。身近な人に聞くしかないし、東久留米市、小平

市で幼稚園を探すと、私立幼稚園しか見つからず、願書の提出や、面接があり、しかも同じ日に

願書の提出、面接が行われているので、一つの幼稚園しか受けられず、落ちたらどうしようと不

安になります。そういう不安を入園前に 3才児検診などの時にでもやわらげるような話をして欲

しいです。 

情報。 

市内に限らず近隣の遊べる場所や預けられる場所などの情報提供。 

子育て事業に関する情報をわかりやすく市報などに載せて欲しい。 

子育ての関する情報を定期的にポストインしてもらえると子育て支援事業に興味がもてたり、タ

イムリーに情報を知ることができると思います。意外と子育てにおわれていると後から知ること

が多いです。広報もチェックしていますが、もっと子育てに関わることをまとめて、詳しくおし

えてほしい。 

緊急時や用事の際に子どもをみてもらえる環境、日常的に相談できる環境は不可欠だと思う。頼

れる親族や知人がいる場合はまり問題はないので、それがない人へのサポートが重要だと思う。

行政もサポートしてくれようとしているのだと思うが、わかりづらい（広報でも載っているが特

に目立つわけでもないので…）。行政もサポートしてくれるのだというアピールが大切なのでは

と感じる。例えば検診や予防接種のお知らせと一緒にサポートに関するチラシも同封するとか

HP 上に目立つように掲載するとか。あと、行政のサポートはよほど困難な状況でない限り受け

られないのでは…？という先入観やイメージがあるので、もっと身近に気軽に利用できればなあ
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と思う。 

現在、どのくらい待機児童がいるのか、東久留米市は保育園、幼稚園はどのような状況なのか、

市報等で知らせたり、教えてもらえるとありがたい（小さい子がいるとなかなかパソコンでホー

ムページをみたりすることが難しいので）。 保育士や児童館の方に相談、というのは子どもが

たくさんいたり、見てなくてはならないので難しい。どこで相談等ができるか、情報をもっと発

信してもらい、開設時間は短くてもよいので、場所をたくさん設定してもらえると（誰でも歩い

ていけるような距離に）うれしい。 

いつも子ども中心で仕事に向けて何もできないので、ママ向け再就職イベントやお話を聞く機会

があれば利用したい。子育て情報をメール配信などで多くの人の目にふれるようにしてみるのは

どうでしょうか。 

当日すぐに迎えてくれるこども園とか、当日見てくれる所がわからない。 

幼稚園、保育園、認定保育園、又はその他の保育施設に通園させている家庭に対し、現在どの様

なサービスや手当があるのか説明してほしい。 ・身近な人、近所の人のサポートは必要ないで

す。 

子供が 2人目になると予防接種などわからなくなるので、そのつど連絡やわかりやすい日程表な

どあればうれしい。 

乳、幼児が避けた方が良い食べ物の指南、案内。子供の急病時の TEL案内（専門家による）。 

保育園等に預けていれば子育てのアドバイス、情報等が自然に伝えてもらえる環境にあると思う

が、子育て施設（児童館、支援センター等）へ行かない家庭は情報がない状況だと思う。子育て

に戸惑いや難しさを感じている人は子育て施設等に足を運べないと思う。子育て世帯を把握して

いるのならば、各家庭宛で“お誘い”の手紙を出す等してもらえると足を運びやすくなると思う。 

新制度や、変更がある場合に、そのことを早く情報提供して欲しいです。 

病院などの情報提供。 

子育て支援に関する情報や、保育園などの空き状況をもっと積極的に知らせて欲しい。 

子ども同士の交流の場や、イベントなどの情報がネットなどで気軽にわかればありがたい。 

 

【児童館・子どもの遊び場所】 

 

子どもたちが十分に遊べるスペース（公園・広場など）、など、見直してもらえたら嬉しいです。

特に小山は、児童センターからも遠く、公園もないので、小学生くらいの子どもたちが走りまわ

れる所がありません。友だちと外で安心して遊べる場所があると、親としても外に遊びに行かす

事ができますが、やはり場所がない為、家での遊び中心になりそうで、個人的には、空き地など

の草刈りなど、定期的にして広場として使用できるようにしてほしいです。 

くぬぎ児童館が無くなると、日常的に遊びに行ける場所がなくなります。お年寄りのグループホ

ームの一角に幼児が遊べる場所をつくる等、何か他の案を考えたら良いと思います。  

気軽に、いつでも利用出来る充実した児童館があると、うれしいです。東久留米市内にいくつか
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ありますが、幼児向けがあまり充実してないので、清瀬や新座まで行ってしまいます。 

子どもが幼稚園や保育園に入ってから、一緒に遊んでくれる子どもがたくさんいれば嬉しいの

で、子ども同志を安心して遊ばせられる施設。 ・保育士のように、子ども達と遊んでくれる大

人。お兄さんお姉さん。・子どもが何も気にせず思い切り遊べる森や自然のある場所やイベント。 

公園などで子供達が安心して遊べるよう、安全面に気を配ってほしい。不審者も多く、子供だけ

で公園に行かせられないです。 

子育て中の友人にも就労や職場復帰を希望する人は多かったのですが、待機児童のあまりの多さ

にあきらめた方もいます。また、正規雇用向けだけではなく、週数日のパートでの就労向けの保

育施設がもっと増えれば…。と、思います（特に幼稚園、未就園年齢対応で）。 子どもが幼稚

園に入園して以降、時に感じたことですが、市内に空き地同然の公園が多すぎ、税金の無駄遣い

に思える。子どもが思いっきり遊べる、魅力ある公園作りを目指してほしい。また、わくわくや

上の原も素晴らしい施設ですが、もう少し対象年齢を上げた施設が欲しいです。清瀬市のころぽ

っくるは理想的です!!（赤ちゃん～高校生まで利用可。図書、飲食スペース、体育館あり、水遊

び場あり、室内外遊べ、駐車場まであり!!） 児童館のイベントが幼稚園児くらいの対象年齢の

ものが極めて少ないのも残念です。 

公園施設の整備・拡充。 

お友達があそびにきても、ご近所の人の目が気になる時があるので… うちからだと、近い公園

が六仙公園なので、六仙の内容をもっと、子どもむけの遊具を設置してもらい、もっと、幼・小

の子たちが一緒になって人間関係・上下関係が築ける場になってほしい。もっと、人と人とのふ

れあえる東久留米になってほしいので、公園に行政の人たちに出入りしてほしい。 

遊びやすい公園を作ってほしい。 

子供同士で遊べる場所。外遊びも、「危ない」という声が多く、子供だけでは遊ばせにくい。 

いつも遊ぶ公園などに併設して（児童館でもいい）欲しい。子供も先生や場所に慣れていれば安

心していられる。 

近くに安心して遊ばせる事のできる公園が欲しい。 

児童館など施設を増やしてほしい。 

自宅周辺に（歩いて通える範囲）児童館がない。滝山やくぬぎまで足を伸ばすこともあるが、自

宅近所の子供と知り合うことがなく、幼稚園で一緒になっても小学校の学区域が違うことがほと

んど。自宅から近い子育て支援センターに行った事があるが、上記の児童館の様子とは全然違う。

入りづらい。今は今の自宅へ住んで何年も経つのでお友達もたくさんでき、そういうお友達づく

りの目的で積極的に児童館へ！とは思わないが、引っ越ししてきた時ほど思っていた。 

人に子どもを預けることをあまりしたことがないので、これからも周りのサポートにあまり当て

にすることなくやっていきたいと思う。自分の考える、理想？というか、こうしたいという接し

方を、たとえば行政の施設などでやってもらいたいと思っても無理があると思う。あと、どのよ

うなサポートというよりも、子供を連れていきたいと思う場所を充実させてほしいと思う。児童

館に遊びにつれていきたいと思っても、特にこれからの季節、インフルエンザ等のことを考える

と連れていくのをしぶったりもしてしまいます。周囲のお母さんとも話すのですが、あまり体調

がよさそうではなかったり、ひどいせきをしている子が遊んでいるとうつらないか少し心配にな

ります。手洗い、うがいのマナーだけでなく、そういった保護者へのうながしも考えてもらいた
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いです。元気な子どもを不安なく遊びに連れていける施設の充実を希望します。 

公園を増やしてほしい。 

息抜きや、ちょっとした相談ができる、気の合う友人が周囲にいるので助かっており、人的なサ

ポートは特にこれ以上望んではいないが、近所に子供をのびのび遊ばせられるような、遊具のあ

る公園や、子育て対策施設があればより良いと思う。現在住んでいる所には、遊具のある公園が

なく、ボールも使用禁止なのでほとんど利用していない。児童館等も近所になく、自転車等で連

れださないとならないので、不便だと少し思う。 

児童館がそばにないので近くに昼間、同年代の子供たちと関われる場所が増えてほしい。 

子供を遊ばせるサポートをしてもらいたい。例）○○公園に△曜日 10:00～11:00まで、1才～3

才児を集めて集団遊びをする会。児童館もよいが、子供は外遊びが大好き。外で他の子と体を動

かすことが幼児期には大切だと思うが、なかなか公園に多数の同年代の子供が一時にいることが

ないので、機会に恵まれない。 

下里には、公園や児童館がないので、もう少し小さい子どもが遊べる所をつくってほしいです。

例えば、東村山にあるコロコロの森みたいな施設がほしい。あとは、ゲートボール場があるのに

子供が入れないのが…。いない時や、つかっていない時はボール遊びや鬼ごっこなどをさせて頂

きたい。下里は子育てに不向きだと思います。 

“人”のサポートでなく、公園や子供を遊ばせる場がほしい。児童館もあるが車を置く場もない

ので、利用しづらい（六仙公園も駐車場がない）。 

子どもが数人いる場合、1 人が病院に行く時に、残りの兄弟は外に遊びに行きたいので、病院に

はついて来ないけど、病院が長びいて、夕方まで家の戻れない時とか、子どもが心配なので、病

院から戻るまで、子供が遊んで待っていられる場所があるといいなと思ったりする。 

児童館など、小さな子供が遊べる場所。 

子どもが未就園児だった頃、近所の児童館をよく利用していました。児童館の先生方や、講師の

先生や助産師さん等、子育てによいアドバイスをしてくれたり、そういった場所や会を提供して

くださりとても助かりました。 

 

【補助・助成】 

 

高校卒業までの授業料無料化。 

金銭的サポート。 

幼稚園の助成金がもっと上がること。 

身近な人からは、身体的、精神的サポートで行政からは金銭的サポートがもっと充実したものに

なって欲しいです。医療補助が小学生から年収の上限があり、うちは受けられません。高い税金

を払っているのに理不尽な思いをしています。 

保育料の減額。 

医療費について。税金を毎月約 22 万払ってます。それなのに、東久留米市は制限があり、小学

生から医療費が無料でなくなります。ですので、23 区に小学生までに引っ越しをしなければな

りません!! 

子供が小さいと母親は働きにくい為、幼稚園にかかる費用を安くしたり補助の金額を上げてほし
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い。  

無認可保育所利用料の補助。 

高校生まで医療補助が必要と思う。 

母子手当は生活にとても大切な為、本当に助けてもらっています。 

幼稚園にかかる費用の補助をもっと大きくしてほしい。 

予防接種の無償化を広めて欲しい。 

1番には金銭的なサポート。手当て等はあるが、私はシングルで子育てをしていて、保育料、市

都民税など支払えなく、借金も増え、生活も精神的にも全て悪循環になってしまう。食費も残ら

ないような中で子供かかえて生きていくにはきびしすぎる。どんなに働いても、子供といる時間

がなく、追い込まれても、金銭的な事だけは人にサポートの手をのばせない。どう計算したら、

保育料や税金がこの金額になるのか理解できません。決定した金額に対して、再検討を申込みで

きて、現状など具体的に相談できるシステムがほしい。そこから再度、金額が決まる様な形はで

きないでしょうか。不正に受給する人も多いと思うので、こういった申込みに各ローンや支払い

状況の分かる書類等を持ち込んでの相談には対応してほしい。 

 

【周囲との交流・イベント】 

 

実家が遠方にあるため、子育ては主に母が一人で行っています。ファミリーサポート等には登録

し、いざという時は利用させてもらいたいと思いつつ、なんとなく一人で踏んばってしまう状況

です。サポート、という意味とはちがってしまうのですが、地域の方々、特に高齢者の方々（在

宅している方もおおいはず…と思うのですが）とのふれあいがないなあ…と感じています。児童

館などは利用させてもらっていますが、どうしても同世代ばかりになりがち。子育ての先達の

方々とふれあう機会は、親子にとって得るものが大きいように思います。たとえば、市内の高齢

者施設の一室を、子育て中の親子も利用できるよう開放したり、ふれあいデーを設けるなどはど

うでしょうか？ 吉本隆明も、最晩年の著書で、「老人にとって、幼い子とすごす時は楽しく、

必要である」というようなことを語っていました。地域に知り合いがふえれば、閉塞感を抱きが

ちな子育ての質もたかまるように思います。 

子育て中は、外へ出て人を話をするだけでリフレッシュできるので、気軽に話をできると良い。 

週に 1回、もしくは隔週に 1回、集まる場所があれば、近所の知り合いも増えると思う。  

妊娠中参加した母親学級で、家を行き来し育児不安の解消ができる良いママ友に恵まれました。

乳児期、外出可能になったら、同月齢の子を持つ親と知り合いになれる機会をつくってもらえた

ら嬉しいです。 

1才以降も同じくらいの月齢の子と遊べたり、集まれる会を開催してほしい。 

住んでいる地域では自治会のようなものに所属していないので、災害時などに不安を感じていま

す。 同年代の知人だけでなく、幅広い年代の人たちと交流の機会があればよいなと思っていま

す。 
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わくわく健康プラザや、児童館をよく利用させてもらっていますが、1才児のイベントや、つど

い的な物が少なくて困っています。わくわくは主に 0才児まで、児童館のつどいは、2才からが

ほとんど。もっと気軽に行けるイベントやつどい的な集まりを増やしてほしい。わくわくは遊び

やすいですが、常に、先生的な方が、部屋にいないので、少し、相談やおしゃべりをしたいと思

っても、話す人がいない。わざわざ 1才児のイベントも、考えてほしいと思います（以前、三鷹

市に住んでいた時は、保育園の 1室を毎日開放し、常に話し相手になる先生がいらっしゃいまし

た。0～3才までの子供が、ゆっくり遊べる場を増やしてほしいです。 

0歳の子供と一緒にママ達が集まれる場所がもっとあると…。子育て支援の場も…。子供と一緒

にのんびりできるカフェなどあるとうれしい（わがままを言えば、離乳食などあるとより良い）。 

わくわくプラザで行っている布おもちゃの会のような、無料で親子で参加できる趣味があると、

とても育児ストレス軽減になって嬉しい。ただ、2才にもなると、子供もパワフルになり、なか

なか参加できなくなってしまった。隣のプレイルームで遊ばせながら参加できるなど、ぜひ検討

してもらいたい。児童館で行っているヨガやエアロビクスなども、親子で無料で参加できてとー

っても嬉しいです!!! もっと増やして欲しい。 

同じ年齢・月齢をもつ親同士が交流できる会があるとよい。健康センター以外での実施を希望（地

域ごとなど…健康センターが遠く不便）。 

ありがたかったのが、けやき児童館で行われた、6月生まれの新ママさんのイベントです。近所

にママ友がいなかったので、子どもの様子や日々の悩みを相談できたことがとてもリフレッシュ

できました。孤独を感じていた日々を送っていたので、白黒の生活が色がついたような感じでし

た。このような会は今後も市のサポートで続けてほしいです。 清瀬市のウィズアイのような

NPOもとてもすばらしい考えだと思います。母親達が互いの子どもを見合える関係を作る、そん

なようなサポートを希望します。リフレッシュ講座も含めて（保育有り、なし可）。 

地域で助け合える環境を作る（例：マンション、アパート etc…） 子どもが熱で呼びだし→近

所の方がお迎え又は短時間家保育。逆にお年寄りの方のお手伝いをするなど… 出来ることは地

域内でお互いに助け合えるように、民生委員のように地域ごとにリーダーを決めて行う。 ・近

所にどのような人が住んでいるのか分からないので知りたい。同年代の子と遊ばせたい（保育園

に通っているので、休日など）。 

同い年の子供を持つ親が集まれる催し（食事会等）があれば、近所の人とも仲良くなれると思う。

特に未就学児を持つ親は家にひきこもりがちなので、気分転換のためにもこういう催しは必要だ

と思う。 

近所の公園やスーパー、薬局でイベント。市の施設も良いけれど、私はあまり積極的に行く気に

なれなかった。普段、行くところなら、子どもや母親同士、新たな出会いもあると思います。 

子育てには悩みがつきものですが、母親自身も子育てに追われて時間がなく、自分の時間が少な

くて、ストレスをためている。育児相談も大切だけど、母親に対する交流の場があるとストレス

解消になるのかなと思います。子育て応援券みたいなもので、ヨガ、料理教室など…。 

どれだけ子供がかわいくても、やはり 24 時間 365 日一緒では息がつまります。児童センター等

のイベントで、少し子供と離れてママだけでゆっくりお話やお茶ができるリフレッシュ効果も大

きいのではないでしょうか？ 子供と一緒に楽しむイベントはありますが、講座やセミナーのよ

うなもの以外、ママだけの催し物は少ない気がします。 
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1人で子供とだけずっと過ごすのは、やはり精神的にも疲れが溜まります。かといって毎日子供

の為に出かけるのも疲れます。やっぱり、1～2 週に 1 度、実家に遊びに行けるのはすごく助か

っています。あまり預けられなくても、自分の話し相手がいるだけでずいぶん違います。子供達

の歳が同じママ友も、同じような悩みを色々話せて大切です（サポートと言うのかわかりません

が）。 

たとえば…健診がそれぞれの小児科で行っているが、3ヶ月健診の時のように集団で、プラス離

乳食講座もあり、という形にしてほしい（行政担当者というより行政に対して。センターで講座

や教室があっても、強制でないと気持ち的に行く気が起きない。広報誌では、いついつどこでや

っているとあるが、個別に合ったイベント参加の有無を聞いてほしい。センターなどは、初めて

のママ達は行きにくい傾向にあります。または、小規模の地域の集まりを開いてほしい）。例え

ば小山町＋永川台＋…とか。 

父母ともに、実家が遠く、保育園、父母だけで子育てをしているので、子どもの社会性の育ちが

心配になる時があります。また、頼れる人が近くに全くいないので、自分が病気の時は、本当に

つらいです…。気軽に少しだけ子どもをみてくれる人がいれば…といつも思ってしまいます。本

当はご近所づきあいをして、そのような関係を作っていければ良いのですが、日中は仕事をして

いますし、もともとの地元の者ではないので、今更、町内会などに入っていく勇気もありません。

本来、子育てというのは地域で行っていくものだと思いますが、なかなか実現する場所がありま

せん。子どものためにもそういった環境を作りたいのですが…。行政で、地域の人々との交流の

場は作れないものでしょうか。高齢者、町内会と限定されるものではなく、誰でも気軽に集まれ

る場所のことです。気軽に世間話をし、困った時はお互いに助け合える、そのような関係を作れ

る場所がほしいです。 

幼稚園が近所でもバラバラなので、小学校にあがる前に、ご近所などで、一緒に入学する子や近

くの子がわかり、交流できるような機会があればいいと思います。 

同じ月齢、例えば 8 月生まれのお友達が集うイベント（他の市、国立市である様です）。同じ建

物内で、ママが他のことをしている間に子供は保育を受けられる様なイベント（しおん保育園は

よくやって下さいます）。ママと子供が無理なくリフレッシュ、楽しめる様なものがあればあり

がたく思います。家から近いことが一番ありがたいです。 

気軽に相談できる人、困った時に手助けしあえる友人がいることと、同年代の子供たちで楽しく

過ごせる場の提供、だと思います。 

子連れで参加できるものをもっと増やし、息抜きの場所が欲しい。 

地域の集まり 

子供が赤ちゃんのうちはもっとお母さんへの声かけをしてほしい（電話で 1ヶ月に 1回とか、出

産前の母親教室を出産後も 2、3回やるとか）。赤ちゃんが小さいうちは悩む事も多く、社会との

分離感が強く、不安も多い。 

町内、○丁目内での未就学児のつどいの場。引っ越してきたので、近所の家庭との交流が少ない

ので、自分の町、丁目内で、同じように子育てをしている家庭があるのかなど、気になっていた

ので。 

公的機関（バスなど）に乗る時にベビーカーで乗りやすくして欲しい（設備や周りの理解）。 ・

昔のような、一歩踏み込んだ近所づきあいがあると、困った時の相談など出来たり、子育て中の
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孤独感が解消されていいのではと思いました。 

子連れで参加できるイベントをもっと色んな所でやってほしい。わくわく健康プラザも遠いので

行きづらい。なかなか参加できるイベントがない。 

家から徒歩 5分圏内に子育て中のママと子が集まれる場所があると行きやすい。児童館や支援施

設は遠くて行けない。 

もっと、家族のような感じです。東京の人は、さめたような、つめたい感じがします。隣近所の

人とも話をしないし、だれが住んでいるかも、わからないです。 

我が家は比較的恵まれた環境なので、特に必要としていないが、もっと親同士、子同士が集える

場が欲しい。 

どうしても子供の面倒を見てもらいたい（預かってほしい）時に、預かってくれる人と預けたい

人をマッチングするサービスはあったように思いますが、子供の人見知りや、その時だけ急にあ

てがわれた人に預けるというのは不安があります。 日常的に、赤ちゃんや小さな子供をもつ人

と、近所に住んでいて、こういう子供を預かってもいいと考えている人達がふれあえることがで

きれば、そのふれあいだけでも気楽だし（うちは核家族で、子供が日常的に接するが我々夫婦だ

けなので、それでいいのかと常々ギモンがあるため）、何かの際、預けやすくて心強い。 ・子

連れで働ける仕事を作ってほしい。あっせんしてほしい。作るより行政から民間に働きかけてほ

しい。子連れで職場に行くことで、母親としての自分と地域社会、子供と地域社会の接点を作り

たい 

近所に同じ歳くらいの子供がいるというのが幼稚園に入ってから気が付いたので、近所の人で集

まれる会というのがあると、ご近所での交流があっていいと思います。 

定期的に家に行って話をしたり、地域で集まる時間をつくったりしてもいいと思います。 

柳窪周辺にはあまりないので、10小なかよし広場のようなものが、たびたびあればよいと思う。

月 1 回では少ない。体調が悪くてなかなか行けないので。 2～3 ヶ月に 1 度、ハガキが届くと

良いと思う。今、出産した産院で登録したメルマガが、3日に 1度届くのですが、今は○ヶ月だ

からこのくらい成長しています、や、多少ばらつきもあるので気にしすぎないように、等、育児

のアドバイスを読むと、忘れられてない、という気分になります。そこまで頻繁でなくて良いの

で、ハガキで届くと良いかもと思います。 

地域（自治会）の行事などを通してお互い積極的にかかわり信頼関係をつくること。行政は直接

子育てをサポートすることよりも、行事など人と人が交流する場を作ってほしい。 

高齢出産した母が集まれる場があると、育児が楽しく感じるので、児童館に行きやすくなります。 

清瀬市で行っている、ウィズアイのようなものがあればうれしいです。同じ悩みをみんなで分か

ちあえたり、日々、参加してストレスがたまらないようにしています。 

子育てをする上で、悩んでいるのは自分だけではないと、話を共有しあえるような環境、サポー

トがあればいいと思います。 

子育て情報（本や TV etc）も育児用品もとにかく多いので、具体的で雑談的な話（寝かしつけ

のコツや離乳食のことなど）、体験談がやっぱり聞きたくなる。 ・同じ月齢、近い地域で定期

的に集まる会を市がサポートして欲しい（世田谷区ではプレママ教室でグループ分けし、友人作

りをサポート。生まれた後は、同じ誕生月のベビー会があった。情報交換が具体的になるのでと
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ても良かった）。 

子育てでお母さんたちが 1 人で育児してる様な社会で取り残されてるかの様な気持ちを吐き出

せる所がほしいです。 

児童館での子供向けのイベント 

場・機会の提供。近所で友人を作るチャンス・イベントがもっと欲しい。わくわく健康プラザで

時折やっているのは知っているが、大門町からは遠く気軽には行けない。けやき児童館はあるが

ベビーマッサージの申込が人気で困難など、結局あまり行けていない。できれば何度かセット（全

○回など）の講座・教室があると良いです。 

子どもやママ友が気軽に集まれる安全な場所がたくさんあると嬉しい。 

0 歳児～1 歳の頃は、家にこもりがちなので、親子で参加できる、外に出る、きっかけとなるよ

うな楽しそうなイベント、ベビーマッサージ、ベビーヨガ、育児相談とお茶会、親子コンサート

などのような、いろいろな企画を無料で参加できるといいと思う。 

 

【家事援助・送迎援助】 

 

母親が体調不良で動けなくなることが多くあったので、動けなくても頼むことができるサポート

体制があるとよかった。ファミリーサポートは一度面接に行かねばならない。保育園（一時保育）

も面接があるし、電話での予約が取れなさすぎて、結局なんのサポートも受けられなかった。 

生まれたばかりの子供がいる時に、買い物を毎日（または 1日おき）に代わりにしてもらえるサ

ービスがあるとうれしいです。 

買い物の代行サービス（ネットスーパーは送料がかかったり、商品が限られる為）。 

・親が体調などの良くない時（外出の出来ない時など） →子供のお世話をお願いして 1人で病

院へ行けるようにサポートして頂けたら助かります。 →代わりに薬や必要最低限の食糧などを

購入してきて下さるようなサポートがあれば良いなと思います。 

産後 1ヵ月の家事のサポートがほしい。 

保育園にも雨や曇の時だけでよいので、送迎のサービスがあるとよい。 

保育園の送迎が大変なので、補助してくれる機関がほしい。 

子供が小さいと、とにかく移動が大変です。自宅からは、わくわく健康プラザなどは行きにくい

ので、参加したくても、なかなか行くことができません。もしできることならば、自宅近くの児

童館あたりまでの送迎バスなどがあると、本当に嬉しく、子育てをもっと楽しめるのに…と思い

ます。 

我が家は車がないので送り迎えは自転車です。タクシーは肝心な時つかまらない事が多いです。

送迎サービスなど、そんなサポートがあると助かります。 

仕事で宿泊がある時や、急に遅くてお迎えに行けない時に手伝って頂けるのが 1番ありがたい。

また、子供に色々なこと（おけいこ事 etc）をさせたいが、自分の時間のやりくりが難しいため、

そのようなサポートがあるとうれしい。  

保育園の送迎（ワガママだと思いますが）。 

病気で子供が早退しなくてはならない時、迎えに行って見守りしてくれる事業がほしい（病院に

つれてくのは難しいでしょうか）。 
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緊急時、幼稚園への送り迎えをしてもらうなど、どうしても親が子どもの面倒を見られない時に

気軽にお願いできると助かる。ただ話を聞いてもらえるだけでもストレス解消なると思う。 

身内の様な立場の方であれば子供がカゼを引いた時の買い物の代理や、自身が倒れた時（カゼ等）

に家庭内サポートがあると嬉しいです 

子供の送り迎えなど、長時間のシッターではなくても、スポットで利用できるサポートがあると

助かります。習い事等も、共働きではさせてあげられないのが現状です。 

体調不良の時家事をお願いできる。 

 

【その他】 

 

子供の年齢に応じた子育て講習会 

減税（住民税）。小さな役所、小さなサービス。 

駅前等、利便性のあるところに施設を作って欲しい。わくわくプラザに通うのは大変。 

予防接種の紙を、わくわく健康センターまで取りに行かないといけないことがあるのですが、な

ぜ市役所で取れないのですか？ 

サポートはいらないので税金免除等がうれしい。 

子供の身の周りの世話（お風呂、トイレ、ねかしつけ）をしてくれるとうれしいです。 ・子供

の躾、幼児期の勉強を教えてほしいです。 

必要な時に相談できるようになっているので、見守ってくれれば充分だと思います。 

一緒に遊んでくれるお友達がいる事がいちばんのサポートだと感じます。 

もっと、子供達が学べる施設を増やして欲しい。 

仕事を持つ父母が早く帰宅できるような働き方ができる社会 

父親がもう少し子どもに関わる時間があると良いとは思う。他はサポートは満足している（近く

に母がいるため）。 

幼稚園児や低学年対象の自転車教室など。 

もっと子供の目線になって、市の森林などを考えてもらいたい。まだ、歩き始めた子にとって、

川のまわりをお散歩できるのはいいと思ってます。ですが…川の橋、頭がとおり抜けられたり、

道の草など通行のじゃまになっています。 

してはいけない事をした時に身近な人には注意してもらえるのがうれしい。助かる。 

気軽に話ができる環境があるといいと思います。 

東久留米はとにかく子育て支援がひどすぎる。児童館は周りにない。保育園の数も足りない。フ

ァミリーサポートも他の市より頼み辛い。わくわく健康プラザなんて活用できてるの？ あんな

に大きいのに、楽しそうなイベント一つもない。 

イベントなどを利用して相談したり、他の方と交流するのもすごく良いと思いますが、私は何で

も話せる両親や友人との交流がいちばんのサポートになっています。 あとは、定期的に子供の

様子など子供に関すること、その他に心配ごとや不安がないかをうかがうようなお便りがある

と、実際には何もなくても、少しの安心感があるのではと思います。 

市健康課まで送迎バス等があると助かる。又は市役所で対応して欲しい。 

通学・通園の道の安全確保（何度も市に訴えていますが、一向に改善されません。警備を置くと
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いう約束も守られません。事故も連続して起こっている道なのに。滝山公園通り）。 

行政からの支援を今以上に充実させて下さい。 

学費を無料にすれば良い。 

保育園等、調べれば（事前には予約などすれば）いろいろ活用できる施設があるので市のサポー

トは十分だと思います。ありがとうございます。周囲のサポートとしては、お手本となるような

「子ども」が少ないと思います。このまま近所の小学校に行かせて良いのか不安になります。夜

の公園（汽車ポッポ公園、東口公園、西口公園）などで遊んでいる（びんを割ったり）中学生ぐ

らいの子どもが多いとよく耳にします。なぜパトロールがないのか不思議です。 

金銭的な事はもちろんですが（行政に対して）、東久留米市のサポートをもっと充実させてほし

い。 

行政が補えない状況もしくは時間で、民間企業の力で、より子育てにサポートできるシステム導

入（行政は融通きかないので）。 

市役所窓口が月 1回でも時間外受付してくれるとよいと思う。保育園提出ができるのは非常に助

かっている。 ・子供が複数いると、春には何度も住所と生年月日と…と書類書きが重なって大

変。せめて市役所内（学務と保育）くらい連携できないか？ 

乳児の事故（誤飲やケガ）の応急処置の仕方が学べる場がほしい。 

小学校、中学校ともにいちばん近い所に入学できること。 

やはり、子育てにはお金が多くかかる。特に幼稚園の毎月の保育料、入園金だけでもきびしいで

す。仕事を始めるにも、熱を出した場合などを考えるとなかなか前に進めません。祖父に預ける

のも、病気の時にうつってしまうと気を使うし、子どもも母親でないとぐずってむずかしい。 

年子の 2人の子供の世話をしているが、その忙しさは口で言い表す事なんてとてもできない程の

大変さで、かと言って預けたい、頼りたいとも思っていない。すごく忙しいけど、長い人生のほ

んの一瞬と思う。小さい子供を持っていれば誰もが通る通過点だと思う。ただ、本当に何も出来

ないので困っている。最低限の家事と 2人の子供の世話で 1日が終わるので、子供が寝てくれた

後だけが唯一自由な時間。元々、仕事をしていて、出産を機に辞めてしまったので、再就職を考

えているが、環境的にむずかしい。仕事探しのサポート（仕事が決まるまで）をしてくれる機関

が欲しい（母親専用の）。 

幼稚園入園前の子供達がプレ的に通える所がたくさんあると良い。少ない気がする。児童館だけ

だと物足りない 

同居の親から、母親の私が必要なサポートをしてもらいたい。今）親からできるサポート（家事、

育児の補助）をして、「これだけやってあげてる」 希望）私がして欲しいサポート（上の子と

2人で散歩など）をしてくれれば良い。口を挟まなければ家事等は自分でこなせる。  

塾みたいに学習できて、分からない所も教えてもらったり、と習い事と預かりが一緒にできる所

が欲しい。今、他地域でもある、英語でのお預かりみたいなことも…。働いている親の子供は習

い事がしにくいとか、兄弟がいて送迎が大変とかあると思うので、預けるだけでなく、何か学べ

たらいいなあと思います。 

祖父母の育児休暇のような制度。 
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離乳食を作ってくれるもしくは、教室などあれば良いと思いました。自分の経験からの話ですが、

離乳食の作り方教室がいつも定員オーバーで行けなかった。なんとなく口でこーすれば良いとか

言えると思いますが、もう少し具体的に話をきけたり、実践したりできる会があると良いと思い

ました。それは離乳食にかぎらずだと思いますが…。 

仕事の休みが取りやすい環境になれば良い。小さい子供がいることを全く考慮されていない。 

2 人目だから、こつがわかり、てきとうに手抜きをして育ててますが、1 人目の時はすべてがわ

からず、特に発達やしつけ（おこりかた・子供同士でもめた時のやりとり）などで悩みました。 

子の看護休暇をもっと周知させて頂きたい。 ・市場原理として、子どもを育てる意欲が湧くよ

う政策立案してほしい。  

教育のサポート。 

身近な人で、子供の遊びや勉強のサポートがあるとよい。 

行政には保育園を突然民営化するなど勝手なことをして子供の環境を変えようとしているので、

それをやめてもらいたい。こういったアンケートをやって子供のことを考えるのであれば、環境

の変化がどれだけ負担になるかわかるはず。 

父親教育を強化してほしい。 

氷川台から乳児健診等でわくわく健康プラザまで行くのはかなり大変、市役所で開催してもらえ

ると助かります。以前、この宛名の子のポリオ生ワクチンは市役所で接種したのでできないこと

はない筈と思いますが。 

・これからは、祖父母に頼らないサポートが主流になることを希望します。・曜日（土・日など）

に限定されないサポート体制を望みます。 ・保育園に預けて、母と 2人でいたときよりも子供

がのびのびイキイキしたことを実感しています。今後は、働いている人も働いていない人も 1才

～預けられる選択ができるサポートがあったら子供も父母も楽しくすごせ、保育士の仕事も増

え、とても良いと思います。 

前から比べると子育てを支援する施設がずいぶんと増え、児童館で遊ばせたり用事の時に一時保

育を利用できたりとずいぶん助かっています。 

・住まいのエリアは高齢者が多く、子育て中に伴う子どもの泣き声や遊び声も非常に目立ってし

まい在宅するのも肩身が狭い。高齢者の方々へ子供は昔とは違い「地域で育てるモノ」という啓

蒙活動をして頂けたら幸いです。 ・子育て相談等は活用してみたいとは思いますが、子供の発

育や家庭の内情もお話せねばならないので相談員の方の個人情報の取り扱いがきちんと教育さ

れているのか気になります。 

子育て支援施設はだいたい交通の便が悪い所にあるので、コミュニティバスを運行してくれる

と、行きやすい。 

土日祝で子供達が遊べる場所や見守るボランティアの方（幼少～年少位）。 

夜間救急の充実化を図ってほしい（以前、救急車を要請した際に受け入れ先が決まるまでに 30

分位かかったので）。 ・以前から市でアンケートを行っていますが、全く反映されていないの

で、今度こそ、ただアンケートを行うだけでなく、きちんとやってほしい。都立清瀬小児病院が

閉鎖されて、緊急時、受け入れ拒否が、あたり前のようにあるので大変困る。以前、大事には至

らなかったが、実際、何かあった時は、府中だと間に合わないので。  

夜間まで行政サービスを行ってほしい（19時～24時）。その分、全員の給料を下げる。 



29 

 

定期健診での、専門家にチェックしてもらえる体制にとても安心感を感じました（0 才～3 才ま

で）。3 才児健診以降は、小学校に入るまで行政での定期健診が無いとのことなので、少々不安

に感じております。  

パーフェクトにサポートしてもらっていて、いつもあたまが下がります。それが有っても、子供

育ては大変で、夫婦二人ではとてもではないけれど良い子育てができないと感じています。子育

てに直接関係のない人々・社会の無関心や冷たさがいつも、子育ての大変さを増していると思い

ます。社会的弱者としていつも頭を下げながら、すべての責任を親に求める風潮が、親を追いつ

めていると感じます。社会全体で子育てするという意識がもう少し広まれば良いと思います。保

育園に希望者が全て入る事が出来る…という事は元より、子供に無理の無い働き方が全ての人に

出来れば、ワークバランスや人材確保等に良い影響すると思います。 

一人親に対してもう少し優しい社会にしてほしい。 

近年、物が高くなって、何でも値が上がっています。来年も消費税も上がったら、家の家計もど

んどんきびしくなっています。夫の給料だけ上がらずに夫婦の昔の計画の三番目のこどももあき

らめるしかないですね！ 上の子の幼稚園だけで 1ヶ月がけっこう金がかかって、私もすごくア

ルバイトをしたいですね！ 下の子もちいさくて、保育園も入れることもできないし、困ってい

ます。 

親も子も 1日の時間に追われ余裕が無い事が多い。行政が色々なサービスをおこなっているのは

知っていても実際に利用するのには手間や定員などの多くのハードルがあり、結局利用できない

事が多い。 

集団健診は、健康プラザ一ヶ所ではなく、地域センターや子育て支援センターでも受けられるよ

うにして欲しい。時間帯ももう少し考えて欲しい。 

小さい子供に対してまわりの大人がもっとおおらかでいてほしい（泣き声、笑い声、騒音 etcに

対して）。母たちが肩身の狭い思いをすることなくのびのび子育てできるように地域にそんな呼

びかけのポスターがあるとよい。地域の子供たちを皆で見守り育てる意識を高める。 

予防接種や健康診断の会場がもっと行きやすい場所（会場を増やす）にするか、もしくは何カ所

か送迎バスなどのポイントがあるといい（特に 0～2才まで）。 

今、充実しているので他のサポートを必要としてない。 

小山地区には市の施設がありません。小山地区に一番近いさいわい保育園に気軽に頼れればあり

がたいです（今もさいわい保育園では地域の子どもも参加して良いイベント等ありますが、日に

ち、時間が限定されているので）。さいわい保育園を民営化することでどのようなメリット、デ

メリットがあるのか市民には見えてきません。どうぞ情報を発信してくださいますようお願い致

します。 

税金などをしっかり子育てをしている家庭に役立ててほしい。 

祖父母に預けることが出来ない環境なので、365日、父母以外の大人に預けたことがない。もう

少し年配の方と接する機会をとりたいし、私自身も子供を預けられたらいいなと思う事がある

（無料で）。 

勤務時間の短縮。 
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【特になし】 

 

今のままで十分助けてもらっている。 

今のままで十分です。ファミサポも利用しますが、とても助かっています。 

保育園に行っているため、特にサポートは必要としない日々サポートしてもらっているため。 

環境的に一人親として他の方々よりも恵まれている為、とくにありません。 

今のままで充分です。家庭支援センターの方もとても良い対応をして下さるので助かってます。 

祖父母が近くに居るので考えた事がない。 

今のところ困っていることがないため思い浮かばない。 

地域ぐるみで、何かを行えればいいと思うのですが、働いている身なので、参加もできず。特

に何もありません。 

今のところ、特になし。 

特に悩みはない。 

現状でだいたい満足である。 

今は、祖父母が健在などで必要ありませんが、今後、必要な時が出てくるかもしれません（夫

が単身赴任が多い為）。 

特になし 
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②就学前児童保護者用調査 問３２「最後に、東久留米市の教育・保育環境の充実など、子育  

 ての環境や支援に関してご意見がございましたら、ご自由にご記入ください。」 

 

●回答者数  ５７４名 

●内訳件数合計（分解後の数）１，００１件 

●要素別回答数 

 

 

153 

109 

96 

72 

64 

63 

51 

44 

40 

39 

29 

27 

24 

23 

17 

13 

12 

11 

11 

9 

6 

6 

82 

保育所 

補助・助成 

公園・子どもの遊び場所 

児童館 

幼稚園・認定こども園 

一時的な預かり・ショートステイ 

学童保育等 

検診等 

施設が遠い 

情報提供 

病児・病後児保育 

街の安全 

学校・教育 

周囲との交流・イベント 

延長保育・休日保育 

地域子育て支援拠点施設 

医療機関 

相談支援 

障害児支援 

ファミリー・サポート・センター 

訪問支援 

本調査について 

その他 

【問３２内訳】 

資料５５－２ 
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【幼稚園・認定こども園】 

 

幼稚園のプレで、預かりがあればいいと思う。幼稚園後、園内でプールや英語等、習い事ができるよう

になったらいいと思う。長男はそれを希望していたので清瀬の幼稚園へ入園です。夏期休業中も預かり

があり利用したいと思っても遠く利用できません。東久留米にもそのような幼稚園ができたらいいなと

思ってます。 

幼稚園の質がやや低いように感じております（私立なので仕方がないかな？）。 

来年幼稚園に入園予定ですが、東久留米市の柳窪 3丁目なので、一番近い幼稚園は小平市です。小平の

幼稚園では助成、補助金はでないと聞きました。小平市との協定はできないのでしょうか？ 予防接種

では協定により同様に取り扱ってくれるので、助かっています。 

公立の幼稚園がなく、私立に入園せざるをえない。保育料も制服代など高く、痛い出費となります。公

立の幼稚園があると、とてもとても助かります。 

現在、幼稚園に通っているが、就学前の幼児教育はとても大切だと思うし、色々な経験もできるので、

やはり保育だけではなく、教育を受けることができる幼稚園を利用したいと強く思う。 

子ども園がもっと増えたら良いなと思います。  

私立の幼稚園は保育料が高く、家計への負担が大きい。制服を廃止して、体操服のみにするなど、出費

を減らしてほしい。月に 1万円くらいで済むととても助かるのですが。児童手当も全て家計の足しに回

って終わりです。 

小学校に入るまでの幼児教育をもっと充実させてほしい。 

下里の近くに東久留米の幼稚園がないので作っていただきたい。 

規模が小さな幼稚園が家の近くには無く、保育園の様な手作りの給食でないのが残念。小学校、中学校、

学区関係なく、市への毎年の更新等が無く自由に選べるのが良いと思います。・役所の人間の対応が遅

く、あまり足を運びたいと思わない。 

私立幼稚園しかなく、保育料が高い。 

幼稚園の保育料が高く、通わせるのが金銭面で大変。我が家は補助金が出ないから、2人の子供を通わ

せていた時は、きつかった。 

他の市より幼稚園の補助金が少ない。私立幼稚園は、ただでさえ保育料が高いのにきついです。  

公立の幼稚園を復活してほしいです。 

幼稚園の費用が高く、なかなか生活が厳しい状況が続くと思う。二人目がもうそろそろ欲しいとも思う

が、やはり経済面のことを考えて躊躇してしまっているのが現状です。 働き始めたいという気持ちが

強いが、延長保育（幼稚園の）も 1 学年で 40名のみ利用可能というのも少なく、希望通りに物事が進

まないなあと日々感じています。月 1万円程でまとまった時間、幼稚園でそのまま預けられるシステム

で、人数をもっと増やせるよう頑張ってほしいと思います。 

なぜ下里には幼稚園がないの？ まさか市外の幼稚園に通うとは思いませんでした。 

幼児教育と保育の確保の両方を満たせる点で、認定こども園はとても良い制度だと思います。各幼稚園

が早く認定こども園に移行するよう、市からも助言、援助をお願いします。 

認定こども園を増やしてほしいです。来年幼稚園に入れたらパートに出たいのですが、延長 1時間 300

円かかってしまうので働きづらいなと思います。 
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児童館等は満足しています。ただ仕事と育児の両立は、大変です。フルタイムで働きたくても、とても

たいへんです。10:00～19:00 まで勤務だとこども園のおむかえには、間に合いません。こども園は保

育園と違い、平日の行事（親子での）が多いのでフルタイム向きではないと入ってから知りました。 

認定こども園の幼稚園も、他の地域に比べ少ないと思います。 

幼稚園の預かり保育を実施している園が少なすぎる為、実施している園に集中する事で待機児童が増え

るのではないかと思います。もっと増やすべきだと思う!! 

認定こども園を増やしてほしい。保育園にはとても感謝しており概ね満足なのだが、教育的要素の不足

は施設の性質上否めないため。 

私が通わせている幼稚園では、仕事をしているお母さん達が沢山いらっしゃいます。保育園から幼稚園

へ移動（転入）した方もいます。どうして保育園の方が長く預かってもらえるし、働きやすいのに、幼

稚園にするのかと聞いたところ、教育の面や、お友達同士の関係で、子どものために幼稚園に入園させ

たとおっしゃっていました。 自分は確かに少し働くのに大変なことも増えるけれど、小学校入学前の

幼児期の教育もとても大切で、子どものために必要だと考える親が増えているのだと思います。 現状

では、私立幼稚園の月に払う金額が高すぎると思います。保育園よりはるかに高いです。2人兄弟通わ

せていますが、本当にきついです。 保育園ばかりに目を向けるのではなく、幼稚園にも充実させて頂

きたいところが沢山あります。 保育園を増やすのも大切ですが、保育園的な機能をもつ幼稚園をもっ

と増やして、支払う金額も少なくなれば、保育所を増やさなくても子育ての環境は充実していくのでは

ないかなと思います。 

公立の幼稚園があるとよい。 

認定こども園に入園しているが、幼稚園と保育園の機能をあわせもっているとは思えない。幼稚園は学

習や教育はしっかり行ってくれているが、保育園のように、働くママにはあまり向いていないように思

う。昨年まで一時保育で保育園を利用していたが、その時のほうが働きやすかった。 こども園は幼稚

園の時間と預かりの時間で先生も違うし、園での様子を全く話してもらう機会がない。保育園では細か

く毎日教えてくれたのでギャップを感じる。公立保育園の行事で、先生と保護者の関係が近く、うらや

ましかった。こども園、私立もそのようにしてもらいたい。 

認定こども園がもうすこし多ければ清瀬まで通わずに済んだと思います。残念です。 

幼稚園ももう少し延長をしてほしい。 

我が家は母親が専業主婦なので子供を預かってもらう必要があまり無いのですが、いずれ働くことにな

ったら幼稚園の預かり保育（認定こども園）を利用したいと思います。しっかりと幼児教育を受けさせ

たいので。  

幼稚園に入るまでの 3 才（満 3才）になってから入園月 4月までの期間が、4月生まれだとほぼ 1年間

あるので、緑ヶ丘幼稚園の様に満 3 才児保育を全ての幼稚園に、とは言わないけれど、もう少し多くの

幼稚園で実施してほしいと思います。 この様な意見が、今後少しでも子育てしやすい環境にもっとも

っとなる様、取り入れられる事、願っております。 

幼稚園の授業料の無償化をぜひ進めてほしいです。幼少期の教育の充実が将来の国の豊かさにつながる

はずです。より多くの人達が質の高い教育を受けられますように。 又、幼児期に出会う先生によって、

その後の人格形成に大きく関わると思います。ぜひ幼児教諭の質の向上、待遇を上げるなど、先生教育

をもっと充実させてほしいです。 

親が安心して子育てに専念できる環境を整えてほしいと思います。東久留米市は幼稚園がすべて私立な
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ので、その分、親の負担が重いように感じます。幼児期の教育環境の充実は、今後、子供が成長してい

く上で重要な基盤となるものだと思います。今後、多くの人が利用することになるであろう、幼稚園な

どの環境を整えることへも支援を充実していただけたらと思います。 

予防接種の補助が他の市区町村より遅かったのが残念だった。幼稚園の預かり保育が長い幼稚園は人気

が高いので、平均的になるようになれば良いと思う。 

母親も働きながら幼稚園に通わせている家庭が、私のまわりでもとても多いです。預かり保育が充実し

ているからです。十分な教育を受けさせる事ができ、預かり保育も対応でき、安心して子供をまかせら

れる幼稚園にも、更なる支援をお願いしたいです。 

東久留米の幼稚園は教育体制が古く、力がはいっていないという話を良く聞きました。私立ばかりなの

で、統一することは難しいでしょうが、そのような噂がたたないような体制を整えて欲しいと思いまし

た。 

保育園に入りたい方もまわりに沢山います。入れず困っていて、しかたなく幼稚園に入る方も多いです。

でも、預かり保育も時間が保育園より短いところも多いし、金額も各幼稚園でちがうので料金の統一を

してほしいです。幼稚園だと夏休み、冬休みがあって、預かり保育もやっていますが、幼稚園側の事情

によって休みになってしまったり、幼稚園ですから土曜日は休園になってしまいます。 保育園に入れ

ず幼稚園へ行かざるをえない方もいるので、土曜日も預かってもらえると助かると思います。保育園を

ふやせないのなら、幼稚園をうまく利用していただきたいです。 

子供が通う幼稚園は認定こども園ですが定員がいっぱいらしく、働いてて月額払っても週に 2～3 日し

か来させないで、等言われる様です。認定こども園の審査を厳しくした方が良いと思います。 

パート程度で働きたくて、幼児教育も受けさせたいので、認定こども園に入園しているが、なにかと月

単位で利用している人しか預かってもらえないことが多くて困る。自分は、午前中のみのパートで、普

段は月単位までは申し込まなくていいのだが、運動会の準備（前日）や、面談週間（2 時間保育）、運

動会の振替休日や、入園面接日（11/1）などは、月単位の申し込みをしている人しか預かってくれない

ので、やむを得ず仕事を休んでいる。 ・夏休みは月単位で申し込んだが、9000 円で 8 時～17時まで

利用できるのに、16 時に迎えに来るよう園長に言われた（17 時までの料金を払っているのに。だった

ら、16時お迎えの人は、料金を安くしてほしい）。 

小学校に入学する前の幼児期もとても子どもの成長には大切な時期だと考えています。その為、保育料

は高額にはなりますが、幼稚園に子どもを入れ、出来るだけ質の良い保育をしてもらいたいと思います。 

幼稚園で夏休みも月謝を支払っているのに 1日も開園していない。せめて週一でも開園して欲しい。又、

子どもの集まり具合にもよるが、希望日に開園して欲しい。預かり保育は無料にして欲しい。 

保育園には入れたいという魅力的な園が多い反面、幼稚園は同じ様な園が多く、私には子どもを入園さ

せたいという園がなく困っています（全園に見学へ行った訳ではありませんが）。この辺りの幼稚園で

は一斉に何かすること、大人の言うことを丸ごと聞いてその通りにできる子を育てようとしている園が

多い気がします。確かに小学校に上がるとそれは必要な事かもしれないですが、それは小学校で新たに

子どもが獲得するのでもいいのではないかと私は思っています。それよりも自分でやりたいことを見つ

け遊んでいる中で、色々な面白さに触れ、もっとやりたい、こうしたいと考え出していける子どもに私

は育てたいです。沢山遊んで満足した子はきっと小学校に上がって新たな事に出会ってもつまづいて

も、どうしたらよいかなと考え、のりこえていけるように思うのです。大人からあたえられた事しか出

来ない子は、いつでも与えられないと進めない子になってしまうように思うのです…。これは極論かも
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しれませんが…そして私の思いこみも入っていると思いますが。 

長男（1番上）は市内の幼稚園に通園しています。私立のため、園の方針があるのは充分理解している

つもりですが、市内の幼稚園は隣接する市の幼稚園に比べて保育時間が短い。清瀬市は午前保育なし、

降園が 15 時の園があると聞きました。園の方針に任せず東久留米市の方から、長く預かる様、話をし

てもらえれば保育時間が延び、就労につながるのかな？と期待します。小学校では教育委員会の様な外

部に相談できるところがあるので、補助金を出すだけでない働きかけがあると良いです。 

幼児教育と託児を併せて利用できる幼稚園（預かり保育の充実した）があればよい。 

今は、子供を、ちゃんとした幼児教育を受けてほしいと思って私立幼稚園に入れています。長い時間に

見てもらえる保育園より、小学校に入る前にしっかりしてる幼児教育（知識、礼儀正しいなど）を受け

る幼稚園に入る子供もたくさんいます。経済的に負担が大きいですし、時間的に働きにくいのもありま

す。そこはやっぱり支援をしてほしいです。よろしくお願いします。 

幼稚園の預かり保育（延長）を充実させてほしい（現状少ないと聞いたので）。  

公立の幼稚園がなくて残念だった。 

公立幼稚園がないのが不満（私立は金額が高すぎる。後に補助があるが、少ないし、補助が出る前に用

意できる金額じゃない）。 

市内に幼稚園が少ない気もします。 

幼稚園を利用しています。子どもに幼児教育を受けさせたい、幼児の頃の時間は大切にしたいと思って

いるためです。私自身、仕事をしていますが、子どものいない時間を利用している状況です。行政は待

機児童の解消！と保育園ばかりに目を向け、幼稚園へ通わせている私達保護者には目を向けていないよ

う日々感じています。同じ子どもを持つ親という立場は一緒なのにとても不平等だと思っています。子

どもに教育をという私たち親の声は聞いて頂けないのでしょうか。子育て支援のニーズにきちんと幼稚

教育を受けさせたいという希望も入れて頂きたいと思います。又、私立保育園への公費での委託料の情

報公開も求めます。幼稚園の子ども達へも充分な支援をして頂きたく思います。今回もアンケートのこ

の自由欄、これだけスペースをとっているのですから、きちんとこの声もきいて頂きたいと思います。

集計のみでおわらせる事のないよう宜しくお願い致します。 

園庭開放を増やして欲しい（回数）。 

私は今、働いていませんが、もし働いていたとしても、子供には保育園ではなく幼稚園での教育を受け

させ同年代の子供が沢山いる環境が望ましいと思い、幼稚園をえらびました。急に働かなくてはいけな

くなった場合も考え、認定こども園のある幼稚園にしました。認定こども園のある幼稚園は、朝、用事

がある場合も 8 時から預かってくれるし、夕方も通院などの為に遅くなっても 17:00までなどみてくれ

るのでとても助かります。友人にも働いていて保育園に入れていた方が、やはり幼稚園の教育を受けさ

せたくて認定こども園のある幼稚園に変更された方も何人もいます。働いている方の為にも認定こども

園を増やしていきやすい環境（値段など）を整えてほしいなと願っています。幼稚園は小学校にいく前

にしっかり教育してくれるので大変満足しています。幼稚園にいきたくてもいけない（働いてることに

よる）方がいるのであれば、そのあたりのことを考えていただいて教育の充実をはかってほしいと思い

ます。よろしくお願いします。 

兄弟共に市外の幼稚園に通わせました。東久留米市にはあまり魅力的な幼稚園がありませんでした（通

える範囲に）。考え方や体制が少々古い感じがしますし、市立幼稚園がないのにはおどろきます。 

現在パートで働きながらも認定こども園のある幼稚園に通わせて、子供に幼児教育を受けさせることが
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できて満足しています。 保育園では 4～6 歳くらいの最も体力、知能等の発達が著しい時期に相応の

教育がなかなか受けられないのではないかと思うと、母親が働いていても預かりの面、教育の面ともに

カバーできる認定こども園をもっと拡充しても良いのではないかと思います。市内にはまだまだこども

園の数が少ないと思います。幼稚園に入れると母親はなかなか長時間働けない現状がありますが、他の

幼稚園でも預かりの機能が充実すればもっと働く女性も増えると思います。逆に、保育園でも幼児教育

の機能を持った園があれば幼児教育を受けさせたい親にとってもありがたいことではないでしょうか。 

小学校入学前までに読み書きができる、数を覚えるなど最低限のことはしっかりできてほしいと思うの

で。是非、認定こども園の拡充をしていただけたらと考えています。 

子供の成長の早い段階での教育に力が注がれてきている昨今の現状に逆行するかのように、両親（特に

母親）が長時間就労するためには、どのような環境が望ましいかを問う設問が多くみられ、子供の預か

り先を確保するための支援にばかり目が向けられているように感じました。子供を育む上でより良い環

境を作っていくためには、何が必要なのか、安易に保育所を増やすのではなく、幼児教育の充実面にも、

もっと力を入れていって欲しいと思います。 

きれいな川や緑が多く動植物も多いので子どもを自然にふれさせられる環境が整っていると思います。

子育て支援でよく保育園の待機児童がとりざたされていますが、幼稚園に関しては、なぜかと思うくら

い支援や補助の話が出てきません。同じ世代の子を持つ親としてなんだか全く関係ないことばかりで不

公平感がある気がします。例えば、保育園へ通っている子と幼稚園へ通っている子に対しての補助や助

成は、同額なのでしょうか？ 違うのでしょうか？ 又、市報等でも公表されているのでしょうか？ 

保育園に入れていないからといって働いてないわけでもないですし、家計に余裕があるから私立幼稚園

や子ども園へ通っているわけでもありません。私のような考え、意見はけして少数派ではありません。

就学前にしっかりとした幼児教育を受けさせることにももっと支援して頂きたいと思っています。よろ

しくお願い致します。 

保育園ばかりが多くて、幼稚園が少ない。ただ子供を預かるだけの保育園育ちの子供ばかりが増えて、

教育環境は良いとは言えないと思う。 

幼稚園は、東久留米市は午前保育が毎週 1 日はある所が多く、清瀬市や他の市の幼稚園を選ぶ理由にな

っていると周りで聞きます。今風になって欲しいです。 

子ども園増設の方向性は、反対です（保育園児と幼稚園児で親のお迎え時間が全く異なるため） 

幼稚園に関しても、清瀬市の幼稚園の方が設備も整っている。東久留米市は認定こども園も少ない。 

公立の幼稚園の復活を。保育園と幼稚園の費用を考えると費用面で差がありすぎではないでしょうか。

幼稚園は“入園金”というものがあるのです。 

認定こども園をもっと増やして欲しい。  

幼稚園の場所がひばりが丘方面にかたよっているので、小平市よりにもあれば便利。 

 

【保育所】 

 

フルタイムで両親働いている中、3年育休の制度があるうち 1 年 10ヵ月で復帰した。1才児で入れず、

2 年も無認可に預けた。3 才児クラスからやっと認可園に入れた。次の子の出産を控え、その子の保育

園入所を考えると今から心配。大きな拡充を望む。 
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働く親を支えるための施設、保育園等の充実が望まれます。様々な家庭の状況はあるのでしょうが、働

く環境がととのえられれば、市の経済の活性化につながるのですから、待機児 0を成しとげた行政の例

などを参考に、保育施設拡充が必須と思われます。 働きたいという思いを抱えながら働けないという

状況は、主に子育中の女性に多いと思います。女性の社会進出がすすむことは、市民一人一人が自分ら

しい暮らしを送ることにもつながります。子育て支援の具体策を行う企業には何らかの優遇がなされ

る、など、「東久留米市」ならではの独自の政策があってもよいのではないでしょうか。市をあげての

ポジティブアクション、行政では行われはじめているようですが、民間にもその輪が広がることを期待

しています。 「オレオレ詐欺率全国一位」ではなく、「子育てしやすい街、全国一位」をめざしまし

ょう!! 

