
 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ その他・自由意見 

＜小学生＞ 
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Ⅱ-１．子どもと家族の状況について 

学年 
居住

地区 
問 3 回答者 

1年生 河北 祖母 

1年生 桃生 祖母 

2年生 石巻 祖母 

3年生 桃生 祖母 

4年生 石巻 祖母 

5年生 石巻 祖母 

 

学年 
居住

地区 
問 5 主に子育てを行っている方 

1年生 石巻 家族全員 

 

 

Ⅱ-２．子育ての状況や悩み、相談等について 

学年 
居住

地区 
問 7 子育てに関して、喜びや楽しみと感じることが多いか 

1年生 石巻 学校生活や放課後生活が不安。 

1年生 河南 喜びも当然あるが同じ位不安もある 負担とは思わない。 

2年生 石巻 充実と感じることが多い。 

4年生 石巻 喜びや楽しみ、不安があるけど、負担はない。 

4年生 石巻 喜びや楽しみもあるが不安も少々ある。 

4年生 河北 仕事をしながらなので行事が重なると負担と感じることもあるが不安ではない。 

5年生 河南 喜びや楽しみと感じる事が沢山あるけれど不安や負担と感じる事もたまにある。 

 

学年 
居住

地区 
問 8 子育てをする上で、特に負担と思うこと 

1年生 石巻 将来進学や塾などの教育費が心配。 

1年生 石巻 親と同居。 

1年生 石巻 
祖父母が近くにいないためどこに行くにも子どもを 3人連れて歩かなければいけ

ないこと。 

1年生 石巻 家の片づけがすすまない（新築に引っ越したので）。 

1年生 石巻 妻に任せっきりになっている事。 

1年生 石巻 1人親のため 2倍働かなければならないが体が疲れている時のみ。 
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学年 
居住

地区 
問 8 子育てをする上で、特に負担と思うこと 

1年生 石巻 職場や家族の理解度の差やストレス。 

1年生 石巻 
子育て自体よりも、子供がいる事での地域の役や係、付き合い等にとても負担

を感じる。 

1年生 石巻 子供との時間が十分持てず自分にも余裕がなくなる。 

1年生 河北 私が病気になったので入院中どうしようかな～と。 

1年生 河北 学校行事や子供会のイベントが多い。 

1年生 桃生 学校に理解がないこと。 

1年生 桃生 仕事でのストレスが多い。 

2年生 石巻 近所迷惑にならないようにうるさくさせないように気をつかう。 

2年生 石巻 仕事＋子育ての他に祖父母の世話が負担。 

2年生 石巻 仕事と子育ての両立がむずかしし、上司の理解がない、出張など泊りがある。 

2年生 石巻 
子供会の役員や付き合い等で、母親達とのコミュニケーションが精神的に負担と

なっている。 

2年生 石巻 子供会、地域活動。 

2年生 石巻 仕事と子育てと忙しく、心のゆとりがない。 

2年生 石巻 石巻で子供になるべくタバコの煙を吸わせないようにする事。 

2年生 石巻 風邪をひいた時に仕事を休むのに申し訳ない気持ちがある。 

2年生 石巻 親同士の関係。 

2年生 石巻 所得が少ないことで、子供にかわいそうな思いをさせていることが負担。 

2年生 河南 子どもが遊べる場所（公園など）が近くにない、借家なので気をつかう。 

3年生 石巻 子供が（2番目）学習障害なので、理解してくれるまで大変。 

3年生 石巻 子供を指導しても思ったように言う事を聞いてくれず悩んでしまう。 

3年生 河北 ＰＴＡ活動。 

3年生 河南 祖父母が軽度認知症のため、たまに子どもにつらくあたる。 

3年生 桃生 習い事等の送迎は親がいないので私だけ。 

4年生 石巻 負担はないが大学までの教育費が不安。 

4年生 石巻 

児童クラブに預けているため 18時までに迎えに行くが就労時間が 17時半まで

で仕事をして帰っているのに上司より就業時間であたりまえのように帰るなと言

われた事が負担になったことがある。子供がいない上司なので理解できない。 

4年生 石巻 
夫の仕事の休みが少なく、毎日帰宅も遅いのでずっと 1人で子育てしていると

思ってしまう。 

4年生 石巻 学校が休みの時、ひどい。 

4年生 石巻 子育ての難しさ 子供と親の考えが違う時など。 

4年生 石巻 学校行事が多く、仕事に支障が出る事がある。 

4年生 石巻 子育てと仕事の両立、職場での子育てによる理解の低さ。 

4年生 石巻 仕事と家事に追われ、十分に子どもと関わる時間が持てない。 

4年生 河南 仕事が忙しいのと、1人障害者がいるので、下の子に手をかけてあげられないこ
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学年 
居住

地区 
問 8 子育てをする上で、特に負担と思うこと 

と。 

5年生 石巻 
子育て環境が悪い 周囲の工事がいつになっても完成しない 人口減少のため

小学・中学校の人数が少ない。 

5年生 石巻 子と遊ぶ場所が少ない。 

5年生 石巻 将来を心配する。 

5年生 石巻 子育ての方針が夫と真逆で困っている。 

5年生 河南 仕事が忙し過ぎて十分に子育てが出来ない事が負担。 

5年生 桃生 子供会等の役員になった時。 

5年生 桃生 仕事による身体の疲れが大きい。 

5年生 桃生 質の良い教育を受けさせたいのに子どもの学力がついていかない。 

5年生 北上 高校になった時交通手段がない（少ない）。 

5年生 牡鹿 家が学校から遠い。 

5年生 牡鹿 仲間外れにされている事（仲間に入れない）転校してから 3年間。 

 

学年 
居住

地区 
問 9-1 なぜ、そのようなことをしたと思うか 

1年生 石巻 子供がうそをついたから。 

1年生 石巻 言葉づかい。 

1年生 石巻 言うことをきかないから、しつけのためと言いつつしてしまう。 

1年生 河南 自分自身が情緒不安定な為。 

2年生 石巻 

兄弟げんかで言った言わない、やったやらないの言い合いが収まらずどちらか

がうそを言っているはずだけれど認めようとしないので、「うそつきは大嫌

い！！」と言ってしまった。疲れていた時、余裕がなかったのかもしれません。 

2年生 石巻 注意をした所、間髪入れずにさけび、さわぎ続けたため。 

3年生 石巻 
汚い言葉で相手を攻撃する為、何かい言っても止めず、使い続ける為、自分の

悪い所をみとめない為。 

3年生 石巻 学校、登校時間になっても起きない、宿題やらない。 

3年生 石巻 いつまでこんなことが続くのか、終わりが見えない。 

4年生 石巻 ゲームをしていて、ぜんぜん話をきかない。 

4年生 石巻 子どもが自閉症でなかなかつたわらない時。 

4年生 河北 話をきかないのでしかった。 

4年生 河北 約束を破ったり、うそをついたため。話を全然聞かず失敗したため。 

4年生 河南 私の性格。 

5年生 牡鹿 やってはいけない事をなかなかわかってもらえずに。 
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学年 
居住

地区 
問 9-2 その時の相談先(相手) 

1年生 石巻 職場の人。 

1年生 河南 心理カウンセラー。 

2年生 石巻 
相談するような大きな問題ではない、質問の意図が一方的すぎる。たたくことは

100％悪であることが前提の質問になっているのはなぜ？ 

2年生 桃生 子どもに直接話しました。 

3年生 石巻 子供達（長男、長女）。 

4年生 石巻 親せき。 

4年生 石巻 元旦那。 

4年生 石巻 職場の先輩。 

4年生 河南 仕事関係の人。 

5年生 石巻 職場の先輩。 

 

学年 
居住

地区 
問 10-1 そのときの対処方法 

1年生 河南 様子を見守る。 

2年生 石巻 
デパート内で虐待を見たが、住所も知らない他人だったので通報しようにも情報

が少なすぎてどうすることもできなかった。 

2年生 石巻 現認したわけではないので、目認したら市に言おうと思っている。 

3年生 石巻 仕事中に見かける事が多い（コンビニ）。 

3年生 石巻 
スーパーなど大勢の中で体罰をする母がいたが、こちらも子連れだったため怖く

て何もできなかった。 

4年生 石巻 学校経由で児童へ連絡があったそうです。 

4年生 石巻 様子を見て、再度ある時は相談しようと思った。 

4年生 石巻 地域の民生委員や、ＣＳＣに相談する。 

4年生 河南 怖くて何もできない。 

5年生 石巻 子ども会の母親たちに話しを聞き、様子を見ていて大丈夫と判断した。 

5年生 牡鹿 知り合いなのでどうも出来なかった。 
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Ⅱ-３．子どもの放課後・休日の過ごし方について 

学年 
居住

地区 
問 14 子どもが帰宅している時間帯に保護者や家族は家にいるか 

1年生 石巻 学童、保育園（下の子）へ迎えに行き一緒に帰宅。 

1年生 石巻 児童クラブへお迎えに行って、一緒に帰宅。 

1年生 石巻 交代制の為 1，2，3にいる時いない時あり。 

1年生 石巻 一緒に帰宅する。 

1年生 石巻 児童預かりに迎えに行く。 

1年生 石巻 
児童クラブに児童クラブに父親が迎えに行き一緒に帰宅、母はその後帰宅で

す。 

1年生 石巻 児童クラブ利用。 

1年生 石巻 その日によって、①、②の時不在。 

1年生 石巻 下校後職場に来てもらって仕事が終わるまで職場にいてもらう。 

1年生 石巻 仕事終り次第祖父母宅へ迎え行く。 

1年生 石巻 児童クラブへ迎えに行き一緒に帰ってくる。 

1年生 石巻 児童クラブへ迎えに行き、一緒に帰宅する。 

1年生 石巻 児童クラブで待っている。 

1年生 石巻 一緒に帰ってくる。 

1年生 石巻 児童クラブに迎えに行き、一緒に帰宅している。 

1年生 石巻 児童クラブを利用しているため、祖母と一緒に帰宅する。 

1年生 石巻 児童クラブを利用していて仕事が終わったら一緒に帰宅する。 

1年生 石巻 一緒に帰宅、児童クラブへ迎えに行くため。 

1年生 石巻 仕事が終わりしだい、児童クラブに迎えにいく。 

1年生 河北 児童クラブ 

1年生 河北 放課後は児童クラブで、休日は祖母が家にいる。 

1年生 河南 学童に迎えに行く。 

1年生 河南 
児童クラブにお願いしている為、仕事帰り迎えに行く。子供が休みの日は仕事を

休みにしている。 

1年生 桃生 祖母がいる。 

1年生 桃生 学童へ迎えに行きその後は一緒にすごしている。 

1年生 北上 仕事が終わってから、放課後クラブへ迎えに行き、一緒に帰る。 

2年生 石巻 子どもと一緒に母親が帰宅する（児童クラブ利用のため）。 

2年生 石巻 児童クラブに迎えに行き一緒に帰宅する。 

2年生 石巻 
母夕食時、父シフト制のためバラバラ。児童クラブ利用後、祖父母宅へ帰宅し夕

食をたべることも多い。 

2年生 石巻 児童クラブなので迎えに行き一緒に帰ります。 

2年生 石巻 子供と共に帰宅。 
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学年 
居住

地区 
問 14 子どもが帰宅している時間帯に保護者や家族は家にいるか 

2年生 石巻 児童クラブに迎えに行っているので、1人の時間はありません。 

2年生 石巻 放課後児童クラブ 

2年生 石巻 一緒に帰ってくる。 

2年生 石巻 児童クラブへ行く。 

2年生 石巻 児童クラブに行っているので一緒に帰宅する。 

2年生 石巻 残業等により間に合う時と間に合わない時がある。 

2年生 石巻 児童クラブ 

2年生 石巻 子供と一緒に帰宅。 

2年生 河北 間に合わない時は祖母にたのんでいる。 

2年生 河北 学童へ迎えにいきいっしょに帰宅する。 

2年生 河南 児童クラブへ祖母が迎えに行く。 

2年生 河南 別居の祖父母が自宅で待機してくれている。 

2年生 河南 仕事が終わりしだい祖父母宅に迎えに行くため、一緒に家へ帰る。 

2年生 河南 迎えに行き一緒に帰宅する。 

3年生 石巻 仕事が終わるまで放課後児童クラブに預けているので、一緒に帰宅する。 

3年生 石巻 学童へ迎えに行き、一緒に帰る。 

3年生 石巻 平日は児童クラブへ行く。 

3年生 石巻 
放課後児童クラブ、仕事が終わらないようなときは子供だけで帰宅し、家で待っ

てもらう。 

3年生 石巻 一緒に帰宅する。 

3年生 石巻 一緒に帰宅する。 

3年生 石巻 
放課後児童クラブへ行っているので、子供が自分で帰ってくるコトはほとんどな

い。 

3年生 石巻 児童クラブへ迎えに行って、一緒に帰宅。 

3年生 河南 平日は児童クラブへ迎えに行く 休日は常に一緒にすごす。 

4年生 石巻 児童クラブへ迎えに行き、一緒に帰ってくる。 

4年生 石巻 
学区外通学で送迎、遅い日は児童クラブ利用で、迎えに行く自宅まで 1人で帰

宅することはない。 

4年生 石巻 児童クラブにどちらかが迎えに行き、一緒に帰宅する。 

4年生 石巻 母・父共に働いているので、学校帰りは祖母宅に帰宅している。 

4年生 石巻 
夏季等は、児童クラブから妹と 2人で 17時までに帰宅している、冬季等は、保護

者が 18時まに迎えに行くため帰宅が一緒となる。 

4年生 石巻 児童クラブ利用。 

4年生 石巻 放課後、児童クラブを利用している。 

4年生 石巻 放課後児童クラブに迎えに行き、一緒に帰宅している。 

4年生 石巻 児童クラブ後、一緒に帰宅。 

4年生 石巻 児童クラブに迎えに行って一緒に帰る。 
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学年 
居住

地区 
問 14 子どもが帰宅している時間帯に保護者や家族は家にいるか 

4年生 石巻 児童クラブに行っているので子供を迎えて一緒に帰ります。 

4年生 石巻 放課後学童クラブに居るので帰宅時間は母と子一緒です。 

4年生 石巻 
児童クラブに行っています。休日は一緒にいます。母子家庭なので家に誰もい

ないです。 

4年生 石巻 児童クラブ迎えに行き、一緒に帰宅。 

4年生 河南 母→学校へ迎え 父→3か 4。 

4年生 河南 
帰宅時間には家にいるが、その後仕事へ行くため母親が帰るまで 1人の時間帯

がある。 

4年生 桃生 学童から一緒に帰宅する 休みは一緒にすごす。 

5年生 石巻 放課後児童クラブから一緒に帰宅。 

5年生 石巻 児童クラブに迎えに行き一緒に帰宅。 

5年生 石巻 児童クラブに迎えに行き一緒に帰宅します。 

5年生 石巻 放課後児童クラブに行っている為一緒に帰宅。 

5年生 石巻 放課後児童クラブ 

5年生 石巻 
父親が夕方からの仕事の為、その日により 15時～16時 30分の間に家を出る

のでその時による。 

5年生 石巻 児童クラブ、休日→家にいる。 

5年生 石巻 職場＝祖母宅に帰ってくる。 

5年生 河北 帰宅後自宅に誰もいないので放課後児童クラブを利用している。 

5年生 河北 父親が 3交代なのでまちまち。 

5年生 河南 その日によって違う。 

5年生 牡鹿 習い事やスポ少にそのまま行く。 

- - 児童クラブ利用の為一緒に帰宅。 

 