保育園で、もう少し幼稚園で学べるようなことをしてくれると良いと思う。 

保育園に入れない。申請書を提出する時点での収入・環境しか考慮されず、実際、4 月を迎えた時のこ

とを記入できず、全然意味がない。他市と比べても子育て支援がおそまつ 

仕事をしながら子育てしたいのに、保育園はあきがなく、入れても民営化でもめている。毎日仕事と育

児で必死なのに、そういう気持ちを分かっているのか。 

保育料が高い（西東京市に住んでいた頃より高くなっている）。市営保育園でも夜間保育の時間を 20～

21 頃まで延長してほしい。 

今の保育園の先生方が子供に対しての関わり方はとても満足している。公立の保育園での良さがある。

子供もしっかり見守ってくれていて、親子共に園が好きで安心して預けられる。 しかし、市は園を民

営化、民営化言っている。いつ、うちの園も民営化の話になるかわからなくて不安だ。財政難と言って

るけど市民は高い税を払ってるのに、一番大切な子供の保育の質を下げるのは間違っている。仮に民営

になった場合、良い法人に当たればいいが、その保障はどこにもなく、法人にバトンタッチした後、市

はノータッチというのもおかしい。公立幼稚園の良さを何故無くそうとしているのか理解できない。市

は勝手に民営にした場合、子供達の将来に対して責任が取れるのか！ 市の財政難なんて、こっちから

したらしったこっちゃない!! ちゃんと税金も払ってる。一番大事なのは未来を担う子供達だ。そんな

子供達をストレスにさらそうなんて許せない!!よく考えて欲しい。 

25 年 4 月に転入してきました。元いた地域でも保育園を利用していましたが、毎月の保育料にプラス

して、・満 3 才から主食代毎月 700 円 ・バス遠足代 ・毎年度、お道具代等 色々と出費がありまし

た。 地域が変わるとこんなにも違うのだなあ…と、とてもおどろき、そしてとても助かるなあ!!と思

いました。現在も東久留米市内の保育園を利用させていただいて、延長保育代も無く、7 時～18 時まで

見ていただける事も働くお母さんにとってありがたいです。 

認可の保育園に入れず、フルタイムで働きたいのに働けません。所得が少ない人が働けない状況…どう

なんでしょう?! 制度がしっかりしている会社で働いている人は、認証保育園でも、充分保育料が払え

ると思います。単なる点数ではなく、認証では通えない人から優先的に認可に入れて欲しいです。公務

員の人から入れる…etc、納得いきません。 

現在、待機児童になっているのですが、12月の新年度の保育所の入所申請では、4 月入所ができない早

生まれ（1～3 月）の児童は、定員の空きまちを余儀なくされます。定員は 4 月入所出来る児童でいっ

ぱいになってしまうので、早生まれは、不利です。早生まれ分の定員の確保をしておく等の配慮があっ

ても良いのではないかと思います。 

とにかく保育施設が少ない。正社員でフルタイム共働き夫婦でも、希望認可園に入れないのはどうかと
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思う。なんとか入った無認可園も閉鎖となったが、選考優先にはならないと聞いた。全くもって安心し

て働けない。 

保育園の子育て支援活動はとてもありがたいです。みのりやさくら保育園のイベントにはよく行ってい

ます。 

保育園が少ない。父母ともに、フルタイムで働いているが、4月に認可保育園に入れなかった。 

保育環境において、育休中のママであれば大抵、4 月入園で復帰できているようですが、育休でない（一

度退職している）ママは、入園できていないと思います。育休中のママだけが働きたいわけではなく、

一度退職はしているけどまた働きたいママを、行政がサポートできていないと思います。 ・以前、保

育園入園に関する入園審査において、「公務員優遇」や「早産まれ優先」などといううわさ 

を聞きました。もし本当に「公務員優遇」があるならば、すぐにでも、廃止して下さい。又、「早産ま

れ優先」など入園の手引きに書いていないものがあるならば、全て公開するのが、行政の義務だと思い

ます。 

待機児童をなくしてほしいです。 

認可保育園に入れなかった為、幼稚園の延長保育で、料金がかさんでいる。 預かり保育が 17:30まで

で、会社から帰ってくると、駅から走らないと間に合わない程ギリギリ。 早急に保育園を増やして欲

しい!! 

待機児童を本気でどうにかしてほしい。今の制度ではなかなか働くこともできない為、どうにか検討し

て頂きたい。そうしないと不安で子どもを出産することができない。 

保育園に申し込んだが、定員がいっぱいで入れなかったです。都の幼稚園もないし、人気の幼稚園に集

中してしまい、幼稚園も人気、不人気と、差がある。延長保育している所がやっぱり人気というので、

働いているお母さん、これから働こうとしている方はどんどん増えていると思います。 働いていない

と保育園に入りにくいし、働きたくても子供の預け先が…。と悩み所で、他は金額高いし、結局祖父母

にたよるばかりで、保育園に入りやすいとありがたいです。 

母親の勤務先は 3年間の育児休業が取得できますが、いざ職場復帰をしようとした際、希望する認可保

育園の 3 才児クラスの募集人数は 0 人でした。第 2希望の保育園も募集は 1 名で、その園を第 1希望に

変えて申し込みをしましたが、入所はできませんでした。そこで、認証保育所に申し込みましたが、「現

在 3才児はいっぱいで入れません」と言われ、家庭保育士に預けられるのは 2才までなので、子育て支

援課に相談に行きました。すると「もし認証保育所に預けられなかったら、認可保育園の一時預かりで

毎日やっていくしかない」と言われました。しかし、一時預かりは一つの園で週 3 日まで。しかも前の

月に予約できなければ、預かってもらえない…。とても現実的ではありませんでした。以上は一年半前

の話ですが、現在は運よく認可保育所に空きが生まれて 7時から 18時まで預かっていただけています。

しかし、近隣の保育園は民間委託になったり廃園になったりするとか…。知り合いは保育園に入れず仕

事をやめてしまったり、3才児でも認証保育所に通って待機状態が 2年近く続いていたりもしています。

一刻も早い待機児童の解消を望みます。 子育て世代が市を離れていくと、市に活気がなくなっていく

と思います。福祉や教育に財政投資を増やしていただくよう、切に願います。 

保育園や待機児童についても、もっとお金をかけて欲しい。我が家の次男もできれば預けたいが、週 3

日勤務のパートでは保育園に預けられません。パートの親も預けられる施設を増やして欲しいです。 

保育園の受入人数が少ないため入れない。 
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市長の公立保育園存続の公約を信じていたのですが、公約違反の今の市政に残念でなりません。我が子

三人共公立園ですごし、たくさんの職員、父母の方の中で育児不安も支えてもらって子育てできました。

子どもたちにとって、保育園は、第 2の母や父のような存在です。なにかあると卒園した園を支えにし

ているのは親だけでなく子どももです。せっかく立派な公立園があり歴史があるのですから、わざわざ

廃園にせず地域の子育て支援の拠点として生かし、その上で待機児のフォローに、民間園の協力を得て

いくような、公的な保育も保障しつつ、かつ民間の力もかりていくようなシステムづくりをのぞみます。

我が子の園では、認証保育所の運動会の場所として園庭を休日開放したり、地域活動でも、参加の方い

て利用もあるようです。認証園の環境的フォローも公立園だからこそできるサポートだと思います。私

自身、東久留米市で育ち、保育園を卒園し、その地で子育てしたし、ここに居をかまえました。くらし

やすい町は、のちにそこへの定住につながります。今の状況だけに目をむけるのでなく、未来へ続く子

育て支援策をのぞみます。 

保育園の数を増やしてほしい!! 現在、待機児童の状態である。東久留米市は団地が多く、シングル家

族も他の地域より多い。そのため、一般的な家庭で父・母共に仕事があるにもかかわらず、待機児童に

なってしまう家庭がたくさんいる事を理解してほしい（ポイントが 100 でも入れません!!）。又、待機

の時間が長く、仕事を解雇され求職状態になるとポイントは 50pから 3pまで下げられてしまい、ます

ます状況は厳しくなるばかりである。共働きしなければ生活できない核家族がいる事を分かってほし

い。ポイントの考え方も見直すべきだと思う。 また、働きたくても働き口のない母親たちがたくさん

います。保育付きの仕事など、保育課等で斡旋、案内をする等、新しい環境や保育のしかたを考えてほ

しいと思う。 日々子育てに奮闘しているとストレスにおしつぶされそうです。 

市立保育園は東久留米市の文化的財産です。形が無い物だけに、失えば復活は難しいと思います。とて

も素晴らしい保育をして下さっています。継承できる環境を検討して頂きたいと思います。 

東久留米の保育所の少なさと、かよえる範囲にもない。認証保育園に現在かよっているが、東久留米は

助成金が出ない事がありえないと思います。西東京では 8000 円の助成金があるのに。西東京との境に

住んでいて、東久留米は出ないという事を聞いて大変驚きました。 それなのに、東久留米の保育園の

空きはほとんどなく、入りたくても入れない。空きが沢山あるのなら助成金を出さないのも分かるが、

空きもないのに助成金を出さないなんて、東久留米で子育てをするのはバカらしいと思いました。こん

なアンケートをとっても全然支援なんてする気はないのでは？と思ってしまいます。それに、保育所を

探している時から、役所の方のサポートが全然ないのにもびっくりしました。まるで人ごとで、こちら

は仕事復帰がせまっていて困っていたのに、親身に話をきいてくれることからはじめて欲しいです。 

もっと保育園を作ってほしい。 

保育園に入れないので、働く事ができない。働いていないと、保育園に入れないし、保育園に入れない

と就職への行動もできない。入れる所は高い（金額）。増やす事はできないのでしょうか？ 

まだ子供が 1才になったばかりで、市の事業は子育て支援センター、児童館、図書館などしか利用して

いませんが、利用したものについては満足度が高いです。保育園に入れるのならば入れたい気持ちはあ

るので、ぜひ、入り易い状況にして頂きたいです。  

2 人目現在 1歳 1ヶ月。職場復帰希望ですが、保育園がなく、困っています。認可保育園以外の認証保

育園や家庭福祉員も定員オーバー。そして東久留米は認可外施設に預けた場合の補助もなく、認可に預

けた場合より、保育料の負担が大きいです。1 歳で復帰して働くというスタイルが多くなっているため、

1 歳・2歳で預けることができる大型施設を希望します。 
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東久留米の子育て支援はひどいです。私は清瀬市で育ち、結婚して東村山市に引っ越し、今年東久留米

に引っ越しました。清瀬市より人口が倍近くもあるのに、どうして保育園の数がほぼ同数なのでしょう

か？ 足りないのは明らかです。 自営業で、保育園に入れず、待機児童です。育休がある会社員とは

違い、子供を見ながら仕事しなければいけません。一才からの一時保育も、他市に比べたら遅いです（他

市は 3～6ヶ月位から）。それまで他市の認証保育所の一時保育を利用していました。保育園数が少ない

のに、一時保育も利用できず、児童館も近くにない。わくわくプラザも不便。ファミリーサポートに関

しては、東村山市で利用していましたが、東久留米は感じが悪くて登録しませんでした。 こちらのア

ンケートも、どこか“お役所の仕事”という感じがして冷たい感じがしました。東久留米市の子育て支

援に大変不満を感じています。 今後改善することを期待しています。 

公立の保育園に預けています。民営化の話など出ていますが、正直どちらでも良いです。ただ子供が第

一!! 環境が著しく変化したり、心がゆれたりしなければ、良いです。子供が通っている保育園は、良

い先生もたくさんいらっしゃいますが、親と目があってもあいさつせずに目をそらせる先生、おしゃべ

りばかりしている先生が（正規の先生、パートの先生どちらも）います。親の前で他の先生の悪口を言

ってる方もいて、どうかと思います。子供を預ける上で、子供をきちんと保育してもらうのもそうです

が、これでは親との信頼関係も築けずなのではないでしょうか。 

保育園に入れない（待機児童がいっぱいで）。 

子どもが早生まれのため、0 才児では認可保育所にすぐに入れず、1 才では待機となり、大変な思いを

しました。2 才、3 才で入れるのか、入所希望が多く、両親フルタイムでも翌年でさえ、入れる見込み

がない状況では、子育て支援に関して満足度が高いとは残念ながら言えません。ようやく入所できた認

可保育園での保育内容は、とても満足しています。しかし、2年も待っても認可保育所に入れず、文字

通り泣く泣く東久留米市を去らなければならなかった友人もいるだけに、何よりも認可保育所の数の充

実を求めたいと思います。子育て世代は増え、新築住宅はたくさん出来ているのに、認可保育園が増え

ていません。園庭のある、育ちの場にふさわしい認可保育園をもっともっと増やして下さい。 東久留

米の公立保育園に子どもを通わせていますが、とても質が高く、保育内容には満足しています。施設の

老朽化は気になりますので改善してほしいですが、老朽化を理由に、公立施設を廃園にすることには反

対です。ベテランの先生がいるからこそ、親は安心して預けられます。待機児がこれだけいるので、と

にかく預けて働かなければいけない親も多いですが、質を落として、どこでもいいなんて思っていませ

ん。安全・安心の基準をそなえた認可保育園こそ、もっともっと増やして下さい。東久留米の子育て充

実度が上がることは間違いありません。 

保育園に入所する為の手続きをとっている最中ですが、なかなか入所できず待機児童状態。いつになっ

たら保育園に入所できるかわからず市役所に問い合わせしても、ちゃんとした回答をもらえず…。テレ

ビなどの報道では聞いていたが、まさか自分がその立場になるとは思わなかったです。市報などには保

育園の入所情報など書いていないので、ホームページや直接市役所に問い合わせないと、おしえてもら

えない事がとても大変です。出来れば毎月でなくても良いので、市報などすぐにわかるような所に情報

をのせてもらえるとうれしいです。あと、保育園の入所も少しでも多く入れれば良いと思います。 

・問 31.の満足度に悩みましたが、無事保育園に入れている、という事で「3」にしましたが、当初、3

才児と上の 4才児の保育園が別園になり（第 3希望の保育園は 3 才も 4才も空きがあった）、かなり困

った事もあり、4月入園の場合だったら途中の 3 月の時点で再度面接となっても良いので、市の方から

兄弟の行く保育園、どちらかに空きが出るなら連絡してほしい。 
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やはり保育所が足りないですが、市だけの責任ではなく、国全体の子育て支援のあり方の問題だと思っ

ています。 

・園内業務の拡充を希望（保育園にいる間に、スイミングなどの習い事に送り迎えをしてもらえる等）。 

・保育園にも幼稚園のような教育をとり入れて欲しい（小学校にあがった時に差がついてしまうことが

心配。働いていて、親が手をかけてあげられない分、園で教育してもらえると助かると思います）。 

保育園に入れる為には、それなりの労働時間がなければ、園に入園できないが、働くにも、子供が居た

ら入園させてもらえる程の労働時間は働きに出れないので、とても矛盾だと思うし、憤りに思う。育児

休業を取っている方よりも、これから働きたいと思ってる人も、身動きできないと言う事を考えてもら

いたい。 

保育園では正規の職員が不足しているので、先生方と保護者との交流時間（コミュニケーション時間）

が減ってきており、誤解が生じることも増えているので、是非正規職員数を元に戻して頂きたいです。

充実した子育て環境を提供することで、若い世代を呼び込み、今後もますます発展した東久留米になっ

てほしいです。 

幼稚園、保育園によって、先生の質が違いすぎる。特に公立保育園の常勤者は、質が悪く、子供を預け

たくない。子供達への支援も大事だが、子供達に接する、いわゆる市の職員の質を上げていただきたい。

一度保育料の支払いが遅れた事があったが、ヤミ金のとりたてと同じような口調だった（女性職員）。

税金を賃金としてもらっている人間としての対応は最悪だと思います。なおしていただきたい。 子育

て支援や環境は、あたえられているものしか無いと思っています（市が相手だと取り入れてもらえない

のが現実）。市民の意見も大事だが、市民から声があがる前に、提案し、実現させてほしいと思います。 

認可保育園を増設、または人員（園児の）を増やして欲しい。 

・1 才半健診での“ブックスタート”と本のプレゼント。 ・各種子育て講座の開催。 ・保育園での

地域行事。 等々、限られた予算の中でよくやっていただいていると感じます。ただ反面、公共サービ

スとしての保育事業なのに、そこに格差を感じる点に不満を禁じ得ません。以下挙げます。 ・私立保

育園の園舎をはじめ、各種設備の老朽化。 ・鉄道の駅は 1つしかない本市なのに、自動車で送迎する

際の駐車施設が乏しい。一部の民間園は施設用地内に駐車場があるのに、市立園には無い。保育園の運

営予算や保育料に上乗せしてでも、近隣の駐車場を送迎用の駐車場として借り上げる措置を求めた

い。 ・市への要望をなぜ、保護者が「対市交渉」という形で自主的にしなくてはならないのか？ 公

共施設である以上、その保守・管理、改善は市の施設管理部門が現場とコミュニケーションを図って（も

ちろん保護者の要望を聞いた上で）責任を持って進めていくべきだと思う。 以上、思うところを述べ

させていただきました。せっかくこのような形で意見を聞いているのだから、聞きっぱなしではなく

HP や市報等、目に見える形でのフィードバックを期待しています。 

来年度 4 月に仕事復帰をする予定なので、子どもを保育園に預けたいと考えています。私は公務員で育

休を「子どもが 2歳になるまでは」と思い、難なく 2年間取りましたが、私の周りには、職場復帰が難

しいとか制度上、1歳になるまで、もしくは、生後数ヶ月で預ける人もいました。できることなら働く

人の要望に応えられるように、1 歳未満でも、また 2歳、3 歳でも、「預けて働きたい」という希望が叶

えられるような状態に（待機児童ゼロを目指して）して欲しいです。そのためにも、どのくらいニーズ

があるのか、健診時や、封書等で入園の希望があるのか、アンケートなどをとって、できる限り、希望

の状態を作ってもらいたいと考えます。 

希望があれば誰でも認可保育園に入れるように保育園の数や施設、設備を充実させて欲しい。 
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今年の 4 月から保育園に入り、去年の 10月から働きだした時は、認可の保育園の空きがなく、一時保

育園を利用していました。週 3日までしか預かりはなくて、働くのも困難でした。1歳は保育園に入る

のも大変で、とても苦労しました。 

現在保育園に入所を希望し、申請していますが、なかなか決まらないようです。他の近隣地区の情報を

聞くと、そんなにまたなくても入所できた方が多いようです。なるべく早い入所ができるような支援を

して頂きたいです。 

保育園の受入枠を多くしてほしい。 

どこの市でも同じだと思いますが、保育園にもっと気軽に（というのも変ですが）入所できて、母親も

パートなどしやすくなったら良いなと思います。働きたくなったら申し込んで、入所して、すぐ働ける

のが理想です。難しい事だと思いますが…（汗）。そうなったら良いな～とは思っています。 

園庭のない保育施設だと運動機能、発達、体力向上に不安。 

保育園の空きがない。いずれ、働きたいのですが、幼稚園の利用になるとせいぜい 3～4 時間程しか働

けない。 知人による話だと、5年は保育園の定員いっぱいで入れないと聞きました。働ける環境を作

って頂きたいです。 

待機児童数がとても多いので、保育園をもっと作ってほしいです。仕事をやる前にあきらめてしまいま

す。既存のものも古い建物が多い気がします。耐震性に問題はないのでしょうか。 

我が家には子供が 2 人おります（6 歳と 1 歳の子供です）。現在 6 歳の上の子も 0 歳から保育園に預け

ていました。しかし、希望する認可保育園にはなかなか入ることが出来ずに、認証保育所に 3年間通う

ことになりました。経済的な面でも認可園に比べるとその負担はかなり重いものでしたが、特に助成金

といったものも東久留米市にはなく、市に訴えかけても理解を得られることはありませんでした。 現

在 1歳の下の子も同じく 0歳からは認証保育所しか預けられるところがありませんでした。現在は認可

園に入所することができましたが、我が家だけの話ではなく、保育園に預けたい方は市内にも沢山いら

っしゃると思います。しかし実際は公立保育園が減っているのが現状です。市民の要望や市民の生活（現

場の声）は理解して頂けてるのでしょうか？ 保育や子育ての環境をしっかり支援して下さるのであれ

ば、保育園の充実、増設はこれから先必須だと思います。宜しくお願いします。 

2 人の子供を東久留米市の保育園に預けて 9年目になっている。今の保育方法にとても満足している。 

一方、全園民営化については園で関心が高く、勉強する機会もあるが、とても現状の満足している保育

を継続できるとは思えない。せっかく良い歴史を積み上げてきているのに、それを総崩しにしてしまう

行政の判断に対して、非常に疑問であるし、残念である。今からでもご再考をお願いしたい。 

保育園の数が少なく、入所しづらい上、自宅から遠い所にあるので不便。また預けられる時間も短く、

会社からの移動時間を考慮すると短時間勤務でしか働けない。一時預かりを利用したくても自宅から遠

い保育園でしか実施されておらず、利用できない。ファミリーサポートの登録をするにも、平日日中し

か説明会が開催されていないので、そのために仕事を休まなくてはならず不便。改善を希望します。 

認可保育園への入園に苦労した。認可外保育園へ預けて認可園への入園を待っている状況が 1年半続い

た。保育料の負担が多く、経済的に苦しかった。先に上の子の入園が決まり、2ヶ所への送迎で体力的

に辛かった。保育課の対応に不満だった。希望通りの入園が難しい場合はどうしたら良いのか教えてほ

しかった（今通っている認可園は希望の所ではなかったが、定員に空きがある所だった）。認可園に入

園できない場合は一時保育のかけもちの利用をすすめられた（仕事をしているので、難しいです）。仕

事が続けられない不安が出て、悩んだ。今年度から同じ認可園へ入園する事ができたが、同じく認可待
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ちをしていて入園できずに、退職を考えている方がいて心苦しかった。待機児童への対応をしてほしい。 

認可保育所には入れず、認証保育所の利用により復帰しましたが、料金の差が大きく不公平感を感じて

いました。なぜ同等の保育料ではないのか疑問です。 

保育園の待機児童数が多く、保育園に入園させる際とても大変でした。家の近くで通いやすい園は厳し

く、通勤にも影響します。入れてマグレ、入れなくて当たり前という現状をどうにかしてほしい。 

最近引っ越してきたばかりでまだあまり良く分かりませんが、現在の保育園にはスムーズに入園が決ま

り、とても助かっております。今後ともよろしくお願い致します。 保育園の延長保育の利用料の支払

いが、ゆうちょ銀行などでも支払えるようにして頂けると助かります。なかなか窓口まで行く時間がと

れないので…。できれば保育料自体もコンビニ等で支払えるようにして頂けると滞納も少なくなると思

います。今のものだと仕事を早退して支払いに行かないと間に合わないので…。 

現在育児休暇取得中。2 月に出産したので 1年間ということで 2014年 2 月に復帰希望ですが、0 歳児は

募集 0の現在、途中入園は難しいので 4月を目標に入園できればいいなとは思っているが現実は厳しそ

う。これだけ待機児童がいるのに、市の方々はどう思っているのだろうと疑問に思う。もっと保育園を

増やしてほしい。働きながら育てられる環境にしてほしい。 

保育園が少ない。現在育休中ですが、すでに待機児童も多く、復帰できるか不安です。公立の民営化…

の前に保育園を増やしてほしいです。公立の幼稚園はどこも古びた感じに思えました。設備を整えてほ

しいです。同じ認可でも公立と私立の差を感じました。 東久留米市に住んで、自然も多く子供にはよ

い環境だと思いますが、保育環境は心配です。もっと、市民の立場に立って、『この市で生まれ、育ち

たい。この市で育てたい』と思われるように、力を尽くしていただきたいです。 

保育園の入園が不安な為、0 才のうちから、保育園に入れなければいけない。必ず保育園に入園できる

安心感がほしい。 

日頃の保育についてはまあまあ満足してます。ですが融通さが無いというか、固いなと思うところが保

育園にあります。「市の方から許可が…」と断り文句。子供達が楽しめそうな行事を企画しても、上の

言葉で断られます。 また認定こども園。何というあきれた制度でしょう。というか、もう少し市民に

制度内容を説明すべきかと思います。何コレ？状態ですよ…今は。 市長は選挙の公約を破るしがっか

りです。予算うまく使えば、保育園廃止はないのでは…。がっかりしすぎたので、4 月で東久留米市か

ら転出する予定です。 

父親の勤務時間の関係で、私はパートでの職場復帰を希望しています（送り迎えができなくなってしま

うため）。しかし、パートだとなかなか保育園には入れないと聞きました。パートでも、保育園に入れ

るようにして頂けると助かります。 

子供が欲しくて産むのは同じだが、その後、育休を取って子育てを満喫する女性と職場に早く復帰した

い、働きたい女性は同じ尺度で計れないと思う。私はもう乗り越えたが、保育所入所は常に心配の種だ

った。育休復帰者とは 4月入所の募集で別枠設定してはどうか。そうなっているのなら、公言してくれ

ると仕事も続けたい女性は心強いだろう。 

市では待機児童を減らすための様々な取組みがされていると思いますが、年度途中の認可保育園の入所

はまだまだ難しい状況です。安心して職場復帰できるように、さらなる保育環境の充実を希望します。 

現在、公立の保育園に子供を預けていますが、公立の保育園はとても安心して子供預けることができま

すし、先生方にもとてもよく対応していただいています。公立の保育園が減ることなく、存続できると、

仕事をもつママたちにとっては、とても心強いと思います。 
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認可保育所だと迎えに行く時間が間に合わない、結果認証になるが費用が高い。時短と使うと給料減る

…どうかんがえても費用面で困難!! 生活のため働くのに収入と支出が…。認可保育園の時間をのばし

て欲しい。  

認可保育所に入るまでの制度は疑問。公正にしてほしい。 

第 1子を出産の為に退職し、第 2子出産後再就職したが、子供の預け先を確保するのにかなり苦労した。

求職中の為に認可保育所は入れず、無認可→認証保育所に空きを見入所させることができたが、上の子

と下の子の預け先がバラバラで送迎が大変だったりといった経験もあった。再就職時にはまず子供の預

け先が面接でも話題に出るので、保育所の数の確保が進まなければ再就職や女性の就労の継続は難しい

と思うので、まず数を増やしてほしい。 

公立保育園を利用しているが、建物が古く、衛生的に良くない。先生方はよく見て下さっているが、病

欠になった場合の補充がなされておらず、いつも同じ先生が早・遅などの不規則勤務をしているように

思える。 公立が廃園となり民間へ移行させているが、子どもの保育は責任もって行政で行ってもらい

たい。 いつまで今の保育園にいられるのかの心配せず、安心して預けたい。「財政難」はどこの市も

同じ。子どもにお金をかけられる市であってほしい。 

非常に高い保育の質をもっている公立保育園を市の“うり”するくらいした方が良いと思う。なぜなく

していく方向なのか？ 時代に逆行している様に感じる。 

小山に保育があってもよいのでは?? 0 才児をもつ近所の友人数名が言ってました。 

認可保育園の数をもっと増やしてほしい。仕事がしたくても、子供を預けられる所がなく、仕事につけ

ない。 

待機児童をなくしてほしい。 ・求職中も短期でいいので（3ヶ月とか）すぐに入園できるようにすれ

ばもっと仕事に出られる人が多くなるのではないかと思う。→税金収入増える。 ・横ならびの行政サ

ービスをやめて独自にもっと東久留米カラーを出せば住人も増えるのではないか。 

公立保育園と民間保育園の差をすごく感じました。同じ保育料を支払っているのにこの差は何だろうと

感じました。保育園入所の条件の（点数化されていますが）優先順位に納得できません。求職中の人が

入園できる保育園もあるのにフルタイムで希望した保育園に入ることができない方がいるのは、どうか

なと思います。 

市長が最初に公約としてかかげていた内容が実行されず、期待していた分、ガッカリしております。公

設民営に保育園の運営のかじを切っておりますが、子供達の事を一切考えていないです。今までなれて

きた先生から、知らない先生の所にほうりこまれてしまう子供達の事を考えているのでしょうか？ 保

育方針も違うでしょうし、納得いかないです。今すぐ、計画中止をお願いします。 

保育園を希望してる人全てが入所できるくらい充実させてほしい。 

現在、保育園の延長時間が平日 18:30、土曜 18:00 なのですが、もう少し遅くまでやっていると、働い

ている人達は助かるのではないかと思います。実際、私は現在育短を使っているので間に合うのですが、

フルタイムに戻ると間に合わず、ファミサポなどの利用も考えていますが、やはり慣れている保育園で

子どもを見てもらう方が安心です。保育園によっては遅くまでやっている所もありますが、通勤のこと

などを考えると、選択肢も少なくなり…。今回、このような調査が今後の保育環境の充実につながるこ

とを期待しています。 
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税収を上げたいのならばもっと共働き世帯を支援してほしい。特に保育園の待機問題は、共働き世帯に

は頭の痛い問題。公設民営を推進する気は正直ないが、とりあえずそれが解決の近道であるならば止む

を得ないとは思っている。しかし、公立園としての良い所は残していかなければならない。公設民営と

なると公共性や安全性の意識が薄れているように感じられる。特に職員の質がそういった問題の根本に

ある。運営に関しては全ておまかせではなく、どこかで市がコントロールすべき！ 税金が使われてい

る以上、サービスや質の向上・維持に注力するのは民間だけでなく、市も同じこと。投げたらおしまい

はあんまりだ。今後の市の努力を期待しているが、保育園に関して提案したいのは、設置場所を公共機

関（電車）の側にしていってほしい。利便性の高い保育園に希望者が殺到するのは誰の目を見てもあき

らか。横浜方式が不可能なら少しずつでも利便性の高い場所へ移していって下さい。そのことが、世帯

収入アップにつながっていくことは、間違いない。送迎の時間だけで、かなりの収入ダウンになってい

る。このことも次回の調査項目に追加して市はもっと現実を見るべき。 

保育園の待機児童は深刻だと思います。市の財政状況の問題もあるとは思いますが、ぜひ、公立保育園

の民営化はやめてほしい。東久留米の保育はとても有名です。私は全く関係ない仕事をしていますが、

職場で入園できていることをうらやましがられたことがあります。東久留米の財産を無くさないで下さ

い。 

来春には職場復帰を考えているため保育園の入所の可否がとても気がかりです。待機児童が解消できる

手立てがあればぜひ、お願いしたいと思います。 高齢で出産し、実母をこの夏に亡くしたため、地域

の子育て支援が頼りとなっています。今後ともどうぞ、よろしくお願いいたします。 

会社の育児休職期間が 1年 6 ヶ月で、産休・育休合わせて約 1 年 8ヶ月とれるのですが、下の子が生ま

れて、産休育休と取得する間、上の子の保育園在園は 1 才 6 ヶ月までだと育休が終わる前に復帰せねば

ならず非常に困ってます。現状だと、2、3月に無認可に入れ復帰して、1 ヶ月ぐらいで認可保育所へ入

り直させなくてはなりません。そのへんの融通をきいてもらいたいです。無認可は入園料も 1～2 万円

かかり、1 ヶ月も 3～7 万円と認可より最大で 6 万円以上高いです。わざわざ会社の育休期間に合わせ

て復帰し、さらに保育料もかかるという…。それは本当にイライラします（ちなみに上の子は 1 才～の

保育園に入ってるので、下の子も同じ所に入れるとなると、1 才になってからになります。なので 1才

6 ヶ月という期間では（8月生まれなので）ひっかかってきます。0才保育のある所じゃないので）。 

ひばりが丘団地居住ですが、認可保育園が今後不足すると思われますので、増設して頂きたいです。越

境で西東京市の園に入園できる可能性も低いため、2014 年からは認定こども園の利用を予定していま

す。今後とも宜しくお願い申し上げます。 

1 才児の子を持つ親です。市の保育園について 1 つ意見があります。4 月の入園について、1 才児の待

機児童の多さにおどろきと不安がいっぱいでした。現在 0 才児の保育が多くてエスカレートで上がれ

ば、1才児はせまき門です。泣く泣く 0才児をあずけて働かなければならない親と、子が 1才になり働

こうとしている親の入園できるのかの不安がヒドイ状況だと思います。今後、2、3 人目と子をうみた

い親は、これでは働けない。…いえ、子がうめなくなります。ぜひとも 0才児保育はへらして下さい。

よろしくお願いします。 

子どもがお世話になった（なっている）はくさん保育園をはじめ東久留米の保育については、満足度「5」

です。しかし残念ながら、これまでの保育の積み重ねや地域のつながりについて、行政が評価していな

い、というよりきちんと向き合っていないと感じることで「3」としました。保育園にお世話になって

13 年目になりますが、在園中だけでなく、卒園した後も、改めて東久留米の保育の素晴らしさを実感 
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しています。その保育園を民営化の波が襲って数年、この問題について考えるほど、その本質に向き合

おうとしない保育行政に怒りを感じています。保育園は、ただ子どもを預けるだけの場ではない。子ど

もが育っていく場です。また、地域のつながりの拠点でもあります。これまで 40 数年にわたって積み

重ねられてきた東久留米の保育は全国でも高く評価されている事実にきちんと向き合わずに、経済効率

優先の視点だけで、この貴重な保育園をなくしえちくことが、どんなに愚かなことか。子どもだけでな

く大人も一緒に育っていける、このような環境は改めて「はい、つくりましょう」といって出来るもの

ではない。一度なくしたら元には戻りません。東久留米が、懐の深い、人にやさしい街であり続けるた

めにも、東久留米の保育にきちんと向き合ってほしいと強く願います。待機児童問題には、園庭も確保

された認可保育園を作ることで対応して下さい！ 

保育園の民営化について十分な説明をされていない。移行期に子供への配慮を欠いたやり方といい、子

育て中の親子に対して誠実に対応しているとは思えません。それだけが非常に残念に思います。 

子どもの数に対して、認可保育所の数（枠）が少なすぎる。子どもの出生数や、人数を市の人口構成な

どで把握できているはずなのに、待機児童の数が減らないことが納得できない。フルタイムで仕事をす

る、仕事をし続ける人間にとって、家庭的保育事業や、一時預かり事業をその場しのぎで利用しなけれ

ばならない環境にあるのは、市に育児の現状が知られていないのではないか。育児支援されているのか、

疑問である。我が家も可能であれば、認可保育園に通わせたいと思っていたが、認定こども園に通わせ

ることになった。運良く兄弟同一園に通うことができたが、金銭的にはかなり負担が大きく、家計には

とても厳しいものがある（2 人同時入園で費用は 2 人分だが、補助金や助成が受けられないため）。こ

のような現状では、3人目が欲しいと思うが、育てづらいのなら 3人目は諦めようと考えざるをえない。

今の時点で待機児童が多く働き方に制限をかけている人が多い状態である。今後の事を考えると、学童

保育にも入所できるのか今から心配である。現状を踏まえた上で、この先の環境を変えてもらえないと

希望は持てないどころか支援のあり方考え方に失望しかねないと思われる。 最後に、このアンケート

が市によって都合の良い内容のものだけを採用されるというような不正がないよう願います。直接市長

行きにした方が良いのではないでしょうか？ 

認可保育園が少ない。 

もっと認可保育所の数を増やしてほしい。 

現在保育園を利用しているのですが、年度初めでの入園が一番入りやすいため、2 人目の出産時期を“4

月～9 月”でと意識しています。しかし、そんなにうまくコントロールできることではないので、10

月～3 月生まれでも、気にすることなく、保育園入園できるといいなと思います。また、今は公立保育

園に通っているのですが、延長料金がかかるのは 18:30～です。私立は 18:00～のようなので、同じに

してもらえると選ぶ幅が広がると思いました。 

さいわい保育園の民営化問題。納得できません。必要としている人がたくさんいるのに民営化の話を進

めている事に腹が立ちます。白紙に戻して下さい。 

我が子が通っている園は 0歳児のクラスがあります。以下は私が感じている事です。現時点で育休取得

率はあがっていると思いますが、少しでも早く希望の保育園に入園希望をださないと入れない!!という

理由で、0 歳クラスに預ける友人達が多く感じます。せっかく休めるのに、1 年以上も休んでると入園

できないのです。他の区では妊娠中から保育園の予約受付があるとの事。4 月入園だけでなく、年度途

中の○月入園と受付があると聞きました。産む前から入園の約束があれば安心です。市民の意見も大事

ですが、他市区町村の取り組みもかき集め、真似できる面はぜひやっていただきたいと切に願います。

期待しています。がんばって下さい。 
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現在通っている保育園はとてもアットホームで、とてもよいと感じてはいるが、出来ればもう少し、子

どもたちの能力を高めあうような事（運動、知能）をしていただけたらと思ってしまう。平日働いてい

るため、そういった事を伸ばすだけの時間がないので、預かっていただけるのはとてもたすかるのだが、

高いお金をはらっていても、ただただ遊んでいるだけの時間が多いのは、ものたりないと思ってしまう。

設備等にもそれほどお金がかかっているとは思えないような状態に見えます。 

子どもを預けて働きたいが、保育園に入れない。本当にどうにかして欲しい。フルタイムで働いていな

くても保育園に入れたら良いと思う。保育園（認証など）も補助金を出して欲しい。 

現在のままの公立保育園の存続と、認可保育園の増設を希望します。 

待機児童が多く、これからも就労する母親は少なくならない（ふえるだろう）と思われるのに、改善さ

れていると感じられず、不安である。児童館など、放課後の子どもの遊び場があるのは安心できるので、

維持してほしい。 

保育園の民営化反対!! 

保育施設の絶対量が不足している。・預けたいタイミングで柔軟に預けられるよう保育施設を充実させ

て欲しい。兄弟がバラバラになると保護者に負担なので希望の園に通えるようにしたい。 

・認可保育所を増やしてほしい。 ・保育料を安くしてほしい。  

保育園の民営化を中止して欲しい。説明をちゃんとするべき。このアンケートが反映されるか不明。い

い意見だけがとりあげられてそうなので、マイナス意見も取りあげ、ちゃんと確認をして改善して欲し

い。 

平日に関しての保育サービスは充実していると思います。しかし、保育園の数が少なすぎます。待機児

童が多い。1歳児保育も保育園に入れない方がこのままだと多いと思います。私達はたまたま空きがあ

り、家庭福祉員ですが入所することが出来ました。しかし、このままでは、育児休暇を取得して子供を

見ていたい時期と仕事復帰時期に差が出ると思います。私達もかなりなやみ、葛藤しました。できるこ

とであれば待機児童 0 になるよう取り組んでいただきたい。そうすれば、保育園の質の向上にもなるの

では…。 

・認可保育所に入れずに困った。両親共にフルタイムで働いているのに入れない家庭があるのに対し、

たいして働いていない母子家庭又は、父親が一緒に生活している母子家庭がのほほんと入園しているこ

とに不満だった。それぞれの家庭の働き方をきちんと把握して、本当に必要としている人が利用出来る

ようにしてほしい。 ・同じ認可保育所でも公立と私立とでは保育内容・環境に差がありすぎる。公立

園をもっとレベルアップさせる必要があると思う。 

以前、子供が 3才頃に働ける話があったのですが、身内も近くにいないので保育園の申し込みをしまし

た。保育園のあきがぜんぜんなく、結局働くのをあきらめました。本当に、はいりたくてもできない人

がたくさんいます。もっとそういう場所をつくってほしいです。 

自営業で土・日が 1番忙しいです。土曜は保育園がある為、問題ないのですが、日曜の保育を探す為、

東久留米中のサポートセンターなどに問い合わせ、説明会などにも行きましたが、どこも見つからず、

隣の清瀬市の団体を利用しています。日曜保育で、保育料が高いうえ、自営業で点数が低いので無認可

に通って毎月の保育料はかなり厳しいです。自営業なので、保育料が厳しいから、家で子供をみようと

いう選択肢はありませんし、私も働かなければお店はまわりません。自営業も色々とありますが、飲食

店の自営は労働時間も長いですし、常にお客様のいる状態なのでとても家庭だけで子供を育てる事はで

きないです。それなのに、自営業だと点数が低いというのは納得いきません。平等にしてほしいです。 
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認可保育園数が少ないと今年とても感じました。うちは年子 2 人居ますが、昨年 1 次の申込みでは保留、

2 次で幸運なことに入園できましたが、0 歳児は入園できるが、1 歳児は無理と言われ、求職中で申込

みをしていましたが、市役所の方からは、「お母さんが、働かないと」と言われ、働きたいから申込み

をしているのに、1人は預かってもらっても、もう 1人は無理と言われ、正直どうしたら…。と言う気

持ちでした。その時の対応があまりにもひどく腹がたったことを覚えています。入園できたから良いの

ですが、知人にも 4 月生まれの子供が居ても、入園できないとか、待機中とか沢山居ます。認証は保育

料が高いので 2 人目を考えられない。とか言っています。今の子育て世代は正直金銭的にも余裕があり

ません。子供が病気をしていても預けて安心して仕事へ行ける施設や、保育所の増設など優先的にして

いただかないと、このまま少子化が進んでいくのは止められないと思います。我が家も 3 人子供が居ま

すが、先々にかかる教育費など、不安ばかりです。 

保育園ももっと増えて、待機児童が減ると良い。親も安心して働けるし、子供も保育園で多くの事を学

べるから。もっともっと、東久留米が子育てのしやすい、住みやすい、子供達が安心して過ごせる市に

なりますように。 

数年前に比べ、改善されてきていると思います。保育園の待機児童を減らすように子育てに予算をあて

る必要があると思います。子育て支援が充実している市には、若い親が移住し、住む人が増えます。財

政も豊かになるのではないでしょうか。その点について、切に希望します。 

保育園の収容人数を増やしてほしい。 

幼稚園に預かり保育を一年間利用しました。在籍の幼稚園では、17:30 迄の設定で、18:00 迄の枠が欲

しいと感じたものです。又、未就園児の育児中でもあり、下の子は保育園の一時保育を利用しました。

～17:00迄の利用枠であり、就労する身にはきつかったです。朝も、帰りも、勤務先から幼稚園、保育

園の送迎に、一日中走りっぱなしです。下の子だけでも、正課の保育園へ入園できれば、と思い申請し

ましたが、待機児童扱いとなり、一年が経過しました。先が見えないまま、一時保育を利用し続けるに

は不安があり、来年からは、下の子は幼稚園の正課三年保育という環境を与えてあげようと思い動いて

います。もっと苦しんでいて、努力されている方々が居る中で恐縮ではありますが、就労しながら子育

てできる環境が、東久留米市に整っているとは感じない一年間でした。 

保育園が少なすぎます。仕事するにしても、保育園に入れてないと求職できず、仕事してないと入園で

きず…本当に入れたい園には入れられず、とりあえずどこでもいいから…わらにもすがる思いで、環境

を選べない人が多いと思います。老朽化を理由に廃園（園庭がある園を!!）なんて、ありえません。一

時的な閉園（移動）なら納得できませんが、1 つ園をつぶして、1 つ民営をたてるのはちがうと思いま

す。上の子は 3才まで入園できず、その 3年間、必死で仕事を探しましたが、園にさえ入ってないとい

うことで、面接すらしてもらえず、心身ともにボロボロでした。又、兄弟が入園していれば、下の子も

入りやすいのかもしれないですが、ちょうど卒園してしまい、今回もどうなるか、ハラハラでした。幸

い、育休中だったため入れたのかもしれませんが、それも、1 才になる前の方がいという事を会社の指

示で、やむをえなく速い復帰でした（このタイミングでないと、元々の在籍部署ではないところになる

と、半ば、おどされ…）。私はまだ恵まれていて、もっと苦しんでいる家庭もあります。全ての人が、

不安なく子育てできることが大事です。制度があっても、会社の中で働く他の人たちとの関係の中で、

制度かかげて休んだり、時短にしたり…理想だけでなく現実を知るべきだと思います。細部はもっと繊

細で、黒いものです。結局周囲同僚の理解がないと働けないし、子育てもできません。それが現実です。

いつ矛先がこちらにくるかヒヤヒヤしながら日々働くのもしんどいです。求職中の人、就職中の人、そ

れぞれ複雑な思いでいます。 ※今の保育園には、とっても満足しています。 
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現在、認可保育園を利用しています。園での先生方による行事、そして外部の方をお呼びしての行事…

にぎやかで楽しい日々をすごしているようで、親としても嬉しく思っています。ただ、正規の先生の人

数が少ないと耳にしております。本来、正規の先生をお 1 人のところを、再任用や嘱託での先生お 2

人でカウントを合わせていらっしゃるとのこと。先生方の保育には、とても感謝しておりますが、やは

りまだ子供も小さく、体調もすぐに変化しやすい年齢です。小さな変化をキャッチできるのは、やはり

長い時間（日数）を一緒に過ごして下さる方かと思います。すばらしい先生なのに、月に 16 日（でし

たでしょうか）しか出勤できない。それが予算のためである…という事が、残念に思えて仕方ありませ

ん。また、次々に公立保育園の民営化が進んでいるようですが、充分な説明や対応がされていない印象

がとても強いです。予算が無限にあるわけでないのはもちろんよく分かりますが、あまりにも一方的す

ぎる気もします。民営化そのものに絶対反対しているのではありません。ですが、上の原の最後の 1

年の話や、現在のみなみ保育園の新スタッフの話を耳にすると、不安になるのも事実です。今後も民営

化の件は出てくると思いますが、どうか納得できる話し合いの上での実施になってほしいと願います。 

待機児童の解消に努めて下さい。 

以前たんぽぽ保育園を利用していましたが、認可では仕事探しの状態ではなかなか入れないのに対し、

空きがあったのですぐに入れてもらえてとても助かりました。求職中の預かりを、認可でも受け入れて

もらいやすい環境にしてほしいです。そうでないと、一旦仕事をやめてしまった後の復職が非常に難し

いです。 

待機児童の解消をお願いします。 

ありがたいことに保育園に入所できて、とても感謝している。しかし、まだ待機児童も多いようなので、

安心して預けられる場所が増えたら、よりよくなると思う。 

都心まで通勤し、フルタイムで勤務する母親にとっては東久留米市の子育て環境は劣悪である。そのよ

うな中で、このようなアンケート調査を行っていることは、評価したいと思います。ぜひ子どもの視点

での教育・保育行政をすすめて下さい。 保育所などの設置場所・サービスの質などもよく調査される

とよいと思います。家庭福祉員は（全員は存じ上げませんが）あまり質がよくないと個人的には感じま

した。今後に期待致します。  

保育園には大変満足しています（ひばり保育園）。 

運よく認可保育園に入園できていますが、昨年、民営化園に決まり、市の財政難を保育園で行うことに

保護者たちは憤りを感じています。入園する前はそんなの全く関係ありませんでした。自分の居場所（来

月～夕方）（月～金）で、仲良しのお友達、安心できる先生たち、ここは、子供たちの場所なんです。

大人の勝手な行動（市役所、市議員）の、デスクワーク上のことで決めないで下さい。毎朝、子供をお

こして、ごはん食べさせて、支度して保育園へ送り、仕事に行って、帰ってきて、お迎えに行って、ま

た夕飯を作り、ねかせて、を、ずっとほぼ母一人でやっているんです。そういう生活をしている子育て

世代のことちゃんと分かってますか？？ 今、2 人目がお腹にいますが、その子がどうなるか、今から

不安です。働く母、子育てしてる家族のことをちゃんと考えて下さい。何のための保育園なのかちゃん

と考えて下さい。そして、保育園は大人が通うんじゃない、0～6 才の小さな子供たちであることを忘

れないで下さい。 

保育園の待機児童解消に向けて努力しているのか？ 市のたよりを見ていると、どんどん後退してい

る。 
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子供は私たちにとっても国にとっても、財産です。もっと子供達が充実した毎日を送れるようになって

欲しいです。保育園に入れない待機児童が多いと聞きますが、ただ単に預ける場所を増やすのではなく、

質も高めて欲しいです。今、私の子供が通っている保育園は、人数も多く、ちゃんと園庭もあり、季節

によっては行事があり、食育などにも力を入れて下さっていて、親としてはありがたい限りですが、狭

い場所に全員が入って保育されている所や、園庭の無い保育所もあるようです。そんな場所ではきっと

「早く帰りたい」「早くお迎えに来て欲しい」と思うのではないでしょうか。かといってずっと母親と

2 人だけで毎日を過ごすのも、母親もストレスがたまると思いますし、子供にとってもよくないと思い

ます。財政難であることは知っていますが、ちゃんとした施設を作って下さるようお願いします。 

民間の保育所ではなく、公立の保育園を増やしてほしいです。 

保育園に入れない。イオンもできて、新しい家もどんどん増える中、保育園に入れない現状で、次の子

どもを出産、育児するのに不安があり、まよってしまう。  

保育園や学童の質をあげてほしい。せっかく自然が沢山あり、子育てや子どもの遊ぶ環境がそろってい

るので、それを活かした保育内容を！ 

他の市より転入の経験が有り、保育園の数や質がとても良いと感じています。しかし、まちがった教育

熱心さが有り、保育園の父母会行事の負担が大きいと感じます。夜 18:00～20:30 頃まで毎月、1 才児

の子供を抱えながらの父母会活動は大変です。時代おくれだなと感じる事も多いです。現代にあったリ

ズムで働く父母の負担を少なくするように変化がほしいです。土日の行事よりも、家でゆっくりすごす

時間がほしいです。又、保育職員の質の均一化をもう少し進めてほしい。とてもすばらしい先生とひど

い先生の差がはげしすぎる。子供は、はっきりと意志を伝えられず、良い先生が悪い先生（めんどくさ

がる、働かない、頭ごなしにしかる）の尻ぬぐいをしていて大変気の毒だと感じる。本人に資質に任せ

るだけではなく、きちんと教育し選別する機能が必要だと感じる。保育園の民営化が悪いと言われてい

ますが、きちんと市民の利益になるように進めて下さるならば、賛成です。説明が不足しているか、古

い体質がはびこっているのか、実際悪い事なのか、判断がつかないという感じです。 ・蛇足ですが切

実に要望しているサービスとして… 保育園の通園バスがほしいです。働く親の朝は戦争です。幼稚園

にはバスが有るのに、保育園にはバスが無いのはとても辛いです。2 万円くらいまでならサービス料と

して出しても良いです。 

認可保育園を増やしてほしい。認可保育園を減らさないでほしい→民間委託も反対です。 

保育園の延長保育料を銀行引き落としにしてほしい。 

育児休業中に保育園の申請をした（1 才児）が入園出来ず、待機児童として職場の保育所を利用。その

間も毎年入園申請かけたが入所出来ず。職場の保育所は 3才までの契約の為幼稚園に入園せざるを得な

かった。待機児童が多いのかはわからないが、約 3年入所申請通らず、幼稚園に入園後に空きが出たと

連絡あった。生活上、仕事をやめる事が出来なかった為、職場に保育所があって助かったが、そのため

に入園出来なかったのかはわからないが、3年も待機状態で、職場に保育所がなかったらと思うと生活

も出来ずにゾッとする。今後はそんなに待機せずに入園出来るようシステム見直しをお願いしたいと思

う。 

現在育休中ですが、育休明けに保育園に預ける事ができるかとても心配です。年度の途中に入所は厳し

いと言う事で、育休を延長して、4月からの入所にしようと思っていますが、それでも、確実に入所で

きるわけではないので不安です。もう少し保育園の数を増やして、いつでも確実に入所できるような環

境を作ってほしいです。 
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市の保育園いつもこんでいますが、息子がもし保育園に入ったら、私もアルバイトをできて、私の家に

対して、とても助かります。 

市の保健師や相談員の方は大変よくしていただいています。ただ、現実的にきびしい環境である事はた

しかです。他県、他区からきている者にとってたよる所は少なく、支援など利用したくてもできないの

が現実です。利用できる所は利用していますが、必要である物はなんでも利用料が高く、お金のある世

帯が基準であるようです。幼稚園は私立のみできびしいので、保育所をたよっても待機の状態です。 

認可保育園に入所が厳しく、認証等もいっぱい。無認可園もとても少なく、子供を生むと働くのが困難。

認可、認証を増やせないなら、せめて無認可へ入所したときの補助や、無認可園に対しての補助等をし

てほしい。 

保育園にフルタイムの人が入れなくってなぜパートの人たちが入れるのか？ 疑問に思うことも多す

ぎる。 

市でも国でも「お金がないから」という理由で教育、子育てなどに関する支出をけずったり、保護者の

負担を増やしたり…ということが多くなっていると思います。子育てに関する施策が、お金を基準に議

論されるのではなく、子どもにとって、何が必要か？ そのために、どのようにお金をつかうのか？ と

いう角度で、話しあってほしいと思います。 保育園の民営化がすすんでいますが、今、保育園に入れ

ない子どもたちがたくさんいるもとで、公立の保育園を残しながら民間の力も最大限活用して、希望者

が入れるようにしてほしい。そのことが、市の魅力になるだろうし、保育園→学校と育つ中で、親は市

内に住宅を購入し、市で生活を行っていくことで、固定資産税も入り、市も活性化していくと思います。

長い目で、市の財政、子育て環境を考えられる行政であってほしいと思います。 

長女の保育園の申し込みを市役所に行った時、窓口の人の対応が冷たかった。求職中だと無理だと言わ

れました。経済的にきつい状況で、働きたいのにどうしたらいいかわからなくなりました。 

保育所（認可）をもっと作って欲しいです。預けたいですが、なかなか空きがない…。 

保育園の地域支援事業（例：園庭開放とか）は、すごい良いと思います。たくさん参加しています。 

今は保育園に入れましたが、病気の親、1 才児の子供を抱えていても保育園に入れなかった。一時預か

りすら制限された。その一方で、パチンコ屋に入りびたる母親、父親の家は子供全員が保育園に入って

いるのを見たとき理不尽さを感じた。子育てをする親、される子供にとって、何が必要か。安全、安心、

そういったことを十分考慮していただけたらと思います。 

保育園のサービスや質の均等化。園によってサービス・質にバラつきがありすぎ。一定の質は確保して

欲しい。0才児を預かる園にベビーカー置き場がなかったり、保護者の負担が大きかったりすると、非

常に困る。 

保育園の教育にもう少し力を入れてほしい。伸び伸びとした環境は子供にとってもとても良いのです

が、小学校に上がった際、勉強や団体の流れについていけず、「手のかかる子、問題児」として見られ

がち。子供の良さがみとめてもらいえない。あまりに幼稚園とちがいすぎるのもどうかと思うので、市

で支援するなどしてほしい。衛生面や安全面もあまりにヒドい。職員も管理しきれてなく、ケガも多い

ので、早急に対策をしてほしい。 

兄弟は同じ保育所に入れる保証が欲しい。保育所の数（入所人数）と少子化問題が反比例。子供を産ん

でも保育所に入れないか不安ばかりです。 
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自営業で夫が主に働いています。子供が生まれた当初、保育園に預け、2人で仕事をしようと考えまし

たが、保育所に入れず、また、仕事も不定期のため、主人が徹夜等して忙しいときはしのいでいました。

うちのような場合、仕事で子どもを預けたくても、一時預かりでは時間が足りず困る時があります。ま

た、公立の保育所では、一時預かりを行っていないため、公立でも実施していればいいのにと思ってい

ます。 

公立保育所に子供を預けているが、以前、私が市外の私立保育所に勤務していたこともあり、公立、私

立の保育所の違いに驚きました。おたよりノートひとつをとっても、ただの何のイラストもないふつう

のノート。季節の製作なども全くなく、とてもさみしいです。子供の好きな遊びに取り組むのはもちろ

んですが、製作など少しはあってもいいと思います（例、こいのぼり、母の日、父の日、ひなまつりな

ど）。又、公立保育所は伝統色が強く、新しく入園する人にとっては、きゅうくつ感があったり…。マ

ンネリ化ばかりにならず、新しい事にも挑戦してもらいたいです。保育士の質も、ていねいな先生とそ

うでない先生と。あいさつしない先生も。どこの園にもあるとは思いますが…。先生の質の向上を。一

番、不安なことは、たてわり保育、自由遊びで、どこの保育室や園庭で遊んでも OK となっているが、

そんな時に、地震や火災が発生した場合、全園児の居場所や人数把握がきちんとできるのかとても心配

です。転園も考えますが、入れないことを考えると困ります。保育所への不安や要望ばかりになってし

まいましたが、子供にとって、楽しい場所であるのはもちろん、親としてはしつけも少しは身につけさ

せてもらえたら良いと思います（片づけさせない、いけないことはもっと叱ってほしい、など）。長々

すみません。今までどこに意見を言うべきかと思いましたが電話するのもしにくく…。 

子供を預けて働きたいと思っているが、保育園に入れず待機児童になっている。一時保育もほとんど予

約が取れないなど、復帰したくても出来ない状況。保育施設をもっと増やして欲しい。 

市に対するイメージを正直に言うならば、他の近隣の市に比べ、やはり商業施設であるとか、娯楽施設、

特別な集客スポットみたいなものがとても弱いと感じます。最近になってイオンができましたが、現在

どの程度集客があるのか、市にプラスになっているのか疑問ですし、そもそも、誘致するしないのドタ

バタを、市政が“東久留米市をどうしたいのか”というヴィジョンがまったく見えないものでした。商

業施設が少なく、それを誘致する体制も難しいのならば、東久留米に今すでにあるもので、何とか市の

強みをだせないのか、と浅はかながら考えます。それでまっさきに思いつくのは、やはり、この自然に

恵まれた穏やかな環境です。都市から電車で 30 分足らずの地域で、こののびのぼした環境は中々ない

のではと思います。高層マンションより戸建が多く、地価もお手ごろ…。これは、「子育て」には最高

の環境ではないでしょうか。保育園不足が社会問題化しつつある世の中で、幼い子供がいる家庭は職場

から多少離れようとも、保育が充実した地域をその住まいに選ぶのではないでしょうか？ 保育園をふ

やし、子供が遊べる施設をつくる…これは、大企業や商業施設を誘致するよりも、はるかに“現実的な”

街づくりではないでしょうか？ 私には市のソロバンをはじく知識も能力もありませんが、私の周りだ

けでも、「いい所があれば引っこしたい！」という人間が少なからずおります。ご一考下さい。 

1 歳 5 ヶ月の子と 3 歳の子を持っていますが、いずれも市立、公立の保育園に入園できない無期限の待

つ状態にあります。夫が毎日深夜まで会社で働いて、私もピアノ教室をやっています。ぜひ早い時期に

うちの子が公立の正規保育園に入園できるようお願いします。 

とにかく認可保育園に入所させて欲しい。まだ入所できてない事を職場の友人に話すと「何で？！」と

びっくりされることが多い。 

保育環境は悪い。待機児童多すぎ。認可外への補助もないので利用できない。できれば東久留米市外へ

越していきたい。保育園少なすぎです。 
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【延長保育・休日保育】 

 

日、祝預かってもらえる所がほしい。 

共働きの家庭では夜遅い事が多いので、保育園、学童等は夜 9 時まで預かり可能な場所が増えると安心

できると思います。私自身、学童から 17時に帰宅し、20時まで自宅に 1 人きりで、さびしく、空腹で

いる時間が長く感じました。 

保育園については、とても子どもひとりひとりについて理解し、ていねいに対応してくれてよいと思っ

ています。ただ、終業時間が（お迎えが）18 時半までだと夫婦 2 人とも間に合わず、上の子は夫がい

ったんお迎えし、母が帰るとバトンタッチして仕事に戻ることもしばしばです。延長がある園はわずか

なので入園の倍率が高く、現実的ではありません。入れないとそれこそ困るので泣く泣く延長のない園

に通っています。待機児解消が大きくかかげられ、それは大事なことだと思いますが、就業形態により

広く選べる保育をと願うばかりです。 現在は宛名の子（1歳）の育児休業中で、その子が 1 歳 6ヵ月

になる時に仕事復帰するつもりです。私の職場は子どもが 3 歳までは希望すれば育児休業をとれます

が、育児休業手当は子どもが 1歳になるまでなので、3 歳までとると生活ができません。同じ仕事の同

僚や先輩、後輩なども同じ理由から 3年間の育児休業をとった人を見たことがありません。国政では「育

児休業を子どもが 3歳までにしたい！」とあげていますが、本当に私たちの生活の事を考え、現実を見

てくれているとは思っていません。東久留米市はとてもいい保育、子育てノウハウを持っているので、

本当に市民のために何が必要なのかどこにお金を使うのか考えて助けてほしいです。その思いをこめ

て、今回のアンケートに協力しました。大変だとは思いますが、よろしくお願いします。 

待機児童をなくし、延長保育（20時）までできる保育園を希望します。 

21 時までの保育所があれば良いと思う。 

近所に通勤している方ばかりではないので、延長保育を 19 時まで行って頂けると、育休後の復職もし

やすく、子どもを出産する方も増加するのではないかと思います。 

延長保育を 20:00までしてもらえる保育所が近くになく、仕事復帰にも、仕事の選択肢が狭い。とにか

く、保育所を増やして頂けると助かります。将来の子供のためにも、働きに行ける環境がほしいです。 

現在は育児休業中ですが、以前仕事を行っている時、土、日、祝もサービス業の為仕事でした。その為

保育を行っていない日、祝は有料の保育園に別で預ける事が必要でした。一人の子供であれば、まだ良

いのですが、次回の育休後は二人の保育が必要になる為代金が 2倍になります。通常の保育園＋一時保

育園、これではほとんどお給与が保育園代で消えてしまいます。都心の様に、日、祝の保育を、認可保

育園でも行ってもらえれば本当に助かります。又、サービス業の職業もあるので、日、祝の保育も行え

る様な、合同保育園でも良いのであればうれしいです。 

週末持ち帰りの仕事もあるので、週末に預かってもらいやすい環境を整えていただけるとありがたい。 

母親が 3 交代（夜勤有り）の勤務をしているので、保育園の延長保育の時間が 21 時頃まであると、父

親が仕事を切り上げて保育園の（現在の 19 時）お迎え時間に合わせなくて良いので家庭的にたすかり

ます。今の所は夫婦で何とかやりくりしたり、どうしても無理な場合は祖父母にお願いしているが、多

種多様な職業がある中で、やはり延長保育時間のさらなる延長と、休日（日曜、祝日、年末年始）の保

育が必要だと感じています。 民間のサービスやファミリーサポートを利用すれば解決しますが、利用 
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料の問題が一番大きいと思います。子育ての為に仕事を辞めなくてはならない、子育て員は職場に迷惑

がかかるという事が少しでも減らせるような環境になる事を望みます。 

公立保育所を利用させていただいていますが、延長保育が、20 時までだったら良かったと思っていま

す（仕事でお迎えが間に合わない）。公立から公設民営にかえられてしまうのではないか？ 保育所を

減らされてしまうのではないか？ という不安がつねにあり（署名活動をみると）、兄弟ができた時、

仕事を続けられるか不安でふみきれない。小学校の学童も定員数ありと聞くと、自分の時は大丈夫なの

か？ 働き方を変えなくてはいけないのか？ と不安です。 

幼稚園、保育園、学童の預かり時間をもっと見直してほしい。フルタイムで働いていると、通勤時間も

あり、とても今の預かり時間だときびしい。時間短縮して働かないといけないので、もっと長くしてほ

しいです。 

もっと、どんな利用ができるかを知って、仕事と子育てをうまく両立できるようにしたいと思いました。

仕事の通勤等による延長保育をもう少し充実できればいいなと思いました。 

主人の転勤にともない都外から引っ越してきて 5 ヶ月になります。3 才の息子は来年度幼稚園に入園予

定です。市立幼稚園のない地域なので幼稚園の保育料を支払うためのパートをしようと思っています。

しかし、預かり保育を利用しても土日祝は利用できないとなるとパート先が見つかるか不安です。保育

園ももちろん希望したが、待機ですぐに入れないとのこと。 主婦を多く募集する職場は、主にスーパ

ー、レストラン、等の土日に必要とされるので、土日祝でも子どもを見てくれる場所がほしいです。も

っと言うと、市立幼稚園くらいの保育料なら母親も家庭に入り子どもをもうひとり妊娠したいと思いま

す。職場に入ったらやはり妊娠しにくいです。 

東久留米から通勤時間がかかる所に勤めている人は多いのに、預かってもらえる時間が短い園が多く、

通わせたい園に通わすことができない。別途料金がかかってもかまわないので、もっと延長保育を実施

して欲しい。  

満１才になるまでは 18時までしか預かれない制度をなくしてほしいです。 

 

【学童保育等】 

 

保育園は朝早くから、夕方遅くまで預かってくれているので、共働きの我が家では本当に助かっていま

す。 しかし、時短勤務が終了すると、都内から帰宅するのが夜 7時ぐらいになり、学童も 6 時までな

ので心配です。小学校の学童保育がもう少し遅くまでになれば…というのが希望です。 また夏休み等

の長期休み、小学校 4 年生からは、学童もないので心配です。学童保育の充実を願います。時間延長、

学年延長（長期休みだけでも…）。 よろしくお願いします。 

保育園では、7時～19時まで保育してもらえたが、学校に行くと学童の保育時間が 8:15～18:00 と短時

間。子供を 1人で自宅におくか、サポートを依頼するしかないが、朝は短時間なので、利用しにくい。

又、毎日以来すると負担が大きい。4 年以降の学童保育がなくなり、不安。都内では、放課後クラブな

ど、就労してない場合でも保育をしてくれる環境が整っているので、同じようなサービスがうけられる

と良いと思う。 

学童保育を充実してほしい。 
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最近はフルタイムで働く女性が増えています。通勤等を含め、18:00～20:00 の間に子供を預かってく

れる施設や、サポートがもっと増えるべきと考えます。フルタイムで仕事をする際に、時間外労働は避

けられません。学童保育の延長または学童後の預かり先、宿題をみてくれるところ等、割高でも構わな

いので、地域のサポートがほしいです。 また学童が 4 年生以上の受け入れがないことに大変不安を感

じます。子供の成長において一番大切な時期に周囲のサポートを受けられない状況はどうなのでしょう

か？ せめて自習室的な子供が安心して宿題ができるような教室があると助かります。夜間の施設利用

については、当然割増価格で構いません。しっかりと保育士または教師など大人のサポートが必要です。

夜間の預かり所、4 年生以降のサポートについて是非対策をお願い致します。 

下の子の出産後、職場への復帰を考えていたが、上の子が小学生になり、学童の時間が短く、またなか

なかはいれない等により、復帰をあきらめた。 職場の時短制度、学童保育の時間の延長等を充実させ

れば、仕事と育児を両立しやすい環境になるのでは、と思います。 

就学後、共働きの家庭の子供が学童にも入らず夜の 6時すぎあたりまで外をフラフラしているのがとて

も気になります。他の市や区で行っている、放課後の子供たちが学校に残って宿題をしたり遊んだりで

きる環境があれば、少しでも大人の目が子供たちに行き届いてよいのではないかと思います。世の中の

動きとして、共働きが普通のこととなり、保育園の増設などが押し進められていますが、6才児までの

子育て支援が充実したとしても、小学校に上がる 7才児からの支援が急に手薄になるのでは子育て環境

がよいとは言えないと思います。保育施設の拡充なども必要なのだとは思いますが、本当に必要として

いる利用者がどれだけなのかを見極め、小学生以上の子供たちにも安心してすごせる場所を作っていた

だきたいと思っています。 

学童保育は 3 年生までしか利用できないが、低学年だけでなく、高学年（4～6 年生）も利用できるよ

うにするべきだと思う（学童を卒業した高学年の子たちが遅い時間まで集まって、遊んでいる姿をよく

見かけているため）。 

学童保育のおわる時間が早い。18 時までに帰ってくるのはムリ。都内の会社で働いていると、帰って

くるのは 20 時位になるのはふつう。大手企業で正社員で働いている人は、東久留米に住もうと思わな

い。周りでもそういう人は少ない。23区は 20 時まで東久留米や学童がやっているのがふつう。だから、

職場の同僚はみんな 23 区内に住んでいる。そういうサービスも良くしないと、住民税たくさん払って

くれる高収入の人は移住してこない。上の子は保育園に通っているが、みんな安い保育料しか払ってな

くてびっくりした（年収が低い人が多いんだと思った）。 

放課後こども教室があると良いと思います。 

フルタイムに戻ると、帰宅が 21:00 近くなってしまう為、夕飯付きの学童を東京都か市で運営してほし

い。 正直幼稚園無償化より、保育園など、女性が働きやすく、もっとしてほしい。 

小学校でも放課後子ども教室など、子供たちが無料で勉強できる場所を提供して欲しい。 

小平の方が東久留米の小学校に通わせることになった時「学童は小平で」と対応した方がいらっしゃっ

たそうです。それはいかがなものかと…。税だったり色々な大人の事情もあるとは思いますが、子ども

には全く関係ありません。子どもはまもらなければいけない存在だと思います。大人の事情としてでは

なく、これからの日本を守っていく子ども達を守ってあげられる市になっていく事を願います。やはり

それには役所から発信していくべきだと思うので…。 これから先の事を考えたら子どもを一番に考え

る市であってほしいです。これからもよろしくおねがいします。 

学童は土曜日も 6時半までやるべきだ 
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学童保育の延長を 20 時か 19 時くらいまでにしてほしい。18 時迄だとフルタイムで働くのが難しい。

また、土曜も延長してほしい。祝日も実施してもらえると有難い。そして、6年生まで預かってほしい。 

今後子供達が小学校へ進学する事を考えた際、放課後の居場所がもっと必要だと思います。児童を狙っ

た性犯罪などがこれだけ増加している中、小学 3 年生までしか学童保育で預かってもらえない現状で

は、安心して働けません。せめて小学校卒業までは学童を利用できるようにして頂きたいです。もちろ

ん市の財政のこともあるでしょうから、利用料で調整してはどうでしょうか。多少高くても子供達の安

全の為なら親も納得すると思います。 

いつかフルタイムにと思っても、小学校に行っても、宿題等も見なくてはなりません。学童保育で勉強

面や、習い事等の様なことまでしてもらいたいです。仕事を優先すると子育ては勉強が出来ない子や内

面のフォローまでしてやらないとダメになると思います。 夏休み等、短期の一時学童保育がほしいで

す（給食があるとよい）。 

小学生になってからの学童保育の時間の延長と夏休みの毎日のお弁当、衛生的にも心配なので、有料で

もいいので給食を出して欲しい。 

保育園がおおむね 18：30まで、中には 20:00までの預かりを実施しているのに学童保育所が 18:15ま

でしか保育をしてくれないと聞き、今から心配です。18:15 に暗くなってから、女児ひとりで帰宅しろ

ということ？ 朝も学童が開くまで車道沿いで待っている子供たちを見かけますが、せめて学校の敷地

に入れてあげてほしいです。 不審者情報なども時々出ているのに、小学生になったら十分な保育が提

供されないことを知り、仕事を続けられるのか不安です。 民間の学童もなく、市民には選択すること

もできないので、何とかしてください。 

まだ未経験ではあるが、学童保育について open な情報がなく、状況を調べることができないため、充

実度、時間、料金等をリサーチできない。 

小学校に上がった際の学童の心配。時間が短いこと。保育所の場所の拡充。帰宅時は暗く、心配の為。 

学童保育についても高学年、長時間の対応を検討してほしい（今回、来年から入学ではないため対象外

でしたが、この先無関係ではありません）。保育園等よりも預かる時間が短いのは復帰後非常にネック

になります。 子育て環境、全てにおいて他自治体のよい点をとり入れて制度の充実をはかってほしい

です（制度の低さに他市に移転した知人もいます）。 

これから小学校に上がった時の学童保育にも不安があります。年々、利用者数が増えており、利用できる

のかどうか、心配です。フルタイムの就労ではない為、利用者多数の場合は、優先順位が下がりそう、等、

心配をしています（現在、認定こども園に預けていますが、延長保育希望者多数の為、利用は抽選でした）。

母親が安心して働けるようなサポートが充実した、東久留米市になる様、切に願っております。 

急な用事等で低学年の小学生を預けたい時、1日単位の学童のようなものがあると助かります。人見知

り等でファミリーサポートが無理な時。ちなみに新座にはそういった預かりを実際にしていると聞きま

した。 

放課後子ども教室がなく、学童は利用時間が短い。小 4 から利用できる制度がない。 

小 4の長女・年長の次女とも公立保育園でお世話になり、保育の質も先生方にも恵まれ、非常に充実し

た環境を提供していただいた。職場の環境は、もう少し長く時短や宿泊の免除などを認めておらえると

（現在 3 才まで）、もっと楽に生活できたと思うし、できれば国全体として、3 才までは育児休業を認

めて復帰できるようにしてもらえると良いと思うが、現状では、今提供して頂いている環境に非常に満

足している。ただ、小学校に入ってから、学童が 6:00 で終わってしまうこと、1 人で留守番させるこ
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とは、第 1子にとってはとても高いハードルでした。わが家は、下の子の時短勤務と重なってしまった

ため、2 年生までお迎えに行けたが、子供が不安をうったえて、仕事を辞めざるをえなくなった方もい

たので、学童は 6:30までの延長をぜひご検討頂きたい。 

小学生高学年でも学童利用が出来るようにしてほしい。女の子の一人っ子だと、親が就労していると安

心して働きにくい。高学年の学童が難しいのなら、高学年向けのそれに値する施設を早急に作ってほし

い。 

学童は朝 7:00～8:00、夕方 18:00～19:00も拡大してほしい。 

学童クラブの土曜日 16時に閉所してしまうのはなぜ？ 平日の 18時までと同じにしてほしい。 

保育園生活にはとても満足しています。同じく仕事を持つ親同士で相談したり、協力して助け合える場

も作ってもらえてる気がします。そのため学童保育でも同じように環境が用意されているものだと思っ

てました。今、学保に通う上の子がいます。学保の時間制限のために仕事が今までどおりに行えていま

せん。土曜日はとくに短い時間になるのでとても困っています。今や、土曜日だからといって就労時間

が短い会社は少ないのではないでしょうか？ 望みとしては学校がある日と同じように夕方も保育し

てもらいたいと思います。 

子供が 2 才の時から働き始めました（パート）。認可保育園には入れず、認可外保育園へ預けていまし

たが、3 才児になっても入れる可能性は低く、認可外では 0才児が多く、集団行動や幼児教育などを受

けられる環境ではありませんでした。たまたま近くに認定こども園があったので、働きながら幼稚園に

通わすことができてとても助かっています。主人は土曜日も仕事なので土曜日にも子供を預かってもら

える所があればと思っています（仕事がシフト制で私は土曜日入っていませんが、繁忙期は子供を理由

に免除されているのがとても居づらく、毎回契約更新の度にクビになるのではと心配しています）。 

今、幼稚園の年中ですが、学童の状況が全くわからず、倍率が高く入るのが難しいという、うわさを聞

いて、とても不安です。パートタイムでも今の仕事を続けないと困るので、学童に入れるような環境を

整えていただき、安心して仕事ができるようにして下さい。よろしくお願い致します。今の環境では 2

人目は諦めています。是非仕事をしながら子育てのできる環境をお願いします。 

小学校、放課後子ども教室を実施して欲しいです。空き地も少なく、公園も不審者がいたりして不安で

す。学校が 1番安心できる場所なので、学校で遊べると安心です。 

午前中しか働いていないので、学童クラブには入れないという条件は、厳しい。夏休みなどの長期休暇

中はどうしたらいいのか困る。事情によっては夏休みだけ利用できるという風にしてほしい。 

放課後や学校の長期休暇中に、安心して預けられる場所の整備をお願いします。19 時までは預かって

いただけるようお願いします。・できれば、放課後だけでなく朝の学校始業前にも安心して過ごせる場

所が欲しいです。入学後は、子どもが家を出る前に出勤しなければならなくなります。子ども一人の時

間ができてしまうこと、子どもに戸締まりをさせなければならなくなることが今から心配です。 

学童に行かなくなる 4 年生からの放課後の過ごし方がどうなるのか強い不安があります。年齢（学年）

に関係なく寄れる場所が欲しいです。そもそもなぜ学童は 3年生まで…？ ご検討よろしくお願いしま

す。 

学童保育所に給食施設を作ってほしい。 

小学生のうちは留守番をさせるのが大変心配です。学童だけでなく、下校してそのまま行ける場所が増

えてほしいと切に願います。 
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来年、小学校入学になる上の子には、学童保育の枠に入れるのか否かの不安があります。入れなかった

ら、私は就労をあきらめなければなりません。週 4日就労していますが、学童の利用基準は月～土まで

の就労日数（4日）のようなので、日曜日も働いていますが、利用枠から外されてしまうのかもしれま

せん。時間のある時に、市役所に相談してみようかと思います。勉強不足で知らない事が多いので。 

学童の評判があまりよくない。まだ未経験なので聞いた話だけだが、スタッフの教育等充実させてほし

い。 ・学童の預かり時間をのばしてほしい。18 時までに迎えに行けない。冬など暗い道を子供だけ

で歩かせて家で留守番させるのは不安。 ・民間学童が選択肢としてあるとよい。 

学童の時間も伸ばして欲しい。また民間の学童も増やして、サービス内容（プログラムや時間など）も

充実させてほしい。 

学童保育の保育園と同じ時間の利用ができればと思います。8:00～19:00。家に 1 人でカギをあけて帰

るのは不安なため。市内に民営でもいいので放課後預けられる施設がもっとほしい。夏休みなども安心

して預けられる施設がほしいです。 

下里に住んでいる為、下里小学校に入学します。小学校の人数のバランスの悪さは、すごく感じます。

2 クラスはあって欲しいと望んでおり、他の小学校も考えました（上の子が入学する為）。又、学童に

入るにあたり、夏場のお弁当は怖いと思います。給食とは言いませんがお弁当にしていただけると助か

ります。安全面など考慮して…利用した分の料金を支払いますので…。仕事をしながら毎朝、お弁当を

作るのは、負担が大きいので。又、土曜日、日曜日も仕事の為子供をみて頂けると助かります。特に土

曜日に時間は平日同様にして頂きたいと思います。18:30 だと保育園と同じ時間なので 19 時までにし

て頂きたいです。それでもギリギリなので。 保育園にいる間は色々な意味で安心して働けましたが、

今後小学校に入るにあたり、頼れる人がいない中、心配事がたくさんあります。私自身の生活も大きく

変わることと思います。小学校の低学年の間は、もう少し働く母親に寄り添って頂けたらと強く思いま

す。 

東久留米市の学童について、土曜日大変不便で困っています！ 保育園の年長まで土曜毎週利用してい

ました。8:00～18:00まで。仕事は毎週9:00～17:00までです。ところが小学校に入ったとたん土曜16:15

までしか預かってくれず、仕事が思う様にできません。となりの清瀬市なども 18:00までみてくれるな

か、なぜ東久留米市は 16:15 までなのですか?! 人数が少ないのはたしかですが仕事をしている母親に

全くよりそってないと思います。土曜日にかぎらず、東久留米市の学童保育は他市や他区にくらべおと

っていると思います。仕事、子育てまだまだ続くので改善して下さい。利用料を払えというのならよろ

こんで払います。 

学童の時間延長（せめて保育園の開園時間など） 

小学生だと一時保育も使えないし、下校～18 時頃まで一時的に学童でみてもらえる制度があった方が

よいのではないでしょうか。 

学童が 3 年生までなのは非常に困る。市で対応できないのなら、民間の学童を誘致して欲しい。安心し

て働けない。  

小学校になって学童保育に預けた時、お迎えの時間がどうしても 19:00 近くになるため今から心配で

す。学童保育の終わりの時間をもう少し遅くしてほしいです。せめて 19:00 にして下さい。 
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【一時的な預かり・ショートステイ】 

 

保育園の一時保育のわくを増やして欲しい。 

保育園に一時保育をおねがいしようとしたら、まずは面接といわれ、あげく帰りがけ「1 歳児のあきは

ほとんどありませんが、TEL で確認して下さい」と、運が良ければみたいないいかたをされて、預けづ

らくなりました。しかも健康診断書まで必要で、一時保育なのでとても大ごとでますます尻ごみしてし

まっています。 清瀬市に引っ越しを考えています。本当に東久留米は子育てしにくいです。 

H25.4 に引っ越してきたので、あまり周囲のことを知らないのですが、近所に子どもセンターひばり、

ひばり保育園などがあり、心強く感じています（一時保育がとてもいい）。まだファミサポなどの利用

はありませんが、今後もサポーターが近くにいてくれたら大変ありがたいと思います。 

保育園の一時利用の定員を増やして欲しい。なかなか、混んでくる時期になると預けられない（すごく、

子供が小さい時は、助かりました）。 なかなか周りも赤ちゃんづれが多いので、ちょっと預けること

が難しい。台風の中、上の子の習い事に、下の子も一緒に連れて行ったりと、大変なこともある。“ぱ

っと”預けられるところがあればなぁと思います。 

〈一時保育について〉 まだ利用したことがありませんが、利用している友人の話によると、一時保育

を受け入れてくれる保育園が少なく、すぐに満員になってしまい、預けたい時に預けられないとききま

した。私もこの先、急な用事で一時保育を利用するかも知れないので、受け入れ保育園を増やすか、1

日の定員を増やすかしてほしいです。 

小学生の長期休暇（夏休みなど）の時だけ預かってもらえる事業があると助かる。 →パートで働いて

いる人は、学校がある日は問題なく働けても、夏休みなどになると子供をどうするか困っている。高学

年なら留守番させられるかもしれないが、低・中学年は心配。 

小学校も放課後の一時預かりの制度を作ってほしい。新座市の小学校には一時預かりがあるようで、東

久留米市にも同じように取り込んでほしい。近くに身内がいないので、兄弟の通院の時や、急用がある

ときなど、一時的に学校で預かってもらえると非常に助かるので、検討してほしい。 

預かり保育ができる施設をもっと増やして欲しい。就労できても預かり先がないと結局働けなくな

る。 ・預かり保育の時間の拡大をして欲しい（週 3日、9-17時までは短すぎ）。 ・預かり保育がで

きる保育園があっても、利用日の 1 ヵ月前から予約しなくてはならず、更に電話もつながらず、ほぼ予

約不可能な所ばかり。→これでは、固定の就労は難しい。 

一時保育は他の自治体よりも料金も安く利用しやすい。 

専業主婦でも預かり保育を利用しやすくしてほしい。 未就園児の預かりわくをもっと増やしてほし

い。 

保育園での一時保育の枠が少ない。そして預ける理由を問わないとはいえ、就労のために利用されてい

る方で埋まっているようで、それが不満。就労中の方が大変なのは分かるが、専業でもとても大変。逆

に、就労していない分、預けることにも精神的負担がある。そのことから、就労以外での一時保育枠を

拡充していただきたい。もしくは、就労中の方の保育料を拡充していただきたい。 

認可保育所で、時間単位での一時預かりをしてほしい。上の子の習い事のため夕方 1時間だけ…という

ような預かり方をしてもらえると助かります。保育所でなくても、年齢によっては児童館でも良いと思

います。 
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一時保育で、下里しおん保育園を利用することがあるが、1 人につき 1 日 2000 円かかるので、子供 3

人をかかえながらの利用は経済的に厳しい。 働きたくても保育園にはなかなか入れず東久留米市での

子育てのしにくさを痛感しております。 

夫と私の実家が遠いこともあり、子供が学校や幼稚園に行っている間しか気軽に出かけたり、用事を済

ませることができません。特に小学生は、親が働いていないと学童の利用もできませんし。小学生の一

時預かりなどあれば大変助かります。幼稚園も 9～2 時は、早い。軽く仕事をしようにもこの時間では

なかなか見付けられません。 

一時保育を 6ヶ月から okにして欲しい。 

求職中に預けたり、一時的に預けたりするのに費用も高いが定員が少ないと思う。もっと低い費用で利

用したい。パート程度の収入では割があわない。現在就労していないが、これから求職するとしても、

預け先を確保するのにとてもハードルが高く、なかなか踏み出せない。  

日曜日、祝日で、子供といるのが難しい場合があり、一時利用的に保育をして頂ける場があると助かり

ます。 

一時保育の料金が安いことはとても助かります。 

以前は保育園の一時保育をよく利用していた。他の兄弟の用事で預ける事ができて大変よかった。あと

自分のリフレッシュも大事だと思うので、とても良かったです。幼稚園も延長保育や夏休みなどの長期

の休みのときも預かり保育があるが、小学校入ってからの方が心配だ。まだ低学年だと一人で留守番は

させられないので困る。 

一時保育（土、日）があると助かるのですが、平日は幼稚園の預かりを利用できても、土、日に母の健

診があったりなどで、保育園の一時保育も調べてもわかりづらく、結局利用せず不便に感じる。通わせ

ている園は夏期保育はあっても、休み中の一時保育が不可なのが不満です。やはり、いつも預けている

園が一番信頼できるので。突然預けられる所は必要です。  

市内には、仕事をしていない母親が気軽に子供を預けられる施設が少なく感じます。急な用事や、母親

自身の病気の時も、結局は自分でなんとかするしかありませんでした。 

共働きの方々で、父親が土曜も出勤のご家庭の方の用事をすませるためや、共働きでなくとも、夫婦で

二人の時間を取るため、土・日の一時保育があると助かると思います。 

とにかく、家の近所に事業所が無い（特に預かり保育的なもの）。近所に親などがいない母親は、なに

かあった時、安心してすぐに預けられる所が欲しい。東久留米市内だったとしても車で行くしかないぐ

らい遠かったり、しかも駐車場が無い（もしくは数台しかダメ）。 その他の事業所も電話などの対応

がひどい場合がある。 

・一時保育をしている保育所を増やしてほしい。 ・一時保育の利用料を安くしてほしい。 

昨年、西東京市より引っ越してきました。一時保育について市役所の子育て支援課でお尋ねしたところ、

「ここでは分かりません。直接園に聞いて下さい」と言われ、とても冷たく感じました。市役所で一時

保育について業務していなくても、利用までの流れなど、ざっとした説明をしてほしかったです。また、

一時保育の予約が平日 12時～15時の間に電話でしなければならず、忙しい時、その時間帯に予定が入

っていると電話が出来ず、なかなか予約が取れない。西東京では一時保育の予約・抽選はネットでして

いて、時間のある時にできるので、非常に利用しやすかったので、東久留米もネットにしてほしい。 
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現在、親族が遠方の為、ファミリーサポートセンターやしおん保育園（はこぶね館）等を利用しながら

子育てをしています。これらは事前の予約が必要です。 自分自身の急な体調不良や用事の際に、子供

達を頼める近所の知人は居ますが、実際にはまだ一度も頼んだ事が無く、限界ぎりぎりまでガマンして

過ごしたり、子を背おったりしながら病院等へ行くのが現状です。 急な時でも親族のように気軽に預

かってくれるような施設があれば非常に助かります。 

親が病気になった時など、安全で安心して子どもを預けられるところがあると良い。 

保育園などの一時預かりをもっと利用しやすくなればと思います。 

子供の幼稚園（無認可）が夏休みなどの時に預ける場所を見つけるのが大変。保育園の一時保育（みの

り保育園）は人員があって予約がとれない。どうして東久留米市以外の人が利用できるのかわからない。

優先的に東久留米の人が利用できるならよいが。もし、市から一時保育事業に補助金がでているのなら

ば、東久留米市民を優先すべきだと思う。 

母親が体調不良のとき、金銭的にあまり気にかけることもなく、子供を安心して預ける先があるといい。 

公立の保育園は柳窪にないので、一時保育を利用したくても近くになかったので利用しずらかった。一

番ちかいくるみはやっていなかったので。 

保育園の一時保育はすぐに一杯になり預けることが出来ないので、もっと人数を増やして欲しい。 

児童館や家庭支援センターなど、子供を遊ばせる所がたくさんあることがとてもありがたいです。夏場

はとても暑くて外で遊べない時、よく利用させて頂き、お友達もできて良かったです。 10 月に第 2

子が生まれ、主人の仕事が忙しく、子育てを手伝ってもらえる人がいないので、一時保育がもっと利用

できればと思います。 

一時保育できる保育園は何ヶ所かありますが、実際は 1 軒くらいしかすぐに預けられる施設がありませ

ん。一杯だったり、何日か前に連絡を入れないとだめなものなど。家から遠いなど使いたくても使えな

い人も結構います。しおんのはこぶね館では一時保育を利用できるみたいで、ありがたく思っています。

今度利用してみようと思っているところです。 

現在、パート勤務の為、保育園への入園は難しいと言われ、保育園の一時保育を利用し働いていますが、

なかなか予約が取れず毎月仕事に出られない日がかなりあります。 何か、一時保育の様な形で、幼稚

園入園するまでの 1 才、2才、3才の子どもを預けられる場所がもう少しあるととても助かります。あ

まり料金も（ファミサポを利用すると、1日の収入とほぼ同額になってしまう）高額だと厳しいので、

一時保育の 1日 2000円には満足しています。 

春・夏・冬休み中だけ預かってくれるような施設がほしいです。 

就学前の一時預かりのできる保育所が少なく、いつも予約がなかなかとれません。幼稚園に通う間は延

長保育や長期休暇中の保育が利用できますが小学校に上がったとたんに預けられる場所がなくなりま

す。低学年のうちはまだ家に 1人で置いておけないので、一時預かりしてもらえる場所がほしいです。

近くに親戚など預かってもらえる人がいないので、それが心配です（もう少し大きくなったら仕事をし

たいので）。 

一時預かりで利用できる場所があまりなく困っています。 土曜日に介護や通院のつきそいで利用した

い事があるので、割高でもいいのでお願いしたいです。 現在待機児童なのでできればどこかに預けて

働きたいですが、もう少し一時預かりの利用可能日数を増やして（週 4日とか）くれると助かります（保

育園が決まらず退職したので）。 

くぬぎ児童館には大変お世話になったので閉館は大変残念です。来春小学生になるので放課後の過ごし
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方が気になっています。校庭開放や、学童の一時利用などの制度があれば、とても助かると思っていま

す。 

保育園の一時保育を利用しようと思っても、保育料が高い上に、定員がいっぱいで預けられないケース

が多いです。もう少し利用しやすくしてほしいです。 

府中市の様に学童保育以外で、登録しなくても気軽に長期休暇（夏、冬、春休み）に、自分の通う小学

校で、子供を預かるシステムがあってほしい。府中市では、昼は一旦帰り、自宅で食べるというシステ

ムだが、東久留米市はそこを改善して昼も弁当持参 OK でみてほしい。やはり、働く母親が多く、長期

休みの時非常にこまっている人がたくさんいる。夏休みなど母親が仕事（パート）父も仕事となると子

供だけで家にいる家庭がとても多いので、安心して親子共々長期休みをすごせる様にしてほしい。例え

ば 1日何時間でも 1000円、月で預ける時 15000円、etc。夏休みのみの預かりの場合、お金が多少かか

っても良いと思う。預かる方は地域のシルバーさんやボランティアでもいいし、学校で見てもらうとい

う方法がベストだと思う。 朝早くから仕事に出る事もあるので、その辺も改善して下さい。6 時～預

かり可など。 

保育園を増やせないのならば、一時保育（不定期預かり）の制度の充実と受入れ日数を増やして頂きた

い。働いている方のお子さんを優先するのは当然ですが、働いておらず家で子育てしてる者も事情があ

って働けなかったり、子が病気の時預けられるあてがないなどラク（働いてない分）しているとは限ら

ないので、一時保育は週 3日だけだとか限定したりしないで頂きたい。 

一時預かり事業の保育園などの施設を事前に見学が出来たら初めて利用する者としては、不安が無くな

る様な気がします。 

現在、幼稚園は延長保育があり、利用出来ますが、小学校に入学するなり働いていない親は預ける先が

なくなります。用事がある時に預けたいニーズは多いと思います。学童保育所に一時預かりの様なシス

テムを作る等の対策を考えて頂きたいと思います。 また、保育園の一時預かりの予約を取るのが難し

くなっているようです。定期的に預かって貰う人が優先されているとの話も聞いたりします。抽選なら

皆平等にしても良いのではと思います。1 ヶ月前に予約をとるのでは、親が体調を崩した時など、緊急

時に預かって貰うことが出来ません。保育園の充実とともに、保育園に通っていない子供の一時預かり

についても支援が必要かと思います。 

子供が 2～3 才の時に、みのり保育園の一時保育を利用しとても良かったです。しかし、駅に近いせい

か、なかなか予約がとれず、大変でした。駅に近い保育園で、一時保育をやっている所を増やした方が

良いと思います。 

下の子が生まれて、育児負担が大きい時に、上の子を近所のみのり保育園の一時保育を利用したかった

が、いつも希望者が多くて、なかなか予約を取るのが大変だった。 

一時保育（保育園での）の予約がとりにくい。本当に預かってほしい時（保護者の病気、急用など）に

急でも預かってもらえる場所が少ない。祖父母が遠方、父もなかなか休みがとれないため、母親は絶対

に病気できないと思って育児している。 

土日祝の一時保育もしている所を作ってほしいです。家庭福祉員は月～金。土、日、祝勤務している方

もたくさんいると思います。1 日 2000 円くらいでみてくれる所を作って下さい。今、片道 2 時間かけ

て事業所内保育をお願いしている状況です。 
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保育園の一時保育をこの子が小さい時に利用しました。二人目が欲しいと思い、不妊治療の為（不妊治

療を受ける方の待合室に子供を連れていくと、皆様辛い思いをされますので）、通院の時には預けてい

ました。この治療は体のリズムを見て行いますので、急にあと 3日後に、とか不定期に病院に通わない

といけないので、一時保育も急にお願いすることが多々あります。しかし、特に年末や年度末などは、

月初に 1 ヶ月間の予約をとった子たちですぐに定員になってしまい、なかなか急なニーズにはこたえて

もらえませんでした。急用・緊急のときに必ず受け入れてくれる枠を、常に確保しておいて欲しかった

と思います（今、改善されているのでしたら失礼お許し下さい）。 

現在週１回の保育園で一時保育を利用しています。認可保育園の一時保育は 1 日 2000円ととても安く

て利用しやすい為か預けたい人がとても多いようで、週 1回必ず預けることができず月 1 回となってし

まうこともあります。少しずつ働きたいと思い一時利用をしていますがこの様な状況だと思うように預

けられなくて不便です。認可以外の保育園の一時保育は高いです。もう少し預ける枠を広げたり、同じ

くらいの値段で預けられる場所を増やして欲しいです。 

入園前の一時預かりを充実させてほしい。 

東久留米市に引っ越ししてきてから、まだ 2年くらいで子どもがすでに 3歳だったので、赤ちゃんの頃

の子育て支援事業はよく理解しておりませんが、児童館の幼児のつどいなどはよく参加させていただ

き、子どももたくさんお友達を作ることができました。以前は武蔵野市で、ふだんからいつでも遊びに

行ける施設もあり、おもちゃやスタッフ、内容も充実していて、あまり不安のない子育てができていま

した。しかしながら、祖父母が遠いため、以前からずっと少しの時間でもたよるところがすぐなく、サ

ポートを利用しようと思っても登録が必要だとか、料金も高くついたりで、どうにか一人でがんばって

きている所もあるので、今後不定期に、急用の時もすぐ、低料金で見てもらえる施設やサポートが増え

ることを望みます。あと、他に環境に関して、いろいろな公園を利用しますが、滝山公園など、遊具が

壊れていてもずっとこわれっぱなしや、遊歩道のライトは暗くて子ども達も歩かせるのには心配など、

東久留米に来て、気になる箇所がたくさんあるので、そういう目に見える部分からでも、充実させてい

ってもらいたいと思います 

幼稚園に入園する前、何度か近所の保育園に一時預かりをお願いしたことがありましたが、いつも満員

で希望が通ることがありませんでした（申込日に連絡してもダメなことが多かったです）。一時預かり

の枠をもっと増やして欲しいです。 

不定期での一時預かりの場所をもっと増えて欲しいと思います。市内でないのでとなりの清瀬まで預け

にいっています。 

一時保育はよい制度だと思います。しかし予約がとりにくいところが難点です。施設の受け入れ人数を

ふやす等が必要と感じます。 

一時預かりもっと利用しやすくしてほしい。 

周辺自治体と比較して、一時保育のサービスや児童館の質は良好である。ただし、これから仕事を探そ

うとする親にとっては、子どもをみてもらう施設を見つけるのが難しい。一時保育の枠を増やすか、幼

稚園の預かり保育を拡大するかにより、現在仕事をしていないが、これから仕事を見つけ、仕事を始め

たいと考えている親及びその子どもに対する支援策を検討してほしい。 

未就園児の時は、本当に一時保育を利用したかったです。でも市内で利用出来る場所はとても限られて

いて、家から通える施設は、1ヶ月前しか予約が取れない状況でした。どうしても利用したいのが当日

だった場合、無理な状況です。他に身内がいなかったので、本当に困りました。幼稚園に通うようにな 
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ってからママ友達も出来てお願いすることも可能になりましたが、入園前は、ママ友も少なく頼れる人

もいなかったので、市内すべての保育園で一時保育を利用できたら良かったのにと強く思います。 

一時保育可能な保育園を増やてほしい。一時保育位は”待ち”や抽選なしで利用させてほしい。 

0 歳児の一時保育事業も取り入れてほしい。 

個人的な都合で考えれば、自宅や通勤といった近場での利用と、ある程度の時間的な余裕のある（9～

17 ときめられるのではなく）、緊急時に利用できればと思います。私たちの家族の様に近場に親族がい

ないものですと、行政のサービスがあり、それを利用できると、とても助かります。母親が専業主婦で

も病気や傷の場合は収入を減らすことで対応するしかなく、将来的にその様な事が起きた場合に、どの

様に対応が出来るのか、自分自身では不安です。父親の私が今働いているだけですが、将来的に共働き

を考えています。今より生活の時間の調整が難しくなる場合等考えると、1 日の預かりの時間の幅がよ

り長い保育所等の 1時預かりの施設が、予約なく気軽に利用できればと思います 

東久留米市内でも子どもショートステイできる施設を作って欲しい。日中、短時間なら友人に預けられ

ますが、夜、長時間預けられる人がいません。万が一の時、清瀬は遠いので東久留米市内にあると安心

です。 

 

【病児・病後児保育】 

 

私自身は利用することが少ないかと思いますが、病児保育はもっと数が多いとありがたいと思います。

小児科が併設してくれるとなお安心だと思います。 

病児・病後児保育をもっと充実させてほしい。 

病後児保育施設を増やしてほしい。 

今年 3月まで就労していた者です。長男は幼稚園の預かり保育、次男は保育所を利用していましたが、

子どもの急病等により、仕事を休まざるを得ない状況が続き、働くことをあきらめました。 東久留米

市には病児・病後児保育をしてくれる場所が少なすぎます。他の市へ利用を申し込むと、「市外の方は

1 人あたり 5000 円/日かかる」と言われ、あまりの金額に利用できませんでした。上記施設を増やして

頂きたいです。 

公立保育園の存続が危ぶまれ、働きながら子育てを行っている親の立場からは、心配がつきまとい、い

つ、子どもが通っている園の閉園をいわれるか、正直ひやひやしている。病児保育などの市のサポート

もなく、ファミリーサポートでも病児は預けられず、結局仕事を休んで看ている状況である。 

保育園に病気をもらいに行っているようなもので、完治させて行ってもまた風邪や病気にかかってきま

す。本当にかわいそうに思い、親として情けない気持ちになります。保育園に行かせているため仕方な

いと市や国の方はお思いになられるでしょうが、悪化して入院を防ぐため、予防的に金曜は両親どちら

か休んだり、親族に来てもらっています（遠方より）。何か手だてがないでしょうか。先生方だけで出

来ることには限界があると思います。 

病児保育を利用したいが、1 ヶ所しかない事に不満。しかも、割高なので、利用できない。他の市はも

っと安いし、手厚い。他の市の病児保育を利用した場合に補助金が出るなどしてほしい。施設を増やし

てもらえれば、一番良い。 
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保育園がとても質が高いので満足しています（たきやま保育園）。ありがとうございます。 ただ病児、