学年 
居住

地区 
問 19 子どもが遊ぶ場所として、あったらよいと思うもの 

1年生 石巻 自転車練習のできる公園。 

1年生 河北 安心して預けられる人のいる所。 

1年生 河南 図書館 

1年生 桃生 地いきにデイサービスがほしい。町内では利用出来る方法がない。 

2年生 石巻 自然とふれあえる公園。 

2年生 石巻 屋内外問わず、不審者や犯罪から守ってくれるセキュリティーのある遊び場。 

2年生 石巻 サイクリングロード。 

2年生 河南 キッズドームソライのような施設、とても良かった。 

2年生 桃生 充実した内容の図書館。 

3年生 石巻 近くになにもない。 
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学年 
居住

地区 
問 19 子どもが遊ぶ場所として、あったらよいと思うもの 

3年生 石巻 学習支援施設。 

3年生 石巻 指導員がいる安全な場所。 

3年生 石巻 仙台市のような自由来館ができ、見守る大人がいる児童館のようなもの。 

3年生 石巻 バスケットが出来るような所が近場にあると良い。 

4年生 石巻 近くに公園があるので必要性を感じない。 

4年生 石巻 子供たちが安心して遊べる公園。 

4年生 石巻 家族でいけるような、森林公園・みちのく湖畔公園のような。 

5年生 石巻 ボールの使用が可能な公園。 

5年生 石巻 子供達だけでも行ける管理されている公園。 

5年生 石巻 中学生と小学生が別々に利用できる公園。 

5年生 石巻 テーブルとイスが充分にある図書館のようなもの。学区毎に。 

5年生 石巻 大人の目が届く遊び場 トラブルや変質者が怖い。 

5年生 石巻 児童館 

5年生 桃生 学校開放、近所に児童が少ない為。 

5年生 桃生 管理者がいる（大人が見ていてくれる）屋内施設。 
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Ⅱ-４．ワーク・ライフ・バランスについて 

学年 
居住

地区 
問 20 仕事と子育てを両立させる上で特に大変だと感じること 

1年生 石巻 無職 

1年生 石巻 今は仕事を探しているのですが、休日は休めると助かる。 

1年生 石巻 子供が発熱などで休む時に、会社の理解を得にくい。 

1年生 石巻 子供の体調不調時の急な休みがとりづらい。 

1年生 石巻 
夫も夜が遅く、家事・育児・自分の仕事と全て 1人でこなす為、体力的にも精神

的にもキツイ。 

1年生 石巻 子どもの病気が長期になる時。 

1年生 石巻 
病休・予防接種・学校行事など、とにかく休みをとりがちになり、仕事の協力はな

く、どんどんたまっていく。職場と家庭のストレスの板ばさみ。 

1年生 石巻 土曜も勤務があるが、児童クラブは土曜休みの為預けられない。 

1年生 河北 夫があまり協力的ではない。夫婦共に勤務時間や休日が不規則である事。 

1年生 河南 
夫が月～金は東京に出張しているので、ほぼ 1人で全てをやっていて子育て全

てが大変。中学生の姉の色んな送迎と小学校の寝る時間が重なったり。 

1年生 桃生 学校の理解のなさ。 

1年生 北上 お金がないこと。 

1年生 北上 祖父母が協力してくれるので特にありません。 

1年生 牡鹿 家事、仕事、子育て、すべて自分でしなければならず負担が大きくなる。 

2年生 石巻 学校行事等で仕事を休むのが大変。 

2年生 石巻 大変だと思わない。 

2年生 石巻 
収入を減らしてでも週休 2日の仕事に就いて子供と過ごす時間を作っている。そ

の為生活の余裕はない。 

2年生 石巻 
自分が仕事で夫が子育てしていてもきちんとみてくれない、意欲的に関わってく

れず。 

2年生 石巻 
インフルエンザにかかった時、かぜ、熱が出た時に気軽に休みが取れる職場環

境があれば良い。 

2年生 石巻 自営なので自由になるので、大変ではない。 

2年生 石巻 家のことをする時間が減ること。 

2年生 石巻 仕事で疲れる、体力がない。 

2年生 石巻 子供を産んでから働いていないので分かりません。 

2年生 河北 仕事はしていない。 

2年生 河南 上記になし。 

2年生 河南 児童クラブのお迎えの時間が早く、残業ができない。 

2年生 桃生 自分の仕事と帰宅してからの家事で、自分の時間がほとんどない。 

3年生 石巻 両親共働きで、学校から帰宅後は高齢の祖母に面倒をみてもらっている。祖母
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の体力がいつまでもつか不安でもあり、無理はさせられないと気を遣う。 

3年生 石巻 
支援学校に通っているため、スクールバスの時間によって、仕事の時間を考え

なくてはならないため、フルタイムは難しい。 

3年生 石巻 
保育園に入れたいが、決まらないと就職できないのに優先順位が低い為なかな

か入れない。 

3年生 石巻 パートで早く帰ってくるので特に大変なことはない。 

3年生 石巻 体力的に疲れる。 

3年生 石巻 仕事していない。 

3年生 石巻 祖父母と同居なので協力してもらっているので両立できていると思う。 

3年生 河北 ＰＴＡ活動 

3年生 牡鹿 自営業 

4年生 石巻 
祖父母と暮らし、夕飯は主に私が作るので、体調をくずした時や残業の時家族

分の料理を作るのが大変な時がある。 

4年生 石巻 特にない、職場の理解もある為。 

4年生 石巻 帰ってから家事に追われ、子供達とゆっくりすごす時間をあまり持てない。 

4年生 石巻 大変と思わない、職場も大変理解してくれます。 

4年生 石巻 残業したいけど預け先がないのでできない。 

4年生 石巻 体力に自信がない。 

4年生 石巻 子どもの行事がありすぎて（4人分）休み希望がかなわない。 

4年生 石巻 学校行事が親が主になっている事の多さ。 

4年生 石巻 休みの日でも子ども関係の用事等で休めない事がある。 

4年生 河南 働いていない。 

4年生 河南 家族の協力です、理解だけではダメです。 

4年生 桃生 仕事が大変すぎる。 

4年生 北上 土・日は休みではないので、その間の子供が心配。 

5年生 石巻 
学校行事やその他関係行政サービスが祖父母等の頼れる親族がいることが前

提になっていること。 

5年生 石巻 インフルエンザ等や緊急時に児童クラブ（学級閉鎖など）が利用できない。 

5年生 石巻 仕事をしていないので、分かりません。 

5年生 石巻 家の仕事を手伝ってくれるのだが負担になっているのではないかと心配。 

5年生 石巻 
あくまでも子供が学校へ行っている間のパートなので、大変だと感じることは特

にないです。 

5年生 石巻 大変だと感じることがない。 

5年生 石巻 子供の習い事の送迎等が出来ない。 

5年生 石巻 自分の心に余裕がない。 

5年生 河北 交代制の休みの為、土日祝年末年始等仕事の日が多々あります。 

5年生 河北 習い事をさせたくても送迎することができない。 
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地区 
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5年生 河南 夜勤明けだと体がつらい。 

5年生 河南 職場の人員が少なく、学校行事の時休みがとれない。 

5年生 桃生 収入 

5年生 桃生 
仕事により、勉強を見てあげる時間がない。子どもの就寝時間に帰宅することが

多い為。 

5年生 桃生 子供の人数分の朝夕の車での送迎のため仕事内容が限られる。 

 

学年 
居住

地区 
問 21 職場での子育て家庭に対してある配慮 

1年生 石巻 休みが取りやすい。 

1年生 石巻 子供の病気等での急な休暇も心よく休ませてくれる。 

1年生 石巻 子供優先で良いと言ってもらっているので精神的に楽です。 

1年生 石巻 自営なので自由。 

1年生 石巻 保育所・学童などが決まっていない間、日数を少なくしてもらっている。 

1年生 石巻 スタッフルームを託児所の様に使っていいと言ってくれてる。 

1年生 石巻 制度はあっても取得しにくい風潮。 

1年生 河北 自営業 

1年生 河南 様々な制度はあるが利用しづらい。 

1年生 桃生 6時間勤務だが家庭事情を話し、休憩をとらない事で早めに帰宅できている。 

1年生 牡鹿 子供が小さい家庭は休みなど融通がきく。 

2年生 石巻 用事があれば残業を強要されない。 

2年生 石巻 院内保育園が夜間、病児対応している、育休中の情報交換を実施している。 

2年生 石巻 学校行事等、優先させてくれる。 

2年生 石巻 自営なので特になし。 

2年生 河南 
様々な制度や配慮はあると思うが現状は難しい。短時間勤務制度を利用してい

ても残業があたりまえになっている。 

2年生 桃生 自営業 

2年生 桃生 学校行事などで休みをくれる。 

3年生 石巻 なにもない 

3年生 石巻 職場が常に受け入れてくれている。 

3年生 石巻 自営なので全て、自分で決める。 

3年生 石巻 行事等休みがもらえる。 

4年生 石巻 子供の行事でも、休ませてくれる。 

4年生 石巻 在宅勤務あり。 

4年生 石巻 学校の行事等では、休みがとれる。 

4年生 河南 早退（通院）や午前出勤など（学校行事）前日や当日の申請でも可能なので助
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地区 
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かっています。 

4年生 桃生 環境はあっても配慮がない。 

5年生 石巻 自営のためその都度対応できる。 

5年生 石巻 自分の実家で働いているので理解がある。 

5年生 河北 自営なので自分で調整。 

- - 学校行事への参加への配慮。 
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Ⅱ-５．子ども・子育て環境や子育て支援について 

学年 
居住

地区 
問 22 子ども・子育て環境や子育て支援に関する自由意見 

1年生 石巻 

子どもセンターなど、子供のみが集まりやすい場所では金銭の問題やゲームの

問題などがあるという噂を聞くので、利用してみたいと思った事もありますが、子

供のみで行かせたいという気持ちが持てずにいます。 

1年生 石巻 
児童クラブの終了時間を 18時までから 19時までにしてほしい。急な残業や終了

時間が 17時 30分なので、18時までだと急いでしまう。 

1年生 石巻 

父親が転職し、職が決まるまでの間、市税を支払ったら翌年補助を受けられず、

家計が大変でした。転職して以前より 10万近く給料が減り、今でも苦しい家計で

す。祖父母もいますが金銭面での援助はあまり期待できません。  子ども医療

費助成を高校生までに引き上げて欲しい。  市民会館や文化ホールなどを早く

建設して欲しい。（子供たちの発表などができるように）。 

1年生 石巻 
屋内で子ども達が遊べる施設があるとすごく助かります。石巻は公園は充実し

てきていると思いますが、天気が悪い日は遊べないので少し困ります…。 

1年生 石巻 

子供の数がへっているのに、私が（40年ほど昔）小学生のころと同じようにまた

はそれ以上のＰＴＡ行事があり、役員も役職も多く、びっくりしています。共働きの

方も多いのに負担が大きいと思います。シンプルにしていってほしいです。6年も

つらいです。学区再編はしんちょうに、ですね。それぞれ歴史もありますし。 

1年生 石巻 

不審者情報が多すぎて安心して外で遊ばせられない。（特に夏休み中と前後等）

警察と市がもっと連携をしてパトロール等をひんぱんに行ってほしい。低価格で

土日祝も預けられる施設を作ってほしい。家計が苦しい為もっと働きたくても預

ける場所が無いｏｒ高額で預けられない為。 

1年生 石巻 

勤め先は土日祝日関係なくシフト制です。その為、土日祝日出勤すると子供の

預け先がなく、現在は有休を取り、仕事を休んでいます。東松島市は土曜日も児

童クラブが開いている為、魅力を感じています。仕事・子育てを両立させる為に

住所を変更する事も検討しています。早く石巻も児童クラブの利用方法が変わっ

てほしいです。 

1年生 石巻 母子、父子家庭は所得制限なく支援が受けられれば良いと思います。 

1年生 石巻 

石巻市全体で教育に対して関心を持つように前進していければ良いと思いま

す。石巻小学校の様な学力水準が他の学校でも達成できるように努力しなけれ

ば「いけないのではないでしょうか。石巻市を支える次世代の子どもたちが自分

で考えて歩ける基礎学力をしっかり身に付けられるよう戦略的な長期計画を明

示していただきたい。 

1年生 石巻 

小学校の児童クラブの利用に制限がないと良い（就労時間をいちいち職場にお

願いして書いてもらったり）働いている人しか利用できないのが苦痛。働いてな

い人も利用したい場合があると思う（実家が遠方の人や頼る人がいない人もい

ると思うもともと児童クラブは働いている人が利用できる所ですが・・・。 
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1年生 石巻 

私は 3人も子どもの母親です。長男は震災で亡くしました。震災後 2人目がで

き、以前働いていた職場は次男の出産を機に退職しました。だんなに働けと何

度もしかられ、次男が3歳の頃保育園を希望しましたが、結果は断られ入る事が

できませんでした。私の就職が決まっていなかった為です。まずは預ける保育園

がないと働きたくても働けない現状です。 

1年生 石巻 

育児にかかる出費が多く、子供手当てではとてもやっていけない。遊ぶ所もお金

がかかる所が多く、無料の所は人が多過ぎて遊べない。育児と一緒にできる仕

事がない。短時間でできる仕事は時給がやすく、仕事は大変な所が多い。 

1年生 石巻 

子育てにはお金が必要です。学校も無償化ですが、生活するうえでやはりお金

がかかります。もっと子供が住みやすい（公園を作ったり、無料で使用できる施

設を作る）環境にならなければこれ以上子供が増えることなく高齢者だらけにな

ります。 

1年生 石巻 
現在養育費をもらっておらず、きちんともらえるような制度ができればと思ってい

ます。室内（ライツのような）施設が増えてほしいです。 

1年生 石巻 

一時預かりを利用したいが、たまにの利用だとどうしても子どもが嫌がって暴れ

てかわいそうになってしまい結局利用しないまま自分が疲れてしまいます。上の

子が小学校に入ったら、どうしても 1人で留守番する時間がでてきて心配です。

携帯電話を持たせるべきか悩んでいます。 

1年生 石巻 

学童保育の質の向上が緊急の課題だと思います。指導員さんも大変であること

は十分に理解でしていますが、トラブルが起きるたびに禁止事項が増えていて

は育くまれるべき資質、能力が伸びないのではないかと懸念しております。とは

いえ私どもには学童保育を頼る事しかできない境遇ですので、子どもたちにガマ

ンしてもらうしかありません。子育てしやすい環境＝子どもが育てやすい働き方

改革が必要かと思います。学校が老朽化しており、かなりきたなく、危険も含ん

でいると学習参観をして思いました。同じ公立小学校なのに・・・と思うことがあり

ました。さらに親の価値観が多様化しており、ＰＴＡや育成会、学校行事等の夜

の会議などをなくしてほしいと思います。 

1年生 石巻 
野球やサッカーなどボールを使用するスポーツをのびのびと遊べる、ネットや

フェンスが整った公園や施設を作ってほしい。 

1年生 石巻 
友人と友人の子供との集まり、遊ぶ所が外ばかり。雪の時でも遊べる屋内施設

があったらいいな。 

1年生 石巻 

長期休み（夏休み、冬休み、春休み等）放課後児童クラブへ預けることもできま

すが、昼食（お弁当）を持参させなければならないと親にとっては負担になりま

す。他の家庭の方はどのように考えているか分かりませんが、私は朝早く家を出

発して帰宅時間も遅いので児童クラブへ預ける為に毎朝お弁当を作ることはす

ごく負担になります。児童クラブで給食や宅配弁当等があったら良いかなと思い

ます。 
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1年生 石巻 児童クラブの預かり時間を 18時ではなく 18：30または 19：00までにしてほしい。 