病後児が近くにあるといいな、と思います。住んでいる場所が滝山なので、仕事とも逆方向だしもう一

ヶ所あればいいと思います。子どもたちが住みやすい環境にすれば若い人口も増えると思うし…仕事を

している人もしていない人も両者共によい方向で…。 

子供が病気の時、保育不可となり、仕事を切り上げざるを得なくなる現状は、責任のかかる仕事はでき

ず、いつでも離れられるパート的な仕事を選ばざるを得ず、これが病気でも重病でなければ保育して頂

けると仕事に専念できるので、多々課題はあると思いますが、実現されれば助かります。「いつ、発熱

で電話がくるだろうか？」が仕事中も不安で、病気時でも可能な限り保育、が最も願っていることです。 

病児保育に預けると、1日のパート代がとんでしまうのは利用しにくい 

病児・病後児保育室が近所のない為、利用できず、仕事を休まなければいけない日数が増えた。料金も

高い。 

病児保育を充実させてほしい。保育園、幼稚園、小学校の近くに併設してほしい（利用する対象者を考

えると便利だと思います）。新川町など駅周辺に住んでいると、現在の市内の病児保育は利便性が良く

なく利用したいと思いません。清瀬市の病児保育に登録していますが、市外だと利用料が高く、また預

かり時間が短く、仕事に遅刻・早退をしなければならなくなり、結局なかなか利用できる機会がありま

せん。その点を考慮した施設を希望します。  

子育ての環境改善にとり組んで下さり、ありがとうございます。私は昨年から、パートで働きはじめま

したが、子供が病気の時が、一番困っています。 「めぐのへや」の存在に助けられています（先生方

もとても良くして下さいます）が、9:00～との事で、仕事を遅刻せねばなりません。専門職の為、代わ

りの人を立てないと休むことが（遅刻）できず（朝の 1 時間だけでも）その点でとても苦労しておりま

す。もう少し早い時間から預ける事ができたら本当にありがたいです。両親は遠方であったり、高齢で

あったり、なかなか頼れません。仲の良い友人はいますが、丸一日子供を預けるとなると、ご迷惑にな

るのでは…と頼む事もできません（ましてや病気となると…）。 

保育園入園後の第 2子以降の出産時など、個人個人の事情を理解していただけるとありがたいなと思い

ます。 病児保育に関しては、家が遠く利用しづらいので、市内にいくつか増えるといいなと思います。

また、預けられる時間が 9時からということですが、9 時から仕事という方が多いと思うので、せめて、

8 時くらいから預かっていただけると助かるなあと思います。 

病気の子供は親が看病すればよい（年休使ったりシフト減らしたり）と思う。それで（常識的な欠勤日

数で）解雇されるような職場なら行政から指導すべきだと思う。ただ水痘やインフルエンザのひいてき

た頃（＝子供も元気）なら慎重な看護は必要ないので、病後児保育はやってもらいたい。流行期に疾病

別に部屋を開設すれば、維持費、人件費（看護師以外でも可？）が安く抑えられ、利用料も低価格で、

拠点も複数設置できるのではないか？ 

何とか預け先が確保できたとして、次に問題になるのは子供が病気の時に誰が面倒を見るか？という

事。東久留米市の病児保育は定員 4 名で市中の一ヶ所にしか施設がない為、遠くて車のない我が家は全

く利用できなかった。病児シッターの派遣のサポートや、せめて病児保育施設の定員を増やす、多地域

に拠点を設ける、等の対策は欲しい。結局別居の夫の両親に見てもらったりしたが、高齢で負担になっ

てきている事や、子供の病気が伝染してしまう等のこともあり負担をかけていて、心苦しく思いつつも、

仕事も簡単には休めないので、お世話をお願いしている状態。何とかなりませんか。 

病後児保育してくれる施設も必ず必要だと思います。 
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めぐの部屋は、遠くてわざわざ預けに行くのが大変。仕事をしている親（子）にとっていざという時、

病児保育ができる場や人が必要なのに、市に 1 ヶ所しかないのは不便（病床数も少ない）。しかも、時

間が 9時～なので、仕事に間に合わない。 ・ファミリーサポートが、病児をみてくれないのは、残念。

病児保育の必要性の方が高いと思う。 

病児・病後児保育施設を利用したいが、家から遠いとなかなか利用できないのでもっと増えるといいで

す。 

特別な施設でなく、通い慣れた保育園に病児保育があった方が本人の精神面的に良いと思います。 

病児保育も 9～17時と定時で働く方のみの対象になっているので早番（7:30～仕事）では仕事を休まな

いと子供がみられない。預けてから仕事に行っても仕事の内容的に意味がないので早朝から預けられた

ら利用したいと思ってます（介護職なので時間によって必要な職員数が決まっている。急に勤務交代も

できない、など…）。 

病児保育の充実をしてほしい。子供が 2人で、病気で休むのは大きなものです。職場の理解ももちろん

ですが、こういった保育等色々な預け方が増え、働く母親の負担を減らしてもらいたいです。 

病児保育してくれる所を増やしてほしい。親が仕事しやすくなります。  

病児・病後児保育の場所が不便すぎる。 

病児保育など、設備が少ない。 

 

【訪問支援】 

 

東久留米に来てすぐ出産だったので、新生児訪問指導に来てもらえなかった。3、4 ヵ月健康や BCG の

ときに助産師さんと話し、「また連絡する」と言ってくれたりしたが、その後連絡はない。やはり、産

後の市からのケアが足りないと思う。 

産後訪問や 4ヶ月健診の際は助産師さんが親身に相談に乗ってくれた。 

お産の際、保健婦さんには大変お世話になり、ありがたく思っています。 

新生児訪問等で大変お世話になりました。その後もいろいろな不安に対して電話や育児相談等で対応し

ていただき、とても助けていただきました。ありがとうございました。 

産後に助産師訪問などがあり、とても心強く感じました。今後も子育て環境が更に充実したものになり

ますよう望んでいます。  

出産後のウツ対策としてカウンセラーの方が自宅訪問して下さると助かるかもしれません。保健師さん

助産師さんよりももう一歩踏み込んだ形で。 

 

【地域子育て支援拠点施設】 

 

子育て支援センターや児童館を利用する際、自宅から遠いこともあり車を利用するのですが、駐車場が

なく利用したくても出来ない場所もあるので、駐車スペースを作ってくれると今まで以上に利用しやす

くなると思います。 子どもの支援ですが、0才児までは色々とサポートしてくれると思うが、1才児に

なると広場的なものがなくなり、体重測定などもなくなってしまうので、行ってくれるとありがたい。

他の市の子育て支援センターでは手形・足形もとってくれるので、東久留米市でもやって欲しい。ネ 

イルやエステを行いたいと思っても、子どもと一緒にできる所も少ないので、そういう場もセンターな
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どでひらいてくれたら安心してできるかなと思いました。 ヨガ教室も 1 才児以上の子どもがいても出

来る講座も沢山やってくれると嬉しいです。市報を見ても 0 才児となっているので、参加したくでもで

きないので残念です。 

近くに上の原の支援センターがありますが、ただ行って遊ぶだけなので、いつもイベントや行事製作な

どをやっている、清瀬や新座の児童館や支援センターに行っています。もう少し施設の運営内容を変え

ればみなさん集まるのではないかと思います。せっかくきれいな支援センターができたのにもったいな

い。  

子育て支援事業、はこぶね館に大きく助けられています。園長のふところの広さに助けられている家庭

や母親は多いと思います。感謝しています。 また子育て支援センター（わくわく）の育児相談も活用

させていただいたことがあり、支援員（＝相談員：地域の担当者さん）に大変助けられました。個人的

ながんばりや意欲に、救われているように思います。こうした制度内で働かれる担当の方々が働きやす

くなるよう、待遇などを上げてさしあげたらいいなと感じます。市は、上記のような、そういった園長

や各担当者さんが自信をもって、スムーズに仕事に専念できるよう、必要があれば、彼女たちにとって

の支障やトラブルをとりのぞく方向で、フレキシブルに対応できる体制をもっていただけるとよいと思

います。 

下の子が 1才の時、「わくわく健康プラザ」に遊びに行きたいと TEL をした所、上の子（4才）も行きた

いと言うと、「大きな子供は来ないで欲しい」と言われた。上の子（4才）は家に置いて来いという感じ

でした。子供を見るのは私だけなので置いてはいけないと言うと、「とにかく大きな子供はダメです」と

それだけ。あまりにひどい言い方だったので 1 度も「わくわく」には行きませんでした。 東久留米市

の教育・保育環境の充実を心から願っています。 

現在、たまに児童館を利用して遊ばせていますが、子ども家庭支援センターなどの内容がいろいろな地

区で利用できればと思います（遠い場所なのでなかなか利用できません）。 

土・日も利用出来る支援センターがあると嬉しいです。遊ばせる場所がなく、困る事があります（雨の

日など）。特に日曜日。 育児相談したくてもしにくい方がいると思うので、匿名でメールなどのやりと

りが出来るといいのになと思います。 

わくわく支援センターの 2F のスタッフさん達は、子供を連れて遊びに行く度、温かく声をかけてくれる

ので、1歳の子供も、嬉しそうで、私も嬉しいです。 

今、くぬぎ児童館が家から近く、園庭があり、先生方も感じが良く、子育てのアドバイスもくれたりし

て本当に助かっています。実家が遠方のため、初めての育児に何度もつまずきそうになりますが何とか

地域の方の手を借りてがんばっています。子育てがこんなに大変で、本当に一人では育てられないと実

感しています。ママの息抜きと子供が安心して楽しめる環境が同時にあれば一番いいと思います。預け

るのも気力がいります。祖父母が近くにいたらどんなにいいかと悩むことも度々です。 

センター上の原をよく利用していますが、土、日、祝日なども利用できたら嬉しいです。 

上の原センターは新しい物も沢山あり、清潔で遊ばせるには良い環境。元保育園の先生のお話がとても

助かってます。 

子育て相談および支援事業の窓口時間の延長を希望します。フルタイムで働いており、平日は 19 時以降

でないと帰宅できないので、利用できません。地域的にも支援事業のセンターに行きにくい。 

子ども家庭支援センター（わくわく 2F）、赤ちゃんや 1 才中心なので、3才の男の子には、遊びたりない

感じがします!! 
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上の原センターは、とてもキレイで遊具も充実しており、とても満足して利用している。 

 

【ファミリー・サポート・センター】 

 

私自身もファミサポに会員として登録したいと考えています。近所に沢山の協力できる人が増えること

を願っています。 

ファミリーサポートは前日までの予約などで実際使用できたことが 1 回しかありません。また 1 日は無

理との事で数時間です。結局、両親どちらかも半休を使うような形になります。改善して頂きたいです。 

ファミリーサポートさんの送迎サービスを利用しようかと思いましたが、講習会のようなものに出て、

面接の上登録となり、手続きがわずらわしく、もっと簡単にできないものかと思いました。子供がまだ

小さいので、長時間講習をうけるのは苦痛です。 

ファミリーサポートがもっと安く気軽に利用できるようにしてほしい。 

ファミリーサポートは時間単価が高いと思います。民間企業で同じシステムで 1 時間 500 円でやってい

るので、その点も金額を改善検討して頂きたい。 

ファミリーサポートセンター事業について。施設数をもっと増やしてほしい。一時預かりの保育園では

料金制度が 1 日、半日しかなく短時間の預かりをお願いしたい場合、料金が時間割にできない。保育園

の他の園児もいるので、先生方の目がまわらない為、ファミリーサポートでしっかり子どもを見てもら

える方が安心する。  

ファミリーサポートを知った時、便利でありがたいと思い登録していますが、なかなか利用する事が出

来ずにいます（面接の日程が合わなかったりしたので…）。結局、友人に頼んでいるという状態です。 

 

【相談支援】 

 

子育てのこと以外でも、何か困ったことがあったとき祖父母等の協力を得られる環境がありません。保

育園のみなので心細くなるときがあります。 

第 1 子を出産して、初めての事だらけで不安な毎日を送っていました。助産師さんや健康プラザ内の乳

児のあつまりなどで不安をうちあける事ができ、大変助かりました。 地域の方々が声をかけて下さる

ので、あんしんして子育てできる環境だと思います。 3ヶ月の健康検診で不安な事をかいていたら、9

ヶ月ごろに子を虐待していませんか的な内容の電話をいただいて、ひどくおちこみました。もうすこし

言い方があると思います。 

今後子供を保育園に預けて仕事をしたいと考えていますが、そういった相談や仕事をさがす所が近くに

ないので不便です。 

2 歳児健診の時にことばが遅いということで、ぱんだグループを紹介されました。3ヶ月ぱんだに通い、

その後わかくさ学園発達相談室のひよこグループ、そして今年の 4 月からわかくさ学園のきりんグルー

プに通っています。 2歳児健診、3歳児健診で保育士さんに大変親身に話を聞いてもらい、とても安心

できました。きりんグループにも毎月楽しそうに通い、言葉もだいぶでてきて、団体生活にも慣れてき

たようです。ぱんだグループを紹介していただいて本当によかったと思います。 
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子供が 6 ヶ月のとき、東久留米市に転居してきました。それまで住んでいた所では、ほとんど地域の子

育て支援に関する情報がなく、それらの情報を集めるということを思いつかなくて、孤独な子育てをし

ていました。ここに越してきて、上の原の支援センターを知り、そこから様々な情報を得たり、相談で

きる相手ができたりと、何てここは子育てしやすい土地なんだろうと感激したのを思い出しました。 

行政に言うことではないですが…滝山周辺に、いい小児科がほしい。上の子が就学児相談を利用させて

もらって、大変助かりました。うちの子は通級が決まり、通級クラスに通うようになって変わったな～

と思える、本人も自信が持てるようになったのではないかと思います。最近、友人の子が不登校気味に

なり、どこにどんな風に相談したらいいかわからないと言っていました。もっと相談窓口をオープン??

にしてもらうと助かる方はたくさんいるような気がします。当然「質」も重要になりますが…。健康課

の方の育児相談も利用したことがありますが、とにかく自閉症へつなげたい、ような感じで、相談をし

てもすっきりもせず、最終的に時間のムダという印象しか残りませんでした。  

以前 0 歳児の健康相談に行っていた時、子供の身長体重を計った後、助産師さんに「何か相談ある？な

いよねぇ」と言われてしまい、何も聞けなくなってしまう事がありました。子供は発達不良もなく順調

そうに見えたのだと思いますが、子供に問題がなくても相談したい事や親の悩みがあるのに…と思いま

した。逆に 1 歳半などの集団検診の時は何か悩みはありますか？と聞かれたので、食べムラが…と答え

ると、この後相談できるので個別に相談しますか、とだけ言われ、そこまで悩んでる訳ではないのでい

いですとことわってしまいますが、その場で少しアドバイスをもらえるだけでありがたいのになあと思

い、なかなか行政での相談はしたいと思えないです。対策はしっかりしていても中身をもう少し精査し

ていただきたいと思います。 

子供の発達の遅れなどで、わくわく子供相談（ぱんだグループ）を経て、子供相談室（わかくさ学園、

ひよこグループ）に通っていました。今は幼稚園グループきりんグループに月 1 回通っています。子供

相談室は、同じような悩みを持つお母さんと話したり、先生とも相談できて、良い場所です。幼稚園の

ママとも話したりするけれど、子供の発達、学校選びなど深く話せるのはここで知り合ったママなのか

なあと思います。これからもこのような施設をなくさないで、子育てに悩む親の相談場所として残して

欲しいと思います。 

保護者が働いているいないに関係なく、市が平等な手当や子育ての環境を整えてほしい。赤ちゃんがい

ると外出も大変なので、家に訪問してもらえるとありがたい。ただし、1 回だけの赤ちゃん訪問では意

味がなく、生後 1年くらいの助産師さんなどの担当者を決めて相談にのったりしてもらえると嬉しい。1

人で育てている、という意識を持たない様に行政はケアをしていってもらいたい。子育てサポートの機

関はるが、緊急時にすぐ利用できるものがない。保護者の体調が悪い時に利用できるサポートが少ない。

サポート体制があっても、混んでいたりして利用しづらい。幼稚園も保育所と同じくらい、手厚い支援

を受けてもいいはず!! 以上の問題を少しでも解決して、より利用しやすいサポート体制を作ってほし

い。 

今は子供が 3 人ですが、やっと 3 人目で余裕をもって子育てが出来てるような気がします。特に気持ち

の面で。1人目の 10年前と比べ、保育園での一時保育をする園が増えたり、児童館の運営が民間に委託

された事により、日曜も利用できたり、職員の皆さんも子育て支援という事を意識して、相談にのって

くださったり、と、だいぶ子育てのしやすい環境にはなってきていると思います。 ただ、自分が初め

て子育てをした時のように、1 人目のお母さんや、1、2 才差で兄弟がいる子のお母さんは、子育てにつ

いて、いつも「これで、自分の子育ては、いいのだろうか」と不安を抱いているようです。新社会人に

なった時、企業で新人研修をするように、母親業 1年生も研修があったら良かったのにな、と振り返 
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って思います。親と同居していれば、子育ての先生となる親がつねにそばにいて、すぐ相談できるけれ

ど。NP講座（Nobody Perfect 講座）も、興味のある人しか受講しないので、定期健診などに組み込んで

いったらよいのかなぁと思った。 

子育ての相談、離乳食・幼児食の進め方など、子育てのことを相談・講座をもっと増やして欲しい。 

 

【情報提供】 

 

予防接種の実施医療機関が西東京市、小平市、東村山市、清瀬市と記載されていないので教えて欲しい

です。 

こちらから相談に行かずとも、小学生未満の子供の為にしてもらえる事、金銭的な補助などの聞きづら

い内容を話して欲しいです。 ・保育園に入るために… 幼稚園に入るために… どうすればいいのか、

いくらぐらいかかるかなどのマニュアル（？）などが、健診などの時にくばられたらいいなと思います。 

もし、妊娠した場合、上の子が保育園を利用している状態の時、理由があり仕事で早めに産休を取った

場合の対応がどうなのか知りたいです。HP（市の）を見ましたが、詳しく載ってなかったので…。 

子育てに関してまとめた広報紙が欲しい。気軽に読めて、情報をさらりと入手できるもの。堅苦しいも

のではなく、月 1回とかで雑誌のような感じで。 

東久留米市に引っ越しをして、まだ半年なので支援等、どんなことをしているのか、地域センター等が

どこにあるのか等よくわかっていない。子供が幼稚園に入ったタイミングだったため、児童館等も利用

する機会がない。 以前住んでいた市の支援なども妊娠をきっかけに色々知ったので、第 2 子を妊娠し

た時にはまた利用したいと思っている。引っ越しの際にパンフレットはもらったが、もっと詳しく、口

頭で教えて頂きたい。 

認可保育所の空き状況、入所見通しなど、web（インターネット）等で、ハッキリわかることを希望（我

が家は比較的早く 2人の子どもが入所できましたが）。 

東久留米市弥生に住んでいるため、周辺が小平市になり…東久留米市の情報より小平市の情報を知りた

いと思うのですが…小平市の市報はお願いすれば配布してもらえるのか…。小平の情報も配布して頂け

るとうれしい！ 

子育てのサービスが分かりづらく、利用したことがないので、もう少し、分かりやすく、みんなが利用

しやすいようにして欲しい。 

各小学校の特徴などの情報が知りたい。市内で引っ越そうと考えているが、情報がないので迷ってしま

う。 

近所に知り合いがいなければ「～で～をやっている」などの情報が全く入ってこない為、子供を楽しま

せる事ができない。 

・子育てセミナーをもっと頻繁に開催して欲しい。対象月齢が狭いのにたまにしか開催されないものは

よく逃がしてしまう（歯っぴーベイビーなど）。 ・ウェブで子育て支援関係や児童館の情報をもっと流

して欲しい。先日児童館に行ったら急に休みだったことがあった（10月 19 日、中央児童館）。行く前に

WEB 上で休みかどうか簡単にチェックできると助かる。 ・私は他県から引っ越して来たのですが、引

っ越し（転入）して来た人に対する支援がほとんどなかったのでいろいろ自力で調べました。転入者に

対するサポートはもっとあってもいいと思う（有料の子育てガイドブックも知らなかった）。 
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HP をもっとわかりやすくしてほしい。事業や支援内容を HP で調べたくてもよくわからないので、電話

で問合せをしなければならないためとても不便。今回同封されていた一覧はとてもわかりやすかったの

で、このまま HPに掲載すればよいのになあと思う。また、イベントなど、情報も広報だと省略されてい

る事柄も多いので、ネット上で掲載してもらえれば…と思う。市役所等にチラシなどが置いてあるのは

わかっているが働いていたり小さな子どもがいると出向くことも困難なので、なるべくネットで情報を

得られると大変助かる。 

子育てに対する制度の説明が少ない、足りない。特に市民側が得をする制度等の情報や説明、また、手

続きの手間が大きい。書類や必要書類。市民が得をする情報等を産院など必要とされる場所に分かり易

く示してほしい。一時保育等、料金を安くしてもう少し利用しやすくしてほしい。 

以前、市役所で、子どもの保育場所について相談にのってもらった際、家庭福祉員についての説明が（情

報が）少なくて「後の詳しくは直接問い合わせて下さい」といわれた。市からもらった冊子では詳しい

事が分からず、すべての人に問い合わせるには気力が続かなかった。保育園のように外からも見学しや

すい状態ではないため、写真であったり、どんな環境で、何を目的として保育しているか等、もう少し

詳しい事を、それぞれの家庭福祉員についても情報があってもよいのではないかと思った。 

サポートの種類や内容など、よく知らないことの方が多いので、もっと情報を提供して欲しい。 子供

が小学校に入学するころに利用できるサービスを知りたい。 

出産、子育ての為に東久留米市へ 2 年程前に引っ越ししてまいりました（以前住んでいて気持ちのよい

町だったので）。 いままだ子供は 0才ですが、出産後、母（私）が病気をし、入院しなければならなか

った時、色んな仕組みをわかっていなかったため、どうにかこうにか 2ヶ月の子供を親族に預けました。

その時に病院などで、地域でこんな仕組みがあるよ、などと教えて頂けたら嬉しかったな、と思いまし

た。 しかし、2 ヶ月の子となると小さすぎてなかなかステイも難しいのも事実のようですので、まれ

なケースではありますが、0 才児もステイできるような場所があったら、安心して出産出来ると思いま

した。本当に病気をしながらの子育てはしんどいです（市の方で後で心配のお電話など下さって、涙が

出る程嬉しかったですが。感謝しています）。 

案内が市報のみだったりするものも多いので、子供の支援に関しては、家族単位で情報が平等かつ速や

かに行き渡る様な告知、提供を行って欲しいです。 わくわくプラザなど施設は充実しているのに、例

えば任意の予防注射の問診票は配布しないのに推奨するって意味がわからない。人件費を費やしている

割に手抜きだと思います。 

忙しくて市役所に行って確認する時間がないので、もう少し HPをわかりやすくする（特設ページをもう

ける）等して、利用しやすくしてほしい。メールマガジンなどもあると、イベント事などがあった時に

わかりやすく参加しやすいと思う（私が知らないだけでしたら、すみません…）。 

子育てに関するさまざまな行事をやっている事はパンフレットや行政紙などでよくわかりますい、良い

と思いますが、実際に使用するにあたっての詳しい情報が不明瞭であり、行きたくても不安で行けない

という現状があります。ホームページ等で利用者の声が聞けたり、利用料が発生する場合は、料金が明

確に記されていると安心して利用しやすくなると思います。 

子育てはゼロからのスタートなので、色々なサポートなどの説明がもっと詳細にあるといいと思います。

子育てをしながら、調べていくことが難しかったり、わからないことが多いので、一覧できるものが出

産時、手元にあったりすると嬉しく思います。引っ越してきたので、上記の事を思っているのかもしれ

ませんが、様々なサポートや、身近な施設が多くあると安心します。 又、隣の市内の情報もあると嬉
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しいです（病院や施設など）。 

うまれてからは子供の世話に精一杯で東久留米の子育て事業をしることもできなかった。でかけたりイ

ンターネットでしらべればいいけどなかなかできなかった。できれば定期的に子育ての情報がかいてあ

る新聞？みたいなものがあるとうれしい。東久留米のにもかいてあるけどわかりにくい。 

住んでいて、東久留米の子育ての支援などがどのような事をされているのかよくわかりません。子育て

している世代に 1 冊の本などにしてわかりやすくしていただけたりするとありがたい（もしあったとし

てもどこにあるのかわからない）。特に保育の一時預かり利用可や、児童館の体験教室など、子育てで役

に立つような事すべてを一冊の本にしていただけると、わかりやすいし、利用しやすい。 

出産～6 ヶ月くらいまで外出もあまりできない時に、子育てをしているお母さん達が集まる場所の情報

がもっと欲しかったです。 

今はまだ児童館の利用しかしていませんが、一時預かり事業は近いうちに利用していきたいと思います。

何が利用できて何ができないのかが良くわかりません。もう少し時間に余裕があったらいいのですが。

親子で参加できるイベントなどがあったらいいですね。 ・転勤で東久留米に住んで 1 年半ぐらいなの

で、よく東久留米のことがわからないので、そういう同じ様な方との交流などできたらうれしいです。

東久留米の育児応援 MAP2011 はとても役だっています。有難うございます。 

最近、「不審者」が多いので幼稚園や学校の連絡やメールだけではなく、市からも連絡やメールの情報を

発信して欲しい。 

子育ての環境や支援についてはとても充実しており、活用したいものはたくさんあると思います。しか

し、せっかくの内容も一個人としてはあまり情報が入ってこないような気がします。第一子の時は積極

的に動き回り児童館を活用したりして情報を受けていましたが、第二子になり、あまり活動の範囲がせ

ばまると情報も一気に入ってこなくなってしまいました。子育て支援マップの配布、児童館の活動内容

メール配信など、あまり外出ができないお母さんでも外へ出てみようかと思えるような働きかけがある

のではと考えます。 

市報の子育て欄が少ない。市報での情報を得にくい。くぬぎ（児童館）が閉鎖するが、他の児童館が遠

いのでどうするか悩む。 プレママは最高でした。今でも交流を持てています。 産褥ヘルプという産

後のママをサポートするボランティアもあるといい！ 

今回のアンケートを見ても、いろんなサポートがあることを初めて知りました。近所に「めぐの部屋」

がありますが、事業内容を知りませんでした。広報等でもっと周知してくれるとありがたいです。 

東久留米市内でおこなわれているイベントや行事など、子供が参加できるものの情報源が少ない。サラ

ッと市報などに書かれているだけなのでサラッと忘れてしまう。その点市外では掲示板にチラシが貼っ

てあったり、幼稚園からチラシを持ちかえってくるので覚えやすく、参加しやすいので、そういうイベ

ントは市外での参加がほとんどです。  

支援事業の分類が多岐にわたっていて、利用の仕方がわかりにくいように感じます。一時的な預かりを

利用したい時などは、緊急を要する場合が多いので、一括窓口で適宜案内してもらえるともう少し利用

しやすいかと思います。 

東久留米の育児応援 MAP を購入したが、情報が薄く、古いため活用できなかった。内容をもっと精査し

てほしいと思う（公園情報や、子供と利用しやすい施設、親子で参加できる年間イベントや習い事）。 

それぞれの幼稚園の情報などがもっと知りたい。今後、幼稚園に入所予定があるが、市内・市外でどん

な違いがあるか？ 市内だとどんなメリットがあるか等、教えていただけると、助かります。  
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市の子育てに関する情報提供が少なすぎる。予防接種の無償化の際、他の市は早くから方針を打ち出し

ていたのに、東久留米は、国が変更方針、及び変更の確定をしても、市民への市の対応を発表せず、広

報が出るまで市民が気付かない事があった。 

引っ越してきたもので、特にどのような支援があるのか分からなかった。市役所でも、聞かなければ教

えてくれることもなかった。 

市役所の対応が悪すぎる。職員も多くの人を対応していて大変なのは分かるが説明も分かりにくいし、

何より親身に聞いてもらっている感じがない。子育てしながら仕事をするためにはやはり様々な事業を

利用するしかないが、どのようなものが自分に適しているのか分からない人にあたり前のように資料を

見せて自分で考えて下さい、というような対応。又、仕事の内容などを見ればどのようなサポートが必

要なのか考えられると思うが、そのことも考えてもらっているのか？ と思う。 

新しく東久留米市へ転居してきましたが、転入当初、子育て情報を知ることができませんでした。広報

等で児童館の行事予定などは掲載されていましたが、今回同封されていた子育て支援事業一覧のような

市内の子育て情報の冊子（それをみればどんな事業がどこでどんな風に実施されているのかがわかるも

の）を作成して欲しいと思いました（もしかしたら、作成されているのかも？しれませんが…手に入れ

ることができませんでした）。プレママ、プレパパや転入者にとってありがたいと思います。 

市外より転入しました。その際、まったく子育関係の冊子等頂けなかったので、どこに何があるのか？ 

何が受けれるのかサッパリでした。転入届等出す際にお声かけして頂くとかないのでしょうか？ 予防

接種の用紙もどうすれば続きを接種できるか説明もなく、とても不親切に感じました。私自身は都外よ

り妊娠中にこちらに来ましたが（東久留米ではない）、その際色々とリーフレット、冊子等、医療券など

説明を頂けたので、安心しました。その様な事が、東久留米に転入した際なかったので残念です。 

事業で行っているものに関しても、情報がうすすぎて良い施設や行事があっても分からないし、ママ友

が居なかったり少ないと、子づれでも 1 人で飛び込むのは難しい。たとえばそういったものを、冊子に

して利用方法～“こんな所”など、ステップ 1、2、3 など分かりやすく、1 人でも利用してみたいと思

えるような情報を作ってほしい。 

 

【補助・助成】 

 

他の市や区に比べると、補助金（幼稚園）が少なすぎる。保育園へ入園できず、幼稚園へ通わせながら生

活している人も多い。 幼稚園の一時預かりを利用して働くと、保育料が高く、仕事を断念して生活費を

節約せざるを得ない。パート収入では働きがいがない。 家庭の収入が上がらず消費をおさえる生活が続

き、子育てに費用がかかり、豊かな生活とはほど遠い。保育園が入りにくい現状では、幼稚園の時間外へ

の補助金を増やしてほしい。働きやすい環境を作ってほしい。 

医療費も小学 6 年生までは無料にしてほしいです。 

現在、保育園に在園しているので特に不便な点や不満はありませんが、子ども手当ての期間・金額等を見

直して欲しい。子どもを生み育てるための制度が他の市町村より手厚くないので、見直しをして欲しいで

す。 

医療費を中学生まで無料にして頂きたい。 

23 区内に住んでいる友人の所と比べると充実度が低いと思いました（色々な場所で使えるチケットや予防

接種の補助等）。 
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教育にもっとお金を使って欲しい（教育施設の充実とともに、入園料、保育料の補助金など）。 

現在、2 人とも幼稚園に通っていますが、正直保育料が高すぎて、家計が厳しいです。保育所から移った

ので特にそう感じます。国等からの補助が出る時期も 12 月と 3 月だそうですが、ちょっと遅い気がしま

す。第 3子も欲しいと思いますが、金銭的にあきらめている状況です。 兄弟で減額されるというニュー

スも耳にしましたが、もう少し早めて頂きたかったです。少子化を解消するのであれば、金銭面での問題

を解消するのが一番妥当だと思います。 

杉並区のような子育てチケットが欲しい。 

23 区内に比べてまだまだ充実していない。我が家は子供が 3人いますが、もっと補助などがうけれると経

済的に助かります。実際、2 番目の子を幼稚園に入れたかったが、費用の問題で入れなかった。上の子の

幼稚園行事に 2 人を連れて参加し、とても大変でした。幼稚園の補助や一時預かりの利用など、下の子に

なるほど多く受けれるようにしてほしい。 経済的に収入だけをみれば少ない家庭ではないが、子供に振

り回される負担は大きいです。かといって、子供を預けるお金を出す程裕福でもない。近くに親もいない

ので、たまに預かってもらえるのに補助があればすごく助かりました。もう幼稚園の預かりがあるので今

はほとんど必要ありませんが。 

他の自治体のように、中学生まで、医療費が無料になってほしいです。・予防接種で（ヒブ・肺炎球菌な

ど）お金がかかるので、無料になるのが理想です。また、水ぼうそう、おたふくなどは任意接種ですが、

ほとんどの子が接種しています。ダウン症の子は水ぼうそう、おたふくなどは重症化しやすいので、接種

するよう言われています。そういった子どもたちには、助成などがあるとありがたいです。 

幼稚園や認定こども園に通う人に補助金などの制度が充実していないと思う。もっと教育などの向上をす

るために、支援が必要だと思う。 

幼稚園類似施設に通う家庭へも、私立幼稚園並の補助金の支給をお願いしたいです。 

西東京市にはある、子育ての手当て？が東久留米にはないので…。あったらうれしいです。 夫が単身赴

任の間の、残った家族への手当てが欲しいです。 

以前暮らしていた小平市に比べ、圧倒的に子育て支援についての状況が悪いと思う（予防接種が特に）。 

横浜市から転勤で引っ越してきました。前の地域に比べ、とても育児がしやすい環境だと実感しています。

親子で参加できる無料の体操や習い事も多いし、人々もみんな協力的で優しく、とても助かっています。 

何かとお金がかかるので、とにかく色々な助成は増やしてもらいたいです。直接、お金をもらえるシステ

ムじゃなくても、無料で色々なことができると本当に助かります。よろしくお願いします。 

親の両親がお互い都外にいるため里帰り（職場も都外なので）をした際、よく小児科を利用します。その

ため実費で治療費を支払って、領収書を市役所へ提出して口座に戻る。というシステムが手間と時間がか

かり、以前、大量に領収証を市役所に持っていった際、嫌な表情をされた事がありますので、（乳）や（小）

は全国的に適用されると大変助かります。 

東久留米市は老人の手当が厚く、子どもへの手当がうすい気がします。こどもを育てるのは皆大変でお金

がかかるもの。収入で補助金などが変わるのはどうかと思う。江戸川区などでは全ての世帯に\26000の補

助があるそう（幼稚園の補助金）。多額の納税をしながらこどもを育てる世帯を応援しなければその世帯

は外へ流出し、納税も、低い手当をたくさん払わなければならない世帯や老人がますます流入するのでは

と思います。財政が厳しい市はますます大変になるのでは？と思います。学校の教材や設備も古いですよ

ね。 
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一昨年まで杉並区に居たので、助成制度等で、もの足りなさを感じる。義務教育中の医療は無償にして欲

しい。予防接種の助成を手厚くして欲しい（特にインフルエンザ）。 

医療補助の所得制限をなくし、23区のように中学卒業までは無料で受診できるようにして欲しいです。 

予防接種の料金も対応が遅いので小児科など（西東京市）でトラブルになりそうな事がありました。 

他の市、区に比べ医療費の支援が充実していないと思われる。 

都内と同じように、医療費控除の給与所得制限を無くしてほしい。 

東久留米市の子育てに関して、不公平な部分があると思います。現在、待機児童ですが、認可園に入れず、

認証保育園に入ってます。他の近隣の市に比べて、認可外の保育園に対する補助金が 0円で、本当に経済

的に苦しいです。以前市長様との話し合いがあり、参加しましたが、結局補助金導入の件、受け入れても

らえず、とても残念でした。今回、アンケートしましたが、今後にあまり期待していません。 

幼稚園の補助金額が、近隣の市より低い。もう少し上げる事はできないのでしょうか？ 

子供の医療費の負担が就学前で終わりますが、23 区と同様に中学校まで延長して欲しいです。 

高校まで制限なく医療費が無料にならなければ、東久留米から引っ越します。 

子どもの医療費無料の期間を、未就学まででなく、もう少し長くしてほしい。 

住民税の減免について、階層をもう少し細かくして欲しい。具体的には、生活保護世帯かそうでないかの

二極化にあると考えており、生活保護世帯ではないが、高所得ではない中間世帯（400万～600 万の年収）

を細分化するか、手厚くしてほしい。生活保護世帯に援助をし、自身も裕福ではないと、働く意欲が減る。 

補助の仕方について現金ではなく現物にする、クーポンを使うなど工夫してほしい。生活に困っている世

帯では教育補助費を生活に回し、本来使うべき子供の教育費がないという“自転車操業”をやっている問

題が報道されているが、生活保護世帯の 3 万円、4 万円もする携帯電話代や旅行費等々に費やされるのは

おかしい。補助についても使途を本来あるべき姿に限定する様、行政が指導・誘導していくべき。 東久

留米市は、市町村民税の適切な統制を行ってほしい。 

また、教育や医療費の助成などもより一層充実させていただきたいです。経済的な不安が減れば、出産し

たい、子どもを増やしたいと思ってる助成はまわりにたくさんいるので、もったいないです。子どもたち

を安心して育てていかれるような支援をお願いします。 

子供の医療費は義務教育中は無料にしてほしいです。 

医療費の無料を年収に関係なく小学生も継続してほしいです。金銭面での差別をなくしてほしいです。 

ヒブや、肺炎球菌ワクチンの予防接種（任意のもの）無料化が遅かった。  

乳幼児と子供の医療費が安いことが、ここに引っ越してきて一番良かったことです。以前の所では、1 回

につき 580円と受診が割高だったので。 

預ける所があっても、経済的にかなり厳しいので、格安であれば、気軽に利用回数が増えると思う。 

子供乗せ自転車等の購入時の補助金制度を作って欲しい。 

うちは子供が 4 人いて、思ったより生活費がかかります。1 人増えるとほんとにかかるので、もっとお金

の支援をしてほしいです。4 人目の子を年少から 3 年保育で幼稚園に入れたいのですが、3 人目の子と 2

人分保育料を払えないので、あきらめました。 子どもが多い分の負担をもっと軽く、お願いしたいです。 

予防接種の自己負担をなくしたり（ヒブや肺炎球菌の時等）が他の市に比べて遅いと聞いたので、子供の

医療に関するようなことは早め早めに進めていっていただき、なるべく負担が少なく子育てをしていける

ような環境にしていただけると嬉しいです。 
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他の区や市の事は詳しくわかりませんので満足度も高いのか低いのかはっきりしません。 児童館や支援

センターでのイベント等は充実しているのではないかと思いますが、一方で注射の助成やちょっとした健

康診断等、特に小さい子供への助成にもう少し力を入れて頂きたいです。注射代はばかになりません。 

幼稚園にかかる費用を下げてほしい。 

予防接種などの助成がおそい。 

特別区、清瀬市のように、保険（医療）の補助が高校生まであるのが望ましい（財政事情もあるだろうが

検討されたい）。 また、世帯収入で子育て支援がある程度限度を設けられるのも分かるが、長時間働か

ざるを得ない者もおり、がんばっている人だけがむくわれないと思うようなことはないようにしてもらい

たい。制度としては基本給等で制限するなど考えてもらいたい。 

無認可幼稚園に預けていても、幼稚園と同じように補助金を支給してほしい。また、第 2子の保育料が安

くなるシステムを利用できるようにして欲しい。 

他自治体に比べて助成が少ないと思います。水ぼうそうやおたふくの予防接種の補助など真剣にとりくん

でほしい。Hibなどの対応も遅かったが、病児保育の他に予防を充実させるべきではないかと思います。 

認定こども園を利用してパート就労しています。環境はとても恵まれているとは思いますが、同じこども

園を利用していても市の補助金を受けられず、毎月の保育費が引き上げられる方もいらっしゃいます。平

等な補助を受けられたらよいと思います。 

仕方なんだろうと思いますが、経済的な支援が、23区などに比べて少ないと感じます。 予防接種などは、

都・国の方からのでだいぶ楽になったようですが、（我が子は全額自己負担で大変でした）。幼稚園の補助

金など、もう少しあると楽だと感じます。公立がない分私立を選ばなければならないので…。 周りのお

母さん達は働きたい人達が多いです。お母さん達の就業支援を活発にして頂けると、色々な意味で潤いの

ある地域になるのではと思います。 塾など行かないでも済むような教育を小さ 

なうちから受けれたら、塾にかかる費用、時間を有意義に使え、そんな東久留米に住みたくなる人が増え

るのではないかと思います。 子供を育てるには、自然も多く、通学（通勤）にも便利ないい所なので、

よりより地域になるといいなと心から思います。古いしがらみに負けず改革を起こしてくださいね!! 期

待しています!! 

医療費助成を保護者の所得に制限を付けずに、中学校卒業時まで実施すべきである。今時、義務教育前で

終了する自治体など少なく、当市で子育てをしたいと思えない。多額の納税をしていて、市の財政に貢献

している者ほど、助成の対象外とされてしまうのは、納税者軽視以外の何ものでもない。ましてや、医療

費という、健康な生活を送るという最低限の目的の為の必要な負担が、助成されないということの真意が

全くもって不明。子育て支援の資金を欲しいとは言わないし、所得制限も納得する。経済的不安を、子供

の病気の際には、感じることなく安心して治療に専念したいという親の気持ちは間違いだろうか？ 

中学生まで医療費を無料にしてほしい。 

東久留米はとても住みやすく、子育てをするのに良い環境ですが、保育園の助成金が全くないのは大きな

ギモンです。今年配られた市の冊子（便利帳のようなもの）をカラーで作るお金があるなら、子育て支援

にお金を使ってください。 

他の市町村等で行われているように、認可以外の保育園等を利用している者に対しての助成金制度の導入

等を希望します。 

他の市は認証に入れると助成金が出るが東久留米は出ない!! どうにかして欲しい。 子を増やしていく

には、経済面をクリアしないとムリだと思います。働いたお金が全部（ほとんど）保育料になるようだと
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苦しいのが現状だと思う。パートなんてなおさら。 

幼稚園の保育代が高く、市からのお金も少ないと思う。東京の 23 区は幼稚園代がタダに近いようだ。も

っと補助金を出すべき。 パートなどで働きたいが一時保育がこみあっていて希望通りにとれない事が増

えてきた。パートはまだできない。 ママ自転車は高いので、補助金があっても良いと思う。安いのはし

っかりしていないから。 

・小学 6 年生まで医療費の無料を希望します。 ・インフルエンザの予防接種の無料を希望します。 

子育て事業に関することが、ほぼ全ておくれている。医療費助成・予防接種助成など早急にとりくむべき

ことがありすぎる。 

医療費の控除も、自治体によっては 15 才までを対象としているところもあるので、見直して頂きたいで

す。 

うちの子は認定こども園に通っているが預かり人数を超えた園児は定員外で、定員内の園児より三千円多

く払っている。同じ環境で預けているのに金額が違うのが不利に感じています。市からのルールだと園か

ら説明されてます。補助金がおりないとの事で親によっては払う金額が違い、一部の親だけ補助されるの

は今後改善して頂きたい。  

幼稚園、保育園、認定こども園に通わせる家庭にもっと手当をあげて欲しい。人口も増えないし、子供を

育てにくい社会。 

予防接種などの助成が低い。 

私立幼稚園の補助金を手厚くしてもらいたい。 

認可外の施設へ通わせている場合にも教育的配慮として経済支援がほしいです。 

東久留米でも中学 3年生まで医療費の無料サービスがあれば良いのに…と思います。 

引っ越しをして、東久留米市に来たばかりなのでまだわからないが、この半年で感じたのは、予防注射の

事。任意で打てる（お金が掛かる）注射が多い！ かよわい命だし、ただでさえ病気ととなり合わせの子

供の為に、みずぼうそう、おたふく、麻しん、風しん、くらいは助成・負担してほしい。小さい子供がそ

れらにかかったら命を落とす事もある。少子化・高齢化といいながら、矛盾している気がする。 

他市より予防接種等の公的補助の対象が少ないので増やして欲しい。 

現在母子家庭で昨年東久留米に引っ越してきました。保育料が練馬区では無料でしたが、東久留米では

9700 円です。昨年は時給 870 円、手取りは 11～13 万円でした。これで非課税世帯にはならないらしく、

病児保育では 1 日 4000 円かかってしまいます。登録はしましたが、利用料が高過ぎるため家で一日お留

守番させました。 先日、児童扶養手当の一部停止の通知が届き、毎月 1万 5千円減額されるそうです。

1 年間の収入が 57万以上の世帯と書かれていましたが、練馬区では全額支給されていました。現在無職の

ためいろいろ厳しいです。ですが、東久留米市役所はどの課へ行ってもとても親切で気持ちのいい対応を

してくれます。今まで他の県でも役所の対応はいいものではなかったので東久留米に越してきて驚かされ

ました。住宅補助にも感謝しています。今回のアンケートで育児休業期間に保険料が免除になると知りま

した。まだいろいろ知らないことも多いと思うので相談に行きたいと思います。 

引っ越してきたのが、子供が 1歳 9 ヶ月の頃だったので、子育てにも慣れてきていたので、特に問題が無

かったです。今、幼稚園へ通ってますが、その前までは児童館を良く利用し、職員の方々とても親切で楽

しませていただきました。経済的負担を考えてしまい、2 人目は難しいかなと考えてしまう人が多いので、

補助がもっといただければと思います。 
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医療費無償の期間を中学生位まで引き上げて欲しいです。インフルエンザなどの予防接種も市で負担して

欲しいです。タミフルなど飲む方が安いからと予防接種を受けない家庭もあります。接種していても周り

が予防していなければ広がります。予防接種（二回）したのに今年は幼稚園を一週間休み、行事にも参加

できませんでした。医療費に関しても改善してもらいたいです。 

現在、認証保育所を利用していますが、利用料（保育料）が高いため、助成があると助かります。 

乳幼児医療の制度が小学校へ上がるまで 6 才？と他の市町村に比べ良くない。（例）練馬区は中学校卒業

迄など充実している。 

医療費の助成（無料）を中学校まで伸ばしてほしいです。 

第 3子の出産手当てなどがない（練馬区にはあるが） 

幼稚園への補助が少なすぎる。私は現在働いていませんが、まわりには働きながら幼稚園に通っている人

は多くいます。保育園ばかりに補助が使われる事に不公平感を感じます。 

乳幼児医療費助成制度の年齢について。6 才（未就学児）で医療費無料が終わるのは早すぎます。小学生

でも多く病気になりますし、東京都内（特に 23 区）では中学生まで無料なので、せめて小学生のうちは

無料になるようにして欲しいです。新座は高校生まで無料。 

保育料を下げてもらいたい。何のために働いているかわからない（生活がきびしい）。 

子どもの予防接種（おたふく、水ぼうそうなど）の補助金額が少ない。 

ごく普通の一般家庭ですが、40 年以上東久留米に住んでいます。同級生は、農家の人以外、ほとんど住ん

でいません。久留米には、落合川や、昔ながらの駄菓子やさん、お風呂やさんなど子供達が大好きなこと

がたくさんあるのに、子育てをする上で、他市より良いと思えることは特に共働きにありません。インフ

ルエンザの予防接種も子供は助成してくれたりすれば良いのに、低所得の人ばかり助けて子どもをもっと

助けてくれないと、みんな他市へ出ていってしまうと思います。東久留米に住みつづけて、子供が生まれ

て 15 年位たった夫婦に祝い金を出すなど、生産性のある夫婦に住んでもらわないと、ますます、東久留

米の財政が悪化して事業ができなくなり、低所得者（生保受給者）ばかりになってしまうと思います。お

金がかかっても他市でやっていない事業を行えば、必要な人はやってくると思うし、東久留米の子育てや

教育をもっと価値のあるものにしていけば若い世代が住んでくれると思います。老人→子どもへシフトし

て、子育て中の親が、今増税されているのだからこそ久留米は、そういう親を応援してくれると、質の良

い人口が増えると思います。 

医療費の無料も他の市や区に比べて小学校入学前までと期間が短い。安心して子どもの健康を守るならば

期間をのばしてほしい。子どもは熱をだしたりよくするもの。安心して病院へ通え、子育て家庭へ優しい

環境を作りだしてほしい。  

幼稚園へ通っている人への補助が少ないように思う。働いている人、保育園へ入れている人への支援ばか

りを力を入れているのではないか。同じ子育てをしているので、同じように幼稚園へ通っている人への支

援を充実させてほしい。 

幼稚園は保育園と比べて保護者の金銭負担が大きく大変なので助成して欲しい（今よりも）。給食なども

保育園と同様に公費助成して欲しい。預かり保育の費用に関しても補助して欲しい。・子育てにはかなり

の金銭負担がともなう。幼稚園にしても保育園にしても補助が必要だと思う。受け皿と経済面の補助をも

っと充実させて欲しい。 

予防接種の自費の負担が大きい（おたふく、水ぼうそう、インフルエンザ）。3人子どもがいるのでかなり

の出費です。 
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こども園があるのはよいが、保育園や幼稚園の補助金は、少しでもよいのでお願いしたい。前の市ではあ

ったので…。 

予防接種を無料で出来るようにしてほしい（水ぼうそうやおたふく。料金が高い）。 

これ以上子育て世帯を苦しめる様な市の政策をしないでほしい。保育園にも入れず 2年間待機して来年度

幼稚園に通う様にするつもりだが、市は幼稚園児（家庭）への補助を減らすつもりだが、いったい何を考

えているのか理解できない。待機児童が問題視されている様ですが、少子化対策の方がもっと重要だと思

います。親が働いている、働いていないに関わらず、子育てしやすい政策をしてほしいです。 子育てに

お金がかからない政策をしてほしいです。子どもが病気になっても子どももあずけ働ける環境より、子ど

もが病気になった時に仕事を休める環境の方が、子どもにも親にも優しい社会なのではないでしょうか？ 

親と一緒にいられる方が安心なのではないでしょうか？どうかこれ以上子どもの育ちを無視した政策は

行わないでください。今後の市の政策に期待しています。市職員の方々の日々ご苦労されている事を理解

したうえで、あえて書かせていただきました。 

近隣（西東京市）に比べて、予防接種の一部負担等の対応が遅い。 

公立の幼稚園がないことに驚きました。私立の幼稚園しか入れないのに（保育所が待機児童が多い）補助

金は少ないし、私立の幼稚園そのものも少ない。少子化になるのも無理はない。収入少ないのに、補助金

も少ない、でも幼稚園に納める金額は多い…。矛盾だらけです。 土・日・祝も働いて欲しい企業は多く

なってきているので、そういった時も預けられる施設が欲しい。 ・予防接種の負担も金額が大きいので

もう少し安くしてほしい。 

幼稚園に通わせている世帯にも、保育園に通わせている世帯と同じように、子供に対して補助して欲しい

です。同じ市民として、税金を納めているので。  

幼児や児童のインフルエンザ、水ぼうそう、おたふく風邪等のワクチン推進の補助があれば、接種率が上

がり、幼稚園や学校を休むことが減ると思います。 

妊婦健診の助成について 市町村によってばらつきがあるのはわかるが、当市は少ない様に感じる。知人

は、ほとんど負担がなく、ほぼ無料だ。だが、私は特にトラブルがなくとも 15～20 万の負担があった（知

人は他の市です）。不公平感が否めない。もうすこし補助してほしい。 

低所得者への手当てが厚すぎる。 ・所得制限を設けすぎ。子供の数を増やすのが目的ならば頑張ってい

る所得世帯へも手当てを厚くしてもらいたい。「同じ子供なのに～」という理論が成立するのなら、頑張

って責任感のある仕事を長時間こなしている世帯の子供が医療費の手当が受けられない等、東久留米で子

育てをしたい!!という気持ちになれません。 ・共稼ぎ世帯が増えているのは明白なのですから、「子育

てに関する」手当てや支援に関しては世帯主の所得ではなく、世帯全体での所得で所得制限を設けるべき

だと思います。共稼ぎできるのは、夫婦で勤務時間をコントロールできたりする事も重要だと感じます。

私は夫のハードワークが続き、育児休暇 1 年間で会社を去らざるをえませんでした。協力体制が整えられ

ない家庭もあり、それでも子供の育児の為必死に夫を支えていますが、周りを見るとご帰宅が早いご家庭

のお子さんが非常に厚い子供手当てを受けていたり、世帯年収では変わらないご家庭のお子さんが大きく

なっても医療費の手当てが厚い場面を目にすると、心がざわつきます。 これ以上、ミドルアッパー世帯

いじめをするのをやめて下さい!! ・意見欄を市政に反映させて下さい。期待しています。 

他の市では、子供のせ自転車や、チャイルドシートなどを買う時、補助金が出ると聞くが、東久留米では

全く出ない。 

予防接種や、ワクチンの助成費がとなりの小平市と比べると少ない。 
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子供をたくさん産みたいのですが、お金がかかる事が多いので、兄弟が多い家庭には税金を安くして欲し

い。もしくは保育料割引、免除、幼稚園の助成金を増やして欲しいです。予防接種も 3番目以降は無償…

とか。そういうサービスがあればいいと思います。 

上の子供が年中で幼稚園に登園しています。保育園ばかりではなく幼稚園の方にも助成していただけたら

いいと思います。 

保育園を利用している家庭は共働きの場合が多いと思います。父母のどちらか一方が働いている家庭より

も収入が多いはずなのに、なぜ手厚い補助金がもらえるのでしょうか。また、0 歳から 4 歳まで保育園に

預ければ補助がもらえ、家庭で育てていると何もありません。それぞれの家庭で事情は様々ですが、同じ

税金を払っているのですから、子育てへの支援は公平にしてもらいたいです。我が家は 2 人子供がいます

が年齢が離れている為、補助金が減額されます。なぜなのでしょうか。 私が幼稚園を選んだ理由は教育

をしてくれるからです。ひらがなやカタカナの読み書きや、体操、音楽など、小さいうちに触れることで

子供に色々な可能性が広がると思います。またお友達との接し方も身につき、小学校に入る前の準備とし

て必要なことを教えてくれるからです。 今回のニーズ調査の設問はどれも保育園を利用する保護者向け

の様で、幼稚園を利用する保護者に意味があるのでしょうか？ 

小学校入学前までに成長に合わせて学ぶ力を引き出してくれる様な場所で刺激を受けてほしいと考えて

いるので、保育園ではなく幼稚園に通わせています。この大切な時期に適した教育を受けさせるために、

仕事を調整している方もたくさんいます。 今は、保育園にばかりお金が流れていて、同じ幼児なのに幼

稚園には少なすぎるので、同等な支援をしてもらいたい!! 差が大きすぎる!! この調査は幼稚園に通わ

せていて今は働いていない者が答えられるものが無い!! 子供が幼児期に仕事をしないでやりくりして

いる親たちの意見も聞いてほしい!! 調査の統計をとるだけで、この記入欄に書いたものに目を通しても

らえているのだろうか…。と、思いながらも記入しました。よろしくお願いします。 

予防接種などの助成額が隣市よりすくない。 

予防接種の助成が周辺市に比べて低額又はないなどおくれている。高齢者の手厚さに比べて充実していな

い。 

全ての対象者に、同じ補助制度を受けられる様、平等にしてほしいと思います（東京都、埼玉だからと言

う区分けは無くしてほしい!!） 

住んでいる所が小平市に近いため、よく小平市の方と情報交換するのですが、小平市は予防注射や幼稚園

の料金の補助 etc、充実している印象です。東久留米市の事業に不満があるわけではありませんが、比べ

ると「少し遅れているのかな…？」という気持ちや、現在は賃貸に住んでいるのですが「家を建てる時は

小平市の方が安いかな？」という気持ちになるのも事実です。とは言え、定期健診や児童館のそこそこの

充実ぶり。特に大きな問題も感じませんしとても助かり、満足しています。今後もお世話になります。よ

ろしくお願い致します。 

予防接種等の免除などが、西東京にくらべて充実していない。対応が遅い。 

・ワクチン接種の補助に対するものが少ない（水ぼうそうワクチンなど。西東京市は補助があります

よ）。 ・小学生になると医療保険が収入制限つきになることに反対です。23 区などは収入制限がありま

せん。平等にして下さい。 ・幼稚園の入園に対する補助金をもっと手厚くしてほしいです。収入により

額に差がありすぎると思います。 

他の市の事を良く知らないが、周りの人からは、東久留米市は、子供に対する手当が少ないと言われた。 

他の区や市に比べると、補助金などお金の面での援助が少ない気がする。また子どもたちが遊びに行ける
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楽しくて安い施設やサービスがあまりない。 

予防接種の免除の体制が近隣の市とくらべて遅いです（西東京や小平は免除が多い）。 

 

【児童館】 

 

児童館通いたいのですが、とにかくどこも遠いです。車も停められず、夏や冬は歩いて行く気にもなりま

せんでした。 

児童館に駐車場がない。小さな赤ちゃんを連れて行くのは難しい。 

子どもセンターひばりはとてもよい施設だと思います（民営化されているのかな？）。とても楽しく利用

させてもらっています。 

仕方のないことですが、現在住んでいるところから児童館が遠いので、行きにくいです。もう一つぐらい

あるとと思います。 市の会報でいろいろイベントがあるのをみるのですが、遠いので、あきらめがちに

なってしまいます。 

児童館がかなり古い…。 

児童館の数が少なく、子どもをつれて歩いて行くには遠いなど不便さがあり、利用しづらい。 

0 歳の為のイベントなどはすごく多いが、1 歳～のものが少ない。又、滝山、前沢、下里方面の児童館な

どが少なくベビーマッサージやヨガもほとんどなく困った。他の児童館へも行きたいが、車を置けない為

…無理だった。 

児童館等に気軽に行けるため、満足している。が、児童館等は室内で遊ぶものであり、雨等の天候が悪い

時に利用すると思われる。しかしながら、駐車場等が無いために、行きたい時に行けない現状であると考

える。だから、駐車場等を整備し、行きたい時に行ける環境を作るべき。 又、直接は関係無いが、金銭

的な問題が一番なので、ゴミ袋の有料化等の負担が大きくなる施策は止めてほしい。 

児童館が日曜日休みなのは全く使えない。おかげで一度も利用した事がなく、他市（朝霞・新座など）の

を利用しています。 

幼稚園に通っている子達の（平日）15時～17時位の「つどい」（児童館で）のようなものをやってもらい

たい。園から 15時位に帰宅してからダラダラしがちなので。知っているのは「おはなし会」のみ。 

2 年前、三鷹市から東久留米市へ転居してきました。家を買う際、幼稚園や学校が近い事のほかに、一番

我が家で重要だった事は、児童館が近くにある事でした。不動産会社にもらった地図に、現在の家の周辺

には、大道幼稚園があり、くぬぎ児童館があり、この 2 点が気に入り、東久留米市に家を買う事に決めま

した。しかし、地図にはのっているものの、大道幼稚園はすでに廃園。そして、くぬぎも閉館しようとし

ています。最近、前沢、滝山付近は新築の建て売りがとても増えています。私と同じように、子育ての環

境がいいと思って、この東久留米の滝山、前沢周辺を選んだ方は、沢山いると思います。それなのに、児

童館を閉館してしまうなんて、とても残念でなりません。くぬぎ児童館は、園庭もあり、幼児のつどいな

どでは、とても先生方が熱心で、たった 2 年ではありますが、私も子供もこのくぬぎのおかげで、友達が

沢山出来ました。小学生になってからも安心して遊ばせられる場所があると思っていたのに、ここがなく

なってしまったら、このあたりの子供達はどうなってしまうのでしょうか。大道幼稚園も広い園庭があり、

プールまでついていて、部屋も沢山あるのに、何も使わず放置しているのは、とてももったいないと思い

ます。せめて、児童館を、大道幼稚園の跡地に移転する事は出来ないのでしょうか。少子化の時代、滝山

にはお年寄りが増え、年金にお金がかかり大変だと思いますが、もっと子供を大切にしてほしい。今、東
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久留米の子供を大事にみんなで育てないと、20年後、もっと子供が減り、東久留米が、ダメになってしま

うと思います。くぬぎ児童館をなくさないで下さい。よろしくお願いします。 

市のイベント、児童館のイベントは、未就園児向きか、小学生以上向きが多く、幼稚園児対象のものが少

なく感じられます。幼稚園を降園してからの時間で何かイベントをやっていただけると助かります。 

ファミサポは、登録までしたが、期限切れで削除された。保育園には、とても満足しているが、平日預か

りのため、たまにの土曜保育は NG となっている。フルタイムのため、平日にできない事もたくさんある

ため、土曜に気軽に預けられる所は必要だと思います。 児童館、わくわくの利用について。育児休暇中

は、よく利用していましたが、仕事に復帰してから、全く利用してない。各種イベント等、平日にしかや

っていない。ワーキングマザーのために、なにかしてほしい。 東久留米は好きだが、他の市と比べてし

まうと、ダメな所が多すぎる。他の市の支援を見習ってほしい。6 市協同支援という考え方も進めてほし

い。 

くぬぎ児童館の幼児のつどいに毎週参加していますが、職員の方のアイデアがすばらしく、毎回親子供に

楽しませてもらってます。閉館してしまうとのことで、非常に残念ですが、来年からは滝山児童館に通う

予定です。しかし、（つどいが）隔週なうえに、くぬぎに比べてしまうと内容がいまいちなので、もう少

し内容、日数を充実させてほしいです。2・3才児の働いていない母親は児童館等のイベントでお友達がで

きたりストレスを発散させている部分もあると思います。10小のなかよし広場にも時々参加させてもらっ

ていますが、わくわくの職員の方が手作りのおみやげをくださって、娘は大喜びで、毎回楽しみにしてい

ます。ありがとうございます。 

子ども達が安心して安全な環境で遊べる場所があるといいです。公園はたくさんありますが、くぬぎ児童

館が無くなってしまうのが残念です。滝山とは違って外で遊べるくぬぎ児童館は、未就学の子供達に限ら

ず小学生になってからも楽しく遊べる場だと思ってました。先生方がいて下さるのも心強いです。 

くぬぎ児童館の廃館については大反対です。あれだけ地域の方から必要とされている施設を、いとも簡単

になくそうとするのは、子育てをする親の事をまったく考えていない行為だと思います。新しい場所に作

ればいいというような、単純な問題ではない。その場所で長年にわたり、子供達の為に頑張ってくれてい

る先生達にも失礼です。耐震補強は今は色んな工法があるはずで、短期間の工事でいくらでも修繕可能な

はずです。もっと、利用者の声を聞き、利用者、市民の為に考えてほしいと願います。 

野火止付近に児童館や、情報が少なく、清瀬市の児童館を利用しています。 

児童館など市内にいくつかあって助かりました。日曜日は滝山しかなく車で行けないので、小さな子供を

2 人、雨の中は歩いて行けないので、清瀬や新座の児童館まで行っています。スポセンも車で行けますが

子供の遊ぶスペースがかぎられているし、大きい子がジャンプしていたりするので幼児を遊ばせるにはあ

ぶないのであまり行きません。 

児童館を減らさないでほしい。 

前沢のくぬぎ児童館がなくなる様ですが、なくなると、とても不便だと多くの声を聞きます。外あそび、

ボールあそびができる施設は大切です。 

児童館がどこも遠く、子育て支援センターも遠いので、だいぶ不便です。子供が生後 3～4 ヶ月の頃、外

出してお友達をつくりたかったので、とても不便で困りました。くぬぎ児童館も閉館になってしまい、又

行ける場所が減ってしまうのはとても残念です。 

いくつか児童館を利用したが、施設自体が古かったり、遊具やおもちゃが少ない、汚い、駐車場や駐輪場

が充分でない。 
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子供が 0 才の時には“わくわく”のねんねの会や、はいはいの会をよく利用しました。また、離乳食等の

勉強会も、参加させて頂きました。不安が解消され、友人もできました。 現在は、前沢に住んでいるの

でくぬぎ児童館を利用しています。ひばり、中央の児童館も利用しましたが、幼児のつどいのプログラム

はくぬぎの内容がずばぬけてすばらしいと思っています。スタッフの努力だと思います。閉鎖されてしま

うとの事ですが、困ってしまいます…。子連れだと車を利用する事も多いので、児童館に駐車場は用意し

てほしい（新しく移転するなら）。図書館も含め、市の施設（プログラム）はずいぶん利用させて頂いて

います。 復職する予定なので、預けたいと思いましたが、納得する預け先は、認可外の所でした。 

児童館は狭すぎて、イベント時は大混雑していたため、利用するのをやめました。 

図書館が遅くまで開いていたり、児童館では遠足やお祭り、立派な工作を行っているので、とてもありが

たい。 

児童館や支援センターでの催しを土日も行ってほしい。共働きだと催しに参加したくても平日ばかりなの

で参加できない。 

くぬぎ児童館を閉館しないでほしいです。不審者情報が多い中、子供を安心して遊ばせられる場所があり

ません。他の場所に行くにも、みんなが行けば混雑は避けられません。 子供を安心して遊ばせてあげら

れる場所をつくって下さい。 

児童館は、高学年の一部の子のマナーが非常に悪く（けやき）、改善した方が、皆利用しやすく感じます。 

児童館でのイベントなど気になるものが多いが、どこも自宅から遠い為ほとんど参加していない。わくわ

く健康プラザも遠く不便。 

児童館の空調設備の音（主に室外機）の音がうるさくて長時間遊んでいられない。中央児童館。 

気軽に行ける児童館を増やしてほしい。 

日曜日に利用できる児童館を増やしてほしい。 ・児童館等が家から遠いので、母親の体調が良くない時、

徒歩で行かれず、利用できなかった。車でも行けるように駐車場、駐車スペースを確保してほしい。 

児童館で常に昼食を食べられる様にして下さい。 

児童館の幼児のつどいは毎回とても工夫されていて素晴らしくとても楽しいです。先生も明るくほがらか

で、利用しやすい。お母様方も気さくな方ばかりで、子育てにはとてもよいです。 

くぬぎ児童館が今年度で廃止になるそうですが…（怒） 近くに滝山もあるということですが、市内で一

番古くからある児童館なのに、なくす意味がわかりません。建物が老朽化しているのなら、建て替えをす

れば良いし、毎日、いろいろな世代の子供達が利用している場所がなくなったら、どうすれば良いのでし

ょうか…。子育てを充実とか言っていますが、おかしいです。くぬぎ児童館の裏の消防署の建て替えの時

に、市で土地を買い取り、児童館の庭を広くしたりすることができなかったのでしょうか?! 公園でのボ

ール遊び禁止で、放課後に遊べる児童館が貴重な場所なのに…。それと、滝山公園のそばの廃止になった

保育園は何年も手つかずのままになっていますが…。くぬぎ児童館を移すとか子育ての為に使い道はいく

らでもあると思いますが、どのような計画があるのでしょうか？ 市報で伝えて欲しいです!!  

市内の児童館がきたない。もっときれいに行きやすくしてほしい。民営化すれば良い。 

駐車場のない児童館が多いので、車でしか移動しない方や、子供が多い方は利用しにくいので作って欲し

いです。それか、児童館行きのバスなどあればいいなと思います。あるかな？ 循環バスみたいな。 

児童館の幼児のつどいはよく参加していて、楽しかった。無料であのクオリティはいいと思う。上の子の

ときは、よく家庭支援センターへ行ったが、年齢があがるにつれて行きにくくなった。 東久留米に住ん

でいるのに子育て系の事業は児童館も少し遠く不便。  
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近所にくぬぎ児童館があり、就園前は毎日のように利用し、母子共に憩い場になっておりました。現在も

もちろん利用しておりますし、小学校入学後も安心して遊ばせられる場として利用したいと思っていま

す。くぬぎ児童館の閉鎖する可能性もあるとのことですが、小学校低学年までの子供が安心してかつ自由

に遊ばせられる施設、なかなかありません。滝山公園は少し大きな子供達が球技をしていて小さな子供が

自由に遊ばせられる環境ではないと思います。東久留米市のよいところは身近な場所に児童館が点在して

いるところにあると思います。是非ともくぬぎ児童館を残して頂くよう強く希望します。 

児童館でも飲食を許可して欲しい（けやき）。 ・児童館にも外遊びが出来る所を作って欲しい（併設）。 

児童館の先生の態度が悪い。いつも行っても小学生の相手しかしていない。市役所の子育て支援の人も態

度が悪い。 

児童館に駐車場がないので他市の児童館に行っています。雨や嵐の日や真夏日など、外遊びのできない日

に利用したいので。 

中心部から外れた児童館に駐車場がなく、小さい子連れで利用しにくい。 

現在住んでいる地域に児童館が少なく子供の遊び場所に困ります。くぬぎ児童館は本当になくなるのです

か？ 子供たちが大好きなので残してもらえると助かります。 

児童館で幼児を遊ばせようとしても、小学生の下校後と時間が重なり、思うように遊ぶことができないの

で、行く気になりません。庭で小学生がサッカーや野球をしていると危なくて乳幼児にボールが当たって

も平気な顔をしています。スタッフも小学生を優先したり一緒に遊んだりしていて、小さな子どもたちを

邪魔もの扱いします。「大きい子のじゃまだから、あっちに行きなさい。はじっこのところで遊んでいな

さい」と言います。公園でも同じです。どこで遊ばせたらいいのでしょうか？ なぜ小学生が優先される

のですか？ 

児童館や市の事業は平日が多く、参加できないので（就労のため）、土曜日開催とかにしてほしい。 

くぬぎ児童館の閉館には納得いかない。・ 

くぬぎ児童館をなくさないでほしい。小学生が安心して遊べる広い児童館を作ってほしいです。 

児童館が古く、どこもおもちゃや設備が充実していない。古いだけでなく汚い。幅広い子どもの年齢に合

わせたおもちゃや設備が欲しい。子どもに弟や妹が居ると生まれたばかりの赤ちゃんを連れて児童館に行

くことがあるが、小さな赤ちゃんを連れて安心して楽しく過ごせる児童館が欲しい（東村山のころころの

森のような場所）。 

児童館をもっと充実させてほしい。数を増やしてほしい。家の場所がちょうど児童館と児童館の間という

ことで、本当に利用したい雨の日、寒い日などに行きにくい状況にある。ちょっとしたスペース（ex.市

役所の一角）に子供が遊べる場所があればいいのになぁ、といつも思う。児童館の老朽化により、快適に

遊べているとはいいにくいところがある。多くの子供が遊ぶところなので、地震対策など、ちゃんとして

いてほしい。清瀬の「ころぽっくる」のような、広い年代の子供が、楽しく遊べるような施設がほしい。 

くぬぎ児童館を利用しています。とても良い場所です。無くさないでください。  

公園の遊具や児童館等の設備が充実していないため、隣の清瀬市や新座市の施設を利用することが多いで

す。  

児童館の近くに駐車場があるとよい（有料でもよい）。双子だったので、行くだけでも大変だった。 

まず、東久留米市は子育てに力をいれていない市だなと感じています。子供が産まれて東久留米に引っこ

してきて、この小山には公園がない（遊具のある）児童館がない、子供をもって初めて、子供の環境に必

要なものを考えたときに、不便さを感じました。やはり、ベビーカーでいける範囲に子育て施設があるの
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が適切です。よって、清瀬市などに行っていました（所沢市は公園が充実しています）。 

児童館について。子どもセンターひばりしか利用した事がないですが、施設はきれいで広いので子ども達

をあそばせるにもとても良いですが、施設の先生方に子どもともっと関わりを持ってあそんでもらった

り、私たち保護者の育児の悩みなど子育てについて聞いてもらいたいので、事務所から広場へもっと顔を

出してもらえると良いかなと思います。子育て相談室などに行かなくても少し話を聞いてもらえるだけで

も心が楽になります。 

たまに児童館等を利用させていただくのですが、いつもあたたかく迎えてくださり、感謝しています。 

児童館の立地が悪い。職員がひまをもて遊んでいる姿を目にする。 

児童館等の駐車場を増やしてほしい。 

・乳幼児向けの施設が市の境界に点在していて、駅・市役所周辺になく利用しにくいです（坂の上…）。

車を運転する方はいいですが、乳幼児が歩いてもしくは自転車で立ち寄れるような場所にあると助かるの

ですが。児童館をもっと小さい子が行けるような場所にして欲しい。 

児童館のイベントなどには、よく参加させていただいています。全て、無料なので、利用しています。沢

山、知り合いもできましたし、よい経験をさせてもらいました。このアンケートにはありませんでしたが、

図書館などでやっているイベントも、子供の教育に、とても有効に活用させていただいています。保育園

等の事業にかぎらず、子供をサポートする環境が沢山あることは、親にとっても心強いです。 

小山に住んでいますが、小山周辺には、児童館や支援センター等がなく、子供が 0 才児だと自転車にも乗

れないので、歩きで 30 分程かけて、けやき、上の原、中央児童館などに行っています。もう少し近くに

あれば、毎日利用したいです。子供が 4年生以上になって学童に行けなくなってからも、児童館が遠すぎ

て、行かせられないと思います。 

児童館が小さく、少ない。まず、車で行けない所ばかりで、なかなか行きづらい。 もう少し車で利用で

きる大きな育児施設が欲しいです。 

児童館の設備の充実はかなり重要なことだと思います。くぬぎ児童館を日頃利用していますが、建物が古

いのはわかりますが、あそこのように児童館だけの守られた空間はありがたいです。外遊びもできるし、

色々な企画ももりだくさんで今後もずっと継続して利用したいです。くぬぎ児童館がなくなってしまう

と、近くでは滝山児童館を利用することになりますが、あちらは児童館利用者以外も同じトイレを使用で

きますし、不審者等が入りこむのも容易ではないかと不安がつのります。その点が改善され、安心して子

供たちを遊びに行かせられるといいです。よろしくおねがいします。 

子供が安心してのびのびと遊べる、児童館が少ないです。前沢から離れていますが、上の子達は、自転車

でグリーンフィールドや西東京の児童館まで通っていました。もう少し子供が近くで遊べる場（サッカー

をしたりもできる）があると親として安心です。 

児童館のすてきなイベントはすぐにうまってしまう（人数制限のあるもの）そういうときは回数ふやすと

かしてほしい。 

滝山児童館は図書館が隣の為、誰でも児童館前を通れる為、こわい感じがする!! 1 つの階段を児童館専

用にするとか…。 

児童館は、親が教えてあげられない事をやって頂いて本当に感謝してます。また、学年の違う友達も沢山

出来たし、公園でボール遊びも出来ない環境の中、子供達は、児童館でおもいっきりボール遊び、工作な

どして毎日楽しんでいます。この様な施設、環境を絶対に無くしてほしくありません。学校とはまた違う

学びの場所を無くさないで下さい。宜しくお願い致します。 
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児童館でも 1才児くらいの子どもが安心して遊べるような設備、人員にしてほしいです。児童館の中の案

内が、写真でわかるように、インターネット等利用して、紹介していただきたいです。 

児童館を充実させて欲しい（建物の改装や、玩具の入れ替え。駐車場の設置。楽しいプログラムの実施。

健康相談などを作る）。 

児童館を利用させてもらっています。職員の先生方が工夫し、とても楽しく過ごさせてもらっていて本当

に助かります。児童館の先生方が働きやすい環境を整えてください。いつも少ない人数で大変そうです。

くぬぎもしばらくなくなるとのことで、先生方がこの機にたくさんいなくなるのではと心配です。 

児童館は小さい時（0～2 歳くらいまで）はよく利用させて頂いていいましたが、わくわく健康プラザしか

利用したことがなく、他に児童館があるのかもわからず。2 歳すぎてからは、わくわく～では、娘が物足

りなくなり、他の市の児童館を幼稚園入園までよく利用していました（清瀬のコロポックルや東村山のコ

ロコロなど）。他の市の児童館を利用することに不便は感じていませんでしたが、市内と市外でサービス

の差があったり、イベントも市内の方のみの参加等多く、さみしい思いをしてきました。東久留米市にも

就学前の子供が利用できる児童館があるのであればもっとアピールしてほしいし、イベント等も増やして

ほしいです。乳児に対するサポートは満足していますが、幼児へのサポートがとてもうすいと感じていま

す。 

 

【公園・子どもの遊び場所】 

 

自宅のある八幡町 1丁目付近から歩いて行ける所に、児童館のような屋内で遊べるところが欲しい。また、

同じく、徒歩で行ける公園は、遊具も古く、1 歳の子が安心してつかえるような公園ではない為（ゴミが

多かったり、草がボーボーだったり、遊具が大きい子向け）、東久留米駅東口にあるような公園を近所に

作って欲しい。 

東久留米市は子育てに対してはとてもしにくい所だと思っています。児童館もすべて駐車場はなく、また

子供が産まれて半年もたたない時はどこにも行けずに地獄の日々でした。というのも知り合いもおらず児

童館に行くにもまだ幼すぎて自転車に乗せるのも抵抗があったので、結局どうして良いかわからなかった

からです。ワクワクに行っても大きな子が多く、バタバタ走られたらこっちはひやひやもので、家でとじ

こもっていた方が気楽でした。 公園に行くのもこれまた駐車場がありません。路駐する所すらないほど

道は狭く、公園を一部つぶせば良いのにと思いました。しかもどこも古い遊具がきたない。定期点検して

ますか？ 

子どもたちが十分に体を動かして遊べる場所が少ない気がします。子どもたちも、帰ってきてから遊ぶ場

所がないため、遊べなかったりする事もあります。また、転勤族で、子どもを連れて遊べる場所をたより

に友だちを作ろうと思ったのですが、そういう所にも行く事ができなかったので、１年間くらいは、家に

こもったりする事が多く、ストレスになりました。 子どもの遊び空間＋親の交流の場などが身近にある

と助かります。よろしくお願い致します。 

もっと遊具がたくさんあり、子供が楽しめるような公園が欲しい。大きな子は空き地のような所で楽しめ

ても、小さい子は空き地では楽しめない。 

市内の公園の清掃及び整備が全くされておらず、近所の公園では安心して子供を遊ばせることが出来な

い。小平市の公園はとてもキレイです。早急に対処願います。特に滝山団地内（滝山グランド）や弥生周

辺の公園はゴミだらけ、草がボーボー、木は伸び放題、遊具はきたない etc、ヒドイです。 
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公園・子どもの遊び場所が減らされている。小山五丁目に森があり以前はボール遊びなどできましたが、

現在は歩道部分に杭が打たれて遊べなくなった。 

自宅付近に公園がないのが、とても不便に感じる。  

子供たちが遊ぶ場所（公園）が草がのびたままだったり、木には毛虫がいっぱいいたり、タバコ等のゴミ

も落ちていたりと汚い。安心して遊ばせることが出来ません。 不審者が多くいるので、外にいる時も心

配です。日常的に学校開放して小学生が安心して過ごせる場所を作ってほしい。 東久留米は川の水がキ

レイと聞いていますが、水辺で小さな子供があそべるところもなく、あそか保育園の近く川も草だらけで、

ヘビが出そうな感じがして恐ろしいです。 

大きな公園があると便利。 

子供たちが危なくなく遊べる公園が欲しい。白山公園は、かなり老朽化し、遊具も少ない。六仙公園のよ

うにキレイにして欲しい。 ・保育園が占領してしまって公園で遊べない公園がある。 ・滝山周辺は木

がうっそうとした公園ばかり暗い。遊びづらい。 ・ベンチがあると公園では便利。 ・トイレがあると

公園では便利。 東久留米で子供を産んでよかったと思える POINTが今のところ見あたらない。 

市内に小金井公園とまではいかずとも、大きめの公園があるとうれしい。予算が多く必要そうですが。 

遊具が充実している公園を増やして欲しい。六仙公園は期待していたが、遊具が少なくがっかりした。 

親子一緒に室内で遊べる場所を増やしてほしいです。雨でも出かけたがるので。お弁当も食べられるとさ

らに良いです。公園の撤去された遊具を元に戻してほしいです。経緯と方針を市報等で説明していただき

たいです。 

公園（遊具のある）が少ない（八幡町、中央町） 

小山の辺りには、保育園もなく、子供を安心して遊ばせることのできる公園もなく、小さな子供のいる世

帯にはとても不便だと感じる。 

子供が安心して楽しく遊べる公園がもっと増えるといいなと思います。 

六仙公園にもっと遊具を増やしてほしい（これから増える予定はあるのか…）。 犬の散歩ばかりであま

りきれいに感じない（椅子におしっこ、芝にフンなど）。 

0 歳の子供を連れて遊ばせる場所がほとんどない。 

サッカーが好きなのですが、ボール使用禁止の公園が多く、付近の小学校で毎日校庭開放して頂きたい!! 

保育環境はよいとはいえない。遊具が少なすぎる。 

子どもを遊ばせる芝生の公園がないので、あるととても嬉しいです。 

もう少し子ども（0 歳～1歳）があそべるスペースがあるとよいと思う。 

公園が近くになく、あってもとても古くて遊具が汚い所が多い。もっと、小さくても良いので近くに、清

潔感のある公園が出来たらうれしいです。 

赤ちゃん連れで遊べる場所を駅付近にもつくって欲しい。児童館等での赤ちゃん向けプログラムを増やし

て欲しい。 23区や隣の清瀬を見ても、もっと気軽に赤ちゃんを遊ばせられる所があっても良いのでは？

と感じる。「広場」みたいに、例えば市役所の一室を利用して実施することもできるのでは？ 児童館だ

と大きい子も多いし（赤ちゃんがいられる時間が少ない）、支援センターは遠い。日常的に利用できる施

設が、今のところ無い。 

就園前まではよく児童館を利用していました。とても助かりました。今は幼稚園で毎日お世話になってお

り、大変感謝しています。 不審者情報がよく手紙でお知らせをもらいます。最近は物騒なので、公園よ

り小学生（二小）の校庭開放が安心できます。 
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今、住んでいる所には公園や児童館など近くにない為困る。近くに出来たら利用したいのに…。 

もう少し、大きい、キレイな公園など、たくさんあると小さい子供も安心して遊ばせられて、うれしいで

す。 

近所にある白山公園をもっと子供と遊べるような公園に改修してほしい。 

遊具のある公園も少ないと思います。他の地区にはあるのでしょうか？ 雑木林やはらっぱ、空き地（?!）

は多いですが、普通にすべり台、ブランコ、鉄棒、ジャングルジムなどがある公園をもっと設置して欲し

いです。 

小山には遊具のある公園が少ないのでもっと増えると嬉しいです。 

児童館や開放幼稚園、保育園を増やしてほしい。また、読み聞かせや遊びのイベント等を増やし、メルマ

ガ等の見やすいツールで配信してほしいです。 

子どもが遊ぶ場所もありますが、充実はしていないなと思います。上の原もきれいでよいのですが、駅か

ら遠い。わくわくも遠い。東口の公園は遊具にたどりつくまでが坂で、石もごろごろしていて幼児には危

ない。砂場がある公園がわからない。ボール遊びが可の広場が近くにあるならば、囲いがついているよう

な、きれいな砂場がほしい。 

子どもたちが安心して遊べる場所、公園、施設などもっと増やしてもらいたいです。外でたくさん身体を

動かしてほしいと思っても、近所に遊べる場所がなく結局家で過ごすことが多くなってしまいます。のび

のびと発散できる場が増えることを願います。 

子供がはだしで遊んでかけ回れるような芝生の公園があればいいなと思っています。 

子どもたちだけで公園に行けるように道路の整備を行ってほしい。 ・公園の内容を充実してほしい。 ・

保育料を安くか補助金をもっと出してほしい。 ・幼稚園の近くに公園を作ってもらい、帰りや、帰宅後

に遊べる場がほしい。 

公園の遊具が少なく、児童館のおもちゃや遊具が充実していない。子供を遊ばせられる環境が不十分な気

がする。土、日も遊べる場所を増やしてほしい。 

近くに子供を遊ばせられる所が非常に少ない。特に、1～3歳くらいまでの子供を安心して遊ばせる所が欲

しい。お願いします。 

子どもが遊べる施設が少ないような気がしている。 

柳窪は市の外れで、子育ての施設がない。公園や児童館も遠い。やなぎくぼ広場があるが、学校の方が近

く、低学年であれば学校の方が安心。児童館は滝山にあるが、自転車でないと利用しにくい。やはり低学

年での利用は不安がある。 

公園の充実 

上の子供が小さな頃は、中央児童館を利用していましたが、駐車場がない事や、幼児は午前中しか使えな

い事などから、下の子を妊娠後は行かなくなってしまいました。わくわく健康プラザの 2 階も利用させて

いただきましたが、3 才以下の子供が対象の遊び場のようで、大きい子供を連れては行きにくくなってし

まいました。 現在は子供を遊ばせようと思ったら、清瀬のころぽっくるまで行っているような状況です。

とにかく、市内には子供が楽しめる環境が少なく感じます。 

公園が無い、あっても遊具がない。 

子供が集まれる場所（おもちゃ屋、自然園、動物園等）が無い。 

公園整備を整えてほしい。 
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くぬぎ児童館がなくなるのは残念です。低学年の子供でも、安心して遊びに行ける場所が、もっと増えて

欲しいです。せめて、外遊びできるだけでもいいです。公園に数人指導員がいてくださるだけで、親も安

心します。 公園ももう少し、新しい遊具をとりいれて、親も楽しくすごせる場を増やしてほしい。どの

公園も同じようなものしかない。 

公園の整備をしてほしい。水道のない公園が多い。滝山公園に駐車場をつくってほしい。 

公園が雑草だらけだったり、砂場がガラスなどがあったりすることが多いので、定期的に清掃をしてほし

い。 

公園全てに水道とトイレの設置をお願いします!! 

放課後、子供達が安全に遊べる場所が少ない。公園はあるが、ボール遊びができない。小学校の校庭を開

放して、おもいっきり走りまわれるような場所がほしい（校庭開放していない学校も多い）。学校が一番

安全だと思うので、ぜひお願いします。 公園に水道がない所が多い。衛生面でも、水道とできればトイ

レ…。つけてほしいです。 最近、不審者が多いのが気になります。 

0 歳児まで、もしくはよちよち歩きまでの子供へのサポートと、幼稚園児以上の子供の遊び場は結構ある

が、その間の年齢の子どもが遊ぶ場所が少ない気がする。上の原やわくわく健康プラザは、3 歳位の子供

にはもうものたりない広さで、遊ばせる場所（特に雨の日）は行く場所がなく困る。 

公園施設を充実させてほしい。グラウンド（野球）を確保してほしい。不審者の情報がよく学校から伝わ

ってくる。防犯に対する市の対応も強化してほしい（緑が多いのはよいが、見通しが悪かったり、人が潜

んでいてもわからないような場所が自宅付近に多く、安心して子供を外で遊ばせられない）。 

もっと地域のイベントが多いとうれしいです。六仙公園にもっと子供があそべる遊具が欲しい。健康器具

であそんでいる子供がたくさんです。 

公園の遊具が少ない。 

地域の環境として、子供を育てる場・環境のレベルが低い。引っ越してくる前の地域は、そなわっていた

ので、残念。保育園もお外で遊べる、ドロや砂遊びのできる環境がもっとあっていいと思う。室内だけで

は、子供は育たない。今の大人は、自分が子供の頃外で遊んだのに、子供たちには外で遊べる環境を提供

していない。つぶそうとしている感じがする。 

公園が少ないです。近所の子供たちや、親との交流を図る場所がほしいです。 とにかく大型の遊具を求

めた場合、車で他市まで行かなければならず不便です。 

妊婦や産後に上の子供を公園等で遊ばせる事ができずに困ったので、公園等で遊ばせてくれるシステムな

どを検討してほしい。 

以前は東京都江東区に在住しておりましたが、そこに比べると東久留米市は子どもを遊ばせる施設（公園

等）があまり充実していないように思います（具体的には遊具の種類など）。公園はあるのに遊具はあま

りないと思いました。また区のスポーツセンターでは幼児向けに体操教室・スイミングなど比較的安い値

段で毎週できる習い事なども江東区にはありましたのでよく利用していました。東久留米にもそういった

習い事のようなシステムがあるといいなと思います。 

きれいな公園が無く、子供を安心させて遊ばせてあげられる事ができない。遊具なども少なく、砂場の砂

もきたない。 

家から近いところに子どもを遊ばせられる場が少ないように感じます。小さい子どもが遊べる遊具（すべ

り台）のある公園、児童館など、歩いて 10 分ぐらいの距離にあればありがたいと思います（ただの空き

地は多い？）。 
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子ども達がボールで遊べたり、安全に遊べる公園、児童館が少なすぎて、雨の日など遊ぶ場所がなくて困

っています。児童館も利用していますが、狭いので小学生や未就学児が一緒に遊べないので、両方ともか

わいそうな思いをしています。 

市内公園が汚いです。ゴミ等は地域の住民でと思いますが、植栽の手入れ、遊具の手入れ、特に砂場の手

入れをきちんとして頂きたいです。掘り返すと動物のフンが出てきたりするので、遊ばせる気になりませ

ん。わざわざ車で市外のきれいな公園に行っています。何とかして下さい。また、木が生い繁りすぎて、

どこも薄暗い感じです。 ・白山公園の整備がひどすぎます。水はけは悪いし、トイレも汚いし、遊具も

いい加減です。非常にもったいないと思います。 子どもは決して少なくないと思うのですが、活気のあ

る市という感じがありません。あちこちに子どもの声と笑顔があふれる市にして下さい。 

公園があまりない。芝生など、まだ歩けない子どもがころんでも大丈夫な広場が欲しい。 

公園を増やして欲しいです。子供が遊ぶ場所が少ないです。小さい子も大きい子も同じ所で遊ぶので危な

いと感じます。 

緑地の活用…季節の催し、自然のふれあい（ホタルの夕べ）など沢山行ってほしいです。 ・公園につい

て…すみれ公園を良く利用するのですが、ガラスの破片やたばこの吸いガラなど、子供に危険な物がたく

さん落ちています。定期的に掃除して下さっているかも知れませんが、もう少し頻度を増やして頂けると

嬉しいです。 ・最後に、子供が育てやすい環境には人も集まり、高齢化しつつある地域が活性化すると

思います。子供とお年寄りが安心して楽しく住める東久留米市になることを心から願っています。 

子供は子供が大好きだと思うのですが、児童館にいっても少ししか子供が集っておらず、イオンなどのシ

ョッピングモールにあるプレイランドの方がたくさんの子供がいて、我が子も喜ぶので、そちらに行く事

が増えております。1 時間でも良いので、たくさんの子供が、ワイワイとにぎやかに遊べる集会の場をも

っとたくさん企画していただけるとうれしいです。 

公園施設の環境整備にももっと力を入れてほしい。遊具やベンチが危険なことも多い。 

子供を遊ばせる充実した公園が少ない。 

小さい子供が遊べる遊具のある公園を、もっと増やしてほしい。 

もっと大きな公園を増やしてほしい。 

無駄に公園の広い所をあちこちに作って、遊具があまりないので行ってもあまり遊べない。広場とかがあ

っても、午後になると小学生達が自転車で走ったりして、小さい子達の遊ぶ場所がなくなっていくので対

策をしてもらいたい。逆に小さい子達が遊ぶような遊具で鬼ごっこしたりしている子もいるので広い公園

には別々に遊ぶ場所を分けてほしい。 

親子で遊べる場（食事可）をもっと増やしていただけたら、ありがたいです。 

幼児の使える公園が少ないので、もう少し、キレイな公園を増やしてほしいです。児童館も、東村山のコ

ロコロの森みたいなキレイな所があるとうれしいです。 

子供達が安心してあそべる遊具、公園、広場、砂場が無さすぎる。ベンチで DS のゲームをしていたり、

カードゲームをしていたり、自然とふれあえる場の 1つとして公園があるにもかかわらず、サッカー禁止、

野球禁止になっていて、身体を動かして遊ぶことが出来ない。遊具も少なく、つまらなくなるどうです。

子供が言っていました。もう少し、子供が楽しめる遊具がある公園を作ってもらえると子供達も家でこも

ってゲーム（TV）をする回数もへると思います。 

子供と一緒に利用できる、利用しやすい場所が少ない気がする。 
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公園も子供が遊ぶところなのに、私の家の近くですが、汚く、砂場もいつもゴミや犬やネコのフンらしき

ものもあったりします。以前住んでいた場所の砂場にはネットがあり、使用の時にネットをはずすもので

した。ネコ等のフン対策だと思うのですが、安心して遊ばせる事もできました。もう少し公園もきれいに

してほしいです。 

公園が少ない。 

小学生が安心して遊ぶことのできる公園も、数、スペース的に足りない。小山に住んでいますが、住宅が

増えているにもかかわらず、遊ぶ場所がなく、道路等で集まっているのをよく見かけるので、危ないな、

と思います。いかんせん場所がない。公的に、安全に遊べるスペースを提供してくれないと。 

現在学園町内に子供が遊べる公園などが 1 つもありません。ゲートボール場を曜日や時間で開放していた

だける等、高齢者のスペースも大切ですが、子供のためのスペースも検討していただきたいです。 

家の周辺に、安全で整った公園や、室内の遊び場があると幼児・小学生が放課後に安心して利用できるの

でよいと思う。 

子育てしやすい環境がすごく整っている地域と整っていない地域に大きく差があると感じます。とても遊

具の新しいみんなが集まる公園がある地域がある一方で、もともと公園も少ないのに、その公園がなくな

ってしまう地域もあり、遊ぶためには自転車で遠くまで出掛けなければなりません。 

東久留米駅西口方向に公園をふやしてほしい。 

東久留米は自然が豊かで、水も都内でありながら湧水があったりと素晴らしいのに、水辺の公園などが少

なく残念です。親水公園の様に、水を身近に感じることができ、小さな子でも遊べる公園が出来ると良い

です。 

2 歳の男の子がいます。毎日外遊びに行きますが、近場で気軽に行ける遊び場があまりありません。幼稚

園に入るまでの（歩くようになってたくさん動くようになってから）間の子供たちがもっとたくさん楽し

く遊べるような場所やイベントがもっとあるといいと思います。スポーツセンターでももっと幼児用のク

ラス（未就園児用）があるといいと思います。 ・東久留米の公園にはなぜブランコがないのでしょうか？ 

六仙公園など広い公園にもっとたくさん遊具の設置を求めます。 

公園の数を増やしてほしいと思います。新築の住宅もたくさん建っていて、子供も増えている気がします。

もう少し子供の遊ぶ環境が充実してくれるとうれしいです。 

園や子供が遊べる施設などの充実度が、都内の他の地域に比べて低いように感じます。 

公園が少ないので子どもを毎日外で遊ばせられる広い場所がない。 

公園、児童館が少ない（又は古い）。横浜では各地域に子供達の遊び場（室内場もあり）が多類あり、年

配の方が見守ったりお母さん達が交代で見守る“はまっこ”などがある。小学校から帰宅して、外遊びを

と思っても、なかなかない。昔はもっとあったのに、どんどん住宅になっている。 

公園の整備もきちんと行ってほしい。堂阪公園の遊具はくさっていて子供をつれて行けない。カラスも多

い。公園なのに暗い。 

財政の逼迫もあるが、公園の整備、維持補修も遅れている。先ずは安心して子供が預け成長できる環境を

整えて欲しい。 

東久留米駅東口側（金山町あたり）に少し広めの公園を作ってほしい。ボールあそびやブランコ、すべり

台などできる場所がほしいです。 

公園が少ない市だと思います。遊具も少なく、例えば鉄棒のある公園…というと 1 ヶ所しか思い当たりま

せん。六仙公園に期待したい所です。地図を見ると中途半端な“緑地”というのが目につきます。活用さ
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れる公園を増やして欲しいです。 

六仙公園も都の物か、市の物かは分かりませんが、子供様の遊具もなく、ボール遊びも禁止。公園があま

りない今、子供がのびのびと思いっきりあそべる場所がありません。六仙公園は不審者情報も多く、児童

館などを併設するなど親・子共に安心して遊べる様にして頂きたいですね。 

子供が遊べる公園が少ない。学校や運動場はサッカーや野球で使っていて、地域の人が安心して使える広

い場所がない。もう少し運用方法を考えて欲しい。 

議題にあがってから決定にいたるまでの時間がかかりすぎ。早急に対応してほしい。街開発としても、子

づれが楽しめたり、利用しやすい店や広場などしてほしい。他市では、キッズカフェや水あそびできる大

型公園、そりなど使ってすべれる公園などあるが、東久留米はなさすぎる。ファミリー向けに開発すれば

市民だけでなく、他市からも利用者が増えて、活性化につながると思います。 

児童館が近くに無い。近くに安心して遊べる公園、広場が無い。 

 

【周囲との交流・イベント】 

 

未就園児の集う場所や、サークルが、もっとあるといいです。 

だいたいのイベントが小学生から利用出来るようなので、幼児向けのもあったらうれしいです。 

夏休みなどの長期の休みに親子で参加できるイベントや子供だけでも参加できるイベントを増やして欲

しい。 

父親も出れるようなイベントや集会を作ってほしい。 

私は子供が双子なのですが、三鷹の「双子の親の交流会」の様なものが、東久留米市やもっと近くにあれ

ば良いなと思います。 

子どもの保育付き、又は子連れ参加 OK で、母親向けのエクササイズや料理教室、カルチャースクールの

ようなものがあると良いと思う。 

本町は児童館も支援センターも遠く、イベントに行くのも一苦労で、0 才の時はほとんど参加できません

でした。よく本町ママ友とそんな話をします。せっかく市役所が駅前にあるのだから、1Fでの体育館での

イベントや遊戯室を設けて欲しいです。 都内なのに川があり、緑や公園が多いのは子育てにとてもいい

と思うので、これらをなくさず維持していって欲しいです。 

保育つきのママの学ぶような教室が充実してほしい（スキルアップ、職場復帰へ向けて）。 

0 才のときは、はいはいの会とか参加できるつどいが色々あったけど、1 才になるとそういう場が少ない

ので 1～2才対象のつどいやイベントなどがもっとあれば嬉しいです。 

夏休み中などに市でやっている体験や手作りするものを小学生～だけではなく、幼稚園の子供でも出来る

モノを主催して欲しい。 ・親子で楽しめるスポーツのイベントをやってみては？（住んでる所でチーム

を作って…）（球技） 

東久留米の子ども家庭支援センター上の原の NP 講座に参加したいと思っていましたが、私の住んでいる

柳窪からは遠すぎるのであきらめた事があります。わくわくでも同じ内容で同じイベントをやって欲しい

と思います。 
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0 歳児の時は、市報で色々なイベントを見つけては参加させていただきましたが、1 歳をすぎた頃から該

当するイベントが少なくなってしまい、児童館や子ども家庭支援センター等を利用する回数も減ってしま

ったように感じます（友人ともそのように話していました）。もう少し、イベントを増やしていただけた

ら嬉しいです。 また、野火止、小山地区方面の施設がなく、公園も少ないので検討していただけたら幸

いです。 

以前はお正月頃児童館主催（？）の観劇に参加させてもらいました。無料で子供が参加でき、すごく良い

経験となりました。“子育て支援”では、仕事をする母・家庭のため、小さい子のいるために集えるとこ

ろへの支援はいくつかあるかと思いますが、例えば長期休暇の時に子供が何か経験となるような機会があ

ると良いなあと思います。家にいて四六時中過ごすのは大変なこともあるので、その辺のサポートがある

とありがたいです。EX.消防署のイベントにも行ったことがあるが楽しめました。体を動かすことでも、

手芸などでも…。子育てに皆が楽しめるようなものがあるといいです。 

他市に比べて母親同士が出会う場が少ないと感じました（私自身はもう必要としていませんが←保育園入

園により解決）。 ・児童館や図書館が立地的に不便です。 

シングルマザーなのですが、同じ様な境遇の人達と関われる場所やイベントがあると嬉しいです。 

祖父母が遠方に住んでいて、長期休暇くらいにしか会えないので、もっと祖父母世代と子供が交流できる

場があるといいなと思います。例えば週に 1回でもそこに行けば、おじいちゃんが将棋の相手をしてくれ

る、とか、折り紙や昔遊びを教えてくれるとか、特別な行事の時だけでなく、地域センターなど、公共の

場で、常にそういう場があるといいな、と（息子がいつも実家に帰ると、祖父と将棋をするのを楽しみに

しているので、忙しい父や将棋のヘタな母に代わり、そういう人や場があればいいのにと思います）。 ア

ンケートは外に出て働く、働きたい親に対する利便性を問うものがメインのようですが、子どもにとって

大切なことは何かとか、親に対して子育ての重要性や、その意義、親にその楽しさを教えてくれる場や人

を増やす対策がとれるといいなと思います。 東久留米市は、どんな子育てや教育の場を目指しているの

か知りたいです。 

1.このアンケートの回答期限を表紙に大きく書いて頂けると忙しい父母にとってありがたいです。 2.高

齢出産、祖父母が近くにおらず、1 年半育児うつのような症状になり、つらい育児生活でした。形式的な

訪問ではなく、同じように悩みをかかえた父母が集まれる、○○教室のような（1 回だけの教室ではなく

スクールのような、月 1～2 回を 1～2年間）場が多くあると良かったなあと感じます。 3.子供をつれて

食事をする所をふやしてほしいです（ファミレス以外で…）。子連れだとさわいでも OK、トイレが広い等、

限定されてファミレスのようなところに限定されるので、お酒をのんだり、やきとり屋、喫茶店、等、子

供がいてもいなくても入れる店づくり、街づくりをして頂けるとありがたいです。 

・保育園の子育て相談のような、月に 1回ベビーが集まり、ママ友もでき、不安なことは保育士さんに相

談できたことがありました。とてもよかったです。また児童館のベビーのあつまり etcも、孤独にならず

よかったです。 ・消費税上がるし、教育費もかかるし、働きたいけど短時間のパート、なかなかない。

認定こども園で延長保育したらお金かかるし、働いても保育料…。何のために仕事？ 延長保育を迎えに

行くのも大変…。父親は帰りが遅い。一人で家事、育児。でも家計のため仕事もしたい。近所に頼る人い

ない…。なかなか前へふみ出せないです。 

親子クッキングなどは、下の子の保育があるのはありがたい。また利用したい。 

地域コミュニティが希薄な気がする。公園など身近に集まれる場所がすごく少ないと思う。公開されてい

る情報も少ないと思うし得にくいと思う。 
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西東京市の公民館では、保育付講座があり、そこからサークルを発足し、現在も活動している。東久留米

市のサークルも盛んではあるが、このような保育付講座などの充実はどうか（とは言え西東京市もこのよ

うな保育付講座をやめる方向で話があがっているような事を耳にします）。 

市が主催の子育て支援は平日ばかりで、働いている家庭はほぼ参加できません。もう少し働いている親も

参加しやすいようにして欲しい。お願い致します。 

子供にとっての環境は自然が多くとても良いと思います。 ・清瀬市の産前産後の母親・父親へのケア、

また講座の多さには感心したことがあります。東久留米ももっと増やしてほしいです。・子供たちをお年

寄りのふれあいの場所をもうけてほしい。お互いに良い時間が過ごせると思います。例えば保育園、幼稚

園にお年寄りを招待して折り紙やあやとりを教えてもらう、など。子供達からは歌をプレゼントする、な

ど。 

 

【検診等】 

 

子供の健診でわくわく健康プラザは遠いし、50人程の集団で時間がかかりすぎて最後の育児相談までは難

しい。歯科・視力健診等病院で各自にしてほしい。 

定期検診の集団検診をやめてもらいたい（3ヵ月は良いとしても…）。仕事をしているので、なかなか行け

ない。休みを利用して小児科や歯科 etcで個別に行けるようにして欲しい。又、13 時～の 3ヵ月検診など、

お昼寝の時間帯が多くて困った。  

わくわく健康プラザが遠い。健診など市役所や児童館でしてほしい。 

集団健診について。母乳育児に関する勉強はどこまですすんでいるのだろうか。助産師、保健師、歯科関

係など、各々言っていることがばらばら。そして古い知識や常識のままであることもある。集団健診では、

対大勢のため、個別の相談・教育は無理があるとしても、最新のもの、母子にとって一番 

有用であるものを教示していただきたい。各々の専門分野で最新のものをしっかり勉強し、他分野へのス

タッフへ研修なりレポート報告なりして、統一した認識で指導にあたっていただきたい。 

わくわく健康プラザが自宅から遠く、とても不便。希望者は市役所で健診を受けられるようなサポートも

考えてほしい。  

2 才児の歯科検診時に身体測定がないのが疑問です。母子手帳に記入欄があるのにどうしてでしょうか？ 

ショッピングモールや他の施設などで測定するものが用意されていることがありますが、親としてはプロ

の方に測っていただいて母子手帳に記録を残してほしいです（友達の三鷹市では歯科と内科に分けてしっ

かり測定してもらったそうです）。 

健診の際、待ち時間が長く子供が耐えきれない。始まる時間を変えてほしい（昼食や昼寝の時間に影響し

ているため） 

集団健診をするわくわく健康プラザへのアクセスがとても悪くて困りました。自転車では遠いし、バス停

からも遠いし、駐車場も少ないので、健診の日だけでも駅の方からシャトルバスがあるといいと思いまし

た。  

健診など…わくわくプラザでやる事がほとんどだけど…行くのに不便だし、市役所の方でも実施してほし

い。 

検診などの日程も土日も含めてほしい。宛名の子どもの 1 歳半検診が 11/7 だがその週は月曜が祝日なの

で検診の日も休みを取るとなると職場で肩身が狭い。毎月第 1木曜という決まりがあるのかも知れないが、
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少しは考慮してほしいと思う。 

予防接種や健診のお知らせは、いつも早め早めにいただき、わかりやすく、とても感謝しています。わく

わく健康プラザは、広く、多目的で使える良い場所だと思うのですが、1 度健診に行った時、他のお母さ

んと市役所でもいろいろとやってもらえるとありがたいとお話をしました。ベビーカーに乗せてバスで行

くというのは（自転車、車がないので）、結構、大変だと感じる時もありました。検討していただけると

ありがたいです。 子育て環境、教育環境の充実は困難な面もたくさんあると思いますが、働く人、働き

たい人、また子育てに専念する人にも負担を軽減するような利用しやすい制度や支援を期待しています。 

健康診断等がわくわく健康プラザであるが、実際に始まる時間より早く行かねばならず、かなり待たされ

て親子ともに疲れてしまうので、地域ごとに時間を変える等、工夫をしてほしい。 

集団の検診など土曜日もやってほしい。わくわく健康プラザは遠すぎるので、もう少し近場で行ってほし

い。 

定期検診の時、いつも時間がかかりすぎるので、最後に育児相談をするのでなく、待っている時にできる

と待ち時間のイライラも軽減されるのでは?! 