1年生 石巻 
遊べる場所（公園等）を学区内に増やしてほしい。通学路の整備（交通等危なく

ないよう）をお願いしたい。 

1年生 石巻 

放課後児童クラブは就労していないと預ける事ができないので、就労して居なく

ても預けられる所の情報を教えていただきたいと思います。自分の時間が持て

ず夫も漁業なので年中休みがなく、日々の子育てでストレスがたまってしまい少

しでも預かってもらえる所があればそれが解消でき子育ても楽しめるようになる

と思います。今はあまり心に余裕がありません。 

1年生 石巻 

父、子どもともっと一緒にいられる時間がほしい。母、昔と違い親がめんどくさい

傾向がある。もっと気さくに交流できればいいが個性の強い親が多く仲良くした

いと思わない。 

1年生 石巻 

家の近くに公園がないので、公園をつくってほしい。子供達があそぶ所がなくて、

本当にかわいそうです。震災後、渡波や蛇田の方ばかり公園ができたりあそぶ

場所ができているけれど、うちの近くには全くありません。色々かたよっていると

思う。 

1年生 石巻 

母子家庭で児童扶養手当を申請したが、給料の金額が上限をこえていてもらえ

ない。フルタイムで時間に余裕なくせかせかした気持ちで子供と接し、扶養手当

ももらえないならパートで時間に余裕が出来て、子供とゆっくり関わることが出来

手当がもらえた方がいいのか・・・と思ったりもする。習い事もさせてやりたいと思

うけど送迎が出来ない。送迎サービスがもっと充実しているといいなあと思う（特

に 1～4年生位の間）。 

1年生 石巻 夜勤 

1年生 石巻 
子供が大きくなると、お金はもっとかかります。お金の心配がない子育てをして

いける世の中になって欲しい。 

1年生 石巻 

生活する上での税金等の納めるものが多すぎて、子育てに使えるお金の余裕が

ない。幼・保・小・中・高と、全て無償化にすべき。予防接種（インフルエンザ等）も

無料にして欲しい。子供たちのためのイベントを、もっと増やして欲しいです。 

1年生 石巻 公園を増やしてほしい。一部分に偏って造られているので。 

1年生 石巻 
夜道が明るくなる様に、街灯の整備をして欲しい。インフルエンザの予防接種の

助成をして欲しい。 

1年生 石巻 

ここ何年か、他の兄弟と 3人分、長期休業の際は、児童クラブを利用させて頂い

ていましたが、どうしても希望人数が多い為、高学年になると利用できずに自宅

待機となることがありました。親としては家に居させるより、児童クラブに行っても

らった方が安心です。悩まずに安心して預けられ、仕事に集中できる環境だと嬉

しいです。 

1年生 石巻 
高齢者が利用する施設よりも、子供達が利用できる施設を充実させて欲しいと

思います。子供や若い人達が満足するような場所がとても少ないと感じます。学
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力向上の為にも、図書館を充実させてはどうでしょうか。 

1年生 石巻 
石巻には、休日に子供とお弁当を持ってゆっくり遊べるような大きな公園がない

と思います。動物園や科学館なども含む。 

1年生 石巻 
近くに公園がないので、公園が欲しいです。また、スケボー、ブレイブボードなど

で遊べる公園を造って欲しいと思っております。 

1年生 石巻 

石巻市に転入してきた、母子の者ですが、乳幼児の子育て支援は充実している

と思う。だだし、小学生が行ける場所（児童館）は、少ないと思う。0才～12才の

み利用できる場所が、もうひとつあってもよろしいかと思いました。 

1年生 石巻 
気軽にママ、パパたちが集まれるような場所やイベントがあると良いです。また、

ＬＩＮＥ等で悩み相談があれば、気軽に活用できると考えます。 

1年生 石巻 
子育てに正解などがないので、厳しくするのがいいのか、甘く育てるのがいいの

か、バランスが難しい。 

1年生 石巻 
放課後児童クラブを利用しているが、駐車場がせまく路上駐車をせざるを得な

い。 

1年生 石巻 

仕事をしていますが、自営業のため会社が大変なため、ほかで仕事したいので

すが、児童クラブが決まらないので、なかなか仕事が出来ない。冬休み夏休み

に預ける所がないので、仕事はできない。児童クラブも人数が多いので大変で

す。 

1年生 石巻 

所得制限など設けず、子育て世代には平等に支援して欲しい。いつも低所得者

ばかりに、手厚い援助がありすぎる。生活のために働かなければいけないから、

子供と接する時間が少なく、余裕がなくなりイライラし子供に八つ当たりする事も

ある。 

1年生 石巻 

子どもが遊べる場所が少ないと思う。近くの公園では、ボール遊びが禁止だった

りして、友達と遊べる場所が限られる。天気が悪い時に遊べる場所を作って欲し

い。 

1年生 石巻 
インフルエンザ等で、学級閉鎖になった場合、児童クラブも休止になるので、子

どもを預ける所がない。他に預ける所があれば、ありがたいと思います。 

1年生 石巻 
蛇田地区にも児童館などあるといいなと思います。子供が自由に遊びに行ける

所の情報を、もっと積極的に公開して欲しいです。 

1年生 石巻 

プレーパークや大型公園など、車で何時間もかかったりするので、特に渡波や

鹿妻など整備が不足している。市内中心部ばかりに充実した施設が多く、利用

できにくい。道路ばかり整備していて、トラックなど危ない。 

1年生 石巻 通学路が車の往来がかなりあり、歩道もないので心配です。 

1年生 石巻 子供が飼い犬と遊べるドッグランがあったらいいです。 

1年生 石巻 

保育所・児童クラブの被災者免除をもうやめてほしい。周りで「タダだから」と言っ

て仕事をいつわって家に一日居る人が何人もいる。特に、震災時婚姻前で出産

前であった保護者に対しても免除は必要であったか。（持ち家、世帯主のみにす
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べきだったような）不公平に思えてくる。 

1年生 石巻 
土曜日の子供の預かり場所にこまります。児童クラブは休み、保育所も 12：30ま

で…と。せめて 7：30～13：30程度行ってもらえると救かります。 

1年生 石巻 

子供が 2人います。現在お腹に 3人目がいます。以前、今いる 2人の子供を保

育所に入れる時の話しなのですが、仕事をしたいけど保育所に子供を預けるに

は既に仕事をしていないといけない条件があり、本当に預ける人がいない私に

は、その条件すら大変でした。同じ様な思いの人が沢山いると思うので、もっと

条件が変わって預けやすくなると良いと思います。 

1年生 石巻 

自営業で、平日休みが週に 1回です。保育所に行っている子供と小学生の子供

がいますが、保育所は主に土曜、小学校は平日もしくは土曜日の行事、さらに

学校の役員関係・地区の役員などの集まりがある時、仕事にたびたび穴をあけ

てしまう事がある為、収入の面での負担も多くなりがち。穴をあければお客さん

の信頼なども失うのじゃないかという不安がいつもある。3人目が産まれたばか

りで、今の所見てくれる人もいなくて、職場に連れてきています。仕事に集中した

くても出来ないので余裕がなくなり、子供達（上の子 2人）にイライラしたりが多

い。思ってもないのに暴言を吐いたり、思い返すと申し訳ないと思いながらまた

やってしまう事の繰り返しが今の状況なので、毎日が辛くなる時がある。 

1年生 石巻 

子育て支援は、働く身としては充実が望まれますが、それが充実すればする程

子どもと過ごせる時間は減るんだろうな…と思ってしまいます。児童クラブは 18

時までだからそれまでに帰らなくてはという理由で帰れるお母さんも多いのでは

ないかと思います。本当に必要なのは子育て中の就労システム（学校の休みの

日は休める、子どもの病気に合わせて休める、17時までにはあがらなくてはなら

ない、など……）が社会に理解され保障されていく事なのだろうな…と勝手に考

えます。むやみに預ける先や時間を増やしては子どもの育ちに大きな悪影響を

およぼすと考えます。 

1年生 石巻 

家庭には色々な形があり、誰が見ても大変そうに見える家庭もあれば、中身をよ

く聞いてみないと外からではわからない家庭もあると思います。子供はカワイク、

宝ですが、それにはお金も必要で、働く事も彼らを守るのになくてはならない物

です。保育所・学童ももう少し入りやすい環境になるともっと良いと思います。外

で遊ぶのにもキケンが多く、ケガだけなら仕方ありませんが、大人達の犯罪も多

く、心配なのが現状です。預ける人への信用もありますし、色々と子供に関して

はむずかしく、私自身も真剣に取りくんでいるさい中です。 

1年生 石巻 

新しい公園には遊べる遊具がそろっている所と、公園という土地はあっても何 1

つ遊ぶものがない場所があって、そのちがいがありすぎです。わざわざ遠くに行

かないと遊具がない現状があります。 

1年生 石巻 
保育士の処遇改善がされなければ保育し確保ができず、入園希望者が入園で

きない→待機児童が増える と悪循環になっています。（保育士不足で現場は大
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変なようです）働く女性がもっと活躍できる世の中になり、子育てしながら（保育

士の方も）働き続けられる社会作りが大切だと思います。ぜひ子育てがしやすい

石巻になってほしいです。子育て中の今だからこそ未来の石巻が明るくなってほ

しいと願っています。 

1年生 石巻 
他の都市などを参考にして、1回 50円とか無料などの施設をたくさん作ってほし

いです。 

1年生 石巻 

職場はサービス関係なので、土日は基本的に全員出勤している中で、私だけ学

校が休みで実家も頼れず、土日はほぼ休みを頂いています。まだ一年生だし一

緒に居ることも大事と思う反面、働かなければ生活が出来ないので、この上子ど

もの体調不良や発達障害のため通院で平日も休んでしまうとお金のことばかり

考える現状です。毎週終日となると、ファミサポも頼れませんし、土日に子どもを

預かってくれる場所がないのが困るというか、必要としている人は多いはずなの

に、どうしてそういう場所がないのか不思議です。お金が無いと精神的にも辛く、

子どもに八つ当たりすることもありました。今は心療内科に通って、安定剤を飲

みながら生活しています。子どもを傷つけたくありません。何でも許してくれる子

に甘えないように一人でもしっかりしなければと思いますが、じんどい日が多い

です。 

1年生 石巻 

現在夫の両親と同居していますが、孫の世話、家の家事等やらずにほぼ毎夜、

ギャンブル（パチンコ）をしに行きます。（夫の両親そろって）石巻へ来てから 7年

以上たちますが、周りに私と同じような気持ちで悩んでいる方が多い事を知りま

した。もう少し孫のために、子供のために、何か市で提案して頂けたら助かりま

す。悩みがあっても事情が事情であれば、一人で悩んでいる方も沢山いると思う

ので、相談コーナー等設けて頂きたいです。 

1年生 石巻 

児童クラブについてですが、正社員で働いている為学校の振替休日や参観日、

子供の体調不良で学校をお休みする際は実家に預け、休まず働きます。それを

児童クラブの先生に「今日もお母さんは休めないの？一緒にいてあげられない

の？」と事あるごとに言われると、子供より仕事優先の母親と言うレッテルを貼ら

れているようで、遠回しに仕事を融通のきくパート等の仕事に切り替えたら？と

言われるような事を言われ、子育てに自信が無くなる状態です。会社では迎え

の時間に間に合うように配慮してもらっていますが、それでも児童クラブの先生

だけでなく、周りの大人、特におじいさん・おばあさんにも遅くまで預けてかわい

そう、と言われる事も多々あります。 

1年生 石巻 家の近くに、病児を預かる施設がない。 

1年生 石巻 
子ども手当てが 3人目以降は値段がそのままと言うのはちょっと。欲しくても経

済的に無理。今のままでは少なすぎると感じる。 

1年生 石巻 
震災で公園予定地が仮設住宅になる、もちろんしょうがない事なのですが、子供

達の遊ぶ場所（公園・広場）がありません。学校から帰宅しても公園が近くにない
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と、体を動かして遊ぶという機会が減ってしまいます。仮設住宅が撤去されても

中々公園としての役割が戻らない事を残念に思っています。 

1年生 石巻 

児童クラブを利用していますが、終了時間が 18時までなので、こちらの事情です

が、仕事を定時で終わらせ、急いで迎えに行く現状です。あと 30分長く見てくれ

たらと思う反面、子供の事を思うと、なるべく早く迎えに行きたいと思う事があり

ます。“人”を相手にしている仕事なので、延長（30分～1時間）して頂けるとあり

がたいなあと思う時があります。 

1年生 石巻 

地域の子供会やＰＴＡなど、名目は子供のためと言いながら、親まかせで本当に

子供のためになっているのか疑問に思ったり、本当に必要なのかと考えたり、地

域で学校でと言っても、中は親ばかり働かせられて責任も丸投げされている気

がする。地域でも老人ばかりが都合よく優先されて、子供を育てにくいと感じる事

が多い。 

1年生 石巻 

保育所は土曜時に半日～1日預かってもらえるのに、小学生になると預け先が

なく、低学年ではまだ留守番をさせられなくて困っています。市内に何箇所か土

曜日預かりの施設があるといいと思います。無料で遊べる児童館や図書館な

ど、子供の行ける範囲にあったらいいなと思います。 

1年生 石巻 

土曜日が仕事の為、児童クラブが利用出来ると助かります。運動会・発表会・参

観日など行事が土曜日になると、女性の職場の為もちろん全員は休みはもらえ

ず、参加できないのがとても残念です。日曜日であればいいのですが。石巻市

内の小・中学校が一斉にするのではなく、日付をずらしていただくと、1人でも多く

の親が参加出来て、子供も喜ぶと思います。 

1年生 石巻 

児童クラブは長く働く人のためのものだけで、短期でやりたい人はいっぱいいる

はずなのに、気軽に働きに出られない現状がある。働く女性を応援するような事

を言っているわりには社会がやさしくない。 

1年生 石巻 

保育所は 19時までだったためよかったのですが、児童クラブは 18時ということ

で、小学校に入る時点でしかたがなく、正社員をやめました。同じ保育園の方で

も数人そういう方がいるときいています。市内に遅くまでみてもらえる児童クラブ

のようなものが出来ることを望みます。 

1年生 石巻 

実家から「私たちも疲れているから来ないで欲しい」とはっきり言われている。和

が家は小 1 と春から年少で幼稚園に入るヤンチャな男の子 2人。夫は夜勤のあ

る職場で、仮眠を取ってもらうのに天気の悪い日に行き場所に困る。私が仕事で

疲れ、体調の悪い時、どうしても外出できない時、兄弟ゲンカが激しすぎて、ア

パートの隣の部屋からドンドンと壁をたたかれる。夫はアパートから自分の実家

への同居を希望しているので困っていることも言えず、もうどうしたら良いかわか

らない。 

天気が悪い日は特に「らいつ」に何度か行ったが…ゲームをしている子どもたち

にお昼は小学生の子がカップラーメンを食べている。遊ぶのも結局知らないお子
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さんに声をかけても遊びづらい雰囲気…結局モヤモヤして帰ってくる。 