子どもの定期検診に行きづらいです。私たちの地域はわくわくからとても遠いので駅まで出て、バスに乗

って向かわなくてはなりません。行くだけでも大変なのに雨の日は最悪です。子どもも落ちつかないし、

バスを待つのも大変です。時間もお腹がすく時間帯から始めるのでとても困る。早目に食事を取らせて行

くと検診の時にねむくなるし、余計ぐずられます。 また、この時間帯から始まるので上の子どもを有料

保育に預けないとお迎えに間に合いません。さらに育児相談を希望すると待ち時間がとても長く、話した

い気持ちも失せてしまいます。 地域別とかに開催できませんか？ スポーツセンターや市役所などの利

用をぜひご検討ください。本当に困っています。 

今は新生児の予防接種がたくさんあって、計画的にやらないと期間を外してしまったりしますが…予防接

種の用紙を送ってくれる時に自分で日付を書き込んで、次回はいつ注射なのかわかるような一覧表を作っ

て、一緒に入れてもらえると、ママ達、大変助かります。 

上の子どもの時にも感じたことで、下の子どもの時にもやはり同じように思ったことが健診のことです。

3 ヶ月健診から、節目節目で市からのお知らせのもと、行かせてもらっていますが、毎回不快な思いが残

ります。待ち時間の長さと、健診に関わっている人の多さです。係の方がたくさんいらっしゃるにも関わ

らず、効率よく円滑にすすまない感じが本当に残念に思います。特に 3ヶ月の頃はまだ赤ちゃんの生活リ

ズムもできておらず、親も寝不足で、健診に行くだけでも大変なんです。予防接種シーズンでもあるので

カゼをひかないよう気をつけている中、内科検診があるといって、上半身うす着のまま、何分も待たされ

てしまうと、イライラしてしまうのは、私だけなのかと思ったこともあり 

ましたが、同じ年のお母さんも同様なことを言われてました。また、個別相談の予約をするだけでも 

さらに 30 分～40 分待たなくてはいけない、というのは本当に疲労感がましてしまいます。定期健診です

ので、どんなに気が重くても、行かなくてはなりませんし、毎回手際の悪い印象を受けて帰るので、一度

は、直接お願いしに伺おうかとも考えましたが、なかなかタイミングも合わず…。どんなに時間がかかっ

ても気にならないようなお母様もたくさんいらっしゃるとは思いますが、このように思っている親もいる

ということを少し考えていただけたらと思います。よろしくお願いします。 

検診が滝山なので遠い。ポリオの時のようにスポセンや小学校などでやって欲しい。 

健診所が非常に遠い。車を持っていないので、行く迄がとても大変です。 
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わくわくプラザで行う健診で、個別に相談できるシステムはありがたいが、厳しいことを言われ、かえっ

て子育てに不安ができた。子供の成長は 1 歳から 3歳くらいまでは個人差があると思うので、成長のおそ

い子供たちをむりやり集団に入れたりできるようになる為のアドバイスをするのは母親、もしくは父親に

ストレスを与えるのではないかと思う。私は実際に相談した後、自分の子供の言葉のおくれや、行動につ

いて他の子供たちと比べられ、とても不安になった。私の知り合い数人も同じ思いをした。 

3、4 ヶ月健診、BCGなど、わくわく健康プラザでしかできないのは不便。市役所でもできるようにしてほ

しい。 

検診の時の、子育て、相談員の話が全く期待できない。必要以上の予約をつけている気になる。子どもを

連れて、検診など、時間や他の子とくらべられる心労を全くわかっていない。 

集団健診の待ち時間が多く、集団健診に行く事をためらってしまう。もう少し人数を少なくして、終了時

間を早くしてもらいたい（上の子のお迎えとかぶる為）。 ・集団健診の際、普段の様子を見ていないの

に問題視され、個別相談に希望していないのに回され困りました。今後下の子も含め受診する事を考えて

しまう。 

下の子供の健康診査で時間帯が上の子供のお迎え時間と重なってしまい、なかなか健診が受けれずにいま

した。健診の時間をもう少し早目にスタートしてほしい。理由がある場合は延長して健診してほしいです。 

乳幼児の検診の場所が遠くてイヤだ。交通費がかかるから…。 

市に 1つしかないわくわく健康プラザが市の中心ではなく、ほとんど小平市側にある事にとても不満を感

じます。せめて乳・幼児の健診は市役所等、市の中心部でやらないと不平等不親切です。もしくは個人病

院で済ませられる様にして欲しいです。 

乳幼児健診が、行くのが大変（わくわくまでは大門町からは遠くて、交通の便も不便）。 地域別に、各

地域センターで行うなどしてほしかった。 

乳児健診の時の順番の回り方がいつも悪いから、必ず子供がぐずるので検診の時間や流れを見直してほし

い。時間別に分けたり離乳食の話は最初の子だけなど…。  

集団の健診等、時間がかかりすぎる（他の市に比べて）。 

定期健康診査受診機関を増やしてほしい。さいたま市では、期間内であれば希望日時に、市内の多くの医

療機関で受診ができました。歯科健診およびフッ素塗布も定期的に受けられるようにしてほしい。 

健診が午後でお昼寝の時間と重なり、早く返りたいのに時間がかかって苦労しました（なのに生活リズム

を整えましょうと指導される矛盾…）。特に第二子は同じ説明を聞くことになるので省略したいと思って

いました。 ・乳児期の計測（身長・体重）の機会がもう少し多いと良いと思いました。 

団体での健診の際、相談員の知識がなさすぎて、ビックリした。相談するに値しないし、2 度と相談しな

いと思う。周りからもよくそういった声をきく。やるならまともに健診をして頂きたい。 

小さい子供を連れての移動は思ったより大変だったので、健診（3 ヶ月、1 歳半など）は、わくわく健康

プラザだけでなく、市役所周辺でもできるところがあればいいなと思います。 

東久留米に引っ越して来て 1 年半になりますが、1 歳半検診などの場所がとても遠く、長時間待たされま

した。以前住んでいた地域では地区ごとに各保健所で検診をしたので、人数も少なくそれ程待たされなか

ったように思います。子供連れ（兄弟を連れて行く方もいらっしゃいます）は思っている以上に体力的に

も精神的にも疲れます。子供も大変です。1 回の検診の人数を減らして、1 ヵ月の検診の回数を増やすな

どの改善をした方がいいと思います。 
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検診がわくわく健康プラザであり、車で行けない人はとても不便。小さな子供を連れて徒歩やバス、天気

が雨や寒い時など、とても精神的につらかったです。不安でした。時間までに行かなきゃ…など。市内す

べて「わくわく」にするのではなく、「市役所」と「わくわく」など、選べると助かった。 

子供の健診でわくわく健康プラザまで行くのが遠すぎるし、交通費もかかる。せめて、市役所でやってほ

しい。立派な建物があるのだから。 

他のお母さんたちからも困るとよく聞くのはわくわく健康プラザでの健診です。東久留米市といっても一

番端で東部地域の人にとっては不便な上に「車はご遠慮下さい」と書いてある時もあります。市役所や地

域センターなども使ってほしいと思います。 

乳児検診の際、相談員に話した時、我が子を発達障害がある様な事を言われ、大変不安な思いをした。 →

どうすれば良いか尋ねたら「次回、また相談に来て」とだけ言われ、打ち切られた。子供の目の前で「こ

の子は幼稚です」と言われ、とても腹が立ち、子供が可哀相でした。 →相談員の再教育を願います（現

段階では、何の障害もなく元気に育っています）。 

わくわく健康プラザへのアクセスが悪すぎる。市役所での実施など 

健診がわくわく健康プラザという場所でした。今の住所からはとても遠く、小さい子供を連れていくのに

大変苦労しました（車の運転もできないため）。立派な市役所があり、そのどこかスペースを作って子供

の健診などしてくれれば場所も便が良く参加しやすいのにと皆さん言っています。小さい子供を連れての

移動はとても大変です。もう少し市が子育てのことを理解していただけたらと思いました。 

長男の 3 才児検診で、アンケートに困ったこと、心配な事を書いたけど、人がたくさんいる中で相談はし

づらかったので「大丈夫です」と言うしかなかった。他の人に聞こえたり見られたりしたくない。検診の

待ち時間と、話が長すぎて子供が飽きるので、遊べるスペースが欲しかった。眼科検診などは、もう少し

子供が喜ぶ工夫が必要だと思う。1 才 6 ヶ月検診で、言葉で説明ができなく、不満があるときに頭を床に

ぶつけることを相談したら、アドバイスらしい事は言ってもらえなかった。逆に発達に異常があるとか、

虐待の疑いをかけられてる気がした。 

集団健診が不便すぎ。場所を市の中心に持ってくるか、線路を境に 2ヶ所に増やすかして欲しい。市の端

まで行くのは子供と荷物をかかえて非常に大変。時間もちょうど昼時で、親子とも昼食が困る。午前か午

後、どちらかにして欲しい。もう少し利用者の事を考えて下さい。 

健診が平日のみしかないのは不便。施設が少し古くなっていて、入りづらい雰囲気がある。 

 

【施設が遠い】 

 

わく 1わく子育て支援センターでしか行っていませんが、引っ越ししたばかりで 3 歳と 0歳の子どもがい

て、しかも駐車場が少ない為、公共の交通期間か自転車を使って利用してほしいとの事で、非常に便利が

悪いと思った… 遠すぎる！ 下の子がいて一人で沢山の荷物を持ってバスとかに乗るのは大変だと思

う。 

わくわくプラザが何故あの場所にあるのか分からない。バスで行くのも困難。 

子育て施設は全て遠く、東久留米市のものは使っていない。児童センター、図書館など全て清瀬市。小山

には公民館すらないのは何故かと思う。 

コミュニティーバスの運行が無理とありましたが、わくわく健康プラザがあまりにも市のはじにあり、遠

い。私は車の運転ができず、赤ちゃん＋兄弟も連れて雨の日の検診、特に 4ヵ月時などはママもお出かけ
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に慣れていないので、とても大変。そういう日だけ駅から健康プラザを往復するバスが出ないものか？ 

西東京市は出ている話も聞いたが…？ 

小山 5丁目は、東久留米のはじの方に位置するため、幼稚園、保育園、児童館にしても市内の施設より清

瀬を利用することを考えてしまうので、もう少し利用しやすい場所にあるとうれしい。 

わくわく健康プラザへ妊婦の時からプレママスクール等で行っていますが、バス＋徒歩で、しかも平日の

開催で、半休をもらい早歩きで行った覚えがあります。何故市役所と近い場所にないのでしょうか？ 子

供や、妊婦がないがしろではないですか？ 寒い冬にバスに乗り、集団で赤ちゃんが集められる姿は私は

かわいそうだと思うのです。 

子育て支援施設が家から少し不便な場所にあるため、駅周辺や市役所のあたりにも 1ヶ所あると便利だと

思います。子育てサークルで集まる時、無料のわくわく健康プラザの地域活動室か上の原になりますが、

どちらも市のはじの方にあるので少々不便です。 

健康センターが遠く大変不便である。 

弥生という地域柄もあるが、市の施設が遠い場所が多く利用しにくい部分が多い。 

わくわくプラザは遠いので、小さい時は、ほとんど利用することはなかったです。東側（駅）の方に、近

ければ良かったです。 

住んでいる地域によってものすごく交通の便が悪いのでそれを何とか改善して欲しい。小さな子供を連れ

てバスに乗車し、徒歩で健康課まで行く（諸手続き、健康診断のため）のは大変困難。それも子供が増え

た時の状況を考えるとタクシーしか手がないのかと不安になる（バスの運転手によっては全く手を貸して

くれない方も多いためバギーでの移動も困難）。地域子育て支援拠点事業も徒歩で通うのは困難なため利

用したくてもできない。プレパパママクラスも保育等もなく遠いため第 2子妊娠時の参加は不可能でした。  

わくわく健康プラザが遠くて不便すぎる。 

図書館や児童館を利用したいが遠すぎる。東久留米駅近くに出張所の様な形でも、本が借りれたり、子ど

もがちょっと遊べたりするスペースがあると利用しやすい。 

わくわく健康プラザを利用したいが、駅より遠すぎる。主人が車を仕事で使うのでバスで行くしかないが

大変。きれいで広いのでぜひ使いたいが、結局健診などのときしか行っていない。難しい問題だと思うが、

駅東口側の住民は、買いものや子育て施設に関して不便な思いをしている方が多いので、市役所が駅近に

なって便利になったように、他も何とかなったら助かる…という気持ちがある。 

住まいが柳窪のため、公共の乗物が少なく、移動手段が自転車か車しかなかった。この辺は小児科も少な

く、幼稚園も市内のは遠く、不便でした。気軽に乗れる、コミュニティバスがあればいいのにといつも思

っている。 

小山に住んでいますが、センターや児童館が遠いように思えます。もっと近くにセンターがあれば、子供

にも親自身にも、地域のつながりができやすいと思います。 

わくわく健康プラザが遠い。ほぼすべての相談をバスで子供 2 人つれて中途半端な時間に行く事は難しい

です。検診も相談事が多いと時間がかかり、子供がつかれるので相談しづらいです。滝山以外、市役所に

近い人はもっと近い所で行ってもらいたいです。 

平日は、父親の帰りが遅い為に、ほぼ母親と子供とで過ごしている状態なので、いつも児童館の職員には

お世話になっています。また、児童館があることにより、周りの母親仲間の方々に、いろいろお話を聞く

ことができて、助かっています。 ただ、アンケートにも記入しましたが、車を持っていないので、行動

範囲が狭く、困ることがあります。例えば、市役所へ行く場合、自宅近くからは、市役所へのバスが出て 
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いないので、電車とバスを利用して、1 時間近くかけて出掛けることになり、赤ちゃん達には辛いです。 

自転車を利用すれば早いのですが、道が狭く、坂が多くて危険なので、気が進みません。 一時預かりな

どの支援も有難いことだと思いますが、預けるということに対する後ろめたさがあり、なかなか預けてリ

フレッシュしようという気になれない気持ちがあります。そのため、子供と一緒にいながらリフレッシュ

することができるように、せめて、市内の子育て支援施設などを利用しやすくなるようなバスなどがあっ

ても良いのでは、と思います。ご検討のほど宜しくお願い致します。 

市内の子育て支援センターや育児教室がほとんど滝山のわくわく健康プラザで開催されており、遠くてほ

とんど利用できない。せめて市役所とか、市内全域からアクセスしやすい場所での開催はできませんか？  

わくわくセンター遠すぎる。もっと市役所くらい近い場所にしないと 3ヶ月健診など行くだけでも大変（車

もってなかった）。 

前沢からどの施設も交通手段が行きづらいです。近くに公園など出来たらいいです。 

児童館など、子育て支援施設の立地にはばらつきがあると思います。私は八幡町に住んでいますが、児童

館や子供を遊ばせられる所が近くにないのを不便に感じています。保育園の一時預かりについては予約の

取り方なども簡単でお願いしやすいと思います。 

わくわく健康プラザが場所的に多くの市民にとって不便で、すべての相談をするには色々揃っていなく

て、とても利用しにくい。もう少し市の中心部辺りで、すべての子供に関する相談にのってもらえたり、

様々なサービスを受けられる場があってもいいのでは？と強く思います。 

・幼稚園、保育園など、所在地にかたよりがあるのでは？ ・スポーツセンター、健康プラザなど車がな

くては行くのが不便。 ・滝山については、公園の遊具が古すぎる。駅前は西団地内は新しい物が充実し

ているのに…。幼児を遊ばせるにはもったいない。  

わくわく健康プラザについて…乳児の子を連れて行くのは良いのですが、活発になってくる 2、3 才～幼

稚園位の子が遊びにくいので自然と児童館へ促されてしまいます。プラザは小学校を改築したので体育館

や色々なスペースがあるのに、大人や乳児向けに催しも限定されている等、もう少し活用できないのか疑

問を禁じ得ません。体育館の半分位は大型遊具など置いて、幼児も楽しめる環境を作っていただけたら嬉

しいな…と思いました。 

健診などがある健康プラザが遠すぎるため、全く利用することができない。もっと子育ての相談や支援す

る場所をいろいろな所に作ってほしい。車を持たず、小さい子を連れてバスに乗るのは健診だけでもつか

れる。 

スポーツセンターが市のはじ（自分の住まいの反対側）にあるため、子どもだけでは利用できず、残念で

ある。 

わくわく健康プラザの交通の便が悪い。 

市主催のイベントに何度か参加させて頂きましたが、わくわくまで足を運ぶのが大変でした（歯みがきな

ど）。もう少し家から近いともっと参加できると思います。また、もう少しイベントの充実を図っても良

いのではないでしょうか。目新しいものがなく、努力が見られない。  

家から児童館や図書館等が遠い。 

市役所やわくわく健康プラザなどの施設へ行く、市内を巡回するバスが欲しいです（もしくは、安く利用

できるタクシーなど）。私は運転することができないので、小さい子供を 2 人連れてわくわく健康プラザ

へ行くのが大変でした。 

小山近辺は、児童館、子育て支援センターが遠く、進んで利用したいと思えない（利用したくても頻繁に
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は通えない）。 

小山には児童館も保育園もなく、非常に不便です。公園もアパートとなってしまい、遊ぶところがありま

せん。もう少し充実した環境作りをお願いします。 

わくわく健康プラザ等の施設があるのはうれしいです。定期的な検診や、様々なイベントがあるので楽し

いし、色々な方とお話出来るきっかけでもあるのでいいと思います。  

わくわく健康プラザが市内の中央になく利用しにくい  

せっかく充実した内容の子育て支援センターがあるのに、交通の便が不便なのが残念。健診等でわくわく

健康プラザに行くのも毎回大変でした。地域コミュニティバスを運行して主要施設をまわっていただける

と助かります。また、市役所など駅周辺地域にも子育て支援の施設があると便利。 

わくわく健康プラザは東久留米市のはじの方にあり遠くから行く人は皆大変だと思います。 

子ども支援センターは車で行ける所が 2ヶ所で、歩いていくにはとても遠いので、不便を感じています。 

 

【障害児支援】 

 

東久留米市、子育ての環境は良い方だと思います。都内から引っ越しして来た時、公園が少ないな、と感

じました（大きいものではなく、ちょっと遊べる遊具が 3ヶ位、ベンチが 3～4ヶ位の）。下の子はわかく

さ学園に通ってますが、障害児を持つ親としては大変ありがたい施設です。子供が自分らしく通園出来、

療育もさせて頂き、まず親のストレス度がまったく違います。障害児の親は子供の障害の悩み、不安から

世間に対してのやりとり、全くの他人にまで気を使いながら生活していますので、園の中だけでも子供の

事だけに集中出来ます。ただ、兄弟の行事、家庭の幼児などでなかなか人に預ける事が出来ないので、夜

間、休日に気軽に預ける先があると助かります。私は祖父母や親戚が近くにいないので、他の家族や自分

に何かあった時にすぐに安心して預けられる先が、近くにあると良いなと思います。 障害児でも安心し

て預けられる、長期休み、放課後に対応出来る学童の様なものも、もっと増えると良いなと思っています。 

なかなか、小学校や児童館、場所に一緒に…というのはむずかしいと思いますが、小規模でも各地区にあ

ると助かります。 今ある施設は月に何回までと決まっているので、お金を払っても良いので、学童の様

なものがないと働けません。病気になった時もむずかしいですね… 

発達障害に対する取り組みの連携がされておらずまとまりがない印象です。1 歳 6 ヶ月検診で気になる子

がいればどんどん発達相談室と連携を取ってひよこグループに誘うべき。保健師さんの気になる子を見抜

くレベルが低すぎるのではないか？ また親本人が検診でひっかかって 3ヶ月後にわくわくに話に来て下

さいと言われて実際行った時に「今日はどんなご用件できたのですか？」と言われ全く引き継ぎが出来て

なく嫌な思いをした事があります（上の子の時です）。結局上の子は発達障害で現在わかくさに通園中で 

す。検診の時、もっと早くに気付いていてあげられればもっと違う育ちにつながったのでは？と後悔する

事もあります。健常の子育てももちろん大変だとは思いますが、私たち発達障害の子育ては目に見えにく

く分かりにくいので、すごく親もどうしていいか分からず苦労の連続です。もし発達障害ではない子に 

療育をほどこしても何の害もなく、むしろ良い発達につながるので少しでも気になる子がいれば、ひよこ

グループに紹介して子供も親も早く楽になってほしいと思います。メディアにもたくさん取りざたされ、

発達障害が身近となった今、普通の幼稚園、保育園にも「あれ？あの子もしかして…」と気になる子がた

くさんいます。幼稚園の方もきちんと親に「この子の～な所が気になります」と伝える園もあれば、知ら

んふりをする園もあるそうです。知らんふりされた子達は小学校に上がってから座ってられない、お勉強
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ができないなど小学生になって先生からの指摘で障害が分かるケースもあるそうです。私から言わせる

と、そんなの 1 歳半や 2歳の時の様子を見れば予想はついただろうにと思います。発達障害の子供達に少

しでも早く気付いて支援していけるような仕組みを子育て支援課さんの方にはがんばってほしいです。発

達障害の子達は早期療育によって障害が個性に変わる子もたくさんいます。少数派の意見ですが、よろし

くお願い致します。 

私の子供は 1 才 10 ヶ月になります。もう立って歩いて、お話もできる年齢ですが、まだお話すらできま

せん。市の発達健診でリハビリをしたほうがいいという事で、武蔵村山の病院を紹介頂き、3 ヶ月先まで

診察ができないという事で、近くにそういう所がないかうかがったところ、週 1回でわかくさ学園の外来

で訓練して頂けるというお話をいただいて、とても助かりました。通園している保育園でもすばやく対処

して頂き、ありがたいなと思っています。 

中学校の情緒障害学級をつくってほしい。せっかく小学校にできたのだから、小、中と足なみをそろえて

ほしい。 

少し障害を持った子供に、普通学級だけでなく通級を利用しやすい様、各学校に必ず設置してもらえると

良いと思う。 

どんな子供でも安心、安全で居心地の良い遊び場が少ないかなと思います。児童館も減ってきている上に、

発達相談室も規模がかなり縮小されてしまう予定…。健康課～子育て支援課～わかくさ学園の連携をもう

少し密にしっかりとっていただけると、とても助かる親子が多いことをここ 4、5 年で非常に感じます。

発達障害が世間で最近とても注目されてきています。気にされている親御さんはかなりの数いると思いま

す。我が子がそうでなくても、一体どういうものなのか、理解しようとされる方も増えています。保育園、

幼稚園の先生方への講習会などを開く（親御さんにも）等してもらえると、とても意味のある事だと思い

ます。 

できれば専門の方が定期的に幼稚園、小学校を見回って、発達障害など少し問題がありそうな子供に関し

て、先生に適確なアドバイスをしたり、講習会を開いて欲しいです。 

友人のお子さんが“少々の発達遅延”があるのですが、学区内の小学校に通わせてもらえなかった経緯が

あり、ショックでした。重度の障害なら話はわかるのですが“少々の…”で通えなくなるのはどうなので

しょうか。入学後に“少々の…”が発覚した場合は転校させられるのですか？ 今はまだ幼稚園生なので、

学校の問題にはぶつかりませんが、2 年後には入学ですので、そういう教育以前の“受け入れ体制”みた

いなものがあまりなされていないのでは？ と思ってしまいます。 

発達障害児に対する支援もおくれている。幼稚園～中学校まで支援クラスを作るべき（又は専門的な方を

各学校に配置する）。今ある施設（学校なども）を使用して、放課後も有効利用してほしい。年配の方、

高齢者の方に、いろいろ教えてもらうのも良いと思う。 

障害児、グレーゾーン児を支援する教室（できれば土・日に） 

 

【医療機関】 

 

休日診療所は、なぜお薬 1日分なのか…ちゃんとしたお医者様が診てらっしゃるのに、また後日、かかり

つけへとされるのは、また病院へ行き、待たされて大変です。 

隣の市よりも小児科など、病院が古く受けづらい（わざわざ隣の市まで毎回行っている）。  

24 時間の小児科があるといい。 
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元々幼少の頃から東久留米に住んでおり、結婚をし、子供を（2 人目）妊娠してから、こちらに家を建て

育児をしていますが、とにかく小児科が少なく、とても困っております。唯一の病院も、あまり評判も悪

く、仕方なく行っていましたが、ひばりが丘の方へわざわざ変える程です。もっと子供に良い（優しい）

病院が増える事を期待しています。大きな公園も増えると良いです。 

小児科や子どもがかかる病院があちこち同じ日に休みだったり…。休みの日もわくわくプラザだけだと…

遠い（汗）  

緊急時の小児科受診も難しい。結局市外の大きな総合病院にかかることになり、何時間も待たされ、対処

した後はかかりつけの病院にかかるようにと投げ出され、心配している親として切ない思いをしたことが

何度もあります。 

日曜、祝日もやっている病院がほしい。→救急以外の通常診療。 

休日診療をしてくれる場所がもう少し増えるといい。 

市内の小児科医が少ないように感じます。もし可能でしたら誘致して欲しいです。 

医者が（小児科等子どもの）少なく困っています。 

小児科、耳鼻科の土（日）の混み具合を知っていますか？ 特にこれからの季節は行くだけで半日つぶれ

てしまいます。医院を増やしたり診察時間を延長する等、必要だと思います。風邪を引かせない為に長期

間薬を飲ませ続けたりもしています。 親の働き方が多様化している中、子どものことに関しては昔のま

ま、という感じがしてなりません。預け方も多様化が必要ではないでしょうか。ぜひ早期に着手してもら

いたいです。よろしくお願いします。 

東久留米市内に夜間救急の病院がほしい（特に小児）。  

 

【街の安全】 

 

小学生の子どもが通う、遊歩道の木、雑草が凄く、枝が飛び出ていたりと危険な所が多々あります。切っ

てほしいと思います。 ・ダイソー近くの歩道橋も『劣化』していて、さびて、ボロボロしていて、いつ

か橋がこわれるのではないかと登校している子ども達を見て心配です。 

歩道が狭かったり、なかったりと、危ない。特に前沢宿の交差点から駅の方に向かう道路が途中で歩道が

なくなっている。トラックやバスが多数行き来しているのにも関わらず、第一小学校の通学路になってい

る。安全が確かでないのに、通学路になっているのもおかしいし、それを放置している行政にも不安を感

じる。 ・東久留米市内全てに「禁煙区域」に指定してほしい。 

通学路など車が通る危険な場所などに、見守りの人をたくさん配置して、安全に通学できるようにして欲

しい。 

南町の所沢街道に歩道がなく、渡るのが、とてもとても困難で困っています。子供も多い地域なのに、あ

んなに危険なのに、どうしてほったらかしなのか信じられません!!! 大きなトラックが通ることも多い

し、イオンも出来て交通量も増えました。早急に対処願いたいです。 

通園・通学路が歩道等が整備されてなく、危険、不安。 

最近、不審人物の報告が幼稚園を通じて入ってきます。これから小学生にあがると子供たちだけでの行動

が増えてくると思います。小学校への登下校や下校後の習い事など子供たちだけでの行動に心配がありま

す。子供たちが安心してできる登下校、公園であそんだりできる様になって欲しいです。ボランティアで

のパトロールや、いち早く情報を親に伝える環境（何か事件があった時に、メールで一斉送信するなど）、
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親が安心して預けられる環境になること願います。 

歩道がない所、狭い。 

川沿いの雑草が伸び放題でちょうど子供の目線にあり危険。また歩道が狭くなるため自転車との交差時非

常に緊張する。 

歩道が狭く危ない。 

子どもに対して、あまり関心がないよう感じます。子どもが生活するには、道路もせまく、明かりが少な

い。車の量は多いのに…。子ども目線で環境を整えていただきたいです。 

駅、市役所周辺の歩き喫煙（自転車喫煙も）を厳しく取り締まってほしい。 

最近、不審者やひったくりなど地域でいろいろあり、安心して外で遊ばせられなくなった。パトロールを

市の人がしていてもただ回ってるだけみたいで不安がある。親達のパトロールも限界があるので、安心し

て子供を外に出せる環境にしてもらいたい。 

東久留米は道が狭いため舗道をベビーカーで歩く時に段差のある所が多いので平らに均してほしい。 

道路の歩行者道路が狭くて、歩いていても自転車にぶつかりそうに何度もなりました。 又、高齢者の方々

はお金がたくさんあり、裕福なのに税金がたくさん使われて、子育て世代の私達のようなお金がない方々

に税金を使ってくれないのでしょうか？ これからの将来への期待と子ども達の未来に税金を使ってい

ただきたい。よろしくお願いします。 

小金井街道沿いの道路は歩道がなく、非常に危ない（特に第一小の前） 

道路が狭いため子どもを歩かせるのが不安。車の通りも激しい。 

保育環境に関して公立・私立ともに同じようにしてほしい。保育の質なども気になるところ。子育てする

環境としては、自然も多く子どもがのびのびと育っていけると思うが、道路の整備など子ども達に危険の

ないようにしてほしい。 野火止にある貯留池の放射能汚染はその後安全なのだろうか？ 不安であれ以

来入っていない。 

・17 時の夕やけチャイムがあると良い。 ・歩道がすくない（ミラーでもあると良いと思う場所がある）。  

子供が成長していったりする場所として、川、公園などがあるから住みやすい場所ではあるが、今の時代、

交通事故も多いから通学路の場所も改めて見直してほしい。子供が増えていくのに、税金を値上げするの

はおかしい。これからまた子供を産みたくても、税金が値上げしていくなら、産むのを考えてしまう。 

歩道がとても狭い（又はない）所が多く、散歩をするのが大変。 

駅前や駅近は歩道があるが、まだまだ歩道が少なく、できるだけ歩道の整備をしてほしい（早く）。 

下里小学校の郵便局前の横断歩道にも信号機をつけてほしい。車のマナーが悪すぎるのか、子供が待って

いても気にせずスピードを出して通る。ヤマザキスーパー方面からの信号機も点滅信号でなく、ちゃんと

した信号にしてほしい。危なかった所を何度も目撃している。小学校、中学校前なのに安全がなってない

と思う。下里小学校が人数の少ない学校だからと気にしていないのか？と不思議に思う。ここだけではな

く学校周辺には押しボタン式でもよいから信号機はつけるべき。 

サイクリング道路（落合川、小金井街道）が新しくなったのに、信号が付かない！ マロニエ道路？現在、

工事中の道路にも信号が付かないと聞きました。東久留米は、子供の命を軽視しているとしか思えません。 

東久留米市は外灯が少なくて暗い場所が多い。不審者も多いので、小学校の子供がいると、子供の帰りが

不安になる。自由学園の前の交番には、夕方～夜におまわりさんがいないので、いざという時困った。遊

歩道や細い道が多く、長い年月整備されてないようで、アスファルトがボコボコで子供が歩けるようにな

ってから、粗いアスファルトでころんで大けがをした。 
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金山町周辺道路が非常にせまくて車の行き来（自転車も）が激しく、とても危険。ベビーカーで道を通る

のがこわい。特に、マルエツからパチンコ屋さん沿いの道を上がって第六小の通りが危険。十字路では事

故多発している。金山森の公園の道もせまくて視野が広くはなく対向車が見えず危険。あの辺りは一方通

行に変えてほしい。住民皆そう思っています！！！ご検討宜しくお願いします。 

 

【学校・教育】 

 

・上の子の学校行事に、下の子（乳幼児）を連れて行ける配慮を学校側にして欲しい。運動会などは学校

の滞在時間が長いので、屋内の休憩場所を増やして欲しい。・小・中学校のメール連絡網の導入を希望。下

の子がいると電話に出られないし、邪魔されて、落ち着いて話もできない。不在家庭も多い。各学校任せ

にしないで、市で導入して欲しい。 

東中学校は生徒人数が少なく、2 クラスだと聞きました。我が家は六小で、そこも 2クラスなのですが、小

→中と 2クラスでは社会性が広がらず、15才までをずっと 50～60人のせまい世界ですごさねばなりません。

中学校くらいからは広がった世界も必要だと思うので、ぜひ早期に大門中との合併をして下さい（自転車

通学にすれば、よいと思います）。 

小学校の連絡網がメール化できないのは、教育委員会の許可が下りないからだと聞きました。メール化さ

れれば保護者の負担は減りますし、緊急時に早く対応ができるようになるので、是非、導入して頂きたい。 

中学校の校舎の状態が悪すぎます。スプリンクラーをもっとつけてほしいし、プールもきちんとキレイに

作り直してもらいたいです。 

市教育委員会についてですが、方針に統一性が見られない。各小、中学校における指導が違って居たり（市

内で転居をした為、複数の小、中学校へ通わせて居た）、休業日が違っていたり、特に 10 月 1 日は「都民

の日」で都内の美術館、博物館等に行けるのに休みにしない学校があったり、どうも不自然に感じられる。

教員についても、どうも、教える方自体が、日本語や道徳を学び直した方が良いと思います。以上 

中学校は給食にしてほしい（義務教育中）。ランチはおいしくないらしいです。 

六小の校庭開放に行ったが、芝生で 1 歳児を遊ばせていたら注意された。芝生で遊ぶことを禁止と書いて

おいて欲しい。 

小金井の小学校のように小学校に子どもが帰る時に ID カードにタッチをし、親にメールでそれを知らせる

ような機械を導入して欲しい。 

小学校の学区割りの場所がおかしいと思う。中央町 3丁目は、なぜ 17、18は三小で、それ以外は一小なん

ですか？ 孤立して通学を一緒にする友達が近くに居ない。まだ、どちらかを、選ぶ方が良い。 

教育の意識を高める研修や講演会をもっと増やしてほしい。 

学校や幼稚園での食事の向上。有機材料や無添加の食事をさせて欲しい。又、給食かお弁当かを選ばせて

ほしい。現在の給食はとても食べさせられない。 ・学校が古くなり過ぎでは？ ・子供は我々みんなの

宝であるという事を第一に考えて。 

下里小学校について。1 クラス少人数であると伺っています。今後はどうなるのでしょうか？ 隣の第七小

学校に通いたい方が多いと思います。申請して変更できる場合、ダメな場合があいまいな感じがします。 

母親が働いていることが多い時代、お友達同士、お互い助けあいながら子育てしています。学童保育があ

ったとしても、帰宅は友人の自宅ということもありえるので、申請はどんな理由でも受け入れることが、

子供にとっても保護者にとっても安心ではないでしょうか？ 
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ゆとり教育の名残がありますが、学校教育を充実させてほしい。下里小学校の 1 学年 1 クラス少人数は、

通わせたくないと思うので、七小と統合するなど、考えてほしい。 

・教育も不安。中高一貫校は無理でも公立の小中一貫校の設立など、新しいことに取り組んでもらいたい。

また、公立小学校の HPなどを見ると、内容はもちろん更新も古かったり、現在の教育の場とは思えない。

これでは公立中に進んでも高校への教育に遠く及ばないのでは。未就学児の今から心配です。語学でも、

理数でも良いので、何か教科に力を入れて、市の教育の柱にして下さい。 

学区外の小学校に通えるようにしてほしい。番地で決めているが、明らかに隣の学区の小学校の方が近く

て通学路も安全。  

イオンができてから、五小の教室からイオンがみえて、交通量も増えました。五小移転を真剣に検討して

いただきたいです。 

幼稚園を決める時、自分の住んでいる所が何小学校に行くのかわからないので、友達と同じ小学校になる

かわからないので、迷った。だから、地域別表が欲しい。下里 5 丁目は 4 年後は七小ですか？ 下里小に

変わるのですか？ 下里小に変わるというウワサをききました。明確にして下さい。 

中学校の給食事業をご検討いただきたく思います。 

小学校、中学校にクーラーを！ 中学校各校に給食室をつくって給食提供してほしい。 

学校の学区域についても、23 区はすでにフリー化している。絶対学区ではなく、もう少しえらべる区域が

あっても良い気がする。 

小学校の学校公開日などは、小さな子供に声を出さない様注意するプリントが配られるが、そんなの無理

だから、授業は見に行けない。 

外国語教育にもっと力を入れて欲しい。 

 

【その他】 

 

（良い点）1.手当（子）（乳）などもらえること 2.小学校に SC（スクール・カウンセラー）が配置され

たこと。 3.小・中学校が近くにあること。  

1 人目の時は児童館やわくわくをたくさん利用させていただきました。たくさん友人ができ、相談もでき、

今でも利用してよかったと思っています。 これからは、仕事をさがしたいなあと少しずつ思いはじめて

いるので、少しでも子育て支援をうまく利用できたらいいなと思う。 

・子ども園がもっと増えたら良いなと思います。 ・自然環境はすばらしいので満足しています。市主催

で幼児川あそび講座などして欲しいです。 ・スポーツセンターのプール、満員で全然入れないので、も

っと曜日を増やすなどしてほしいです。 

日頃は市立の保育園でお世話になっております。先生方には必ずしも一定ではない家庭の状況や、子供の

体調にもお気遣い頂き柔軟に対応をして下さっています。東久留米市での子育ての良い所は、個々の先生

方の経験に基づいた保育だと思っています。園舎の古さに対する不安は先生方との関わりですぐにぬぐえ

ました。施設の老朽化と財政難を理由に保育園の民営化の話も議会で決まり、それに対して激しく反対す

る声も聞きます。 東久留米市としての子育てに対するビジョンって何なんだろう、と思います。人間を

育てるには人手もお金も沢山かかる、そういうものだと思います。これからを支える子どもたちに財政 

難のつけを回して将来に何を望んでいるのでしょうか？ 東久留米市の子育て教育に対する思いがあま

り伝わってきません。 家庭の経済も益々きびしくなり、治安の面でも心配がたえない状態で、学童保育
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も小三までとの事で、この先が心配です。 

他の近隣の市・区などの子育てサービスや補助金等を比べれば、東久留米市の子育て支援は充実していな

いと思う。 子どもたちが大人になり、子育てをする立場となるとき迄に、子育て環境や支援が他市と比

べて遜色なくなる様に願っています。 

幼稚園の補助金も近隣の市でも少ない上、医療控除も小学校に上がると減ると聞いています。せめて教育

レベルが高ければ、多少のデメリットも諦めますが、中高一貫教育校がある訳でも無いので、全て中途半

端に思えます。 何か一つでも柱になる方針を立てて、他市よりもアピールポイントになる教育政策を立

てて欲しい。児童館に塾を誘致する位の新しいことをやってくれるなら、教育増税しても良いと思う。 

ただ子供を預かってくれるだけの施設がいくら増えて待機児童がゼロになったとしても、それが本当に子

供にとって良い事には思えません。親の愛情やしつけ、学習習慣が足らない児童が東久留米にあふれかえ

るだけだと思います。家庭以外の場所でそれを補うのはなかなか難しいと思いますが、保育園や学童が、

親と一緒に過ごす時間が少ない子供たちにとって、よりより発育の場となる事を願います。 

来年 2014 年から消費税が上がりますが、子育てに関する事業や支援をふやしていただけたらうれしいで

す。東久留米市民がより良い生活ができますように東久留米市に期待しています。 

給食の食材の放射能の検査をもっと頻繁にくわしくやってもらえたら、安心なのですが…。子どもが毎日

食べるものなので、安全なものをお願いしたいです。今の政府の基準では、子どもには安全だとは言えな

いと思います。 ・学校、幼稚園、公園などの土壌自体の放射性物質濃度を測定してほしい。空間線量で

は汚染されていても、それほど高い値とならず、わかりにくいため。子どもが砂遊びや泥遊びを毎日やる

ので、とても心配です。もちろん空間線量測定も続けていただけるのはありがたいです。 ・子どもの甲

状腺のエコー検査や尿のセシウム濃度検査を市が行ってほしいです。東久留米市は比較的放射能汚染が少

ない地域ではありますが、原発事故前と比べると明らかに汚染されているので、やはりこの地で生活する

子どもを持つ親としては心配です。 ・このアンケートや、子育て支援というと、やはり働く親のニーズ

調査という意味合いが強いと思いますが、働いていない親に対する支援もあればうれしいです。働く大変

さはもちろんありますが、子どもと一緒に居る時間が長い分、ストレスを感じることも多いのです。それ

を「働いてないから楽でよい」と思われがちなので、働く親も専業主婦（夫）も、それぞれに違う大変さ

があるということをたくさんの方々に知っていただきたい。 

母子手帳の表紙の絵に不満。 ・健康診断や子育て支援施設の保育士さんはとても優しく相談もしやすい

ので、今後ともよろしくお願いします。 ・新米ママの会の復活を願います。 

職員の対応に疑問を抱くことがある。特に健診の際の相談員と支援センターの人。どちらも大変悩んでい

ることを相談しても軽くナガされてしまう。仲の良い人、常連の人としかコミュニケーションをとらない。

保育園や保育課の人たちは親身になってくれるので、話しやすく、行きやすい・利用したいと思える。    

もっと他市の教育・保育環境など参考に改善してほしい。 

私、ひとり親として一児の育児をしています。他の市区町村の知り合い（ひとり親）の仲間同志情報のや

りとりがありますが、給付や、子育て支援の環境は、東久留米はとてもすばらしく、有難いと日々感じて

おります。今は、子供が小さいので、子供を優先の勤務をしていますが、就学を機にフルタイムでの就業

も考えている中、東久留米市民としてとても心強く思います。これからも宜しくお願い申し上げます。 

トイざらすのような大型のおもちゃ売場が欲しい。駅から遠いので、一人乗り乗用車のレンタル等、検討

していただきたい。以上。 

市バスを運行してほしいです。 
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子育て支援センター以外の場所で、集会場など借りれる場所ももう少し増やして欲しい。生涯学習センタ

ーの和室など借りたいけれどすぐにうまってしまい、なかなか借りれないので…。 ・市で所有している

畑などで借りることができるシステムなどあるのでしょうか？ もう少し、大きくなったら、食育も兼ね

て、野菜作りなどできたらいいなあ。と思っています（幼稚園、保育園、学校以外でも）。もし、お借り

できるのであれば、その方法（申込み方法等）も全くわかりません。自然が多く残っている東久留米市な

らではの事業に期待しています。農作業を通じて、近所の人やお年寄りと子供達が交流できたら素敵だな

とおも思います。すでに、その様なイベントや制度はあるのでしょうか？ ・市役所周辺又は市役所の一

角に遊べるスペースがあると嬉しいのですが…。 

リサイクルショップなど…もう少しあったり、服やベビーカーなどほしい人に気軽にあげられる場所があ

ると良い。 

公園や児童館などの様子から、市の子育てに関する事業は優先順位が低いのかな？ という印象をうけま

す。しかしながらとくに不足はなく、現状に満足しております。子育て支援の民間団体などの支援もして

おられるのでしょうか。 小学校就学後のことはまだわからず、また、不況などの理由でさらに子育て環

境の充実や支援が縮小されるのでは、という不安があります。現在よりも、将来が心配されます。少なく

とも公立の保育所、幼稚園は必要ではないでしょうか。 

・少子化という言葉があるが、子育てしていて、まったくよい言葉と感じたことがない。 ・優しいお年

寄りが減っているので、家から出たがらない人が増えている。東久留米なので、お年寄りと仲良くすめる

市になってほしい。 

うちは自営の飲食業なので、入園前も、休日も、子供を側において働くことができ、又、祖父母、曽祖父

母の家もすぐとなりで、見てくれる人がいつでもいるので、まわりの人より環境に恵まれているので、あ

まり参考にならないかも。そのかわり、出産 1 ヵ月で働き、又、土・日・祝日でも仕事があり、夜も仕事

の時があるので、その点は大変ですが。 

保育園へ入園するまでの 1 年間は「わくわく」「はこぶね」「上の原」「くぬぎ児童館」などへ毎週通い、

色々な人と話す事が出来、安心して子育てが出来ました。なので今後もこのような施設を残して頂きたい

と思います。 

東久留米市は小平市に比べ、教育費が少ないと聞いたので、小平市の小学校に通う予定です。東久留米市

は児童館なども古かったり、おもちゃもきたなかったり、そういわれればそうだなと思うところが多いと

思います。もっと子育て事業に力をいれてほしいです。 

お父さんの子どもに接している場をもっと見えるようにしたらいいと思います。例えば…お父さんが赤ち

ゃんや小さい子をだっこしているポスターを貼る、CMする。お父さんがベビーカーをおしている絵や写真。 

妊婦さんの絵のところにお父さんも入れる。→たいてい妊婦さんと赤ちゃんなので。 子どもの世話は母

親がするもの、という考えから、父親も参加するものという事をもっと目に見えるようにアピールしてほ

しいです。 

東久留米市は行政の支援が少なすぎます。認証保育園（希望して入所している訳ではありません）へ入所

児への助成金もなければ、病児保育施設も機能していません。隣接している市へ是非確認してみて下さい。

働いている親達は、お金を稼ぐためだけに仕事しているのではありません。高い保育料、住民税のために

働かざるをえない状況です。 また、子ども・子育て支援施設の（保育園含む）場所を見て下さい。どう

して、不便な場所にあるのでしょうか。私の住んでいる場所からは遠すぎる場所ばかりです。高い税金、

保育料のために、母親もフルタイムで仕事をせざるを得ません。私用では休んでもおらず、母親と父親の
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休みが異なるため苦労しております。 また、認可の保育園が、18:30 迄なのはどうしてでしょうか。仕

事で残業しなくてはならないこともあり、他の人に泣きながらあやまりながら走って保育園へ迎えに行っ

ていることがよくあります。もっと、ニーズに合わせた環境にはならないのでしょうか。安心して、就労

に合わせて子ども達を預けられることで、ゆくゆくは市への還元ともなるのではないでしょうか。どうか、

どうか真剣に考えていただきたいと思います。 

川、公園などの環境はとても良いと思います。これからも維持して下さい。 

子供の多い家庭への支援をもっと充実させてほしい。 

引っ越しをしたばっかりで、市の事が分かりません。この調査も、ちゃんとお答え出来ない事をおゆるし

下さい。 

東久留米は子育てをするにはとても良い町だと思います。心配なのは、控除が無くなって、税金の支払い

ばかりで…。子供手当をもらっても、全然、意味が無い!! 少子化だと言っているのに、子供を産めば産

むほどマイナス!! 優遇されるのは、老人ばかりなような気がする!! 

・駅の近所なのに公園や自然が多いのは良い。・あからさまに変な高齢者とよく遭遇するので怖い。 

黒目川や落合川の遊歩道をよく散歩するので、虫の多い時期は草木の手入れをしてもらえるとより良い。

しかし道もきれいで、動植物も多いので子供はかなり楽しんでいるので、とてもありがたい環境だと思っ

ている。以前、落合川に入って遊んでいる小学生くらいの子とその保護者が、近隣の住居らしき方と言い

争っている（「危険」「うるさい」「川に入っていいと思っているのか」など言っていた模様）のを見たこ

とがあるが、川には入ってもいいのか、ダメなのか、もう少し告知や注意書きを徹底した方がいい（確か

「入ってはいけない」と看板があったように思うが、あまり役には立っていないよう）。 駅が子連れに

優しい作りになっているのがとても良い。特に電車を眺めるスペースは、知人の間でも好評。 改善して

もらえたら…という点も多いが、自分もここで育ち、子育ての為に他県より戻った身としては、本当によ

くなった、素敵だなと思う点は非常に多い。職員のみなさんのおかげだなと思う。ありがとうございます。 

いつもお世話になっております。ありがとうございます。私共は兄弟共に認可保育園への入所が出来ただ

め、問題無く生活出来ております。現在、母が学生のため収入が無く（むしろ支出が多い）低年齢での保

育料の高さが負担となっております。それぞれの家庭内容にも考慮して頂き、保育料を決めて頂けたら助

かります（収入が多くて、支出も多い家庭など）。難しいかと思われますが。 先日、息子の 3 才時検診

の時に同じ年齢のお子さんのいる方で、幼稚園にも保育園にも入れておらず、自宅で見ている方とお話を

した時に「夫の休みの日が待ち遠しい」とおっしゃっていました。新しく引っ越してきた所で近くに親戚

も知人もおらず、初めての育児はとても不安であろうと、私も長男の時はそうだったなと思い出しました。

0～保育園・幼稚園入園までのレスパイトケアとして養育者が在宅であっても週に 1 回無料もしくは低額

託児サービス等があっても良いのではないでしょうか。 又、障害児の学童でアルバイトをしているので

すが、施設など改善が必要な所はよく見受けられます。民間や NPOなどの事業者へも補助金など振り分け 

て頂きたいです。障害のある子供達にも健常児と同レベルにそれ以上の支援が必要かと思われます。今後

ともよろしくお願いします。 又、ブックスタートという企画？で子供たちへの読み聞かせの本を配って

頂いているが、お母さん達へも配ると良いのではと思う本がある。「佐々木正美さん・子どもへのまなざ

し」である。育児に前向きになれる魔法の本である。マタニティ勉強会で紹介されても良いと思う。 

来年 4月から今のパート先で正社員が決まったものの、親の協力があまり期待できない事があり、又、主

人も朝早くから帰宅も遅いので不安しかないです。ファミサポはめぐの家の利用をしないと両立は非常に

難しく、兄弟での利用は金銭面での負担になる。家の近くに 20 時までの保育園も無く、月に数回程お迎
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えに間に合わない日が出るので、保育園の時間をもう少し長くして欲しいとも思う反面、子どもをちゃん

と見ていないで、仕事ばかりして淋しい思いをさせてしまっていないか…。とも思います。祖父母の全面

協力がある中で社員を続けている人が多い中、我が家の様な夫婦でなんとかやっていかなければならない

家へ、もっと利用しやすい金額や、安心して子どもを預かってもらえる場所を増やして欲しいです。 こ

れだけ税金は上がり続けているのに給料は上がらず、今の時代は共働きをしないと生活が出来ないです。 

母親同士で東久留米は遅れている、という会話をした事があり、病児保育も 1 ヵ所で、保育園の保育料も

高いしまだまだ住みにくいと…。 「東久留米は子育てしやすいよね」という会話になっていき、子育て

世代が住みたいと思う市になって欲しいです。 他の市区町村がしているから東久留米でも始めよう!! 