山形にある「ゲンキッズ」という大きな子育て広場はご存知だろうか。天気の悪い

日、子ども達が思い切り発散できるとても良い施設である。スタッフの配置もよ

く、危ない時はちゃんと声をかけてくださる。我が家は夫も休みであれば、山形の

「ゲンキッズ」まで行く。核家族時代だからこそ！の施設づくりはとても大切だと

思う。石巻は公園はたくさんあると思うし、子育てサークルやイベントもたくさんあ

ると思う。でも重要なのは上記の施設に出てくる元気がなくなってしまったお母さ

んたちがふと立ち寄って少し安心して帰られる場所があったら良いと思う。スマイ

ルは相談員さんは良いが、集まるお母さんたちのグループが強すぎて、一人で

は行きにくい。最近の中では「黄金浜ちびっこプレーパーク」が親子ともにスッキ

リして帰ってきた。 

イオンは子育て施設ではない。ちゃんとした、母子ともに、さらに小学生も遊びや

すい子育て施設の計画を強く希望する。さらに、らいつの利用しやすい施設への

改善を強く希望する。幼いわが子と過ごせる時間は限られている。その限られた

時間をできれば笑顔で過ごしたいのに、現状はお母さんたちがいっぱいいっぱ

いの状態。私はギリギリの状態（心も） 

あとは、新蛇田地区のお母さんたち、悩んでいます。大変そうです。1日も早い改

善を希望する。 

1年生 河北 

とにかく身内が近くにいず、私がほぼ 1人で子供 2人をみているため病気になっ

て困っている。（とりあえずだんな（仕事休める限ぎり）と子供にがんばってもら

う）。娘（7才 5才）2人なので放課後が不安。児童クラブもないし。パートをしてい

ても行事や休み（私立幼稚園・学校）でほぼ働けず。でもやとってもらえていま

す。今年から医療ヒかからなくなったけど、今までホント最悪でした。予防摂種も

無料と言われ受けたのに 15000円とられたし。聞いてないことが多く出てヒドイで

す。他県から来たからかキツイです。 

1年生 河北 インフルエンザ等の予防接種の助成があるといい。 

1年生 河北 

屋内の遊び場がないので、遠くへ連れて行かなければいけないのが大変。子連

れでゆっくり過ごせる飲食店が少ない。「放課後子ども教室」というものがあるこ

とを、初めて知ったのでもっと分かりやすく広めて欲しい。 

1年生 河南 

本当に困った時に子供を預かってくれる施設があれば良いのにと思う。（特に土

日）有料（あまり高くなければ）でもいいので、子供を見てくれる所があれば助か

ります。（地方出身者だと身内もいないので）。 

1年生 河南 

放課後児童クラブを利用しているが 18：00までのお迎えは仕事をしているため

難しい。今は祖父にお迎えをお願いしているが、祖父がお迎えに行けなくなった

ら大変なため、せめて 18：30位まで開室して欲しい。 

1年生 河南 
祖母の体調が悪い時など急な用事の時、単発で 1日だけの預かりや数時間だ

けの預かりが出来る場所があると便利かなと思います。河南地区は特に少ない
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様に思います。（子どもが遊びやすい公園等も）。 

1年生 河南 

放課後児童クラブの枠を増やしてほしい。夏休みだけ入れさせたい（空きがな

い）子どもが安心してあそべる公園を作ってほしい。放課後学校（校庭）であそべ

る時間（1Ｈくらい）をもうけたらいいなと。 

1年生 河南 土曜日の預かり場所がない。児童クラブの時間をのばしてほしい。 

1年生 河南 
復興住宅の方には公園があっていいなと思う。昔から住宅地には公園（遊具の

ある）がほぼないので遊ばせる所がないです。 

1年生 河南 情報をしっかりキャッチして、上手に使っていきたいと思います。 

1年生 河南 

鹿又放課後児童クラブの利用人数が多く、待機児童の問題を何とか解決して欲

しいです。放課後児童クラブを利用できたら、親も安心して働けると思うので、よ

ろしくお願い致します。 

1年生 河南 

蛇田地区のように、新しい公園が整備されるのは良い。市内中心部に、かわま

ち交流館とか新設されていますが、はっきり言ってムダ。もっと市民の意見を聞

いて施設を建てて欲しい。 

1年生 河南 

河南地区は幼稚園も公園もなく、子どもを育てるのに不便が多いと感じます。子

供達は遊ぶ場所がなく、友達の家へ行く他にありません。各地区に公園作って

欲しいです。 

1年生 河南 
他の市町村に比べて子育て支援が遅れている所があると思います。保育料や

児童館など、金銭面も高いです。子ども医療費の拡充もあると嬉しいです。 

1年生 河南 

石巻は子ども達が安心してあそべるしせつがない。児童預かりの受入人数も少

なすぎます。また私のように遠方にしかたよれる人がいなくて、自分が入院（手

術）などをしたときに預かってくれる所がない。（急に入院する事になった時とか

預かってくれる所がない）児童預かりも 4時くらいまでの仕事の方はたいき児童

ですという所もおかしい。別の県（岩手、秋田、青森）は土曜日も預かりをしっか

りしてくれます。 

1年生 河南 

河南前谷地区に、子ども達が遊べる場所を増やして欲しいです。歩きや自転車

で移動が出来、大人が見守っていて、子供達が伸び伸び成長出来るような所が

良いなと願います。家の中と児童クラブだけの生活で、本当に可哀想で。どう

か、子供達が自由に伸び伸び遊べるような場所を作って下さい。宜しくお願いし

ます。 

1年生 河南 

震災を期に子育てのしやすい街づくりが進んでいると感じております。震災から

年日が経ち、今後も子どもを見守るサポートが充実していくことを願います。保

育所への入所の基準など、不満を持たれている方も多いので、引き続きご配慮

いただけますようお願いします。 

1年生 河南 

私が就学しておらず、保育所（次女）と児童クラブ（長女）に入ることが出来ず、待

機児童になります。両方入ることも出来ないので、仕事も出来ない状態になりま

す。仕事したいのです。ですが、預け先がないです。児童クラブが満員なのは分
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かるのですが、もう少し枠を広げて欲しいと思いました。 

1年生 河南 
家庭の事情で直ぐにでも仕事しなきゃないけど、児童クラブに入れなくて身動き

がとれなく、どうしたらいいか分からない。 

1年生 桃生 子供がいる世帯には、いろいろ使えるツールがあるといいと思う。 

1年生 桃生 桃生町にデイサービスを作ってほしい。 

1年生 桃生 

桃生町は子供が一人で行ける距離に公園がないのに、中心地は何個も作って

いるのが不満。人口に差があるとは言え、同じ石巻市なのに、なぜでしょうか。

子どもセンターなどもこちらにはないし、遠いからわざわざ行けません。もう少し

バランスよく子育てしやすい環境を作ってほしいです。 

1年生 桃生 
児童クラブの開設時を冬期時少し早めに設けてほしいです。通勤時間が長くな

るため。 

1年生 北上 

近所に友達もいないし、地区の子供会もないし、休みの日はほぼ兄弟で遊んで

いるし、何かママも一緒にあつまれるような所があったら、子どもと一緒にあそん

だりできるのになぁと思う。 

1年生 北上 市内にあるような公園があればいいと思います。 

1年生 牡鹿 

子供が高校生になった時、牡鹿地区の自宅から通うことが困難でアパートなどを

借りる家が多く、教育費がかかると思われます。昔のように下宿もすくなくなり、

空きも少ないみたいです。高校 3年間、空いている復興住宅を借りられる制度が

できたらいいなと思います。（東日本大震災で家屋流失。現在自宅再建で生活

がたいへんなため）。 

2年生 石巻 

気軽に遊びに行ける公園がない。（住宅地に住んでいますが、近くに歩いて行け

る公園が少ないのです。）歩道が無いもしくは極端に狭い道路。（元三角茶屋～

仙石線ガード下、広渕の国道 108号、石巻駅～石巻高校、水押踏切～バイパス

等）…これらの整備。 小学校の統合について、情報が少ないので教育委員会と

も連携して対応してほしい。（小学校が無くなる、変わることによって生活が大き

く変化することになるので、丁寧慎重な議論を進め、公開しながら進めてもらい

たい）。 

2年生 石巻 

休日（夏休み冬休み）に、1日を通して学校があると助かると思います。夏休み

の宿題をしたり、みんなでプールに入ったり、お弁当をたべたりと、いつもの授業

とはちがう楽しみが子供にあると思う。親も宿題の心配がへると思う。支援（金な

どの）は必要、体操着や学用品は使い切るもの、支援があってほしいです。 

2年生 石巻 
台風などで学校も児童クラブも両方休みの時、子供の面倒をみてくれる人がい

なくて困ってしまいます。急な場合に預かってもらえる場所がほしいです。 

2年生 石巻 
石巻市中央に住んでいるのですが、子どもが歩いていける公園は学区外になっ

てしまうので、学区内に公園ができたらうれしいです。 

2年生 石巻 地域（地区）ごとに大きな公園があればいいなと思います。 

2年生 石巻 子どもが遊ぶ公園が地域によって差がありすぎる。半島部に公園が少なすぎ
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る。児童クラブの利用時間がもう少し長いと助かる。（保育所の延長と同じくら

い）。 

2年生 石巻 

震災後にできた公園と既存の公園の差が激しく、遊具がボロボロで遊ばせるの

が怖い場所もある。祖父母と同居していますが、仕事があったり用事があったり

するので、児童クラブじゃなくても単発で預かってくれるところが欲しい。子供が

学校に行っている間だけできる仕事が少ない。 

2年生 石巻 

子ども達が、気軽に遊びに行ける公園や広場が増えるといいと思う。仕事をして

いる親が預けられる様に児童クラブの定員オーバーしている学校が多いと思う

から、入れる様に対応していってもらいたい。 

2年生 石巻 

児童クラブ利用条件で祖父母と同居している場合は認められない場合、不利な

場合がありますが、我が家のように同居していても全く協力を得ることが出来な

い家庭があるということを、理解してほしいと思います。 

2年生 石巻 

子どもセンター（らいつ）は中学生、高校生が遊んでいることが多く、小学生の子

どもたちを連れて遊びに行っても、ホールで遊ぶことができずにいつも帰ってき

ます。卓球やバスケ、マットなどありますが、大きい子たちがバスケをしていると

使うスペースがないので利用したいのに利用できずに残念です。卓球も時間な

どは決まってないのか、やりたくてもずっと使っているのでやることできず、残念

です。乳幼児、小学生、中、高とみんなが楽しめる環境に改善してほしいです。

よろしくお願いします。 

2年生 石巻 

産休や育休をとりやすい職場ではなく、職場に戻っても、土日出勤や残業や泊ま

りの出張が多い。部署への異動になったりと業務への配慮がほとんどありませ

ん。いやがらせかと思うくらいツライです。児童クラブも 18時までなので、定時が

17時 30分までなのでいつもギリギリになってしまいます。お弁当の日や振替休

日が多いと負担に感じます。 

2年生 石巻 

私はわかば地区に住んでいますが、今、近くに公園を建設中のようですがなか

なか進んでないように思います。遊具も何もないです。早く完成させてほしいで

す。子供が楽しみにしています。 

2年生 石巻 
多くの人との交流、指導してもらえる場（クラブ、教室など）、手続きや条件など具

体的に教えて欲しいです。石巻にどの様な場があるのか分からない。 

2年生 石巻 

すぐに働きたいのに、仕事してなければ児童クラブに入れず仕事を見つけても

児童クラブに入れなければ仕事はできないし、でとても困っています。求職中は

預かってもらわなくても良いのですが、何月から確実に入れるとかそういうのが

ないと仕事を探すに探せず・・・。何とかならないのですかね。 

2年生 石巻 

仕事が土日関係ないため土日みてくれる施設か場所がほしい。外遊び又は広

い屋内があればいいと感じることが多い。又、友達と遊ぶことを好むので他の学

校の子達と交流する機会があるといいのではと思います。 

2年生 石巻 鹿又に住んでいます。公園がなくて困っています。広い公園（遊具がたくさんあ
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る）がほしいです。 

2年生 石巻 
石巻市にももう少し大きい公園、子供が自由に遊ぶ場所を作ってほしい。最近家

でゲームが多いので外で遊ばせたい。 

2年生 石巻 

子供の気持ちを優先してしまうとフルタイム勤務はとてもしにくく、でも将来のこと

を考えると早くきりかえて勤務したいところなのですが、周りの友達のお母さん

は、まだ仕事をしていない人が多いので、なかなかむずかしいです。子供にも理

解をしてもらいたいけれど、まだそれもむずかしく、長期休暇は学童を利用して

いるのですがイヤイヤと行かせるかんじなのでこれから冬休みがまた大変にな

りそうです。 

2年生 石巻 

児童扶養手当等の受給額を決める計算式にある所得制限額の緩和を望みま

す。残業して所得を増やしても、児童扶養手当等の支給が受けられなくなった

よ。子供と接する時間も自ずと少なくなる悪循環が生まれやすい支給要件になっ

ている。また別の支援に関して、県にも言えることだが、世帯収入で審査される

ことに困惑する。親には親の負債もあるわけで、そういった面を度外視している

見方がナンセンスに思う。 

2年生 石巻 

イクメンという言葉は嫌いだ。”イクママ”とかない・・・子育ては女性がするものと

いう風土がなくなると良い。朝早く出勤できる男性は家事をしていないから出勤

できるのではないか？定時で帰る、子どもの行事のため有休を取る。学校や保

育所からパパの職場にお迎え依頼の電話が来る。男性トイレにオムツ交換ス

ペースがある、家事ができるようなレッスンがある、妻をねぎらう日は 1残業など

まずは行政からはじめては？育休中のママの睡眠時間の可視化、育休あけの

夜泣き時間の大変さをして欲しい。 

2年生 石巻 
放課後児童クラブも保育園のように延長料金払うので 19時くらいまで開設しても

らえるともっと働きやすくなって助かります。 

2年生 石巻 

インフルエンザ、かぜ、熱、けが、子供でも私でも休みを取りやすい職場。放課

後児童クラブの終了時間、18時 30分まで延長できると助かります。（18時で終

わる職場に勤めたくても18時までに迎えに行かないとならない。職が中々決まら

ない）延長料金その都度支払しても良いので。 

2年生 石巻 

子どもが遊ぶ施設が少ないと思う。新しい地区には公園があるが、元々あった

公園には仮説があり、そちらを早急に整備して欲しい。屋内の施設も市内にある

とうれしい。体育館等、一般的に利用できたら行きやすい。図書館も、もう少し子

供たちが利用したくなるよう、工夫して欲しい。 

2年生 石巻 

屋内プールを建設して欲しい。仙台や福島にあるレジャー目的の大きな屋内

プールがあったら、子供も喜びます。芸能人がライブ等できるスタジアム的な所

もあればよい。 

2年生 石巻 
職場で休みを言い出しにくく、取得しにくい。子育てをする際、出費が多く、その

ために仕事をしているが、今しかない一時を心にゆとりをもって子に接する時間
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がない。保育所の保育料も高く、いくら働いても足りない。 

2年生 石巻 

市の相談センターはじめ、様々な相談場所があるが、何を相談しても無駄。全く

解決しないし、解決への足掛かりにもならない返答が来る。相談、支援という言

葉の意味を考えてもらいたいです。子どもセンター等、利用方法や、場所、全く

分かりづらい紹介しかない。だれでも利用できる場所なら、誰が見ても分かりや

すい紹介を増やして欲しい。 

2年生 石巻 
子どもが遊べるきれいな公園を、近所に欲しいです。児童クラブを希望日のみ利

用できるようになれば、良いなぁと思います。月単位ではなく、日単位で。 

2年生 石巻 医療費助成を、高校卒業まで延期して下さい。 

2年生 石巻 安全、安心して遊べたり預けたり出来る場所などを、増やして欲しいです。 

2年生 石巻 児童手当を所得制限なく、平等に支給して欲しい。 

2年生 石巻 

雨や冬期間にでも屋内で十二分に身体を動かして汗をかける施設がほしいと長

い間思っています。幼児も高校生も体を動かすことは心身の成長に欠かせない

ことだと思っています。商業施設や住宅も増えている蛇田の子供たちも十分に活

動できる場所を、ぜひ近隣につくっていただきたい。子供たちが自転車や自分の

足で歩いて通える場所が本当に必要ではないかと思いました。2年生の我が子

も利用できるうちに。子育て支援に温かい配慮に感謝いたします。 

2年生 石巻 
地区に一つずつでも公園を作って欲しいです。外で遊べる所が無く、学校以外で

の友達との交流が少なくなくなっている。 

2年生 石巻 

環境：石巻で子供を受動喫煙から守る事が大変困難です。親の不健康が子供

の不健康へと連鎖し、家庭の不健康が地域の住みにくさとならない様、自治体

での対策の必要性を感じます。 

2年生 石巻 
児童クラブが 18時までなのが困る。保育所のように 18：30まで開設してほしい。

お迎え時間に間に合わないことが多く、仕事と両立するのが難しい。 

2年生 石巻 

子供が安心して遊べる所が少ない。ある地域にしか公園などがないため、外で

遊ぶ機会がなく地域によって差が出てきてしまうのではないか。ボール遊びがで

きる所がほとんどない。子育てもしにくい環境である。 

2年生 石巻 
子どもセンター（らいつ）などの場所を、もう少し増やして小学生と中・高生を分け

て欲しい。 

2年生 石巻 

子供の通学路の整備。安全に通学できるように道幅の広さ、車と歩道の境目に

柵をするとか、国道など交通量が多い道には歩道橋をしていただけると、少しで

も親は安心して学校へ送り出せると思いますので検討して欲しいです。よろしく

お願いします。 

2年生 石巻 

日曜日や休日などに、子どもを預けたいとは思わないが、子どもだけで参加でき

る行事のようなものがもう少し増えると、結果的に預けているようなものなので、

たまには自分の時間が出来るので良いと思う。 

2年生 石巻 教員、保育士の増員（正規）。先生方の環境も見直してほしいです。家庭がある
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ので。 

2年生 石巻 

フルタイムで共働きです。祖父母も高齢の為、子どもが風邪をひいた時、面倒を

みてくれる人が居ません。仕事も休めない時、子育てって大変だなぁと感じま

す。3人目も作りたいけど、面倒を見てくれる人がいないと思うと、作れません。 

2年生 石巻 

児童クラブへ姉弟で行っていますが、そこの先生方に不満があります。（市へも）

例えば、お弁当に（長期休暇の時等）ゼリーなどは持って行ってはダメ。冬休み

の 1人帰宅は 3時 30放課後校庭で遊んでいる時、児童クラブ以外の子とは遊

んではダメなどなど。市の方針もあるかと思いますが、対応が適当ではありませ

ん。乳製品や傷みやすいものはＮＧとしても、その他の理由がわかりません。冬

休みの 3時 30帰宅は預けている意味がないと言っても「市から言われているの

で」ですまされます。確かに薄暗くなって帰っていたら何かあったときに責任が取

れないことも分かりますが、なんでもかんでも自分達の手から離して責任逃れを

するのはどうでしょうか。市に直接ＴＥＬしたこともありますが、無反応でした。こう

いう子育て環境等をアンケートで実施するのではなく、質疑応答できる場をもう

けて話合いをしていただきたいです。時間を作ってでも参加します。 

2年生 石巻 

子供の遊ぶ場所をもっと増やして欲しい。自転車の練習が出来たり、広く遊具も

楽しい大型の公園があると嬉しい。石巻市内や近場で、どこで遊ばせるか迷う。

屋内で遊べる広い場所も欲しいです。 

2年生 石巻 

放課後児童クラブで、急な時でもその日見てくれる様になればいい。預かり的な

もの。近くの習い事が、どこに何があるのかわからない。公園も大きい子達が、

ゲームするのにかたまっていて、小さい子達があそべない。 

2年生 石巻 

現在の職場は他にくらべれば、休みを取りやすいが異動の有無で、全く異なる

環境での仕事になる。今のところ異動はないと思うが、近い将来あるので少し不

安に感じる。 

2年生 石巻 

子どもには、広い視野で小さな頃から色々な事にチャレンジしてもらいたい。出

来るだけ、市外のイベント等にも参加したり、時にはお金をかけて体験させてい

ます。仙台や都会には無い石巻ならではの体験をたくさんさせてあげたいです。

「こどものまちいしにき」に今度参加してみます。色々イベント等を支援してもらい

たいです。 

2年生 石巻 

近所に遊具のある公園がありません。子ども達が自分の足で歩いて行ける距離

で、楽しく遊べる公園がほしいです。蛇田方面や渡波方面などの、新しくしている

所には、キレイな公園がたくさん出来ているのに、南境にはあまりなく、やっと

作っているようですが、もう少し何カ所かあっていいかと思います。 

2年生 石巻 工期がある為現場には迷惑はかけられない。 

2年生 石巻 
東松島や女川町は、乳幼児医療費の助成が石巻市より長いと聞きました。石巻

市も高校生まで対象になってほしいです。 

2年生 石巻 家の近くに公園や店がほしい。家の近くに街灯がほしい。通学路を安全に確保
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してほしい。中学校の部活を増やしてほしい。桃生町在住です。 

2年生 石巻 図書館が身近なところにあるとよい。現在は山の上で交通に不便です。 

2年生 石巻 

母子家庭だが、親からの援助などないのに親の収入が多いということから、手当

てが止められている。こんなに大変なのに、必要とする人たちにちゃんとしてほし

い。ちなみに親と一緒でも手当て等とめられずにいる人たちはいったいなぜなの

か。 

2年生 石巻 
子どもが小学生のときは、できるだけ家で家族が迎える環境が大切だと思う。幸

い私は恵まれた環境にいるのでよいが、核家族などは大変だと思う。 

2年生 石巻 

小さい子も大きい子も遊べる屋内施設（体を使った遊びができる、遊具がある、

更に本をよんだり、勉強できたり）が欲しい。石巻は子供が遊ぶ安全なところが

あまりない気がします。新しい宅地には、たくさんの大きい公園がありますが、子

供達だけで行くには遠いです。今、古くなってしまった公園もきれいに整備して頂

ければうれしいです。 

2年生 石巻 
蛇田地区に住んでいます。雨の日でもイベント等が行えるホールのような施設

が、蛇田地区にもあればいいなと思う事があります。 

2年生 石巻 

私は来年頃から働きたいと思っていますが、児童クラブなどに預けたとしても台

風などで急に学校が休みになったり、突発的に午前授業になったり、子供の体

調が悪くなったりすると結局自宅に誰かがいないとダメな状況になってしまい、な

かなかフルタイムでの就活ができない。母子家庭で働きたいのに働けないのが

現状で困っています。何かそういう学校が急に休みになってしまった場合でも、

預かりのできる施設があればと思います。 

2年生 石巻 

土曜日・日曜日・祝日に雨が降った時に遊ぶ場所がない。ライツにような場所を

もっとたくさん作るべき。ラここより（ライツ）もう少し小さい年齢の子たちが遊べる

場所があるとよい。 

2年生 石巻 

・公園、歩道を整備してほしい。 

・乳幼児健診は午前中にしてほしかった。 

・市立保育所の施設が古いところは新しくしてほしい。 

2年生 河北 
石巻にある公園のほとんどが復興住宅付近。復興住宅にしか子供がいないの

ですか？ 子供がのびのび遊べる場所が限られている。 

2年生 河北 

母子、父子家庭がもらっている支援金の見直ししてほしい。水商売と両立して働

いている人も多くみられるので自分よりも年収の高いのに支援金をもらっている

人もたくさんいると思います。なので、年収を関係なくするか廃止にするべきだと

思います。 

2年生 河北 医療費が実質かからない制度はとても助かる。子ども手当増額を希望。 

2年生 河北 

子どもを育てるうえで、色々回りの環境でその子の態度や姿勢などが表れてくる

し、親の状況に子どもがあわせなければならない事になるので、親の負担が少

しでも楽になれば子どもに対しても余裕が出てくるので向きあえると思うので、何
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か負担が少なくなるような事があれば導入していってほしいと思う。子供が小さ

いうちは親との関係が一番大事だと思うので、預ける場所や時間や日数や悩み

相談やアドバイスなど、親がストレスや不安がでないようになれば良いと思う。 

2年生 河北 

職場では人件費削減の為、代わりの人もいないので、急に休みをいただく事に

なると、迷惑をかけてしまうので休みづらい。児童手当制度とても助かります。学

校を通してお知らせをいただくと、市報を見のがしても確認できるので助かりま

す。 

2年生 河南 

現在、資格取得のため学校へ通っています。来年 3月に卒業、就職の予定です

が（休職中です）現時点では児童クラブの利用申し込みの対象とならないと知

り、就職先が決まったとしても利用できるか心配です。近くに公園がないので、蛇

田地区へ行くことが多いです。河南地区住宅が増え子供も多くなっているので、

安心して遊べる場所があると助かります。児童クラブを利用していますが、迎え

に行くのが遅いのもあるのですが、おやつなどあったら助かります。幼稚園では

軽いものを食べていました。もちろん別料金でかまいません。クラブで宿題をす

るので、少しでも空腹が満たされれば集中や落ちつきにもつながるではないかと

思います。よろしくお願いします。 

2年生 河南 

私は別居している祖父母の協力が得られるため仕事を続けられているが、協力

が得られなくなった時の不安が大きい。夫婦共に残業が多く帰宅時間が遅いた

め児童クラブだけでは難しい現状です。短時間勤務制度の利用も考えているが

残業はさけられないようです。保育所では保育士不足により延長保育が行えて

おらず、仕事と子育てを両立させるにはフルタイムでの就労は無理だと思わざる

を得ません。子どもが多いので経済的な事を考えるとパートやアルバイトではき

びしいです・・・。 

2年生 河南 

もっと保護者が子育てについて学べる環境が必要ではないかと、考えておりま

す。個人的にいくつかの講座にお金を払って勉強してきましたが、子育ての軸が

決まりとても楽しんで育児ができるようになりました。おすすめの協会を紹介しま

す。性教育→パンツの教室。幼児→親勉 4ビーズ。勉強自立→親勉。親子コミュ

ニケーション→佐伯和也。 

2年生 河南 

しらさぎ台に遊べる公園が 1 ヶ所しかなく、子供が増えたにも関わらず遊べる場

所がない。遊具なくとも、せめて草がなく、自転車やサッカーくらいできる場で

あって欲しい。 

2年生 河南 母子家庭に対して、悩みごとなど相談にのって欲しい。 

2年生 河南 

小学校へのスクールカウンセラーの配置が平日の日中のみで、仕事を休んでま

で相談に行くのが難しい。平日の 17：00以降や、夏休みや冬休み等の休日にも

相談できると良い。 

2年生 河南 
子供との時間は持ちたいが、現状 1日でも多く働けないと生活していくことができ

ない。正社員の仕事をしたくても子供の小さいうちはどこも無理。結果、子供との
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時間が取れない。休みの日、家に缶づめにしたくないけど、近くで遊べる場所が

ない。男の子だから体いっぱい動かせるような公園が近くにほしい。 

2年生 河南 

自分の子育てしたい環境と周りの親の考え方が違う。今は情報社会で子供がス

マホを持っている時代ですが、逆に犯罪に巻き込まれたり、何かあったとき親の

連絡先をわからないのは困る。1ヵ月に1～2回子供をあそばせながら見てくれる

支援センター（小学生）があると便利だと思う。 

2年生 河南 

放課後児童クラブを利用しているが、長期休暇時の利用時間が 8時～16時まで

になっている。保育所と同じ 7時 30分～18時 30分までの利用時間にしてほし

い。放課後子ども教室を利用したいが近くにない。家から学校（小学・中学）まで

の距離があり、登下校の送迎が大変負担になっている。歩道のない山道を通る

ため、歩いて行くのは危険。スクールバスを出してほしい。 

2年生 桃生 
支援や相談は今は必要ないと思いますが、必要な時がきても、父子家庭だと、

父親があまり進んで相談に行けるとはおもわない。 

2年生 桃生 

今ゲームに夢中であまり外であそばなくなりました。家の近くにも公園などありま

せん。私はもっと家でゲームばかりよりも、外で友達とのびのび遊んでもらいた

いです。ぜひ、場所をもっと沢山作っていただきたいと思います。 

2年生 桃生 

現職場は大変子育てするのに優しい職場だが、子供と接する時間は少ない。休

日も不規則、希望すれば土日休みになるが、子育てしている職員も多く、毎週は

取れないのが現状。子供もその変は理解してくれているので、祖父母や夫の理

解、より所があるので安心している。 

3年生 石巻 公園がほしい近くに。 

3年生 石巻 

子育て支援のボランティア活動をしています。小学校入学前までが本当に大変

で、ママ達も一生けん命な所を見聞きしています。不安になったり、一人ぼっち

になったりする親子が無く、ゆったり子育てできる手助けができたらと思います。

働くにも妻の所得で税金問題もあったりするのが悩みです。働き損になる上に子

育ても…となると、女性の負担はいつまでたっても減らないなあと実感していま

す。石巻市の子育て支援は以前よりもずっと親切で、あたたかみを感じます。た

くさんの課題がある中、がんばっていらっしゃると思います。これからの石巻と子

ども達の成長を応援しています。 

3年生 石巻 
児童クラブの利用時間を 18時から 19時まで長くしてほしい。土曜日も利用した

いので、月に 1～2回程度利用できるように考えてもらいたいです。 

3年生 石巻 

渡波地区に住んでいるが、震災前まであった公園が震災後公営住宅になったり

して、徒歩圏内で学区内に公園がなくなってしまい、休日や放課後に遊べる所が

なくなり、困っている。さくら町には復興事業で、大きくて遊具もたくさんある公園

が沢山できたが、不公平感がなくならない。 

3年生 石巻 
古くからある住宅地の公園は遊具も古く、草が生えていて、子供が遊ぶ環境で

はないので対応してほしい。 
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3年生 石巻 
母子・父子家庭の子供たちが周囲の子供たちと同様に通学したり、余暇時間を