も大切ですが、これ!! っていうものを何か 1つでも他に自慢できるものが必要です。 

毎日朝から晩まで子どもたちと過ごしているので、親子で参加できるイベント等にあまり興味を持たなく

なりました。専業主婦には子育てから開放される場所を提供してほしいし、働くママには改めて子どもと

深くかかわれる場所を提供した方が良いのでは…と思います。 また、世の中全体の動きとして、働くマ

マを増やしたいというのが強いが、実際、夫婦共働きで日中不在の家が増えたとき、防犯対策はどうする

のか疑問です（町全体として…）。 細かいことですが、ゴミ置場のそうじやら町内の仕事等、「暇な専業

主婦がやればいいでしょ」という雰囲気にならないか気がかりです。 また、母が働いている間の子ども

たちの生活態度もどのようなものなのか、市としてもチェックしておいた方が今後のためだと思います。 

税金を人件費に多くつかいすぎ。保育園も週 5で働いていても入れず、幼稚園も高すぎる。支援センター

も遠くて車を持っていない人には利用できない。 冊子やポスターをつくっても知らない人、見ない人は

多い。お金のムダ。 学童もフルタイム以外の人も入れるようにしてほしい。もしくは、希望した日に不

定期で預かってくれるようにしてほしい。小学校の教室を開放して先生が 17 時まで見てくれたりすると

助かる。 東久留米は子育てしにくい。西東京市、清瀬市を参考にしてほしい。 

子供の数が少なすぎる。いろいろな施設やサービスの提供も、利用する子供の数が居なければ満足度も上

がらない。まずは子供の数を増やす対策。そこからではないでしょうか。小学校の廃校、1 クラスが 2 ク

ラスといった状況では、市内での教育環境を不安に思います（市外の私立利用を考える）。 

保育園の申請手続き等、直接市役所に行くのは大変だったので、ある程度ネット上で済ませられるように

なると助かります。申請書類はダウンロードで印刷できるとか。 

産後、他の区などは 1 日か 2 日、ママが休める時間をとサポートしますというサービス券が配布されてい

たのを知って、とてもうらやましかったのを覚えています。 子供が大きくなり、一緒に歩いてどこかへ

行ける様になれば 1人なら意外と自由に時間をコントロールは出来ます。幼稚園に入るまでが色々と大変

な事も多く、雨の日の急な買い物や自分の不調などの時に限り、当てにしていた祖母なども用事があった

りで、なかなか上手くいかずでした。仕方ないのですが… 全ての人々が納得して子育て出来るのはむず

かしいですが、1人でも多くのママが安心して子育て出来ると嬉しいです。 

ハローワークを利用するのですが、コーナーの一部に遊び場所を作ってもらえると助かります。 わくわ

く健康プラザのあいている部屋で有料の体操教室や他のものをやっていただいたり、3～5 才の子供が天気

の悪い日に走り回れる部屋が欲しいです。 

図書館の閉館する時間が早いので利用しようと思うときにはもう閉まっていることが多いです。  

仕事が忙しいのに保育園民営化など、あまりにも市役所の対応が悪く、反対運動などとてもストレスを感

じる。なぜあんな民営化しかできないのか、職員の質をうたがう。本来、将来の東久留米の為に保育行政

はやりがいがある仕事だと思う。それを職員の質が悪すぎる為に、後手後手になっていると思う。横浜方
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式が良いわけではないが、東久留米の職員が当時の副市長並の能力があれば、こんな民営化をしないです

むのではないか？ まずは、保育課の職員の質を上げて欲しい。次に学童の先生方の質を市内の公立保育 

園又は、社会福祉法人の保育園の職員並にして欲しい。自由が無く学童をやめて塾へ行っている低学年の

子どもが多数いることを子育て支援課は認識していただきたい。先生の質を上げてもらえれば学童へきち

んと楽しく子ども達が通えると思う。まずは市民の為に職員は都・国へ出向して、他の行政をみならって

いただきたい。せめて、都庁並の行政をしていただきたい。17:15 にあれだけ庁舎から出てこれるのだか

ら、質を上げもっときちんと勤務していただきたい。特に前保育課長の市長を軽視した態度は、色々な所

で目に余るものがありました。本来行政側が市長の答弁等も作成すべきものである所、全て市長に答弁さ

せ、課長はうでぐみしてふんぞり返っている態度は、人として市長に失礼だと市民の目からうつりました。

最後に総務省の文章を利用してつくられたと思うアンケートですが、きちんと統計をとり、きちんとニー

ズにそって今後活用して下さい。また役所的仕事で、アンケートだけとったという事実のみで次の 5年間

の計画を市役所の都合のみで発表しないで下さい。無作為に 2000 人ではなく全ての 6 才児以下の子ども

がいる世帯にきちんと調査して、きちんと活用していただきたいと思います。 法律上難しいと思います

が、南沢のシュタイナー園やみさと保育園、駅前のマツキヨの上の英語の教室なども今後それなりの市内

の子育て支援の一部の位置づけにしていけると良いと思います。 今後子育て支援課の職員に期待し、東

久留米で育つ子ども達が、立派に育っていくことを願います。子育て支援課の職員にしか、企画立案でき

ないお仕事だと思います。色々な所から知恵などをいただいて、次の 5 年間の計画をたてて下さい。市民

には、企画立案をすることができません。ですから職員の皆様の力を信じています。宜しくお願いいたし

ます。 

知育や運動指導を行ってくれるアフタースクール的なものが公設あるいは公設民営時に安価で利用でき

るといいです。ただの保育じゃなくて…。しかもアフタースクールという時間限定で。ぜひよろしくお願

いします。 

認定こども園に預けていたが、先月園長の不信感を感じ辞めざるをえなくなった。11月に保育園への入所

希望を出すが、母子家庭のため、4月には子供を預けられないと生きていかれない。 

市の子育て環境、支援の満足度については、他市区町村と比べ、また東京都内で比較しても、おしなべて

優遇されている、充実されてるという印象はなく、普通だと思います。なので満足度は低いです。できれ

ば、他都市からも注目されるような子育て支援の画期的な改善・充実を図ってもらえたらありがたいです

し、子育て人口の増加にもつながります（市が若年層世帯の人口増加を望んでいないなら話は別ですが）。

横浜市や杉並区などは良くも悪くもとりあげられていて子育てに関しては有名ですが、東久留米も良い意

味でメディア露出があればいいですね。 

もう少し保育園や幼稚園を増やして欲しい。 

小学校入学に間に合うよう、長年勤めた会社を辞めることを決め、短時間勤務ができる会社を探しました。

しかし、そのような会社はなく、業務委託契約で仕事をしています。 地域に対しては病後児、学童の長

期休暇時の支援を、企業（社会）に対しては、短時間労働できる体制の確保を望みます。育児の為に 3年

も休むことは望みません。 

妊娠・出産・育児と全く違う地域で行ってきたので、子育てに関して地域のものを利用して来なかった。

今後、第 2 子を妊娠したとしても、利用する機会は少ないだろうと考えている。東久留米市の環境は子育

てしやすいと思うので、特に要望はない。フルタイムで働く親にとって、平日に子育てに関連する手続き

をすることが難しい場合があるので、月に 1度でも良いので土曜に手続きができる体制があると助かる。 
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東久留米市の教育・保育環境・子育ての環境や支援は他に比べて非常に全てが遅く、整っていない。もっ

と良い（レベル高い）保育園や幼稚園が出来て、小学校もきれいになったらいいと思います。助成金制度

や保険等、他の区や市を参考にして頂きたい。知人が住む埼玉県所沢市の学童は夏休み等の長期休暇に週

2 日で給食があるそうです。その知人の子供が通った保育園では、運動会で年長さんは竹馬に全員乗って

演技していました。東久留米市の保育園の運動会のレベルが低いと感じました。 

特にありません。子供がもう少し大きくなれば、気付くことがあるのかも知れません。 

上二人の時に正社員で働いていた際、色々と困る事が多かった。 仕事が祝日休みではなかった為、土曜

出勤をして、祝日に無理に休みを取らなくてはいけなかったし、時間も制限がある為、他の人に仕事をま

かせたり、翌日、また翌日と仕事を後まわしにしていかなくてはいけないし、発熱の度に早上がりで職場

に居づらくなって退職した。色々な制度があるようだけど、実際に利用できない事の方が多いと思う。 

高齢者が多く、子育て支援に力が入れられないのは仕方ないが、少子化の今、子育て支援に力を入れてほ

しい。 

幼稚園に入る前までは、保育園での一時保育や児童館やわくわく健康プラザを利用していました。他市の

友人たちと子供を含め交流した時に、東久留米市の子育て事業を他市と比較できました。 ・一時保育は

国分寺市の友人は 2倍の金額だったので保育料は助かりました。 ・府中市や東村山市の子ども家庭支援

センターの子育て広場は施設のスペースが広く、講座や内容が充実していると思いました（子育て広場の

中で 0 才～幼児までの親子で参加できる催しが月に何度もある）。 ・東村山市は月に 3 回まで無料で数

時間乳幼児を預かってもらえる制度があるのを友人が利用していました。東久留米市も充実してきている

と思いますが、うらやましく思いました。 今は幼稚園に入園しましたので、子育ての施設はほとんど利

用していませんが、仕事をしたいとゆくゆくは考えていますので、必要な時に子育ての制度があれば利用

したいです。 

家の近所にわくわくや児童館・図書館などがあり利用しやすく、たすかっています。 仕方のないことで

すが、予防接種の対象や料金がコロコロ変わることが残念です。 

市政だけの問題だとは思いませんが、男女共同参画社会が求められる昨今、職場におけるベテラン層の理

解を得つつ妻のキャリアを維持していくことは大きなストレスとなっています。男は仕事、女は家庭とい

う考え方が否定されているはずなのですが、職場はそう考えていない。妻は男女平等だと主張する。男性

が育児に強くコミットすることの心理的困難さを感じています。制度云々よりも意識の問題で、「いわゆ

る M字カーブを解消すれば日本の GNIが増える」と同じで人々の意識が変われば、男性がもっと育児に関

われるのではないでしょうか。市政レベルでは、現実的に病児保育の拡充は私ども夫婦にとって大切なこ

とです。主たる生計者は夫である私ですが、妻の雇用形態（非正規、年毎に更新）のことを考えると妻を

休ませることも厳しいと感じます。近くに祖父母もおりますが、病人を世話していたり、まだ働いていた

りと安定して子どもを見てもらえる状況ではありません。そのようなところのサポートの拡充、さらには

東村山駅方向に出勤していくときにそのようなサポートを受けられる場所の整備、といったところがある

と大変子育てしやすくなるだろうと感じます。 

料金が値ごろな早期幼児教育施設があればかよわせてみたい。毎日でなく週に数回程度など、柔軟に対応

できる施設であるのが望ましい。 

現在まだ 1歳のため、就労を今後するかどうかも漠然としているため、子育て広場のような場所はよく利

用しているので満足していますが、それ以外のことは満足とも不満とも言えません。なので、あまり現実

的な意見が出せずすみません。 
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子育ての環境はよいと思います。 

育児に関する土日のサービスを増やしてほしい。結局仕事をしていると何も利用できません。 ・アンケ

ートの内容はぜひ活かして下さい。 

育休、時短については取得したものの、評価が上がらなくなりました（職場環境の問題）。残業できない

からと会議にも出られません。3 年も休んだらどうなるか…。 

行政による現状の子育て支援に満足しております。いつもありがとうございます。一昨年、自営業を始め、

収入が少ないなかとても安い保育料で預かっていただき感謝しております。日曜日は職場で子供をみてい

るのですが成長とともに子供も親ももてあます様になっております。この先どのような環境を用意してや

れるかが今の課題です。今回のアンケートで色々な事業があることを知れたので検討、相談してみようと

思います。 

現在母親が無職であること、頼れる親族がいることから、特に困っていること等あまりないのですが、今

後機会がありましたら支援していただきたいと思います。 

子育てで男の子は手がかかると思うので、男の子用の育児書がもっとあったらいいと思います。 

今年 6月に越してきたばかりで、子どもはすでに幼稚園に通っているからか、行政の子育て支援を受けて

いる実感がない。 

私は埼玉県から引っ越してきましたが、東久留米は子どもが親と一緒に利用出来る施設が多いと思いま

す。小さい子どもが雨の日でも楽しめる屋内の施設も充実しています。小学校、中学校になっても夜に部

活の練習を出来るところも良いと思いますが、西東京のそよ風くらい広い体育館みたいなところがもう少

しあるといいと思います。ひばり児童館の体育館（？）は中学生にはせますぎます。 

上の原地区の古い団地を早くこわしてほしい。古い建物は、子供達による犯罪や、いじめなどの場所にな

りそうで、子育てする上で良くない。 

東久留米市は子育て環境が恵まれているとはあまり思えません。一時保育の利用方法や金額も他市と比べ

ても利用しやすいとも思えず、また予防接種も公費負担になるのが遅い気がします。子育て支援課や健康

課での問い合わせの対応はいつもとても丁寧で分かりやすいので、安心です。 

他の市町村とくらべて支援のレベルが低すぎる。職員のそれになれあっており、市からの支援を受けてい

る気がまったくない。東久留米市の健康課の職員も乳幼児にかかわる国、都、及び市への手続きについて

無知である事があり、手続きの遅れによりとまった事があった。支援の満足度を尋ねる前に、最低限出来

ているかを尋ねる方が良いと思う。 

スーパー等のカートを 2人乗りにしてほしい。 

スーパーなどで買い物をした際、子ども連れのお母さんは、会計を優先してもらえる制度をつくってほし

い。 

他市からの転居だが、他市の方が良かった。子供は多いと思うが、その割にファミリーサポートや、支援

の話があまりきこえてこない。 公立の保育園をつぶす話ばかりでここはどうなっているのか。市長には

がっかりだ。 

赤ちゃんの頃から近くにある施設は使わせて頂きましたし、健診もたびたびあったので相談にのってもら

ったこともありました。幼稚園に入るまでは、一時預かりなどを使用したいな…と思う事もありましたが、

結局 1度も使用せず、たまに使用したら良かったかなと思うこともありました。今は幼稚園に入ったので

落ち着いてきました（子育ても楽になりました）。 東久留米市は子育て支援は充実している方だと思い

ます。 
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子育ての環境としては、まず発展しないだろうなぁという感じがただよっている様な気がします。子育て

サポートも、その場（例えば健康プラザ）から発信はあるものの、子育て側までこない（届いてこないと

いうか）様な気がします。東久留米にずっと住み、結婚して一度川崎へ行きましたが、戻ってきて思った

のは、今の現状を変えようとする人物や考え等はないんじゃないかなと思いました。子育てを地域性でも

ってしていこうという、団結力とパワーが足りないと思います。わくわく健康プラザでの健診で、電話を 

くれると言ったのにくれないし、来て下さいと言われ行っても息子のことを全く聞かず、大丈夫ですね位

で終わってしまい、時間をさかれるばかりで良いイメージありません。東久留米市内の公園ももっとキレ

イにしてほしいし、子供たちを変な人（不審者）から守るための取り組みもしてほしいです。 

子育て対策事業として様々な取り組みがあるのはありがたいが、地域になかったり、数が少ないのが残念

に感じています。民間の遊び場（イオンやショッピングモール）がふえている世の中で、公立で実施する

遊び場はとても少なく、また、保育園や幼稚園でさえ、公立でなくなっている現状です。個別な支援事業

も大切ではあると思いますが、子ども同士が関われる児童館や保育園は是非とも東久留米の公立としてふ

えていくことを望みます。 

パート・アルバイトの現場がよくやっているのは利用者としてよく分かる。しかし、公務員の使えなさに

腹が立つ。国のためという公の精神に欠けている。日本国というものが欠けている。公務本務者の給料を

25 万に下げてほしい。それ以上の活躍をしている人はいないし、役立たずが多い。特にゴミ処理担当者た

ち。 

金山町は新座市（埼玉県）が近い為、保育所、幼稚園等は県を越えて入園が可能であれば、良いと思いま

す。 

現在、子どもが 2人とも認可園に入所できているので、大変助かっています。ただ、フルタイムで働いて

いる以上、それだけでは間に合わないことも多々あり、働きながらの育児は、本当に大変だと実感する毎

日です。実家に預かってもらったり、所用の時に保育園でみてもらえてることに、とても助けられていま

す。東久留米では今、公立保育園や学童、図書館、児童館など、どんどん民営化されたり、非正規になっ

ていることに、とても心配になります。子育てに関わることは、もっと大事にしてほしい。市が責任をも

ってあたってほしいし、予算をケチらないでほしいです。今の子どもたちが親になる頃、この東久留米市

で育ったことを誇りに思えたり、この東久留米市で安心して子育てしたいと思えるような町になっていっ

てほしい。私自身も東久留米で育ち、今、東久留米で子育てしています。育った町に戻ってくる人は、私

の友人にもたくさんいます。今の子どもの育っていく環境づくりは、今しかできないのですから、財政難

は理由にならないのです。今の労働者の退職後を支えてくれるのは今の子どもたちなのですから!! 誠実

に市政が進んでいくことを願っています。 

清瀬市の「ころぽっくる」のような、大規模な児童センターの設立を希望。 

どうして、女の人は結婚して子供をもつと、「子供をもつ女の人」ばっかりの世界に入っていきがちなの

だろう。子育てしてると子育てしている人しかまわりにいなくなる。地域で子育てというならば、もっと

子供のいない人、未婚、非婚の方や、少し大きな子ども、学生など、いろんな立場の人たちで、全体でそ

の地域の子を育てる、というしくみがつくれぬものでしょうか。そういう発想の転換を期待したいし、そ

のためなら協力もしたいです。 

「東久留米市は他市と比べてダメだね～」が母親達の会話でよく出てきます。清瀬市の制度をよく利用し

ます。また、親のニーズ、イコール子どもにのってのニーズとは限りません。教育、保育環境の充実は、

子ども視点で行われるべきだと強く思います。いくら親にとって便利な施設や制度ができても、そこが子

どもにとってよい環境でなくては意味がありません。病児保育、助成が出るようになり、利用しやすくな
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りました。でも、他市（さいたま市など）に比べるとまだ高い。無認可への助成金も、必要です。財政難

のしわよせが子育て支援の面にくるのはおかしいです。 

子供用図書館をパーテーションでくぎり、靴をぬいで入れる場所があったらうれしい。キッズ用図書館の

独立!! ・図書館で借りた本を、10 ヶ月の娘がやぶってしまい、すごい怒られ、弁償の話まで…。図書館

の本をやぶってしまったのは悪いことですが…。その後からは本は図書館で借りずに、自分で買っていま

す!! 上の子には図書館は行かないと言っています…。 

練馬区の“ぴよぴよ”のような場所があるといい（子育中の親子が交流できて、預かりもしてくれる所）。 

親も昔は子供でした。子供のときの体験が大人、親になった時の体験と結びついていくのだから、ただ「子

育て支援」としてのサポート事業やイベントを行うのではなく、「人育て」として全体で調和のとれた支

援があるべきだと思います。 

もう少し子どもが育つ環境（学校、制度等）に投資してほしい。保育園民営化など不安なことが多すぎる。 

 

【本調査に関して】 

 

このアンケート自体の質問内容が非常にわかりにくかった。 

このアンケートはとても読みづらかったです。もっと上手に作ってください。 

16 ページの小学生入学後の過ごし方については、来年入学の家庭だけではなく、全家庭に聞いて欲しかっ

たです。全家庭が小学生入学するので大切なことだと思います。  

この調査の対象者の選出について、一方的すぎることと、東久留米市全体の子供の人数、年齢別人数等基

礎資料が欠けていて、2000名という人数の根拠が全くわからない。無作為に選出してかた寄りは生じない

のか？やるなら対象世帯を全て調査すべき。このような調査の結果で、東久留米市の民意はこうだと決め

るのは安易。対象者に全て郵送する必要はあるのか？少なくとも市内の全施設に配布・回収すれば送料も

かからないのでは？  

子供に対してだけの調査を初めて知った。自分なりに全部答えたつもりだが出来てるか不安。 

設問の中に、子供が利用している事業を選ぶ箇所がいくつかありましたが、一覧表の幼稚園・認定こども

園両方に名前がある施設を利用している場合、どちらで記入すればよいのか、非常にわかりにくかったで

す。 
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③就学児童保護者用調査 問１８「最後に、東久留米市の教育・保育環境の充実など、子育て 

 の環境や支援に関してご意見がございましたら、ご自由にご記入ください。」 

 

●回答者数  ４０３名 

●内訳件数合計（分解後の数）４１８件 

●要素別回答数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 

36 

35 

33 

30 

30 

25 

24 

19 

13 

13 

9 

6 

59 

遊び場・放課後の居場所 

学校 

児童館 

学童保育（高学年） 

放課後子ども教室 

長期休み中の居場所 

学童保育（その他） 

街の安全 

補助・助成 

学童保育（時間延長） 

一時的な預かり 

幼稚園・保育園 

情報提供 

その他 

【就学児童 問１８内訳】 

資料５５－３ 
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【学童保育（時間延長】 

 

学童保育も保育園と同様に 19 時まで子供を見ていただきたいです。 

学童保育所の預かり時間が短い事が不満です。指導員のレベルが低い事、子供の気持ち、親の気持ちに

寄り添った保育ができないものかと思います。 

遅い時間まで見てくれる民間の学童保育が欲しい 

上の子のときは学童保育を利用していましたが、開所時間がもう少し長いとよいと思いました。職員が

質、量とも足りていないと感じます。 

学童の利用時間の延長を希望します。特に冬の暗い道を小学 1 年生の子が 1 人で歩いて帰るのは、とて

も不安でした。18 時以降の降所は保護者迎えを必須とし、19 時までの延長を希望（有料でも OK）。17

時までの就業時間で都心からの帰宅なので 18 時には間に合いません。どうかお願いします!! 

市が子育てに積極的に取りくんでないし、保育園と学童の時間を合わせるべき！ おかしい！ 保育園

は 18:30 までなのに学童はなぜ 18時までなの？ 子育てから手を離そうとしている市に、すごくすご

く不満！おかしい！ 子供が育てられる環境を作らないとダメ。財政的にきびしいのもあると思うが、

父母共に働かなくてはいけない状況であるのも事実。 

私は母子で生活しています。東久留米に 1年前に引っ越しをしてきて環境に満足はしております。ただ、

学童の利用時間に関しては、フルタイムで働くには預けられる時間が短く、通勤時間も考える中、学童

利用時間は短いと思います。そして、高学年のほうが後や夏休みなどは今は全くどうしようか考えがな

く、集団生活へ入れたら、安心して仕事もできます。 

先日の台風の時、3 時間目から開始となり、半日休みをもらった。清瀬市では学童が朝からあったと。

市によってバラつきがみられる。清瀬は、市からもメールが来たりと、東久留米は少し不親切だと思う。

学童も、18時まではいつもギリギリで、お金が少しかかっても、後 30 分～1時間はのばして欲しい。

共働きで、他に助けてくれる人もいないので、子育てしている親には、とてもやさしくない。 

学童保育の延長が必要です。延長分は利用者負担で構わないと思います。公立保育では短いところでも

18 時半まで保育して頂いていましたが、どうして学童は 18 時までなのですか。現在は会社に無理を言

って 1時間の時短をとっていますが、来年以降は取得できず、子供の安全を考えたら、正社員はやめざ

るを得ない状況です（実際、同学年のお母さんたちで、小学校就学後に正社員をやめた人が何人か、既

にいます）。 

就業時間が長い（18 時定時）ので、学童の終わる時間が早い。23 区とかだと 19 時～20 時までの預か

りがあるところもあるし東久留米もそうして欲しい。今はまだ、下の子が未就学時なので、時間短縮が

とれる会社もあるけど、全部の会社がとれるわけじゃない。18 時に会社がおわっても通勤時間を考え

るときびしい。保育園より学童の方が預かり時間が短いのも納得出来ない。周りにサポートしてくる人

がいないからきつい。朝も土曜日は 8:15～だけど、せめて通常の学校と同じに入れるようにして欲し

いです。 

学童保育所の利用時間を今現在 18時までですが、せめて 19 時までにしてもらえると、都内へ働きに行

っている保護者はたすかると思います。  

学童保育について、冬場 5時頃に真っ暗の中帰る低学年の子供達が危険だと思う。6年生まで利用可能

や、時間の延長（19:00）なども必要だと思う。母子世帯などが働きやすい環境が理想だと思うので、

母子世帯の方の意見を知りたい。 
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学童の閉所時間が早すぎ 

 

【学童保育（高学年）】 

 

学童を 6 年生まで預かってほしい。 

フルタイムで（母子家庭）働いているので、4年生以降の長期の学校のお休みを一人で過ごさせるのが

とっても不安です。学童が 6 年生まで見てもらえると安心して仕事ができる。ですが、東久留米では児

童館に行かせるくらいしかないと聞きました。近所の児童館は、お弁当を持たせても一回家に帰らせて

ると聞きました。それでは意味がないのでは?? 子どもが安心して過ごせる親が安心して働ける、そう

いう環境を作っていってほしいです。 

現在学童が 3年生までしかなく、4 年生になったらどうするのかとても不安です。是非 4 年生からでも

保育していただけるよう改善お願いします。 

学童保育は、小 3まででなく、希望により利用できるようにしてほしい。子育てのサポートを他の市の

様にもってして頂けると安心して働けます。 

学童が 4 年～6 年まであってほしい（せめて長期休暇だけでも）。シングルマザーでフルタイムで働い

ている為、子どもをみれない時間は祖母に見てもらっているが、7 時～19時 30分、遅い時は 21 時、22

時になる為、学童がなくなると祖母の負担が大きすぎる。他のサポートは金額が高かったり、いまいち

利用方法等がわからない。 

学童保育を 4年生まで延長していただきたいです。長期休暇の時だけでも入れていただけると助かりま

す。1 人っ子で、近くに親戚もいないため、1 日中 1人にするのは心配なので。 

高学年になっても、学童で預かってくれたら、仕事がしやすい。私は 17 時まででいいが、他のお仕事

をされている人は、18 時までの保育では、かなり大変な人も居ると思います。19 時まで延ばしてもら

えたら助かるのではないか？ 

学童保育について…高学年での利用。単発の利用。入所条件の緩和。  

引越して来て半年ほどですが、そろそろ復職予定です。学童が低学年のみと聞いて、心配になっていま

す。家での留守番もそうですが、近所に出来た複合商業施設などで放課後の時間を過ごしている子供が

多くいると聞いています。親が家に居るのが一番だとは思いますが、就労しなければならないこともあ

るので、健全な子供の居場所を作っていただけると安心できます。 

安心して働けるように高学年の学童があるとうれしいです。 

学童保育が 3年生で終わりなのは早すぎると思う（新座市は 4 年生まで）。  

六小は学校内に学童保育があるので助かっています。高学年になったら学童保育がないため、友達同士

で遊ぶことになると思いますが、保護者が不在の中家で遊んだり、遠くまで自転車で行ったりする可能

性があるので心配です。高学年になっても大人の目が届く場所で過ごせれば安心出来ると思います。 

小学 3年生までしか学童がない為、4年生からの夏休みが不安です。出来ればもう少し先まで学童があ

ると助かります。 

せめて、4年生いっぱいまで学童保育ができたら良い。あと、夏休みなど長期休みの期間だけの利用も

できたら良い。 

高学年でも学童保育を利用できる様にしてほしい。  
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・学童は 6年までの利用で、保育園と同じ 7:00～20:00（平日 7:00～8:10＋16:30～20:00、放課後～16:30

は他の生徒といっしょに校庭で遊ぶ）にしてほしい（朝、一人家に残して出かけるのも不安だし、フル

タイムで結婚前の仕事を続ける為には、帰りは通勤に時間がかかるので 20:00 くらいまでお願いした

い）。 ・放課後（～16:30）は、学童＋普通児童で校庭で遊ばせてほしい（子供が「好きな友達と遊べ

ない」と嘆いていました）。その際、親の許可必須（連絡帳記入）とか、あって良いと思います。 

他市では小学 6 年生まで学童を行っている所もあります。小 1、小 4 のかべと雑誌の特集でもあります

が、働く親にとっては東久留米市の学童保育の状況はいいとは言いがたいです。 

最近は、共働きの家庭が増えています。子供の安全、安心のためにも小学 6 年生まで学童に保育がある

と助かります。実際、埼玉県では 6 年生まで学童がると聞きました。学童保育のない高学年は児童館を

良く利用するみたいです。そして巷の噂では「くぬぎ児童館」が無くなると言う話しも。我が子が高学

年になった時、過ごす場が少なくなると言うのは非常に困ります。「くぬぎ児童館」を無くさないで下

さい!! 無くす予定があるなら高学年の学童保育をお願いします。 

不審者情報がとても多いため 4年生からの学童保育利用を強く希望いたします。 

小山小の学童保育所は（他も…？）小三までと聞きましたが、小四からの放課後利用できる施設はない

のでしょうか…？ 

学童保育について、現行の小学校 3 年までだと、放課後、子どもをみる大人がいないために、とても心

配。「児童館を利用するように」と言われるが、小学校から児童館までは距離があり、1人での移動は、

何かの時にすぐ対応できる大人がいないので心配。小学校の間は学童を利用できるようにして欲しい。

また保育時間について、土曜は延長保育がなく、16:15 分までなので、現在はヘルパーと併用している

が、できたら延長もつけてもらえると、子どもが 1人になる時間が少なくてすむ。学童やヘルパーが対

応しない時間について、子どもショートステイの利用範囲を不定期の就業も含めてもらえると助かる。

夜間放置が場合によって虐待にあたるのに、夜間に子どもを預ける先がない事に疑問をもつ。 

子どもを預かってくれる所も、清瀬や新座と比べると遅れているなあ、と感じる。学童についても高学

年になっても利用できたら親は安心して預けられる（特に長期休み中）。 

高学年とはいえまだまだ心配な年ですので、就労時間にかかわらず学童保育等は入れるようにしてほし

い。あとは、夏休みや、一時預かり等あれば、尚良いと思います。 

学童保育を高学年になっても利用できるようにしてほしい。 

共働きの家庭や母子家庭が増えている中、学童保育が小学 3年までというのは短すぎると思う。 

学童の年齢も小 3までではなく、高学年になっても利用したい。もしくは、夏休みだけの受け入れも考

えてほしい（西東京市は、行っている）。 

高学年の学童保育があると良い。 

今、現在 3年生までの学童に不満。4年生になったらくぬぎ児童館で遊んでもらうつもりだったのに、

閉鎖になるなんて！ 子供は財産です。子供を守る環境を真剣に考えて下さい。好きで働いているわけ

ではありません。生きた金を使って下さい。よろしくお願いします。 

4 年生からの学童保育の実施はずーっと望んでいます。今だにほんの 10 分でも、留守番が出来ません。

地震がこわい様です。この様な状態で、4年生から、私自身が仕事に行く事が出来なくなるのでは、と

不安です。ちなみに西東京市は、4 年生迄が学童あります。また、大田区は、6 年生まで、自由に行く

こと出来ます。 

学童保育所が小学 3年生までしかない事が不安。夏休みだけでも高学年も学童保育があれば仕事がしや
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すい。 

学童が高学年になっても利用できたら良いと思う。 

学童保育を 4 年生まで利用したい。長期休み（夏休み etc）など、1 日朝から夕方まで、時間管理がま

だ出来ず、心配である。 

現在学童保育を利用していますが、4年生からは利用できないという事で、強い不安を抱いています。

高学年であっても、親の目が（大人の目が）届かないのは、とても心配で、安心して就労できません。

希望者には、4 年生以上になっても利用できるように考慮していただきたいと強く願います。働いてい

る方が、不安なく過ごせるように、また、子供たちの安全が守られるように、良い方向へと進んでいく

ものと願っております。 

 

【学童保育（その他）】 

 

子どもが 4人いますが、3年間利用したのは 1人のみです。他 3人については 2年、半年で辞めていま

す。人数が多く居心地があまりよくなかったり、先生とのおり合いがいまいちだったり。結局は、子ど

もたち自身で留守番をする等の手段を選びました。ただ公園でもあれこれと決まり事が厳しく、遊具も

ない中気の毒だと思います。自分たちが子どもの頃は近くの公園で思いっきり遊べたものですが…。 

以前震災の後行われた計画停電の際、停電が実施される 1時間前に学童は閉所するという連絡がありま

した。暗い中家で一人ですごせということなのかと思うと怒りや悲しみで胸がいっぱいになりました。

そんな時こそ、支援していただける環境作りをお願いしたい 

学童登所日数減、長期期間利用のみの場合は利用料も月額一律料金でなく割引して欲しい。 

学童の先生を終身雇用などの安心して長く働ける制度にしてベテランの先生をふやしてほしいです。 

・教育費にあてられている財源が少ないと思う。学校や保育でもう少し予算があれば…ということが多

いように思う。 ・学童では先生方にとてもよくしていただいて、とても満足しています。ありがとう

ございます 

母親が就業していなくても学童に預けられるとありがたいです。  

学童に 8 月まで在籍してましたが、以前より学童の先生の質の悪さで退所しました。もう少し教育（研

修）した方がいいと思います。 

学童の先生が嘱託になり、仕事中は大変熱心ではありますが、父母会とのつながりなどは薄くなった気

がします。不審者も増えたり、震災等のことの心配もありますので、学童も地域ごとに市職員の担当の

方をおき、父母会とも定期的につながり顔つながりができると良いのになと思います。 

現在、学童保育を利用させてもらっていますが、利用時間、利用方法等で不満に感じている点がいくつ

もあります。他地域と比べても、とても遅れをとっていると思います。せめて、「登所時間を 9 時まで

と限定しない」「午後からの登所もみとめる」等、すぐに変更できる所はしてほしい。その他、利用時

間の延長や、質の向上は民営化しなければ、改善できないことだと考えています。  

都心では、遅い時間まで預かってくれ、送迎があったり、長期休み中は昼食の提供や学童外活動をした

りと手厚い保育をしてくれる民間学童があります。都心よりむしろ都下の方が必要なサービスが多々あ

ります。公立でやるには限度があるならば、民間学童を誘致してください。それができないのなら、長

期休暇中の昼食を給食センターや仕出し弁当等に依頼するのを認めて下さい。とにかく東久留米は子育

て支援のサービスが悪いです。集団健診も地域子育て支援拠点で受けられるようにして下さい。あんな
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に不便な所に乳幼児を連れて行く市民の身になって下さい。 

来年 1年間、学童保育を利用する予定です。夏休み中の学童保育で給食を出して頂けるようになれば助

かります。 

働きに出ておりますが学童保育を利用しておりましたが途中退所しました。理由は学童が嫌だったから

です。ある程度のルールは必要でしょうが学校以上にルールや行事も多くあり、休日に関わらなくては

ならない行事ごとは苦痛でした。学校行事や家庭内で働いていても十分子供と関われる努力をしている

ので休日での活動が多く、考え直していただくとありがたかった。行事等に追われ職員も気忙しいのか

子供への余裕がみられなかった。 

台風が来て遅延にされても困る。働いている家もあるのだから、学童又は、いくつかの教室を開放して、

親が付き添いの元、通学可にするような対応もすべきである。 

台風等で学校が始まるのが遅い時、自宅で一人で待機させるのは不安。学童で預かってほしいです。外

あそびさせるのは天気いいときは良いが、悪いときに広くあそべるところがほしいです。 

日曜・祝日に学童保育がないからこそ、そこは休みをとって子供とすごす時間をとった方がいいですが、

もし、親が土日フルに働いて一日中一人で留守番をしている児童がいるのなら、学童などの児童が安心

してすごせる施設が必要だと思います。また、高学年になっても一人では不安を感じる児童がいるので

あれば、学童は受け入れても良いと思います。学童でなくても児童館が 18時頃までやっているとか…。 

融通が利かない。16:30 までの勤務で近い職場…17:00 降所扱い。18:00 までの延長保育に当てはまら

ず（残業証明書を出せと言われ←大げさすぎる）。ちょっと退社が遅れたり、買物にでも寄ろうものな

らまず帰宅が間に合わず、外で子供を待たすことになり、慌ただしい。 

長女が現在、小学 6年生です。当時の学童保育も 3年生冬前まで利用していました。長男ももちろん学

童!!と期待していましたが、先生もがらっと変わってしまい。先生方が、人員削減が理由なのかあまり

余裕がなく好感が持てず、2 年生になる時に退所を決めました。男の子だから退所させましたが、2015

年に二女が入学します。親の目からみても安心できる学童保育であって欲しいと思います。以前いらし

た先生に戻って来て欲しいです!! 

学童に入れていた事もあったのですが、正直、満足いくサポートがあったとは思いません（数年前に先

生に、仕事から帰ってむかえに行ったのに、仕事じゃないのでは？みたいな事を言われイヤな思いもし

ました）。学童にいてくれれば親としては安心なのですが、習い事があると学童にはいけないし、子供

の安全を確保するという考えならば、習い事の後も学童にいけるなど、もう少し臨機応変に対応しても

らえたらうれしいです。他の市や区と比べて、東久留米は遅れていると思います。 

現在は、平日のみのパートの仕事ですが土日も働くような場合は、土日祝も学童保育があると安心だと

思いました。祖父母が遠方のため、いざという時に預け先がないので仕事は休みをもらうことになりま

す。子育てのための支援拡大をよろしくお願いします。 

小学生になって学童を利用したが、使い勝手が悪く 1年で退所しました。夏休みの期間の子供の保育を

どうするかで、働きたくても働けないママの話を多く聞きます。夏・冬・春休みのみの学童入所がある

と良いと思う。夜まで預かってくれると助かる（18:00 までとは時間が中途半端で働けない）。小学校

の役員・PTAの仕事、学童の行事・役員・地区の役員等を子育て支援のかたちで市がやってくれるか民

間委託などしていただけると助かる。PTA は 1 人の子供に 1回（1 年）は暗黙の強制で、イヤイヤやる

方が多いし、仕事をして日々忙しいのに、学童に預けると又、役員やら行事があり、負担が大きい。特

に母の負担を減らす支援をしていただけることが「子育て支援」保育の充実につながると思う。 
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下里学童、建物の環境を良くしてほしい。他の学童は、耐震構造になっているのにも関わらず、下里だ

けがなっていない。何かあった時、心配である。 

 

【遊び場・放課後の居場所】 

 

学校の校庭開放を利用したのですが、とても楽しそうに遊んでいました。習い事の前などにも利用でき

るように毎日開放してくれるとありがたいです。 

市の財政等により仕方ない部分もおありでしょうが、公園設備の拡充・整備が行き届いていない気がし

ます。 

学区域内に児童館がなく中央児童館へ行く時の道がこわいです。また公園と呼ぶような広い所がなく近

所の子供達も含め、道路で遊ぶような感じです。車通りが激しい所で遊んでいる子がいると「あぶない

よ！」と声をかけますが、声をかけるものの、遊び場所がない子供達がかわいそうに思います。 

自由に遊べる公園が少なすぎます。子供だけで外で遊ばせる事がとても不安です。スーパー、ゲームセ

ンターでは、子供から目をはなせないのが現状です。病院は、我が子がアレルギーやぜんそく、色々と

持病があるので費用はバカにならないし…（汗） 東久留米の子供に対する支援は良いとはとても思わ

ないのが事実です。 

乳幼児の遊び場はあっても、小学生のおもいきり安全に遊ぶ場所がすくない（無いに等しい）。安全に室

内、外でもボールを使用したり遊具を使い体力作りができる場所があると、親としてはうれしいです。

校庭開放も積極的に行って欲しいです。よろしくお願いします。 

自宅近くに子供達が自由に走り回れる公園がありません。学校の校庭も放課後に自由に遊ぶことが出来

ず、習い事にかようのが 1番安全な状況になっています。 

学校の校庭開放ですが、東久留米市の公園はボール遊び禁止の公園が大変多く、又公園も身近にあまり

ないため子供の運動能力が低下しているのは、そのせいもあるかと思います。子供たちのためにももう

少し、遊ぶところを整えていただけるといいなと思います。学校も開放しない、公園はボール遊び禁止

では、子供たちもかわいそうでは…。 

近くに児童館がない。遊具のある公園がない。 

放課後の学校の校庭を公園と同じような扱いで開放してほしい。 

子育て事業とは別かもしれませんが…小学生が遊べる遊具が有る公園が少ないと思います。外で遊びた

いと思える場所が欲しいです。 

・公園の整備をしてほしい。トイレ・水道の設置と繁りすぎた木の整備。 ・雨でも思いっきり遊べる

場所。  

遊び場所が少ない。 

子どもが安心して遊べる施設がもっとあるといいと思います。 

西東京市のように、子供がゆっくりとしゃべったり体をうごかせる施設があるとよい。公園で野球、サ

ッカーが禁止で、どうやって子供達がのびやかに育つのでしょうか？ 逆に大きなグランドを作ったら

よいのに。と思います。30代の私が子供の頃より、とても遊ぶ所が減っています。六仙にも木製のジャ

ングルジムやブランコなど、あったら楽しいです。六仙の電気は太陽光発電で夜も真っ暗すぎない方が

安全。たまり場にはなってほしくない。 

校庭開放に保護者以外（シルバーさん等）をお願いするなどしてもっと放課後も学校に子供をいさせて
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欲しいです。 

公園にもきまりがあり、子どもたちが外で自由に遊べる場所がない。校庭も親の見守りがないと遊べな

いとかきまりがありすぎる。放課後、家に帰ってからの校庭使用を自由にしてあげてほしい。もっと外

で遊べる環境づくりを!! 

不動橋広場は絶対になくさないでほしい。子どもの遊び場として絶対に必要な場所です。不動橋がなく

なると、二小近辺の子供たちの健全な成長に必ず悪影響となるのは必至です。本当に子どものためを考

えるならば、なくすことは考えられないはず。 

二小での「遊び場開放」は、とても助かっています。最近では、公園で遊ばせるのも、ちょっと恐いな

と思うこともありますし、公園だと、子どもたちは、ゲーム機で遊んだり、お菓子やファーストフード

を買い食いしていたり…と、健康的に遊べているとは言えないような様子も見られますので、学校の方

が安心して遊ばせられます。私も、指導員として遊び場開放を見守るボランティアをさせていただいて

おりますが（月 1 程度で本当に見ているだけのかんたんなものです）、地域の大人が、ほんの少しでも子

どもたちのために時間を作って安全な環境を整える取り組みをしていけたらいいのかなと思います（例

えば放課後の公園の見回り、パトロールなど…）。 

子どもが小さいうちは母が面倒を見るべきだと思うので、シングルや家庭の事情で仕方ない場合を除い

て無理に仕事をしなくてもいいのではと考えます。なので、ファミサポや、保育所等を増やす必要を感

じません。公園の充実や、校庭開放、大きなグラウンド整備等、児童館以外で遊べるところが増えれば

良いと思います。 

清瀬市のコロポックルのような広い遊び場があると、子供も安心して遊ばせる事ができる。 

ボール遊びが出来る所が少ない。 

子供が自由にボール遊びができる場所が少ないです。その結果、道路でボール遊びをしたりして、危険

です。何でもかんでも禁止するのではなく、ボール遊びが自由にできるような公園などをもっと作って

欲しいです。危険だからと遊具も次々なくなって、子供がちょっとした危険を自分で回避することを体

で覚えられなくなっています。安全である事があまりに重視されていて、危険か危険じゃないかを判断

する能力が育っていないと感じます。 

休日等、学校校庭の利用がもっとあればいい。 

公にボール（サッカーや野球など）遊びができる場所が少なすぎます。校庭開放もボランティアがいな

いとできず、ボランティアの確保が難しくなっているようです。子どもの体力 up のためにも思いきり体

をうごかして遊べる空間がほしいです。 

学校の校庭で遊ぶのに、決まった日時しか遊べない。もっと自由に休日でも利用できるといい。 

清瀬市のコロポックルのような広くて安全な遊び場があると良い。 

学校から帰ってまた遊びに行くとなる遠くのお友達となかなか遊べないので週 1 回でもいいので学校か

ら帰らずに 4時なり 4 時半まで校庭で遊べる日があると子供もよろこびます。 

もっと公園を増やし、遊べる場所を作って欲しい。 

小学校放課後の校庭開放の際、シルバー人材センター等協力し、毎日開放して頂きたい。 

遊ぶ場所について…校庭の開放。 

子ども達が楽しめる遊具を置いてある公園が少なすぎる。 

・校庭開放を希望します（ケガ等で学校や市に責任を求めない事を前提に）。 ・ ・六仙公園をもっと

充実させてほしい。 
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もう少し子供が遊べる広場を作ってほしい。坂の上の地域の子は遊べる場所がありません。 

屋外で思いきり体を動かして遊べる場所が少ない。子どもが広い場所で遊ぶとお年寄の方々から苦情が

くるので外であまりあそべない。 

新座市の石神小学校では、保護者が働いていなくても 4 時頃まで校庭などで見ていて下さるそう（年間

利用料は数千円程度とのこと）。就活もしやすいと思う。 

・放課後、自己責任でも構わないので、校庭を開放してほしい。 ・上の原（グリーンヒルズ）の公園

で遊んでいると、お年寄に注意され、外でのびのび遊べる場所がない。空地（の様に見える）場所を、

早急に改善してほしい。特養が出来るとの噂があるが、それならば児童館なども同じ建物に、複合施設

を考えてほしい。 

・公園の整備をもっときちんとやってほしい。 ・清瀬のころぽっくるや朝霞市のわくわくドームの様

に長時間子供を過ごせる施設を作ってほしい。 

学校の放課後に市とのつながりをもって、校庭開放をやってもらいたいです。 

市内の公園では“ボール、サッカー禁止”の看板をよく見かけるが、では一体子供はどこで遊べばよい

か、いつも考えてしまいます。ボール遊びのできる公園、広場を増やしてほしい。また、それなら学校

の校庭開放で…と思うが、保護者のボランティアがなかなか集まらず、1月に 10日程しか校庭開放がで

きません。隣の神宝小では保護者ボランティアなしで校庭解放されているとききますが、6 小は学校側

にだめと言われてしまいます。保護者のボランティアなしで、校庭を解放していただけないでしょうか。 

近くに児童館がないので利用できない。夏休みは毎日自宅で留守番をせざるをえなかった。学校の水泳

教室にも子どもだけで（時間をよむ、カギをかける等）出かけて行くのがむずかしく欠席。近所に安全

に遊べる場所もなく、近所の子は公道で遊んでいる。ボール遊び等できる公園や、子どもが安全に過ご

せる場所が欲しい。青少年センターの利用はできますか？ 昔は子どもでも自由に運動ができ、図書館

もありましたが…。近くには青少年センターしかありません。 

東久留米は緑も川も身近にあり、とても自然環境にめぐまれてます。公園、児童館も種類が多いのでう

れしいですが、近ごろ公園の遊具が低い子向きで高学年はものたりないと思います。鉄棒もないです。 

学校の校庭を開放していただきたいです。特に長期の春、夏、冬休みに開放していただけたらと思いま

す。1 日でなくても、午前、午後どちらかだけでもいいので、開放してほしいです。 

児童館にはよく遊びに行って楽しいようなので、助かっています。七小も校庭開放してもらえるとあり

がたいです。不審者も多いので公園遊びには不安があります。 

放課後、校庭を開放してほしい。 

近所の公園は小さくボール禁止であり、高学年が占拠して DSをしているので、遊び場がどうしても自宅

や友人宅になってしまいます。校庭を開放してもらえたら、安心もできますし、何より体を使う遊びが

出来ると思います。 

のびのび遊べる広いスペースがない。ぜひとも学校の校庭開放を希望します。近隣市のシステム等を参

考に、実現を期待しています。 

ボールの使える大きな公園を作ってほしい。 

公園にもっと明るいライトをつけてほしい。 

学区が広いので放課後友達と遊ぶ約束をしてきますが、公園までや友達の家が遠かったりと、自転車で

子 1人で遠出させるのは少し心配なので、学校の校庭で放課後遊べるようにしてほしいです。 

学校の校庭開放や授業の復習を学校で出来るといいなと思います。 
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・滝山公園は、死角が多すぎる（他の公園も暗い）。  ・くぬぎ児童館がどうなるのか分かりませんが、

子供の居場所が減ってしまう事は、残念です。高学年でも大人の目は必要だと思うので、市の方がもう

少し考えて下さると、子供も、行くあてもなくフラフラする事が、1人でも減ったら良いと思います。 

学童にお世話になっていましたが、安全面や人的配置の関係か遊ぶ時間・スペースが限られていたり規

制が多く、男の子は嫌がって 1～2年生で行かなくなることが多いように思います。我が子も行かなくな

り、子ども達が楽しく安心して遊べるくぬぎ児童館のようなスペースによく行っています（又は公園）。

小学生低学年が外で体を使って友達を遊べる安全な空間を確保できればと切実に思います。 

公園が全部同じ様な感じがして分かりにくく、時計がない公園もあり不便。 

公園とかボールをあまり使えずサッカーとかできず困っています。あとトイレがなく困ってしまいます

（自宅までまにあわず）。公園をきれいにしてほしいです。便利に。 

ほとんどの公園がボールあそびなどが禁止だったりと思いきり体を動かせる遊具が減ってしまい、ブラ

ンコ、すべり台、ジャングルジム、砂場など小さな子供達がメインの遊具しかなく、小学生向けのバス

ケのゴールやうんていなどが消えてしまい可哀想。せっかく公園に集まってもみんなトレーディングカ

ードや DSなど個々で楽しんでるだけで公園に笑顔がない気がします。 

くぬぎ児童館の閉館によって、安心して外遊びのできるボール遊びがなくなります。大道幼稚園の利用

をもっと考えていただきたかったです。あと、放課後の校庭の利用を地域の方々の協力を得て、17 時頃

まで大人の目のある安心して子供が過ごせるボール遊びをしていただけると、とても助かります。 

滝山図書館の本は新しいものが少なく、小平市の図書館をひんぱんに利用しています。公園も特別変わ

りはなく、放課後に楽しみにしている施設や場所も子供にはないようです。 

柳窪の街灯が少なくとても暗い。公園の遊具も時々壊れていて市役所に 2 回ほど連絡したことがありま

す。ケガなどの事故が起きてからでは大変です。ボールも使用できず、のびのびと子供が遊べるところ

がありません。柳窪 2 丁目に住んでいますが、不便です。子供を持つ家庭を増やして東久留米が元気に

なると嬉しいです。宜しくお願い致します。 

小山 3、4、5 丁目には遊具のある公園が 1 つもありません。子供が遊ぶため、学ぶため、体力をつける

ためにも必ず必要だと思います。学区域内にも充実した公園はなく児童館もありません。ただただ放置

されたままの緑地にブランコなど子供が喜ぶ遊具の設置をお願いします。 

子供はよく公園に行きますが公園に遊具がなさすぎてかわいそうだなと思う。ブランコやすべり台があ

っても小さいし…。公園ごとに特徴の違う遊具を設置してはどうでしょうか？ 是非お願いします。 

現在、小２の子供がまだ幼稚園までの間、練馬区に住んでいましたが、下校後「みんなの広場」のよう

な学童とは別の、子供達がみんなで遊ぶ場所がありました。現在は児童館も遠く、学校の校庭か公園、

お友達同志のそれぞれの家でしか、大勢で遊べる所がありません。雨が降れば家でしか遊べなくなりま

す。みんなで遊べる広い所があればいいなぁと思います。 

東久留米は児童館や公園なども少なく、規模が小さい。特に公園の設備は遊具も少なく、水道もなかっ

たり…と充実していない。 

どこの公園に行ってもサッカー禁止だったり学校ですら禁止になってのびのび遊べないので、サッカー

をやっても大丈夫な場所などを作ってほしいです。今の子は危険だの何だので禁止事項が多くてかわい

そう。 

ボール遊び（サッカーや野球等）が出来る場所が少な過ぎる。市営グランドの開放を希望します。 

遊具のそろった公園が少ない！ スポーツセンターのダムの上に、アスレチックなどの遊具や、水を使
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った夏に遊べる噴水（循環式）のようなものを作ってほしい!! 