利用して社会参加できるような支援・援助が充実したら良いと思う。 

3年生 石巻 

雨の日や冬期間も遊べる遊具がある屋内施設がほしい。夏休み、冬休み期間

中も有料で良いので、給食制度を取り入れてほしい。放課後子ども教室の情報

を知りたい。公園内、もしくは近隣にカフェスペースを設け、子どもが遊んでいる

間、親がゆっくりできる施設がほしい。 

3年生 石巻 
子供達が愛される地域の環境づくりと、子供達の可能性を引き出すための環境

づくりを希望します。 

3年生 石巻 
教育に時間がかけられないため、パソコンなどの使用や様々な教育の機会をつ

くってほしい。 

3年生 石巻 

子育てしながら少しの時間でも働きたいが、なかなかない。また、職場でのいや

がらせも多くあり、子育て中の労働力の理解を得られない。学校への送迎もあ

り、時間を組み立てられない。（交通の便が悪く、高校への送迎、小学校への送

迎で働きに行けない）。 

3年生 石巻 

子どもは育てにくいのにお金がかかります。人数が増えるごとに倍以上に増えて

いきます。子どもは国の宝だと言うわりに支援が少ないのでは？だから少子化

に歯止めがかからないのです。どんどん産んだが方が得だと思えるような支援

があれば、おのずと子供を産み育てる人は増えるはずです。大変だからこそ誰

も産まなくなるのです。 

3年生 石巻 

我が家の近所は子どもが安心して遊べるような公園がなく、両親が休みの日に

車に乗って公園にわざわざ連れて行く、という現状です。問 19にあるプレーパー

クがあるとスタッフもいるということで安心して行かせられるなと思います。市民

プールもつくってほしいです。 

3年生 石巻 

土日に預かってくれるところがなくて接客業など土日必要とされる仕事をしてい

るとすごく大変です。家の場合特に土曜日は夫も仕事のことが多いため児童クラ

ブに土曜日もお願いできたらどんなに助かるかといつも思っています。 

3年生 石巻 

月に何回か小児科へ行きます。高熱を出すことは少なくなり段々と体も体力がつ

いてきたように思いますが、知人中学生宅では、小児科通いは子供が居るうち

は仕方ない・・・とは言います。が高校になったら医療費補助がなくなり、小学生

の頃より病院は行かなくなるという不安があります。生活に余裕もなく小さなこど

も保険 1つのみしかかけられません。大きな病気をしたらどうしようと今から心配

です。 

3年生 石巻 
子どもセンター（らいつ）や放課後子ども教室まで子供達だけでも行けるバスな

どが利用できるようになるとうれしい。 

3年生 石巻 

子供が小学生になると短時間勤務は使えないので大変苦労しております。残業

の日は子供に長い距離を歩かせ、仕事中も心配です。私の職場は夜勤もあり、

子育てへの理解は得られにくいです。夜勤をすすめられますが、夫も 3交替のた
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め困難です。児童クラブは 18：00までで、間に合うようにするため大変な思いを

しています。 

3年生 石巻 

育休中は児童クラブを一旦退所しなくてはならず、仕事を復帰する頃には「待機

が出ています」と言われる現状がある。仕事復帰が明確であれば、一旦休止等

の対処方法にならないか、強く希望します。 

3年生 石巻 

仕事をしているため、子ども 1人で外遊びに出かけられないことが多い。不審者

情報が多く、家に 1人で置くこともできない。放課後児童クラブのおかげで安心し

て仕事はできているのでありがたいが、子どもにとっては自由にできなくてかわ

いそうだなと思うことも多い。 

3年生 石巻 

子どもと接する時間が欲しいが、土日祝日も仕事で子どもといられる時間がな

く、子どもにガマンさせてしまっている。放課後児童クラブを利用させていただい

ているが、土日祝日こそ預けられるようになって欲しい。 

3年生 石巻 
近くに子どもたちが遊ぶ場所がないから、遠くまで行くので心配になります。近く

に公園などあればいいなぁと思います。 

3年生 石巻 
大人の精神レベルの幼稚さから、性格のゆがんだ子供のチラホラいます。こころ

の勉強できる場所あっても良いかな、ストップいじめ。 

3年生 石巻 
子供が外に出て遊びやすい地域づくり、公園の遊具が少なかったりで家で遊ぶ

ことが多い。 

3年生 石巻 

学校行事を土曜にすると、振替休日があり、仕事を休む事になるのが少なくなる

といいと思います。子供も勉強時間が増えるといいのですが、希望でなど人数が

限られたりして、全員でならいいと思います。 

3年生 石巻 放課後に子供達が遊ぶ場所がなくて、行き場がない。 

3年生 石巻 もっと子どもの遊び場を増やして欲しい。金銭的な面で、もっと補助して欲しい。 

3年生 石巻 

家のまわりに子どもが遊べるような公園が 1つもないので、あると良いです。そし

て気軽に歩いて行けるようなスーパーマーケットも、家の周りにはないのでとても

困っています。 

3年生 石巻 

子どもと 2人きりの時間が長いと、息がつまりそう。相談の電話等も、現実的にこ

まっていることを解決してくれる人、方法が必要だと思います。道も一方通行をと

ばす車、不審者等も多く、子供だけで外で遊ばせるのには不安ばかりです。 

3年生 石巻 

家の近くに公園がない為、学校に放課後遊びに行くと、児童クラブの子とは遊ん

ではいけないと言われるそうです。急に公園を増やすことは大変だと思うので、

放課後もっと学校を利用させて欲しいです。 

3年生 石巻 

社会全体が、今だに女性が子育て家事の中心という認識だと思う。色々な支援

は、増えてきているが、まだまだ不十分で使える条件が不十分。らいつみたいな

場所が、学区ごとにあれば良いと思う。 

3年生 石巻 
近くに公園はあるけど遊具が古く、メンテナンスもあやしい。できれば古い物を新

しい物にかえていってほしい。震災後、遊具がサビてきている。 
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3年生 石巻 

土日祝に児童クラブなど見てくれる所があると大変助かります。接客業は休めま

せんから。大体、シフトの休み希望は 3回までなので、いつも会社には迷惑をか

けてしまいますし、自分や子供が体調くずしたら大変です。 

3年生 石巻 

学年が上がってくると、長期の休暇だけに利用できるシステム（児童クラブよう

な）があると良いと思います。上の子の時に、児童クラブに入っていないと長期

休暇の利用だけというのはできないといわれました。平日は学校からの帰宅時

間が遅くなり児童クラブに行ってもすぐに帰ってくる時間になってしまうのでほと

んど利用せず、長期のみ利用していました。仕方ないので月々の利用料金は支

払っていましたが。これからも私のような人はたくさんいると思うので良い方法を

検討して頂きたい。また、蛇小は人数が多くて、プールの時間が夏休みは 1時間

だけです。仕方がないですが、もっと効率よく利用できるようにして頂きたいで

す。 

3年生 石巻 
金銭的に余裕があるならば仕事をやめて家にいたい。専業主婦になってみた

い。毎日「おかえり」と言って迎えたい。 

3年生 石巻 
問 21について、制度として整備されてはいるが、同じ部署への配置人数が少な

いためなかなか休みが取りにくい状況です。 

3年生 石巻 

仕事探しをしているのですが、9：0015：00位の時間で働ける所がなくてなかなか

職も探せない。子育て優先しながら働く（空いている時間に…）というのはむずか

しい事なのかもしれないと感じています。 

3年生 石巻 

石巻蛇田地区に住んでいますが子育ては祖父母の協力が得られないため、父・

母が協力して行っています。放課後児童クラブは夏休みなどの長期休暇のみの

利用ができず、そのためお家の近くの公園や子供が施設に行きたいと考えてい

ますが、新しい公園や施設はのぞみ野にばかり集まり、蛇田駅の方は子供が歩

いて行ける公園がひとつもありません。お店が無いのは仕方ないとして…一緒

に遊ぶお友達は「こっちの公園は何もなくてつまらない」と言う程で、できれば各

地区それぞれに（あゆみ野・のぞみ野ばかりじゃなく）子供達が歩いて行ける場

所に小さくてもいいので公園をつくってほしいなと切実に思います。放課後児童

クラブもなぜ長期休暇のみの利用はだめなのでしょうか。平日ふだんは帰りたい

との本人の意志を尊重し時間の調整をしましたが、働かないわけにはいかない

し、夏休みや冬休みがいつも大変です。できれば長期休暇のみの利用も行って

ほしいと思います。 

3年生 石巻 

うちは母子家庭です。年収で母子家庭手当てもらえていません。年収は他の女

性よりあるかもしれませんが、子供はどんどん大きくなり、お金もかかります。母

子家庭なのには変わりないため、もう少し母子家庭の人への対応を考えてほし

いです。 

3年生 石巻 
蛇田地区ばかりに施設が集中していて残念に思います。貞山地区は子どもの数

も減っていて、遊ぶ場所も少ないため、昔からある地域にも子供にやさしい支援
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がほしいです。 

3年生 石巻 土曜日等も児童クラブを開いてほしいと思います。 

3年生 石巻 児童手当、扶養手当等、分割（？）して、毎月だと計画も立てやすい。 

3年生 石巻 

近くに公園がいくつかあるのですが、動物のふんがあったり、土の中から釘が出

ていたり、公園の近くに住んでいる中学生が、小さい子供をいじめたりしている

ので、外で遊ばせたくても心配で子供達だけで、公園に行かせる事ができませ

ん。 

3年生 石巻 

蛇田地区にばかり大きな公園など作っていますが、大街道地区も被災地でそこ

にのこって子育てしている人もいます。こちらにも子供を育てる環境作りをしてほ

しい。屋内でも遊べる施設を作ってほしい。サッカーや野球場ばかりをふやして

いるようですが、テニスコートをもっと整備してほしい。いろいろなスポーツをやっ

ている人がいることを考えてほしい。テニスコートが少なすぎる。 

3年生 石巻 
今現在、児童クラブを利用させてもらっているので、放課後や長期休暇の時はと

ても助かっています。 

3年生 石巻 
子どもと一緒に遊べる施設を充実させて欲しい。子育てしながら働きやすい環境

を充実させて欲しい。 

3年生 石巻 毎日、母親が学校への送り迎えしているので、スクールバス等が有ればと思う。 

3年生 石巻 
登米市東松島市では、土曜日も学童があったりするのに、石巻市はなぜないの

か。 

3年生 石巻 
放課後児童クラブの規模の拡大と、利用日・利用時間を自由に誰でも行けるよう

にしてほしい。公園設備の充実。 

3年生 石巻 

石巻は子供を遊ばせる面白いテーマパークのような物がない。仙台や県外へ行

かないと本当なにもない。むだに公園ばかり作らないで、他県からも遊びに来る

ようなテーマパークなど作ってほしい。あとは給料を全体的に上げてもらわない

と集金が高すぎる。 

3年生 石巻 祖父母と同居なので、私は子育ては恵まれた環境にあると思う。 

3年生 石巻 
インフルエンザの予防接種の費用を助成してほしいです。又は、医療機関の自

由な料金設定をやめて、統一してほしいです。 

3年生 石巻 
土・日・祝日も仕事の為、土・日・祝日も子供を預かってくれるところがあると大変

助かる。 

3年生 石巻 子供達で遊びに行ける場所・公園が近くにない。少ない。 

3年生 石巻 「らいつ」のような場所が蛇田地区にもほしい。 

3年生 河北 

問 19にありましたが、遊具が充実している大きな公園が石巻にはないので、ぜ

ひ作ってほしいと思います。石巻は休日といえばイオンに行くご家庭が多いの

で、外で遊ぶ所ができれば体も動かせて子供の成長にもいいと思います。広くて

大きい公園をお願いします。 

3年生 河北 小中学校へのエアコンの設置、教科書を学校に置く”置き勉”など、全国的な話
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題として聞くことはあるのですが、石巻市としてはどういう風にしていくのかなと

思っています。子ども達が心身ともに健やかに成長していってくれるように、市や

大人達が協力して見守っていけたらいいですね。 

3年生 河北 

土曜日、休日に急に仕事が入る場合有るが、市の施設にお願い出来ない、金額

が高すぎる。今後このようなアンケートは、ポストイン又は郵送はやめて下さい。

時間の無駄です、忙しいのです。 

3年生 河北 
現在、歯科矯正の対象となる子供が多くなっているので、歯科矯正に対する補

助金などがあると助かる。 

3年生 河北 

学童・保育園にしても、子供に対する助成金が少なすぎる。（他の自治体は第 3

子以降無料、学童はおやつ代のみ等がある）子供が自由に遊べる公園がとても

少ない。ボール遊びをして、年配の方々にやめるように注意されるなど、子供ら

しい遊びが、学校内でしか出来ない等。保育時間が市の保育所、学童は短い。

仕事帰りで 18時まではなかなか難しいこともある。 

3年生 河南 

河南地区は遊楽館などの施設はあるものの遠くに感じてしまう。もう少し行きや

すい施設や子ども達が安全にあそべる場所を増やしてほしい。また児童クラブ

は、石巻地区と河南地区では遊べる物、おやつなど違いがある。子ども達が楽

しみに通える児童クラブにしてほしい。 

3年生 河南 

児童クラブの預かり時間を 18：30までにしてほしい。保育所は 18：30までだった

ので切りかえの時期に経営者ともめた。豊米は 18：30までになっているのに石

巻はなってない。今の児童クラブは外あそびの時間がまったくなくて、18：00まで

の時間厳守なのはわかるけど、（道が混んでいたりで）何分か遅れただけですご

く嫌そうにされる。（自前に電話おくれるって言っても）転校前の児童クラブの先

生たちは寛容で、最後の一人で残っている状態でもちゃんと相手になってあそん

でくれていた。子供も「今の児童クラブは好きじゃない」と言われて困っている。

ちゃんと理解ある人に児童クラブの先生になってもらいたいです。 

3年生 河南 

共働きをしなければ生活することはできないので、子供との時間がとれない。近

くに子ども達が遊べそうな施設もないので、ほとんど家でゲームです。遊んであ

げたいけど、休日は平日にできない家事におわれてなかなかあそんであげられ

ない。 

3年生 河南 

放課後の教室を使って、宿題や勉強を観て頂けるような環境があると、とても助

かります。生活面では公園の整備です。新しい地区だけでなく、以前からある地

区の子供たちにも、目を向けて頂けたらと思います。 

3年生 河南 
児童手当を高校生まで延長して欲しい。医療費についても、無料までしなくても

いいので、一律○百円とか決めてほしいです。 

3年生 河南 
子どもが 6年生まで児童クラブ利用希望だが、現実は待機になり入れない。下

の学年が優先で入れず利用できず、なかなかフルタイムで働けない。 

3年生 河南 現状では社会保障が無いに等しく、供働きをしなければ生活が成り立たない。自
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分達だけではなく大多数の家庭がそうである事が問題であると感じる。 

3年生 河南 公園を増やし、親どうしも交流できるような場所を作って欲しい。 

3年生 河南 

子どもの手本となる大人が少なく、大人がしっかりしないと、このようなアンケート

をとらなければ改善策が見出せないような世の中になってしまうと思う。大人が

しっかりしていれば、自然と子どもは手本にしていくのではないか？よってまず

は大人のあり方を見直すべきと考える。 

3年生 河南 

休みの日に子どもが遊べる屋内施設があるといいなと常々思います。山形天童

市にある「子育て未来館げんキッズ」のような施設ができるとうれしいです。市外

からの訪問者も増えるのではないでしょうか。 

3年生 桃生 
放課後は児童クラブを利用しています。土、日曜日、家に居るので一緒に遊ぼう

と言われます。高齢なので相手になってあげられないのがつらいです。 

3年生 桃生 

子供を預かってくれる所がないと話す方は、育児能力が乏しい方のように思う。

子どもを預けやすくする環境を作るのではなく、親に目線をうつして考えて石巻

市を考え直して下さい。 

3年生 桃生 
石巻市内にあるような、広くて遊具が沢山ある公園を桃生地区にも作ってほしい

です。遊べる所が家の中か庭だけなので、ゲーム中心になってしまう。 

3年生 桃生 
近くに公園など外で遊ぶ場所がない為、遊べる場所がほしい。子供達だけでい

ける学区内に。 

3年生 桃生 

独身者に対して税率アップやなんらかの措置を望みます。その税収を、子育て

支援や子育て中の家族への減税にあててもらいたいと思います。ただし、年収

800万円以上の子育て家庭は対象外とし、800万未満の子育て家庭を支援・減

税の対象に。今の日本は、独身が住みやす過ぎです。このままでは少子化が進

むばかりです。 

4年生 石巻 

公園や広場など、子供達が遊べる場所がもっと増えればありがたいと思います。  

夜、まだ帰宅する事はありませんが、中学校高校など暗くなってからの帰宅もあ

ると思うので、街灯を増やして欲しいです。 

4年生 石巻 

子育てもしながら短時間労働ではお給料で食べていくのがやっとです。うちは母

子家庭ですが、手当（扶養手当等）をもっと充実させてほしです。年末は特に苦

しいです。 

4年生 石巻 
インフルエンザ予防接種の助成をお願いしたいです。子供が複数で、それぞれ 2

回接種だと負担になります。 

4年生 石巻 

石巻に市民プールがあると活用する人がいると思います。スイミングクラブに通

うには定期的に送迎する時間もとれませんし、時間が空いた時身近に連れて行

けるプールが近場にあると助かります。高学年になると公園の遊具では物足り

ない為、少し遠出してアスレチックへ行くことがあると思います。アスレチックもあ

れば伸び伸び身体を動かす機会も増える事と思います。遊びの中から社会性を

学ぶ時期に交流の場がある事を望みます。 
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4年生 石巻 

土日曜日預かってくれる施設があれば、働く親にとっては安心して働ける。土日

曜日休みの親ばかりではない事を理解してほしい。学校の空き教室を使って放

課後に勉強を教えてくれる教室を作ってほしい。母子、父子家庭など塾に通わ

せたくても経済的にもむずかしい人もいる。石巻市の子供たちの学力アップにも

つながるのではないでしょうか。 

4年生 石巻 

放課後児童クラブの終わりの時間が早い。1日フルタイムで働いている親子さん

は 18：00や 18：30に仕事が終わる仕事も多いのに、17：00や 17：30に仕事が終

わる人しか預けることが出来ないのが現状だと思う。夏休みなどの長期休みに

児童クラブでみてもらう時、お金がかかってもいいので給食やお弁当を導入して

ほしい。 

4年生 石巻 

遊びの＝公園や街へ自由にと思うが現在の公園は人目も少なく不審者や車の

安全等があり躊躇する。しかし子供達についていく時間的余裕もなく結局は家で

過ごさせている。地域全体の安心、安全な街や施設があればと思う。しかし子供

同士のトラブルも心配なため、”らいつ”等へもあまり子供のみで活かせることは

ないのが現状です。 

4年生 石巻 

働くお母さんは増え続けているのに、受け皿が少ない事をフルタイムで働くよう

になり知りました。お母さんへの理解や協力も周り、家族から得られるのも少な

く、家事、育児の負担は女性側に大きい比率があり、残念です。 

4年生 石巻 
不審者情報が多く、安心して子供たちだけで遊びに行かせられない。学校の登

下校も心配。子育てに関しては特に苦痛なこともない。 

4年生 石巻 
祖母宅も近くにあり、職場も子供がいる事を理解してくれている為、環境にはと

ても恵まれている。子供達に関して、あまり悩んだ事はない。 

4年生 石巻 

我が家には中学生～3才まで 4人の娘が居ますが、特に不便に思った事があり

ません。が、やっぱり人数が多いと、1人、2人の家庭で 1人あたりにかけてあげ

られるお金の額が全く異なってきて子供に申し訳なくは思っています。 

4年生 石巻 

仕事をするとどんな職場でも今どき一応は子育てに対して配慮があるとはいえ、

完璧ではないと思うし、子供がいる人いない人で比べるとやはり、差がでてしま

う。だから時間も仕事も融通のきく、自営業を選ぶしかない。 

4年生 石巻 

石巻市で公園にたまに行きますが、遊具がこわれていたり、きたなかったり、水

がたまっていて遊べなかったりします。公園の中では自転車のらない！！とか決

めてほしい！小さい子がいて 4，5年生の子供が自転車でひきそうになったのを

見ています。中里の機関車ある所。 

4年生 石巻 

子どもを遊ばせられる場所がないのが、とても残念です。山形にある「げんキッ

ズ」や「あそびあランド」岩手にある「いわて子どもの森」など屋内でも思いっきり

遊べる無料施設があると助かります。またベビーカーでも進みやすい歩道にして

ほしいです。 

4年生 石巻 子育てと共に親の介護。仕事もしたいが出来る状態ではない。 
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4年生 石巻 

放課後児童クラブの先生の子供への対応の仕方に不満があるが、児童クラブを

利用しなければ仕事ができないし、子供だけで帰宅は危険なので利用している。

先生に直接言えないのでアンケート等を行い、改善できるところはしてほしい。

学校近くに児童館のような場所があると助かると思う。立町だけだと親が送り迎

えをしないと利用できない。 

4年生 石巻 やっぱり金銭面での補助ではないでしょうか。給食費だったり、保育料だったり。 

4年生 石巻 

学校の振替休日を含む連休が多すぎる。学力調査で宮城も石巻も学力が全国

平均を下回っているので、台風などで休日になった分などは、別に学習の日を

確保して欲しいです。 

4年生 石巻 

子供が小学校に入ってから、ＰＴＡ活動や子供会の活動が多くあり、かなり負担

です。誰も古いやり方を変えるのがこわくて、変わらない気がします。石巻市とし

て、こういう新しいやり方もあるという例を示していただけるだけでも、変わるきっ

かけになるのではと思うのですが。 

4年生 石巻 
変質者が多い、安心して外に出せられない。見回りをもっとしてほしい。雨が降っ

たら、遊ばせる場所がない。 

4年生 石巻 

「母子・父子家庭医療費」の窓口払いをなくしてほしい。病院に行きたくても、お

金がなきゃ行けません。給食費なども最初から無料にして欲しい。母子家庭は

本当に貧困しています。 

4年生 石巻 

働かなければなりません。仕事が決まって喜びましたが、子供の学校行事にな

かなか参加できません。申し訳ない、子供の学校での様子を見たい、そんな思

いをこらえて働いています。 

4年生 石巻 
子どもが病気の時、1日は休むがその他は気がひけて休めません。そんな時、

気軽に子どもを預けることのできる所があるとうれしいです。 

4年生 石巻 
子どもの遊べる場所がない。1 ヶ所でも大きな公園や噴水（水遊び）のできる公

園などあったらいいなと思う。 

4年生 石巻 

近所に同じくらいの子どもさんがいないので、子ども同士のつながりが少なく大

人の中で遊んでいることが多いです。同世代とのコミュニケーションがとれるの

か、心配になります。 

4年生 石巻 母、父子世帯の支援を手厚くして欲しい。 

4年生 石巻 
現在、子供の数が少ない為、子供達を預かって学習、運動とかが出来る施設が

あれば良いと思います。 

4年生 石巻 

色々な運動が経験できるような、変わった遊具が沢山ある大きな公園が、1つあ

れば嬉しいです。子育て支援は、親の意向を聞くだけでなく、子供達の気持ちも

大切に、触れ合える時間を作ってあげることも大切だと思う。親を親にする！こ

れも立派な子育て支援です。そうでないと子供達の心の状態は悪くなってしまう

と思う。 

4年生 石巻 放課後児童クラブの使用方法がわからないまま入学し、特に説明のないまま現
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在に至る。「利用している人」に向けてのプリントは時々配布されるが、利用して

いない自分からすれば「？」な内容。すべてにおいてわかりにくい。知りあいなど

居ないので、ファミリーサポートや放課後子ども教室なども存在自体知らなかっ

た。知っていれば利用してみたかったので、残念。 

4年生 石巻 

来年のＧＷが 10連休になりましたが、サービス業で働く私達夫婦は 10連休する

ことは無理です。祝日となると児童クラブも休みとなり、とても困ります。もともと

平日となっていた日だけでもいいので、長期休みだけ利用の子供達も含めてＧ

Ｗの児童クラブ開設をお願いします。 

4年生 石巻 

学校のＰＴＡ活動や地区の育成会の役員になると、就労以外にも負担が大きく、

大変である。任意団体として位置付けされているとは思うが、強制力があると感

じている方が多いと思う。廃止していただきたい。 

4年生 石巻 

ＧＷなど長いお休み（年末年始など）働きたいけど子どもを 1人にしておけない

ので祝日などでも児童クラブを開設して頂けると安心して働ける。台風などで休

校になった時も仕事を休まないといけないので大変。来年は 5年生なので 1人で

留守番も考えているが、何かと不安だし、心配。 

4年生 石巻 

自分は同居で子供をみてもらえる環境にあり、家族全員で子育てしている状況

にあり、恵まれています。ですが母親もフルタイムで働かなければ暮らしていけ

ないのが現状の家庭はたくさんあります。子どもの医療費助成が高校卒業まで

だと助かると、よく話題になっています。学生のうちはやはりお金がかかるので、

もう一人欲しくても…とも話題になります。“石巻は子どもの助成が充実してい

る”と言える環境になるよう望んでいます。 

4年生 石巻 

石巻市蛇田小学校の人数が多すぎる為、行事や日々の授業の先生達の目が

届きにくかったりと、心配な点が多い。児童クラブも 1 ヵ所ではないのがとても不

便で、行くまでも遠いのが心配。学校のない日の遊ぶ場所も少なく、小さくていい

から遊具をたくさん置いてほしい。通学路の外とうなどきらさないように点検して

下さい。通学路に防犯カメラを設置してほしいです。 

4年生 石巻 

仕事をしたいと思った時に預けられる保育園が足りない。求職中では保育園に

入れる事がむずかしく、働く事がむずかしい。保育園に入る事がすぐできるよう

になれば働く母親が増えると思う。寒い時期の遊び場がない。室内施設が欲し

い。ライツは大きい子と小さい子が同時間帯にいるとお互いに遊びづらいような

気がする。 

4年生 石巻 

蛇田駅から（ケヤキッズ保育園前を通って）蛇田歩道橋にむかう道路の歩道と車

道の白線が消えかかっていて通学中の子供と車の距離が近くなっていて大変危

険。同様にきらら歯科前の道路も道幅が狭く危ないので何か対策を考えてほし

い。 

4年生 石巻 
以前は児童クラブにお世話になっていましたが、土曜日も開設してくれるといい

な…と思っていました。土曜日は仕事を休まなくてはいけないお母さんたちがま
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わりにも多く、やはり仕事との両立は難しいと感じました。どうぞよろしくお願いし

ます。 

4年生 石巻 休日に安全に遊べる場所（室内外）があること。 

4年生 石巻 

ボールを使って遊べる公園がないため、道路を使っています。いつも、ハラハラ

して見ています。ドッチボールやキャッチボールなどしていい公園が近くにほしい

です。 

4年生 石巻 

子どもが体を動かして遊べる場所が少ない。特に市内は車での移動というのが

念頭にあるのか、歩いて行ける範囲に遊び場がない（バスも少ない）。私自身免

許を持っていないので（金銭的は余裕がない）、休日夫がいない時は何をして過

ごそうか悩んでいます。近場の遊び場は、子ども達もあきてしまって、「遊びに行

きたい」とは言わなくなってしまいました。 

4年生 石巻 中 1、小 6、小 4父子家庭給食費無料を望みます。 

4年生 石巻 
女性が多い職場なのに、上司が休暇に対してあまり理解しない。人が少なく急な

休みが取れない。震災後遊べる場所が減った。 

4年生 石巻 

ボールを使って遊べる所も昔より減ったし、子供達がのびのびと外で遊べる所が

少ないと思う。遊具のある公園より、グラウンドのような所があればいいと思いま

す。 

4年生 石巻 

平日の放課後や学校の長期休暇の時期、天気の悪い日や、寒い時期でも，子

供達がいつでも自由に利用出来る“らいつ”のような児童館が増えるといいかな

と思います。特に寒い時期になると、子供達が外で遊ぶのを嫌がり、コンビニ等

のイートインで、居座り、店員から注意されるのを見かけます。 

4年生 石巻 

官公庁や大手会社でない限り、実のところ子育て家庭に対して、イヤな顔をする

ことは多けれど、理解してもらえることはほとんどありません。子どもの学校の用

事や具合を悪くして病院へ連れていくためであっても、勤務時間内に抜けるとな

ると、イヤミを言われたり、イヤな顔をされることが多々ありましたり、そのような

話もよく耳にします。 

4年生 石巻 

北村小学校近くにごみの山があり、災害時崩れて子供が下敷きにならないか心

配しています。また近隣には、保育所や老人ホームもある中、ごみの中にアスベ

ストなど有害物質が含まれているという話を聞きました。一刻も早く撤去してほし

い。 

4年生 石巻 

子どもを産んで育てやすい市になってほしい。遊具のある公園だけでなく、旧石

巻市には使用できる体育館がすくないと思う。小さい体育館もあると良いと思う。

小学校のトイレの改修を進めてほしい。小中高のエアコンも早めに進めてほし

い。 

4年生 石巻 

子育て支援と言いながら、1年の育児休暇を取ろうとした時に、上の子も保育所

を退所させられそうになったり、放課後児童クラブは午後6時までしか預かっても

らえなかったりと、矛盾を感じる事がたくさんありました。本当に子育てを支援し
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てくれる気があるのでしょうか？小学校に 2人、子供が入学し、放課後児童クラ