公園をもう少しきれいに整備してほしい。児童館はとても助かっている。 

子供は外で、安心に行かせる遊び場所はあまりないです。施設で預かるだけじゃなくて、安心できる外

の遊ぶ所（公園とか）をつくってほしいです。 

・清瀬市にある児童センター「ころぽっくる」のような施設が東久留米市にもあると良い。 ・スポー

ツセンターに、子供がもっと遊べる施設があると良い。 

子供たちが安心して遊べる場所がない（ボール禁止だったり変質者多発だったり…）。 

くぬぎ児童館が廃止になってしまうと、子供（前沢地区）は、どこも遊べなくなってしまう。学校から

（南町小）ひばり児童館のプリントを持って帰ってくるが、遠すぎて道も危険で子供だけで、あの距離

を行けるわけがない!! この時代において、子供の遊び場所を奪うのはおかしい!! 滝山児童館では庭

も無く小学生には不向き。小学生の放課後、単発で預け先が無いので困る。有料でもちろん OKなので、

そういう場所が必要。子育てしにくい町です。 

子育て環境に関して、公園の遊具が少ない。 

自由にサッカー等の出来る場所を考えていただきたいです。 

ボール遊び（サッカーや野球）が自由にできる場所を作ってほしい。 

放課後をイオンの中のゲームセンターとマクドナルド、イオン内のフードコート等ですごしている子供

さんがいるようで心配。 

南町小学校区域は子供を安心して遊ばせられる公園がない。放課後の遊び場に困る。ボール遊びをした

くてもボールを使って遊んでいい場所がない。 

乳児、幼児のときは、色々なところで遊ばせられる所やイベントもあるけど、小学生が放課後友達とボ

ール遊びや、鬼ごっこなどおもいっきり体を動かせるような公園、児童館が少ないと思います。南町あ

たりは住宅も増えて、子供もかなり増えているので、住宅ばかりでなく、公園や子どもひばりセンター

のような場所が欲しいです。遊ぶ所が少ないと子供もよく言っています。 

公園で、ボール遊びが出来る所が少ない。自宅からボール遊びが出来る公園が遠いので、子供をのびの

び遊ばせられない。   

学校の近くに安心して遊べる場所がほしいです。公園などは不審者が出たりしていて外へ出すのは不安

です。学校で 16時位まで預かってくれると安心なのですが。お姉ちゃんが 4年生なので、同じ時間まで

預かってくれると、一緒に帰ってこれるので、いいなぁと思います。 

遊具の充実した広い公園があると良いと思います。 

団地の中には公園もたくさんあり遊ぶ場所があるけれど自宅の近くには全くない。児童館のような場所

も近くにはないので、雨の日などはどこへも行けない。 

子供の利用する公共施設を充実させてほしい。 

学童保育については、現状を見ると、とても高学年まで利用できる環境ではないと感じます（狭い、児童が多く

落ち着かない、など）。自主的に行ける児童館に期待していたのですが、くぬぎ児童館を廃館にする、との一方

的な市のやり方…とても子育てを支援してくれているとは思えません。フルタイムで働いている身としては、沢山

の市税を納めているのだし、長時間勤務の家庭の子供に対して、放課後保育のあり方を考えてもらいたいと思

います。 

放課後の子どもの居場所を確保してほしい。一度帰宅してからではなく、「ランドセル来館」できるような施設を

望みます。多少、費用はかかっても、メール等で来た、帰った等保護者に連絡が入るシステムであるとありがた
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いです。 

 

【放課後子ども教室】 

 

児童館に行くには途中交通量の多い道路を横断したり、通行する必要があるので、子どもだけで行かせ

るのは心配です。地域センターで放課後子ども教室など、身近な場所で実施してもらえたらよいと思い

ます。 

放課後子ども教室を実施して欲しい。 

放課後子ども教室を実施してほしい。 

横浜市などの様に、学童保育とはまた違う、放課後安心して過ごせる場所があると良いと思います（新

座市では行っている小学校もある様ですが）。公園は不審者が度々現れるなど、保護者としても、現代の

保育環境には、さまざまな不安があります。連日の様に学校からは不審者情報の手紙が配られ、メール

も配信され、この地域は特にその様な不審者が多いのか？と少々不思議にも恐怖にも感じます。 

放課後こども教室は非常に子供達に経験をさせるには良いと思うので、ぜひやって下さい。他の学校と

の交流（支援級がない学校も多いので、特に）もやって欲しい。 

放課後子ども教室は是非とも実施希望 

駅に近い地域に住んでいるため学校が遠く、父母のボランティアでやっている校庭開放も低学年では利

用しにくいです。練馬では登録制でそのまま学校で放課後をすごせてこられるしくみがあるとききまし

た（帰る時間や帰り道の安全の問題もあると思いますが…）。  

清瀬市のまなべーを東久留米にも作って欲しい。見守り、学習アドバイザー、安全管理員を配置して、

遊びや宿題の支援を行ってくれるので、とても良いと思う。 

放課後に学校にそのまま居残れる事業をして欲しいです。隣市ではもう始まってきています。当方は学

区の一番端で学校まで 20分かかり、学校の近くに住む友人と遊ぶ時は行き来に大変時間がかかります。

そのまま放課後も続けて学校で見て頂く事ができれば 2 度手間もかからなく子供の負担が減ります。遠

方の友人とも遊ぶ事もできます。また、長期の休業時も学童以外の子供を見て頂けると私自身も就業す

る事が可能になり仕事の選択肢の幅が広がります。これはたくさんのお母様も同じ考えの方がいらっし

ゃいますのでどうかご検討を早急によろしくお願いします。 

放課後習い事での学童サポート（清瀬市では「まなべえ」）があるといいと思う。子供も楽しめる。宜し

くお願いします。 

放課後子ども教室、平日・土実施希望。安全な場所（小学校）で行われる事が安心です。親の都合で子

供は学童に登所してもらっていて、学校のクラスのお友達とも遊べる安全な小学校を利用して、遊べる

範囲を広げてあげて頂きたい。 

放課後子ども教室も今後検討してほしいと思います。 

放課後子ども教室をしてほしい。 

小平市のように放課後子ども教室があればいいと思う。習い事として通うのではなく、少し習い、興味

があれば倣わせたいと思うから。 

放課後子ども教室を導入してほしい。  

放課後子ども教室を導入してほしい。放課後の子どもの過ごす場所が安全であってほしい。 
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東久留米市では今現在、放課後子供教室は実施していませんが、週に 3 回くらい、小学校で実施しても

らいたい。働いている親は本当に大変なので、子育ての緊急や支援をもっと考えてもらいたいです。少

し遅れていると思います。 

小山に住んでいますが、近くに児童館や図書館がなく、友達と子どもだけで行くには遠いです。又、清

瀬のようにマナベーもありません（学童保育と同じ様に放課後を学校で過ごせるボランティア（有償）

が学童同様に視ている）。→世田谷ではボップと呼んでいる。保護者の用事で子どもの帰宅までに帰れな

い場合に、1 人で自宅に帰らせるのが不安な時に利用できたらいいと思うのですが（下に園児 4 才がい

るので、親子遠足などどうしてもその時間に家にいられない事もあります）。子どもが安全にすごせる東

久留米であってほしいです。 

放課後活動は、清瀬市では、まなべというボランティアの方が勉強を学校で教えて頂く活動をしている。

東久留米の現状として、学校は下校してしまうと、サッカーや野球チームが校庭を利用しているが、遊

び場が少ない現状として、学校で放課後に活動出来るものを行って欲しい。親としては、危ない所に遊

びに行くと心配しないといけないので、もっと空いた教室の使い方を考えて欲しい（土曜日もボランテ

ィアの方などに協力してもらい、活動出来るものがあれば、親としてはうれしいのですが…。清瀬市の

まなべのようなもの）。 

小学校終わりに校庭開放をしてくれると助かります。新座市では有料で放課後に宿題を見てもらえたり、

校庭で遊べたりできるシステムがあると聞きました。不審者も多いのでこの様な取り組みをして頂ける

と大変ありがたく思います。 

放課後子ども教室を、ぜひやって欲しい。地域のつながりもでき、子供たちのためにとてもよいと思う。 

放課後子ども教室は、良いと話しをきいた事があります。東久留米でもとりくんでほしいです。 

校庭開放がほとんどなく安全に遊ぶ所がない。学童登録者以外、全生徒対象の学校に残ることが出来る

制度（23 区では実施）を早く行ってほしい。 

都内の学校などでは、親が用事などで家に居ない場合など、学童とかではなくて、学校で見て頂けるシ

ステムがあると聞いてすごくいいなと思った。学童とかでは、働いているお母さんのみだけど、急な用

事や、預け先がない場合は、非常に助かると思います。学校にいてもらうだけで安心した気持ちになる

と思います。そういった事に東久留米市の環境とかはすごくおくれていると思います。 

放課後子ども教室があったら利用したいと思う。先日、青少協の芋ほりに参加したり、夏休みに参加教

室などに参加したりすると、子供はとても喜びました。低料金で、いろいろな体験ができるとうれしい

と思います。 

隣の清瀬市の子育て環境が充実しているので、どうしても比べてしまいます。小学生だと、子ども教室

があると助かります。 

小学 1 年生から入れる放課後クラブがあったらすごく良いと思うのですが…。少しでも長く校内で過ご

してくれたら、親としては安心です。 

放課後子ども教室（清瀬市で実施している“まなべ”の様な制度）を、是非実施して頂きたく思います。

宜しくお願い致します。 

他の地域でもある、放課後学校で学習、あそびが出来るものが、東久留米にもあれば良いのに…と切に

思います。 

子どもたちが成長していく上で必要な、安心して色々な人と関われる場、施設などあるとうれしい。他

市等にある放課後学校で遊べる場。 
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【長期休み中の居場所】 

 

問 16 にあった長期休暇中の学童保育は是非利用したいと思います。 

学童について 4 年生以降も長期休暇期間は利用出来る様にして頂きたい。現在長期休暇期間中のみの利

用は NG となっているが、OK に改善して頂きたい。学校がお休みとなる長期休暇期間こそ利用の必要が

不可欠だからである。 

アンケートの中では、4～6 年をひとつにまとめて回答をもとめられていますが、4 年と 6 年では、全く

ちがいます。4 年では、平日放課後の時間も短くなり、1人で留守番することにもなれていかなくてはな

らないと思いますが、長期の休暇、1 日 1 人ですごし昼食を食べることは、本人も保護者も不安です。

長期休暇の時だけでも安心して過ごせる場所があると良いと思います。です。 

学童保育の 4年生以降の長期休み期間中のみの利用を可能にして欲しい。  

学童を利用したいと思いましたが、役員等が大変そうであり、やめました。夏休み等の長期間の休みに

利用できる施設があると良いなと思います。 

夏・冬季休校時期は、保育時間を保護者のニーズに柔軟に対応して頂けたら有難いです。仕事・出勤も

あるため 8 時から学童が開いていると、子供が 1 人でいる時間も少なく、登所時も通勤の人の目があり

安心感をもてます。 

隣の西東京市は夏休みの際、夏期限定の学童保育があると聞いたので低学年のうちは利用したい。 

長期休暇中だけ学童を利用できるととても助かります。働きたいけど留守番が心配。 

・東久留米市も西東京市の学童保育の様に、長期休暇のみだけ預かって欲しいです。平日は、子供が学

校から帰ってくるまでの時間に仕事をしているので、長期休暇中はお休みをもらっています。子育てに

理解のある仕事場なので助かっていますが、そういうのがあればもっといいなあと思います。まだ 2 年

生なので、1 人で留守番はちょっとかわいそうだし、心配なので、検討よろしくお願いします。  

長期休みの間に子供が参加できるイベントを増やしてほしいです。 

長期休暇のみの学童保育を実現させてほしい。 

長期休暇の時の一時学童保育をやってほしいです。 

最後の問 16 にもありました様に、長期の休暇中だけ学童を利用できる様にしてほしい。 

夏休みや春休みのなどの長い休みの時の仕事が困る。高い料金を払って子供を預けて働くのもムダな気

がする。もっと低料金で利用できる施設がほしい。 

土曜日、長期休みだけの学童保育があれば利用したい。  

3 年生以降の学童保育の利用、長期休業（夏休みなど）の間だけでも、可能にしてほしいです。 

夏休み・冬休みの長期休暇中のみ、学童保育が申し込めるようにしてもらいたいです。普段学校がある

日は 14～15 時に帰ってきて、少しの留守番は可能かと思いますが、長期休暇中にお昼ごはんを一人で食

べて 5～8時間の留守番は不可能です。学童保育所を退所しようと思っていますが、長期休暇中どのよう

に過ごさせればいいか考えつきません…。 

夏休み期間中だけでも、学童保育を利用できるようにしてほしい（4 年生～6 年生）。新座市とかは、夏

休み期間中も 6 年生まで預かってくれるそうです。 

もう少し安心して放課後や夏休みなどの長期休みの時に子ども達が安心して託せてすごせる場所があれ

ばと思っています。 
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長期休暇のみに学童利用ができるようにして欲しい。 

府中市の様に、学童保育以外で、登録しなくても気軽に長期休暇（夏、冬、春休み）に、自分の通う小

学校で子供を預かるシステムがあってほしい。府中市では、昼は自宅で食べるというシステムだが、東

久留米はそこを改善して昼も弁当持参 OKでみてほしい。やはり、はたらく母親が多く、夏休みは家で子

供だけになる家庭がとても多いので安心して親子共々、長期休暇をすごせる様にしてほしい。 

小学生の高学年について、夏、冬、春休みの保育を充実させて頂きたく思います。 

4 年生以降は、夏休み・冬休み等の長期休暇中の利用を希望します。 

パートタイムでの仕事でも、学童に入れるか、夏休み、冬休みのみの預かり場所を設けて頂けると安心

です。 

長期の休暇期間中のみの学童保育が利用できる様にしてもらいたい。  

仕事をするとなると、夏休みに一人で留守番させるのは心配。夏休みだけ学童保育を必要とする人もい

るのではないか。 

夏休みなどの長期休暇のみ学童保育が利用できるようにしてほしいです。現在、母親が 13時までパート

をしているので、夏休みなどの長期休暇や、行事の振替休業日などに預け先がなく、困っています。 

夏休み・冬休み中の学童保育を利用したいが、年単位でしか申し込めず不便です。短期利用ができるよ

うになって欲しいと思います。 

児童館が近くにない。夏休みだけ、学童に入れたら、後々パートにでられる。 

 

【街の安全】 

 

子どもが安全であそべる環境をもっとつくってほしい。畑が多いのはわかるが外灯を増やしてほしい。 

通学路の危険箇所が、なかなか改善されない 

安心して外で子供だけで遊ばせる場所が少ない。通学路も危険!! と感じる所が多い。 

東部地域で不審者情報が 1ヶ月の間に 5～6件出ている（実際にわいせつ行為をされている！）ので、「わ

れ窓理論」や「ハインリッヒの法則」を肝に命じて防犯訓練を子供に行ってほしい。立正大学の小宮先

生の話も児童保護者に連絡してほしかたった。残念です。 

通学路の歩道スペースがせまい。 

登下校時にシルバーさんがいてくれると安心する。 

とにかく近隣に公園が少ない。坂も多いのに安全面が確保されておらず、そのような危険な場所で子供

達が遊んでいる。道で遊ぶのはいけないと教わっていても、二小（不動橋公園）、神宝小（児童館、きし

ゃポッポ公園）のような広いスペースが六小の通学路内には少ない。坂のそば、危険地帯に交通指導員

を配置するなど、新座などでは行われているサービスはできないのでしょうか？ どんどん六小、東中

エリアの子供達が減ってしまうように思います。六小はとてもいい学校なのに子供達がかわいそうです。

親として残念です。けやき児童館からも六小にはお便りは配布されていません。何とかしていただきた

いと思っています。 

夕焼けチャイムは夏冬統一して 5 時の方が学年にかかわらず家に帰る時間としていいのではないでしょ

うか？ 

外灯が限りなく少なく、習い事等で帰宅させるのに危ない。市の議員の方に話したが改善なし。変質者

の見回り等、市でも強化してほしい。教育者の徹底（子供生徒に対しての教え方、態度、体罰、心のケ
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ア等）。 

通学路の遊歩道の雑草、枝が凄く、子ども達が通りにくそうにしているので、整えてほしい。 

放課後の外遊びが不審者など（この前も家の近くでひったくりがあった）が多発しているようで安心し

て外遊びさせられない。親たちの見回りにも限度があるので安心して遊べるように市でも考えてほしい。

児童館も利用しているが、くぬぎが無くなると聞き今後どうしようか考え中。大道幼稚園あとももう 6

年近くもほうりっぱなし。もったいない。他の使いみちも良く考えて地域の人の事も考えてほしい。 

見通しの悪い路地が多すぎて自転車の飛び出しが恐い。歩道と車道の間にガードレールがない所が多く、

せめて子供がよく使う道は（公園周辺、児童館周辺等）検討してほしい。 

夕焼けチャイムですが、10 月より 4:20 ということで、急に 1 時間も時間が早まっても子供は家には帰

ってきません。段階的に時間を変えたり、もしくは児童館と同じ 17時にしていただきたいです。 

・変質者が多いため危険。 ・通学路等が狭いため、危険。 

（自宅から）学校周辺の人通りが少なく暗いので、一人で通ってもらいたくない。友人がいれば良いが

親も仕事をしている為、友人がいない場合はいつも不安。 天神社周辺の緑をなくさないでほしい。 

黒目川沿いの道の街灯が暗く、無灯火の子供が多くて危険です。 

子供が安全に暮らせる環境作り（公園に時計設置、街灯の充実）。 ・ 

東久留米市は子供に対する不審者が多いので、何とか対処してもらいたい。子供が安心して外で遊べる

環境になる事を願います。 

歩道が少なく危険な場所に信号がない（ミラーでも）。 

滝山公園の中に外灯をふやしてほしい。中学生の下校時（特に冬）暗くて心配。 

最近、所沢街道の車通りが多くなり、横断がなかなか出来ないです。信号が難しいのであればせめて横

断歩道を付けて欲しいです。 

冬場の通学路の点検をしっかりしてほしい。大雪のあと、一週間以上水道道路ぞいの通学路が氷で歩く

のが大変そうだった（すべってきけん）。雪のあと子供たちがけがをしないようお願いしたい。 

下里小学校に通い、学童を利用していますが、とても良い環境だと思っています。学校、学童が無い時

にすごし方に不安があります。よい遊び場所、公園が少なめだと感じます。車の通りが多い場所、不審

者など、子供の安全面に不安があります。 

 

 

【一時的な預かり】 

 

一時預かりを利用したかったのですが（下の子）、予約が前の月迄で一杯になっていて利用出来ませんで

した。今現在 6 ヶ所有りますがもっと増えてくれると良いですね。 

働いているのに一時預かりは予約がいっぱいで朝早くから並ばないと予約が取れなくて本当に大変だっ

た。なのに保育園は待機児童でいっぱいだし、一時預かりを利用するしかなく、小さな子を連れての予

約取りは本当大変です。当時は全然取れなくて 2 つの保育園を通っていました。子供も慣れないから泣

くし、最悪でした。もっと親が働ける環境を作らなくてはダメだと思う。働きたいのに子供を預ける所

がないから働けない人はいっぱい居ると思う。うちはもう大きくなったから保育園は利用しないが、こ

れからはもっと保育園や、子育ての環境を良くしていかないとダメだと思います。 

パートに出たいが、長期休暇のみの子供の保育してもらう場所がない。長期休暇のみで預けられる場所
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の提供をお願いしたい。 

11 年前から 9 年前の 3 年間（上の子が幼稚園から小 1 までの間）、母親方（子供から見て）の祖父母と

も病気になり介護・通院付添い・入院で育児と重なり大変な日々がありました。小さな子がいる親世代

でも、子供たちの祖父母世代の介護と重なる親世代がいる事を忘れないで下さい。仕事を持たない母親

でも、緊急的に市として対応できる事が望ましいと思います。土曜は（私立幼稚園でしたが）保育が無

く、午前保育の平日も、延長保育が出来ず、下里の保育園の一時預かりにお願いしましたが、平日は可

能でしたが、土曜は不可で、知人に預けました。ファミリーサポートセンターは、講習も受け、手続き

はしましたが、1 時間あたりの金額が 800 円ほどするので、結局、1度も使えませんでした。お友達のお

母さん方に、だいぶ、お世話になりましたが、気を使いました。 

今はまだパートもしていない状況ですが、何らかの仕事を始めた時、気になることは、突発的な発病に

より、仕事を休むこと。その場合の、病児施設、安心していつでも利用できる所があると仕事も探しや

すい（気分的に）。そのようなサポートを積極的に取り組んでいただけると嬉しい。近くに頼れる両親が

住んでいない人が、気楽に利用できる子育てサポートが必要だと思う。 

母親が就労していないので、市の支援事業を利用する事はありませんでした。母親の病院受診等では、

民間の預かり保育を利用しました。急な利用にも応じてもらえるので助かりました。事前登録の必要が

なく時間も自由がきき利用しやすくあったと思います。市の支援事業所は、やはり制限が多く、利用し

たい時に利用出来ない様にありました。 

急な用事が出来た時などに一時的に預けられる施設が小学生でもあると助かります。 

小学生の預かり保育が希望です。急な用事や、体調不良などの時に助かります。父母の実家が遠いため

に、自分たちで（主に母が）見ています。留守番は、やはり心配（本人も不安なため）でさせたことが

ありません。 

ファミリーサポートの金額が高い!! 保育園の一時預かりに比べて、金額も高いので、もっと安くした

方が、お母さん達も利用しやすいです。 

未就学児は保育園の一時保育があるので学童保育に入っていない小学生にも一時保育のような支援施設

があれば利用したいと思います。 

ファミリーサポートやショートステイのように、働く親を支援してくれる制度があるのは非常にありが

たいが、いざ利用するには登録に時間がかり、利用料も高いので敷居が高く、本当に困っている人（ひ

とり親や低所得者や病気の人など）が利用できない状況にあると思う。以前、病気のときにショートス

テイを利用したいと思ったが、清瀬の施設まで自分で送り迎えすること自体が困難だったのであきらめ

たことがある。表面的なサービスだけではなく、信頼できる環境がほしい。 

1 才の子供がいますが、一時預かりをお願いしたい為、ひばり保育園に Tel した所、面接も一ヶ月待ち

だと言われました。上の子の時は利用していたのですが、予約は 1 ヶ月前に電話を入れておかないとす

ぐにいっぱいになってしまいます。どうしても予約を取りたい日でも、いっぱいだとキャンセル待ちも

させてもらえませんでした。1 ヶ月後の予定がわかっている事は、少ないです。枠が少ないのは仕方が

ないですが、〈週に 3 日まで利用可→1 日まで〉に変更するなどして、いろんな人が利用できる様にして

ほしいです。ぜひ、東久留米を住みやすい町、子育てが楽しめる町にしていって下さい。 

高学年になれば 1 人で留守番もできるかもしれませんし、就学前なら幼稚園や保育園など気軽に預けら

れる所があるのですが、低学年の子はなかなか気軽に預けることができる場所がありません。その辺を

なんとか改良してもらいたいです。 
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【児童館】 

 

児童館が古くて汚い 

・児童館が近所にない為、徒歩圏に安心して遊びに行かせられる施設がない。・4年生以降の土曜や長期

休暇の過ごし方が今から不安でならないせめて徒歩圏内（子どもの足で 5～10 分程度）に児童館のよう

な施設が欲しい。  

児童館をもう少しきれいにして、民営化してほしい。 

児童館の先生の印象が悪く、行きたがらない。 

現在、学童保育所を利用させて頂いて大変有難く思っております。3 年生まで利用させて頂いて、退所

後は主に児童館を利用するようになるのではと思います。今のところ児童館は 17時に閉館となってしま

いますが、学童と同じ 18時まで開館してほしいと思います。また、放課後、子ども教室などもあれば是

非利用してみたいです。例えば、児童館にないようなもので、補習、児童合唱、絵画、サッカーなどを

お楽しみ程度でも良いかと思います。 

週 1 回中央児童館を子供が利用しています。工作などもできてとても楽しんでいます。先生に名前をお

ぼえてもらえてさらに行きたい気持ちが高まっているようです。 

学童も子供は嫌がって早々にやめたし、ひばりこどもセンターは遊具が少なく学童児には物足りない気

がする。箱物だけ作って満足するだけではなく、指導員の質やソフト面の完全を希望する。 

市内の児童館をよく利用します。夏休み冬休みなどの長期休暇中の昼休み時間に子供たちが持参したお

弁当を食べられるようになると大変ありがたいです。低学年の子供に鍵を持たせ、家で一人食事を取る

のはまだ難しい…。仕事を持つ保護者は長期休暇中の子供の昼食で頭を悩ませています。学童保育でな

い場所で、日中の子供を安心して遊ばせることができる場所ができれば…と思います。 

低学年で学童に入っていると高学年になった時、いく場所に困ってしまう。ひばりセンターはとても助

かっています。新しい西東京児童館もとても利用しやすいと子供からきいています（カードや飲食が可

能なため）。 

児童館が土・日もあいているのが嬉しいです。 

児童館が、お昼休みには家に帰らないといけないので使えない。お弁当持って行けたらいいと思う。 

公園で集まってゲームをしている姿を見かけます。上級生が持ってくるそうです。そうではなく、児童

館で遊ばせてみたいけれど、中々身近に感じられない。  

児童館はせまいです。児童館は幼児と小学生を一緒にあそびにつれていきにくいです。 

公立の幼稚園がないことにびっくりした。くぬぎ児童館のように、大人の目があり、外でも遊べて、工

作などのできる場所で子どもが遊びに行くことがあるが、公園に行かせる時より安心して送り出せる。 

児童館を（特に庭）を広くしてほしい。親としては、放課後は安全面を考えて、児童館で遊んでほしい

と思っていますが、最近子供の方が“もうつまらない”と言って児童館ではなく公園で遊ぶことが多く

なりました。“つまらない”の原因は、庭が狭く、思いっきり体を動かして遊べない事のように思います。

工作などはいつも工夫をこらしてステキな物を作らせていただくので子供も楽しいようです。公園は大

人の目がない時もあるので心配です。児童館の充実を心から期待しています。 

昨今、公園などでも不審者が確認され、子供達が安全に遊べる場所がなくなっている中、親も子も安心

して遊びに行かせられるくぬぎ児童館を老朽化を口実に閉館にもって行くと言うのは東久留米市とし
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て、子供達の安全をどう考えているのか疑問を感じています。くぬぎ児童館閉館を取りやめていただき

たい。 

くぬぎ児童館がなくなるような事を聞きました。本当ですか？ 公園などで遊ぶよりは物を作ったり大

人の先生方がいるので安心です。児童館などの施設は増やしてほしいです。 

くぬぎ児童館をなくさないで下さい。 

くぬぎ児童館をなくさないでください!! 

土曜日等に児童館やその他の施設で体験教室を開いてほしい。 

弥生に児童館が欲しい。 

公営の保育園が残る事をとても希望したい。児童館がない事は困る。 

子供同士、外で遊んでほしいのですが、公園はボールがダメなどの規制も多く、不審者なども多いので、

児童館だと安心して遊ばせる事が出来るのに、「くぬぎ児童館」が無くなると聞きました。通っている子

供達が、フラフラしそうで心配です。保育までは求めませんが、大人の目が届く様な場所で、遊ばせた

いです。 

学校の休みの日は、児童館で昼食可にして頂けると、学童にわざわざいかなくてもよいと思います。く

ぬぎ児童館のかわりに何が新しくできるのでしょうか？ 安心して遊べる広場がふえてほしいです。 

児童館の質を向上させて、もっと利用しやすい場所にしてもらいたい。施設として充実させてもらいた

い。 

パートをしていて思ったのですが、夏休みなどの長期休暇の時期に、児童館がお昼 12:00～1:00 までの

間閉まってしまいます。できれば、ずっと滞在できて、しかも、お弁当などを食べられるとありがたい

なと思います。実家が遠く、毎度お友達にお願いするわけにもいかず、結局、自分でカギを開閉して、1

人で家で過ごすので、とても不安です。 

児童館の数が少ないと思います。徒歩で行くには遠いです。学童保育に隣接して児童館があり、夏休み

や放課後、学童の児童と一緒に遊べるといいと思います。 

くぬぎ児童館の閉鎖に納得できません。 

児童館を減らさずに、子供だけで通える範囲にもっと増やすか、放課後、学校で児童館でやっている工

作などができるようになるとうれしいです。 

児童館も、学区内、隣の学区内にも無くて、子供同志で遊べる場所や、イベントが少なくてさみしいで

す。 

本村小そばにも児童館が欲しいです。 

児童館が遠い。図書館も清瀬の方が近いので、そっちに行っている（但し、学校からは学区域より出な

いように言われているので、どこの図書館へも子供たちだけでは行けない）。近くにあれば夏休みも利用

できるし、安心して過ごせると思います。 公園は毛虫だらけでこわい。子供は気にしていないので平

気で木の下に入ったりしてしまう。かぶれたら市役所に連絡すれば良いんでしょうか？ 

自宅周辺に（本村学区）低学年の子供だけでも気軽に行かせることのできる児童館がない!! 今は公園

などに集まって遊んでいるが、不審者情報が日々飛び交う中で、もし児童館があれば、大人の目もあっ

て、親は安心なのに…。こちらへ引っ越してきた直後は、とくに思っていました。子供もまだ小さかっ

たので、児童館が近くにあったら…と良く思ったものでした。しおんの子育て支援センターとうたって

いるものは、やはり気軽に行ける市内の他の児童館とは全然違う。気軽に行ける感じではなかった。 

子供が高学年になっても遊べる場をもっと増やして欲しいです。児童館も家からは遠いので、是非児童
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館を増やして欲しいです。子供達が、安全に遊べる場が増えたら、親もとても嬉しいです。 

 

【補助・助成】 

 

西東京市などは医療費が所得にかかわらず定額で負担も少ないのに、東久留米は一定所得以上だと 3 割

負担で、病気の時には結構な負担です。保育園等にお金を使うことも大切かもしれませんが、小学生以

上の子供にも少し配慮して頂けたらと思います。 

母子家庭へ対しての金銭的にも生活的にもまだまだ配慮不足だと思います。 

収入によらず、小学生以下の医療費無料化をおねがいします。 

子供 2 人を私立幼稚園に通わせました。私立幼稚園は、何かとお金もかかるので、母親の私はパートで

働きました。初めの年は奨励費を支払ってもらえましたが、税金の関係と年収の関係で、所得割課税額

がオーバーしてしまい、支払われなくなり、大変困りました。金額は少なくてもよいので、奨励費が支

払われるようにしていただきたいです。又、私立幼稚園も、今は保育園並に夜まで預かるようになって

いますので、幼稚園を増やし、支援していただければ利用者も増え、金額も安くなり奨励費をあてにせ

ず通わせることが出来るのではないかと思いました。 

子供の医療費を小学六年までくらいは無料にして欲しい。 

子育て支援で東京 23区と同じように医療費無料にして頂きたいです。新座市は高校生も無料になると聞

いています。又、インフルエンザのワクチンなど昔のように学校で希望の人受けれたらありがたいです。

子供が多いのでワクチンは打っていません。宜しくお願い致します。 

・医療助成は、小学校の間くらいは無料にしてほしい。  

正直可もなく不可もなくと言いたいですが、下の子も保育園にも入れませんし、生活レベルは低いので、

手当てが増える事を望みます。 

私立幼稚園→助成金を少し増やしてほしいです。 

寡婦の場合、収入の額にかかわらず、給食費は免除してほしい。 

医療費を他の市のように 0 円にしてほしい。今、歯並びが悪く矯正している子が多いので、費用も一律

で、もっと安く市で決めてほしい。 

医療費を都内と同じように中学 3年まで免除して欲しい。所得制限はなくして欲しい。 

市が、本当にお金がない私たちに、何かをしてくれるとは思っていない。結局、お金がかかる位なら、

熱があっても子供を 1 人でおいていくしかない。実際、我が家は、明日の生活にも困っている。しかし、

市は、何も助けてはくれないのでしょう。現在が一番苦しい。子供がいることが素晴らしいことなのか、

いないと裕福に暮らしていけるし、時として分からなくなることがある。感染症だとやはり、預かって

もらえないし、私のように看護学校に行ってると、休んだことで単位をおとしてしまう。困ってる人の

役に立つ支援をしてほしい。それと、医療費（200 円）が中学校までと言うのは、あまりにも早い。高

校からが、本当にお金がかかるのに。もっと、面倒をみて欲しい。 

医療費の助成制度を充実させてほしい。所得制限等を無くし、一律小学校卒業まで無償化等にして欲し

い。 

幼稚園代が高い。今後、無償化になるようですが、1 番上の子が小学校 3 年生までと何故、年齢制限が

あるのか理解できません。3 人目無償でいいのでは？ 少子化なのに子供が多い家庭に冷たいです。資

格を生かして働きたいが、時間的に 8hr労働しかないので、なかなか働けません。 
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東久留米市は所得制限が多く、上の子の時は 1 歳から医療費が 3 割負担で本当に大変でした。病院に通

うことや、手術等も何回もあり高い住民税を払っている割に恩恵が少なく他の市がうらやましい限りで

す。 

子どもの医療費は所得制限をなくして欲しい。 

医療費の 18 才までの無償化。 

予防接種などの費用もなかなか無料などが他の市区よりも遅い。他市がやれているのだから努力してい

るのかと言いたい所がある。 

 

【情報提供】 

 

子ども・子育て支援事業について今までほとんどの情報が入って来ず、今回の調査に入っていたパンフ

レットで初めて知ったことなどもあり、もっと早くに知っていたらと思うこともある。子どもや、家庭

優先ではなく、お役所仕事ではないかと思う。 

学校から提供される不審者情報が「東久留米市」でくくったもので、実際に居住しているのは西東京市

との境なので、すぐ近くで起きている不審者の情報が伝わらずに困る。行政の枠で決めず、子どもたち

の行動範囲を考慮して、適切な対応をしてほしい。 

児童館や親がサークルに入っている場合は情報を得やすいが、参加型のイベントなどの情報、危機管理

への個人の自意識向上について、足りない気はします。 給食のアレルギー対応方法など対象者のみへ

のお知らせだったり、一部の方しか情報を得られなかったりで、閉鎖的だから事故がおこると思います。

保護者やこれから就学する方へも充分な情報が行きわたるようにして欲しい。 

他市の状況は分かりませんが、祖父母が近くにいない子育ては、大変でした。ファミサポ、病後児保育

を利用したいと思ったことはありましたが、値段のことを考えると、自分が子どもを看た方が…と思い、

利用しませんでした。子育ての悩みを気軽に話せる場所があること、またあっても知らない事が多いの

で、もっと PR していいと思います。“子育て応援マップ”がすごく私には役に立ちました。今も活用し

ています。健診とかで配布されると、子育ての見通しも持てていいと思います。 

7 年前に転勤で東久留米市に住むようになりました。親も親族も知人もいなくて、一家インフルエンザ

になった時、非常に困りました。当時、息子が 2 歳だったので、誰かの助けが欲しかったです。その後

は、たまたま 2 人のうちどちらかが元気だったので、よかったのですが、有料でもサポートしてくれる

方がいてくれたらいいなと思っていました。私が知らないだけだったかもしれませんね。もっと情報が

あったら良かったです。 

市での健診などの通知がその度で、年間の通知を知るためにも年度初めに対象者に郵送して欲しい（わ

くわくカレンダー？）。又は市報に入れるか記入を入れて欲しい。 

 

 

【学校】 

 

小学校によっては土曜授業があったりしますが統一してほしい（授業時間数は同じのようだが…）。 

学校のトイレの洋式化…洋式トイレに慣れた今の子供たちは、和式トイレが苦手です。まだまだ学校の

トイレは和式が多く、トイレをがまんする子が増えているとききました。  
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学校のトイレの改修。 

習い事が多く、宿題も多いせいで平日、子供にとってやすらぐ時間が足りていない。土曜日登校をすこ

し多くしてもいいので、6時間授業を少なくしてほしい。 

学校教育ですが、学力低下などさけばれている中、すぐ 4 時間授業になったりする事が多いように思い

ます。その分、塾などへ行ったりする子が多く、なかなかお友達と放課後にあそんだりする事ができま

せん。せめて、4 時間授業にする日をもっと少なくしたりして、学校側が学力向上のために努力しても

らいたいものです。以前すんでいた所は授業時間が短縮されたり、お休みになったりすることがほとん

どなく、やはりそういう地域では学力も全国的にいい方だという事がよく分かりました。先生方も大変

だと思いますが、研修ばかりするのではなく、もう少し教育に力をそそいでほしいものです。5 時間な

り 6 時間なり授業がきちんとあれば、放課後のすごし方など改善される余地があるのではないでしょう

か。 

空教室の活用。部活動などでスポーツ。など、勉強以外でももっと活発になると良いと思う。 

安心して、通わせられる学校であってほしい。心身共に、見守ってくれる様な、教育を望みます。生活

にゆとりがなければ子育てにもゆとりはもてないと思います。社会のゆがみが、弱者の子供へ向かわな

い社会を！ 私達も努力しています。 

宿題など親が見て○をつけるのではなく、担任の先生がやってほしい。少してぬきに感じます。トイレ

がキタないので洋式できれいにしてほしい。もっと昔のようにのびのび育てたい。勉強ばかりでなく宿

題ばかりでなく老人などと接したりしてほしい。 

中学校も給食にした方が良いと思う。  

土曜の授業日が学校によって違うので統一した方が良い。 

中学校の給食施設導入。  

予算が少ないのは分かるが、夏期プールの日数を少なくしたり、補助教育をつけれないなどの事はやめ

てほしい。給食も輸入食品が多いので、安全性が心配である。全を希望する。 

特に不満などはありません。小学校→せめて都民の日、開校記念日くらいは学校を休みにしても良いの

ではと思う。その代わり、週休 2日でなくても良いと思う。  

小学校の先生方は、子どもたち一人一人大変な中、本当に努力されています。低学年の間だけでも支援

員の数を増やしてほしいです。 

アンケート調査ありがとうございます。市民の声（保護者の）伝える機会を嬉しく思います。私が切に

望むのは、教師と生徒又、夫と妻（保護者）のコミュニケーションの充実の為、土曜日の半日授業の再

開です（放課後自由に校庭で遊べると尚いいですね）。昔はもっと先生と子供たちの距離が近かったよう

に感じます。“くん”“さん”付けもいいですが、アダ名で呼んでも問題ないですし、集団生活の上で、

子供たちはいろいろな経験をしてもらいたいと思います。 

学校教育については、現在の担任には満足しているが、今後、指導力不足の教師にあたらないかという

不安は持っている。教師間の指導力の差を今後、どうしていくのか？ 

他の市では緊急時のメール連絡を行っている所が多い。外出中に緊急連絡があった場合、電話では対応

できないなど、何かあった時の学校との連絡に不安。 

・学校連絡網のメール化を許可してもらいたい。 ・配布されるが授業でほとんど使用されない体育や

道徳の教科書は税金のムダ使い。 

学校でキャンプ（泊まり会）とか企画してほしいです。 



137 

 

学区変更のお話しに非常に困惑しています。せっかく出来ている子供同士親同士のつながりを断ってし

まい、ご近所なのに助け合うことができません。「教育・保育環境」においては大事なことだと思うので

すが。 

子育て支援については、特になし（仕事をしていないので）。 学校の PTA 役員の選出で、仕事をされて

いる方が、仕事を理由に役を受けないので、仕事をしてない人達の負担が多いです。でも、仕事をして

いたら、PTA 役員、地区役員、出来ないと思ってます。誰かが負担するのは、今からの時代では無理だ

と思います。ちなみに、私は今、役員をジャンケンで負けてやってますが、忙しく、（一時的でしたが）

子供に夕食、お風呂もできず、役員の子供達はみんな犠牲にしてます。 

朝の通学班を作ってほしい。 

下里小学校のように放課後、野球、サッカーなど実施して頂きたい。 

小平の小学校のように、子供が何時に校門を出たとかわかるシステムがあると良いです（多少、ホーム

ルームがのびたり、子供がなかなか校門から出てないのかわかれば遅くなっても気にならないから）。 

最近先生方の研究会など多く、午前授業がたくさんある様に感じます。よって、詰めこみ授業になって

しまうような気がします。 

用事があって昼間に学校に行ったら、特に何かを聞かれる事もなくすんなりと子供がいる教室まで行け

た。これが不審者だったらどうするんだろう？と思った事はある。 

小学校についてですが、休日とか校庭開放とかを行ってほしいです。あとプールですが夏休みのプール

の指導についてですが、教え方があまりよくなく、2 年生で泳げません。もう少しきちんと教えて欲し

いです。 

クラスの子にうわばきを手の届かない所にあげられたり、体操着、手さげ袋をかくされても先生は見つ

からなかったら買って下さいとか、かみを 2 回ひっぱられて、やる人はきまってるのにがまんしなさい

とか、先生の対応は無責任です。ある男の子にお前が引っ越せば皆が喜ぶだとか言われています。これ

はいじめですよね？ エスカレートしなければと思っています。心配でたまりません。先生はあてにな

りません。いったい誰をたよりにしたら良いのですか？ 

どの学年の先生もいまいち頼りなく、見ていなかった事にする話を耳にしたり実際に目にした為、もっ

と心強い存在であって欲しいと思います。どの親も同じだと思いますが、年々どんどん学校にいる時間

も長くなります。その自分の子の事を一日のほとんど預けている学校が頼りない信頼に欠けるというの

は不安でならないと思います。思っている以上に子供というのは見ています。先生方の指導、教育も厳

しくしてもらえたら、変わってもらえたらと願うばかりです。 

緊急連絡網のメール発信を行政が整備することを強く希望します。 ・横並びに学力をそろえるために、

習熟度の低いレベルの子に授業が合わされています。幼いからこそ、伸びるところを最大限伸ばせるよ

う刺激、工夫のある授業のできる担任教師の育成をお願いします。つまらない授業はいらない←特に高

学年・中学校で顕著です。from学校公開。  

小・中学校は全て給食制にすべき。  

副担任（補助の先生）をつけるなど、個別対応が必要な子供のための対応をもっと行ってほしいです。 

校庭の芝生化はいつですか。早く進めてほしい。 

給食がとても充実していておいしいと思う。 

教師の教育はできていますか？ 最近、教師の不祥事が多いですし、教師の心の教育も必要では？  
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【幼稚園・保育園】 

 

27 年度より幼児教育等もかなり変化があるようだが、何がどう変化するのかよくわからない。幼稚園等

も保育園のように時間が長くなる様だが、小学校の子どもたちを長期休みの時だけ通わせたりする施設

はどこなのかわからなかった。施設が増え子育ても就労も行いやすくなるようになると思う反面、ゆと

り教育のように数年後に失敗だったということのないような制度をスタートさせてほしいと思う。  

幼稚園の延長保育に関してですが、長期休暇中はやっていない園も多く、パートタイマーですら、預け

先に困る現状があると思います。隣の清瀬市の園は、長期休暇中も、預かり保育を実施している園が多

く、私は東久留米市でなく清瀬の園に子供を入れてパートに出ておりました。核家族が多い今、子供の

預け先がないのは死活問題です。預かり保育の充実、子供が病気の際の子育て支援の場の拡大を求めま

す。 

現在通っている学童の先生方はとても良く、子どもを見て下さり、厳しく教育や躾をしてくださってい

ます。しかし、保育園（特に公立）では、子どもを尊重し過ぎて、自由になり過ぎている様に感じます。

保育を重視するのも大事かもしれませんが、もう少し教育に力を入れて欲しいと感じます（幼児教育と

保育は別ものです。幼児教育の大切さを保育園の先生達も理解して欲しいです）。  

もっと保育園をふやすべき！ だから少子化になる。子供手当も 3才すぎても下げないでほしい。 

東久留米市内にもっと保育園を充実させて、母親が働きやすい環境を整備してほしいです。大道幼稚園

の建物などずっと放置せず、民間の企業にまかせるなどして、今あるものも有効に利用できるようにし

てほしいです。子どもを 2、3人とたくさん持っても安心して暮らしていけるような市にして下さい。よ

ろしくお願いします。 

 

【その他】 

 

わからない事があれば聞きに行ったりしても、すごくていねいに教えてもらえるので、すごく感じがい

いです。助かってます。 

アンケート内容がアバウトすぎて回答に困りました。この内容のアンケートで今後の支援施策の大変重

要な資料になるのかが疑問。私共で目に見えてわかる支援は（子）ぐらいで満足度を聞かれても回答の

しようがない。子育て支援と名のるのであれば、小学校を卒業した後も子どもたちが成人するまで支援

するのが当たり前なのでは？ いずれかの施設を利用するにしても働いた分の利用料をとられては家計

のプラスにならない。むしろマイナスになる。本当に困っている方々の声を大事にして下さい。 

コミュニティーバスの巡回があれば、子供を連れての移動が楽になると思う。 

現在専業主婦ですが、この先働くとすれば学童保育や、児童館にお世話になるかと思います。いざとい

う時の受け皿があるのは親として心強いです。 

保育園学童などの行事は保護者でなく先生中心で行って頂きたい。私達保護者は代金を支払い、克つ納

税もし、サービスを利用する立場にも関わらず、役員等を引き受ける事が義務付けられているのはかえ

って負担となり本末転倒である。特に私立保育園に対して強く感じる。役員制で無ければ成り立たない

行事は開催不要である。先生方にがんばって頂きたい。 

全体としては、市頼りではなく親自身が更に育児に参加する必要がある様に思う。学校や保育園の親を

見て学校まかせ園まかせな感じを受ける。市側（子育て支援課など）事無かれ主義な役所的な対応が多
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過ぎる。改善を望むが無理だと思う。最低限現場の邪魔にならない様にしてもらいたい。 

非常勤の就業なので、子供が未就園児の時に受け入れ可能な施設が極めて少なく、料金も一時預かり扱

いだったので大変で、預ける側としては提示された条件をのむしか方法はなかった。就業スタイルも、

正社員・パートだけではないことをもう少し理解してもらいたかった。 

危険や何かあった時に「あそこに行けば大丈夫！」という場所が近隣に欲しい。 

・子供に関わる組織が複数ある（児童館、地域センター、青少協、サークル、公立保育園、公立学童…

など）のは理解できるが、それぞれの団体で、似たような行事を乱立して行うのではなく、集約したら

どうだろうか。市の支出も減ると思う。中途半端な企画が多い。 ・流山市のように「DEWKS」にターゲ

ットを絞って、住民税収入増加と各市場の活性化を明確にするべきだ。学童はとてもレベルが高いので、

宣伝するべきだ。  

保育園、学童の行事は保護者でなく先生方で行って頂きたい。学校行事だけで精一杯である。 核家族

化、不景気という状況の中で子育てしつつ会社員として働きつづける困難さを受け止め、応援して頂き

たい。今後の市としての取組みに期待しています。 

支援に関して基準がきびしすぎる。基準より現状を見てほしい。特例があっていいと思う。 

今のところ習いごとに子供本人が夢中で、施設を利用する必要がないのですが、習いごとがなければも

しくは本人がやめると言ったら積極的に利用したいと思います。 

子育てについて悩みを気軽に相談できる所があると良いです（電話で相談できるとなお良し）。 

先日の台風の時、東久留米市の方の判断が遅く、仕事に行くのも遅くなりました。早めに判断して（1

日前など）学校へ連絡してほしいと思いました。 

問 13、現況と理想、どちらを記入すればよいか、質問の意味が理解できなくてまよいました。 

手続きや支援事業同士の連携を充実して欲しい（問い合わせをする時、いつも待たされたり、「それは○

○に問い合わせて下さい」など、たらいまわしになる。また、時間のない中、あちらこちらに連絡をし

なくてはならなくなるので、働く女性の大変さをもっと理解して、様々なことに取り組んでほしい）。 

市の都合で子供が左右される。学童も上からものを言う。本当に利用したい時には出来ないサービス。 

学校、学童、保育園、児童館、とどこでも先生方が一生懸命にやってくださり感謝しています。 ・高

学年の学童や休日の学童、長時間の保育などの事業については始まれば助かると思う一方で、休みなく

通うこどもたちの疲れなども気になり、土日の利用を躊躇してしまう面もあります（現在でも）。 ・土、

日、祝日、長時間の預かりの場合は更に、ですが現在の通常保育の中でもこどもたちが楽しく、行きた

いと思える場所、保護者が安心して預けられる場となるよう、保育の内容の充実をまず先に考え行政も

現場に入り見ていってほしいと思います。 

今の所これと言って問題点が無いのでこのまま状況が続けば良いと思います。 

仕事も子育ても両方パーフェクトにこなしたい!! ですが、できないのが現実です。出世もしたい。熱

のある子供は放っておけない。仕事中に会社をぬけ出して迎えに行くのは、他の社員申し訳ない…。い

ろいろ考えて、新潟から緊急の時は応援に来てもらっています。しかし、この交通費がバカにならない

くらい高い!! どうにか、熱があっても、いつもの保育園・学校で寝かせてくれる病院のような学校が

あると、いいなぁ～。又は、安心して預けられる環境の整備をお願いします。今のままでは少子化は止

まりません。 

未来を担う子ども達によい教育と環境をお願いします。 

東久留米の教育は最低です！ 医療の負担も 200 円もかかるし!! 他とくらべて最低！ 変えて下さ
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い！ 

家族形態は様々で、子育て支援とひとくちに言っても、優先順位があると思う。ファミリーサポートや

子どもショートステイなどの事業は聞いたことがなかったし、学童保育の 4 年生以上の預かりなどは、

これから必要性が出てくると思われる。ただ個人的には 3 世代で同居しているため、上記のようなこと

に関しては、今のところ必要ではない。優先順位は低くなると思うが、母親が家庭で子どもをみている

人もけっこういると思うので、そういう人達にも意義ある子育て支援をしてもらいたいと思っています。 

もっと支援をしてほしい。税金が高い割には他市とくらべて充実していないと思う（全てに対して。子

育て・医療・福祉等）。 

2 年生の子が小 4になった時、放課後や夏休みにどのように過ごしたらいいのかイメージもつきません。

4 年生で、1人で家で過ごせるかは個人差があると思いますが、うちの子は幼くて 1時間留守番させても

心配、本人も嫌がります。他の共働きの家庭はどうしているのでしょうか。話しも聞いてみたいです。 

分かりにくい点があった。子どもが赤ちゃんの頃から子育て支援の内容をくわしく教えてほしかった。 

公立幼稚園がなくなったので就労する事になった。なくさないでほしかった。また廃園後の園の使い方

も話が違い、全く子どもの為に生かされていない。その上くぬぎ児童館をなくすとは。東久留米は子ど

もが多い世帯が多いのに環境がよくなるどころか悪くなる一方。23区のように支援を多方面でして欲し

い。 

赤ちゃん広場やクッキング教室等、色々参加させて頂きました。とても役に立ったのですが、利用者が

少ないのが残念でした。検診の際、身長・体重を計るのを嫌がって暴れる子供達が居るのですが（我が

家の子もそうでした）、計測する部屋にお手伝いしてくれる職員さんがおらず、本当に悲しい気持ちにな

りました。 

家庭訪問を再開して、「注意が必要な家庭」のお子さんを先生が早く気づける様にして頂きたいです。 

現在下の娘が 1 歳ですが、自由に遊ばせる支援センターはあっても 1 歳代の定期の集いがなく、もう少

しママ同士、子供同士の交流の機会を増やしてほしい。 

高学年でも病児保育を利用できる様にしてほしい。 

保育園や児童館の閉鎖など、最近あまりいいニュースをきかないので、逆にもっと保育、教育の場が充

実すればうれしい。 

教育・保育環境などに特に不満はあるわけではありませんが、学力や体力、心の（道徳的な）面でのレ

ベルアップがもう少しできないかと思うことがあります。子供は楽しいことに興味があるので、勉強が

楽しくなる…スポーツが楽しくなる…人にも優しくなれて、相手の気持ちもわかることができるように

なるには、どう取り組んでいけばいいのか、大人も、子供も、共にそのようになれると良いのですが…。 

知らなかっただけかもしれませんが、下の子の手術・入院の時の保育園の送り迎えや、学校前後で本当

に困りました。遠方に住む父親の妹に来てもらい、なんとか乗り越えることができましたが、そのよう

な時にサポートしてくれるような環境が身近にあれば…と切に願います。 

余計な事にお金を使うのではなく、将来のある子どもたちや、それを行う父母にお金を支援してほしい。

その支援が子育てへの気持ちの余裕につながる。 

各家庭により、状況等に差があるとは思いますが、近くに祖父母がいなかったり、又は祖父母が就労し

ている場合など、子供を預けられない環境に困っている方は多いと思います。その為、母親がやむを得

ず、仕事ができなかったり、育児休暇が取れないケースもある場合、母親が就労を希望している際の受

け皿が不充分かな、と思います。保育園等に預けるにしても、就労していないと預かってもらえない事



141 

 

もありました。まずは子供を安心して預けられる設備を整えて頂けたらとても嬉しく思います。 

東久留米市の子育ての現場にいる職員さんの子どものことを考える力は素晴らしいと思います。新しい

ニーズに応え、新しい事業を始めることも大切かと思いますが、今、東久留米市にある、素晴らしい財

産を見つめ直し、大切にしていってほしいと強く願います。共働きの親にとって、放課後に子どもが 1

人にならない施設は大変助かります。子どもをお客様扱いせずに、保護者と保育者と一緒になって、子

どもを育てていくようなシステムを望みます。 

子育てをはじめると、周囲の身近な大人が、子育てしている人ばかりにあるのは、あたり前のことなの

でしょうか？ 就学前の子育ては不安が多く、子育ての先輩にあたる方の支援（ファミサポなど）は貴

重に思いますが、小一以降「学校」とそれにつらなる PTA など、一気に忙しさが増し、不安へと心がシ

フトしてきました。学校行事の参加や PTA の役割など、「母ならば」「忙しくても」「気持ちで」参加せね

ばならぬことだらけです。すべて無償で行われています。これは、当たり前のことでしょうか？ 親の

立場の人ばかりでなく、地域の子育てを、未婚の人や、子どもたちにも参加してもらい、もっと開けた

学校とも家庭ともちがう第三の場を創出して、そうした場の機能を充実させていけたなら…と思います。

学校にほうりこまれてるものが、多すぎる気がします。もっとシンプルに学びの場で、いいのでは？Ｐ

ＴＡなどの活動はもっとシンプルに出来るはず。学校にくっついている「＋α」の活動を地域にもち出

すということ、真剣に考えてもいい気がします。東久留米をそうした地域で子育てするモデル都市にで

きませんか？それになら、沢山協力したいです。今の学校の先生は若い人が多く、経験も少ないので、

子供の扱いが苦手のような印象を受ける。子供は落ち着きのある大人を求めている。親と先生の年齢も

近いので、教えてくれる存在の人がおらず、性格の強い人の都合の良い意見へ引っ張られている現状が

ある。ベテランの人の登用が、どの施設にも生かされ、親も子も人の道を教えてくれる所があると、子

育て親育てに助かります。 

わくわく健康プラザの体育館で子供達向けにスポーツ（バドミントン等）を教えてほしい。学校や公園

ではなかなか運動は難しく、サッカーや野球を習うとなると、土、日とも全部つぶれてしまうなど、習

わせたくても出来ない。近くに習字教室（子供向け）がないので、わくわくであると嬉しい。 

・子育て中のママが、体を休める施設が無い。空家利用で、入浴と食事がとれる実家のような公的施設

があると良い（赤ちゃんと一緒の入浴では、母親はゆっくり入浴できない。先にあがった赤ちゃんを見

ていてくれる人がいると助かる）。 ・5～60才代の人達で祖父母的な施設があるといいなと思う。勉強

したい子、昼寝をしたい子、ゲームをしたい子、何でもでき、大人が常駐し、安心して過ごせる家。昔

先生だった人が子供達の宿題を見てくれたり、悩みを聞いてくれたらうれしい。 

保育園、児童館、学童の充実に力を入れ、それぞれのつながりをもたせて下さい。子どもたちが安心し

てすごせる環境が揃わないと、親は仕事に向かえません。学校 PTA の集まりなど地域の集まりに出る時

にでも小さい子どもを預けられるところがあると、家にいる母たちの力がもっと活きると思います。全

て有料だと預けることをためらい、家の中に有能な力が埋まっています。もっと人の力を有効に使える

ように考えて下さい。 

親が働いていようが働いてなかろうが、同じように子育て支援や保育・学童の利用ができればよいなと

思います。また、働いている親が増えていることを考えれば、夏休みがこんなに長期である必要はない

と思います。日々の授業数が増えたり、土曜日を登校日にするのは子供には負担です。それよりは夏休

みを短縮し、授業や補習にあてればすむと思います。子供たちが安心して遊べる環境も望みます。シル

バーを利用して公園見守りなども考えてほしいです。 
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東久留米市内在住とは言え、家は市のはずれにあるため、市の施設などは利用しづらい。とても不便で、

公平でないと感じている。 

満足度が「3」の理由の一つに、私たちは他府県より越してきてまだあまり長くないので無知だというこ

ともあります。市の事業や、イベント、施設を利することはほとんどないのですが、小山在住ですので、

わくわく健康プラザが利用しづらい、交通の便もここからだとあまりよくないと感じました（車を自分

で運転しないため…）。子供の健診や予防接種の用紙をもらうことなど、「わくわく…」以外でもできる

ことがあれば出張所のような形態で行ってほしいと思いました。 

私自身は、自分の親と同居の為問題ありませんが、そうでない場合、フルタイムで勤務するのは、残念

ながら東久留米市は難しいかと思います。 

・わくわく健康プラザが遠すぎる（東部地区はスポーツセンターや市役所の活用）。 ・耳鼻科が少な

い。 ・成人した子供達が、東久留米市に住み続けたいと願ってくれる町づくりをお願いします。 

障害のある子供がもっと楽しく過ごせる様にしてほしい。 

乳児健診などお昼以後のものばかりなので、午前中の健診にしてもらいたい。  

・くぬぎ児童館に関して、住民の意見はほぼムシ。・近隣の市と比べると、子育て環境に対して不満は多

い市だと思う。 

他の市より学童保育料金が低めであり、保護者から見れば助かりますが、他には市の良さはあまり目立

つ事なく、良さはわかりづらい。保険税を取るし。他区は中学生まで医療費無料だし、公園をつぶし、

家をたてているし、子供の遊び場が、せばまれている。 

すみません、よく分かりません。 

まだ仕事をしたばかりなので、先の事を考えられないです。 

今は母である私が専業主婦なので特に問題ありませんが、経済的に苦しいので今後働きに出る場合どう

するか、子供を留守番させていいものかと考え中です。市の子育て支援につきましてはいつもお世話に

なっております。もっと子育てサポートをしてほしいと思いますが具体的に事案が思い浮かびません…。 

気にかけたことがないのでわからないです。 

病児保育が（土）利用をやっていない事。フルタイムで土も働いているため月～土で利用出来る所を増

やして欲しい。他の所ではしている所もある。  

2 年前の 3.11 後に計画停電、学童も必ず 18 時迄に引き取りに行かなくてはいけなくなり、実家の側に

引っ越しました（学童を休みにしておばあちゃんの家に帰るように伝える事も出来て便利）。当時正社員

で介護施設で働いていました。練馬に住んでいた時には小 1 のお兄ちゃんと年中の保育園だったので、

お兄ちゃんは学童も利用していました。練馬の小学校は図書室も開放、校庭開放も毎日でした。雨の日

でもオアシスルームという教室を開放してくれていたので、室内遊びや、高学年のお兄さんお姉さんが、

宿題を教えてくれたり、シルバー人材の高齢の方の見守りのおかげで、高齢者とのふれあいもあった。

小 1～小 6の登録制で、たしか、学期ごとに会費を 1000 円以下 800円位だったと思う。登録名簿の自分

の所に○時○分と書いて遊び、帰る際にも○時○分と記入し帰宅する。一度家に帰ってランドセルを置

いて来ても良し、帰らずに遊んでも良し、学童よりも有りがたかった。学童以外のお友達と遊ぶことも

出来るし、異年齢との交流もありがたかった。「学童に行きたくない」「○○くんと図書室に行きたい」

「○○くんと校庭開放で…」等と安全な居場所がありました。今はどうでしょう！ 不審者情報も多く

安心出来ませんよね?! 練馬の学童も、パスモみたいな物をピッとやると○○時学童登所、○○時学童

帰る、メールが親の携帯に届き、子供が家に到着した頃に「おかえり」の電話が出来る。 



143 

 

他市から転居して来ましたが、東久留米は、子育て環境がかなり低いと思っています。市内在住の乳幼

児を持つ友人も、「東久留米は、老人福祉には力を入れているけれど、子育てのことをあまり考えてくれ

ない」と言っていました。子供を産み育て易い街、小、中学校が落ち着いていて評判が良い街になると、

住み易い街として東久留米の人気があがると思います。 

おじいちゃん、おばあちゃんといっしょにすんでいます。いまのところ心配がありません。 

宜しくお願い致します。 

 

 