ブを利用した際には、3年間別々の児童クラブでした。低学年なのに敷地外の施

設だったり、学区外だったりもしました。一度、子育て支援課さんに問い合わせも

させて頂きました。担当の方からは「低学年の子を優先的に敷地内の施設に入

れるようにしている。」との説明がありました。しかし、下の子が入った児童クラブ

には、兄と同学年の、特に下に兄弟がいる訳でもない子が在籍していました。た

だ担当の方が兄妹セットにして配置を決めるのが面倒だっただけなのかなと感

じました。 

4年生 石巻 

土曜日、日曜日等、対応する保育施設は増えたように思うが、小学校に入ると

預かっていただくところがなく、また、放課後児童クラブも保育施設より預かり時

間が短かったりと、小学校からの調整が大変。また、PTA等もあり、有休だけで

は対応ができない。フルタイムで働くことが難しく感じる。 

4年生 河北 
震災前、東松島の海浜公園がとても大好きでした。あのような規模の公園が再

びできることを心から願っております。 

4年生 河北 

近場に公園がなく（飯野川です）友達と遊べる場所がありません。その為、公共

施設を利用して、苦情が来たりもして、子供達がかわいそうだと思います。1つで

も良いので、子供達が集まって遊べる公園があったら良いと感じます。 

4年生 河南 
公務員なので特別休暇等の制度が充実しており、取得する権利がある。両親と

同居しているので、残業があっても子供は安心。 

4年生 河南 

児童クラブに迎えに行った時、「夏休みくらいもう少し早く来られませんか。」と言

われたことがあります。また、子どもに対しても「○○ちゃんのお母さんは何でこ

んなに遅いのかなあ。」と言っていたと聞きました。（利用時間内です）就労のた

めに利用せざるを得ず、それをサポートすていただけるはずの児童クラブで、そ

のような発言があることに絶望的な気持ちになりました。その方の転勤（異動）に

より同じようなことはなくなりましたが、行かれた先で同じようなことが続いている

のかと考えると心苦しいです。何を整備しても最後は”人”です。”人”の環境を大

切に今後の子育て支援全体をより良いものにしてほしいと願います。 

4年生 河南 児童クラブをもっと入りやすくしてほしい。 

4年生 河南 

親と同居している母子家庭に、児童扶養手当がもらえないのは、世帯全体では

なく親だけの収入で見て欲しいと思いました。同居をしていても生活費は全く

別々なところもあると思うので、その辺改善してもらえればと思います。 

4年生 河南 短時間などに子どもを面倒みてくれる施設があるととても良い。 

4年生 河南 

とにかく子供が小さい時は預ける場所がなく、大変でした。お兄ちゃんの体調が

悪い時など、病院に一緒に連れていくのも大変でした。夜中に日赤など病院に

行く時も、下の子を置いて出る事も出来ないので、深夜でも簡単に預けられる所

があると助かります。 

4年生 河南 急用でも人手不足のため、遅刻・休暇は取れない。早く開放的な公園がほしい。 
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4年生 河南 

女性にとって仕事と家庭の両立とは大変なことです。職場と家庭両方の理解と

協力がなければ何かあった時（子供の病気）など、とても精神的に負担になりま

す。母親がフルタイムで働くと子供もさびしい思いをさせてしまうこともあるかもし

れませんし、むずかしいです。以前はパート勤務していましたが、夫の理解と協

力がいまひとつ得られず、自分が精神的・肉体的にきつくなり、当分は家庭に専

念することになりました。しかし現在は共働きの時代です。男性も家事（料理や

せんたく等）を半分やるなどサポートしてほしいです。 

4年生 河南 

優しく叱ることはしないが、その子（自分の子、担任の教師）を最後まで責任を

持って面倒を見る、という気持ちがあれば、怒っても良いと思っている。でも、一

番自分に足りないところは、そばにいてあげることができないこと。30分でもい

い、その子と「特別」な 2人だけの時間を作れたら良いと思う。 

4年生 桃生 

私にとって、子供は良き理解者です。子供にとって、私は良き理解者でいたい。

子供の友達の中に 1人でも相談できる友がいれば、安心して学校に行くのだろ

う。お金がない！仕事をしたい！でも、子供の心のケアが一番大事。 

4年生 桃生 
医療費助成が、収入に関係なく受けることが出来るようになったので大変助か

る。 

4年生 桃生 

石巻は子育て支援センターを利用しやすい環境であり、乳幼児期は楽しむこと

ができました。ただ、現在居住の地域には公園がありません。小学生ともなると

自転車乗りや遊具、スポーツ等遊びも活発になるので、公園が欲しいです。ま

た、歩道が無かったり狭かったりする点も危険なので整備して欲しいです。 

4年生 桃生 人数に対してもう少し支援してほしい。 

4年生 北上 
子供が少なく、遊べる人も限られる事と、遊べる場所が無い事が、何よりかわい

そうだなと思います。 

5年生 石巻 

1時間あたりの給料が低いと、長時間働かないと生活費すらまかなえない。シン

グルマザーは実家の親と同居しないと、仕事と子育ての両立が難しい。親と同

居すると世帯ごとの年収でみられるため児童扶養手当が減らされる。いつまで

たっても教育資金が貯まらないし、自立出来ない。会社はシングルマザーを雇う

ことで助成金がもらえるのに、そのお金は従業員には反映されない。新社会人

が働く場所がなければ、良い人材ほど都会に流出すると思う。 

5年生 石巻 

震災後、もうすぐ 9年です。あの頃大変な状況を目にして、つらい経験した子ども

たちは、今でも周囲の工事の音を聞き目にしながらの生活が続いています。道

路工事でどんどん友人が家の立ち退きで引っ越していきます。小、中学校では

生徒数が減少し、中学校では部活数も減ることから他校へ通う人も出ているの

で、減少に歯止めがきかない状況です。学力低下も心配されます。石巻の将来

を担う子どもたちの環境整備（小、中学校の統合など）を 1日も早く進めてほし

い。虻田地区へたくさんの遊具のある公園が充実する中、大街道地区は安全な

遊具のある、子供が楽しく遊べる充実した公園はありません。子育て世代が住
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みたくなる町づくりなど、もっと目を向けてほしいと思います。 

5年生 石巻 

せめて義務教育中にかかる費用は、国や県・市町村で出してほしい。子育て支

援等は、収入にかかわらず一律で支援してほしい。納税している先をかえたくな

ります。 

5年生 石巻 

近所に遊具がある公園がありません。あってもすべり台だけとか砂場だけで雑

草が伸びていてとても入る事が出来ない状態です。新しい住宅地以外にも目を

向けてほしいです。  1学級の人数を減らしてクラス数を増やしてほしいです。

学校の担任の先生が 1人 1人の話をあまり聞いてくれないと家に帰ってきて言っ

ています。 

5年生 石巻 

復興優先は理解していますが、あけぼの地区や向陽地区では仮設住宅撤去後

もほとんど旧来の状態か更地で、これが子どもの遊び場かと思うことがありま

す。めぐみ野や渡波では遊具も充実し、あまりにも格差があるように感じます。 

直接浸水等の被害を受けなかった地区の子どもたちも仮設住宅に公園を奪わ

れ、ずっと我慢を強いられてきました。当時小学生だった子どもたちは、公園の

ないままもう中学生です。ぜひ、浸水地域以外の子どもの施設、道路の整備に

ついても十分ご配慮頂くよう、切にお願い致します。（歩道も狭く、自転車もこわ

いです）。 

5年生 石巻 
石巻も医療費免除を高校までのばしてほしい。高校生になると学費、病院とお金

がいきなりかかる様な感じがして大変です。 

5年生 石巻 

子どもが体験出来る文化施設や、遊具だけではない野鳥が観察で出来たり自

然にふれられる公園、小さな子供が夏に水遊び出来る水辺のある所などが整備

されたらうれしいです。 

5年生 石巻 近くに公園があるが、いつも中学生が大勢いるので利用しにくい。 

5年生 石巻 
やっと医療が無料になりましたが、インフルの予防接種などの援助があると助か

ります。（小学生は 2回接種しなければならないので）負担も大きいです。 

5年生 石巻 
日曜日や土曜日、祝日等も児童クラブを利用できる様にしてほしい。児童手当と

子ども医療費助成制度を 18才までにしてほしい。 

5年生 石巻 

子どもの病気、行事などに参加する為に休みがほしくても、何回も休ませてもら

えないというか、こころよく思われない。回数が多くなると遠まわしに仕事をやめ

るようにされ、ちゃんと働くことができない。本当に困った時は親戚に頼むしかな

いが、年に何回も頼めない。だからなのか、仕事が主になり、子供にちゃんと関

わらない人が増えている為なのか、学校での学級崩壊やいやがらせがすごくひ

どい所もある。 

5年生 石巻 

近所に遊具が少ない公園があり、ボールで遊んでいると学校に苦情の電話をさ

れ、先生が見回りに来て、音が響いてうるさいと注意された事がある。大きい公

園もあるが、そちらは乳幼児等が遊んでいる為、小学生が遊んだり走ったりして

いると、ぶつかるからあぶないとおこられる。小学生はどこで遊べば良いのか？
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と思う。学校の校庭を開放する等志手ほしい。復興住宅のまわりばかり公園を

作りすぎなのでは。 

5年生 石巻 

母子家庭のため、パート社員として働いています。小学生以外にも未就学児が

おり、社員として働くのはむずかしく感じます。また、以前他県にいたのですが、

そちらと比べると石巻は土・日・祝が休みの職場が少なく、小さい子どもがいる人

に対しての対応もとてもきびしいと思います。このままではどんどん人口が減り

子供も減っていきます。昔と比べても子供も少なく、学校へ行くのも近所に友達

がいなかったいと、親としてとても心配です。今後石巻がどの様になってほしい

かを良く考え、行きやすい街づくりをしてほしいです。 

5年生 石巻 
歩道を整備してほしい又は、歩道橋の設備を増やす。街灯を増やしてほしいで

す。 

5年生 石巻 

学校の長期休業（夏休み等）の際に児童クラブに預けたいが学校から離れた児

童クラブになるらしく、それなら自宅にいた方が交通面で安心かと思う。学校の

敷地内で預けられるようになって欲しいと思う。 

5年生 石巻 高校生まで医療費免除があると助かります。 

5年生 石巻 

公園が蛇田地区に集中しているのはなぜか？各地区に公園を増やしてほしい。

小学校の卒業式に「ハカマ」を着る事を市で全校禁止などにして欲しい。中学入

学準備でお金が必要なのに卒業式にもお金が必要・・・平成も終わります。これ

を一くぐりに「ハカマ」禁止にして欲しい。 

5年生 石巻 

子育て支援に対しては所得だけではなく、子供の人数も考慮してほしいと思う。

中学生までではなく高校、大学まで子育ては続くが、経費が高くなる一方で家計

の負担は子供が多ければ多くなる。せめて助けてもらえる年代だけでも支援をし

てもらえれば子供を生む事もできるのではないかと思う。 

5年生 石巻 
子供に学習塾や習い事をさせたいが、周辺になくどうしても送迎が必要となるた

め、仕事をしながらだと中々難しい。学力低下が心配。 

5年生 石巻 

働きたくて学生よりかしこいママ世代の働き口が少ない。企業側へもっと採用す

るよう、指導して欲しい。企業側が、パート、アルバイトをうまく利用できるように

指導してくれたら、採用口を増やせるのではないですか。 

5年生 石巻 職場の上司に全く理解してもらえないこと。やりにくい、休みがとれない。 

5年生 石巻 

近くの公園には時計がないので、子ども達は 17時のチャイムを聞いて帰ってき

ます。夏場はいいのですが、冬場は 16時 30分まで家に帰るように学校で言わ

れています。公園に時計がほしいです。それか、夏場と冬場のチャイムの時間を

変えて流してほしいです。 

5年生 石巻 

我が家は学校から家まで 2㎞あります。歩いて 1時間です。今の時期、暗くなる

のが早いので心配です。友達と帰って来るのですが、1人で歩いている時間（15

分位）もあるので心配。街灯の数を増やして欲しい。子供も暗くて怖いと言ってい

る。変質者も多いみたいなので、なんとかして欲しいです。 
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5年生 石巻 
女川町のように子どもが病気の時でも預かってくれる施設があったらありがたい

です。 

5年生 石巻 

子供を産む環境が整っていないと不安が大きいので、安心して子供を育てる町

づくりをして頂けると助かります。保育所を増やすよりも、子供を 1人産むとお金

をもらえると、もっと子供を産み育てようという気持ちになります。今は保育所に

預けて働くのが普通ですが、自分の手で子育てしたいお母さんは沢山います。こ

れは日本全体に言えることだと思います。女性に就労をうながすのではなく、子

供を産み育てる環境であることで女性は安心し子育てすることが出きますが、今

の世の中では無理です。女性も働かなければ生きていけないので、少子化はと

められないのではないでしょうか。 

5年生 石巻 

保育料や給食費の無料など一部の人しか支援されないのではなく、多くの子育

て世帯を対象とした支援をしてほしい。入学時に体そう服などの無料など、お金

がたくさんかかる時に一時金に支援していただけた方が良い。 

5年生 石巻 

父子家庭なので上手にやりくり出来ず、金銭的にきびしい事や子供が女の子な

ので、なかなか気持ちが分かりづらい。父子家庭でいろいろ大変だがそうだんや

ぐちを聞いてもらえる人がいなく、いつももやもやしてつらいです。 

5年生 石巻 子ども達が安全に遊べる、プレーパークがあったらと思う。 

5年生 石巻 

近くに公園があっても、ボール使用禁止となっていて、道路でキャッチボールを

する子供もいて、逆に危険だと感じています。それから渡波中学校周辺、犬の散

歩している方も多いのですが、フンがそのまま放置されている事が多々ありま

す。責任ある大人の行動をとって欲しいと思います。 

5年生 石巻 

スクールカウンセラーさんにお世話になり、私自身とても救われました。親がお

だやかにすごせることは、子どもの安心感につながることを実感しました。他人

だからこそ、話せる場合もあります。ただ、学校の配置によっては、秘かに相談し

たい方には、不向きな場所もあるようです。また、保ゴ者にとって、ＳＣさんは遠

い存在でもあるらしく、もっと気軽に身近に利用出来るとよいと思います。 

5年生 河北 

学校以外で遊ぶ場所がないので、体を動かす事が少ない様に思う。交通の便が

悪い為習い事、将来高校へ進学などを考えると車での送迎が必要な為仕事と子

育てが成長とともに負担が多くなるのが不安。 

5年生 河北 

習い事をさせたいのですが近くにはなく始める場合は送り迎えなど、むずかしい

状況です。田舎の為街灯が少ない事や歩道の無い道路、道幅の狭い道路も子

育て環境などの観点からも改善してもらいたいです。 

5年生 河北 

母子家庭で民間の賃貸アパートに住んでいます。なかなか市営住宅が当たら

ず、しかし子供はどんどん成長しております。年頃の中 3息子はいまだに小学生

の妹と二段ベッドの同じ部屋で毎日過ごしています。受験生ですがふすま 1枚に

さえぎられた部屋でなんとか勉強しています。復興住宅、空いているのを見てい

るとすごくもったいなく感じますし、うちは半壊・全壊などの被害はありませんの
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で幸いのことなのですが、なんだかむなしく感じます。復興住宅、もったいなくな

いですか？母子家庭や、住居に困っている市民に提供したらどうですか。 

5年生 河南 

自宅近くに公園はあるが、遊具等があるわけではない。子供達が多く暮らす地

区なのでもう少し遊べるような公園にしてほしい。 

近くに電車の駅がないので、せめてバスの運行を増やしてほしい。 

虻田やあゆみ野付近ばかりに色々とお金をかけているようにしか感じない。もっ

と市内全体に気を配ってほしい。 

5年生 河南 

河南地区は年々子どもの数が多くなっているのに、公園など広場がなく、遊べる

場所がなく、道路などで遊ぶしかなく、そうなると近所の人から苦情がきたりして

…。公園とまではいかなくても広場などでもあれば、もっと外で遊んでくれると思

うし、いろんな人とも関わりができていいと思います。 

5年生 河南 

石巻市は震災後に特に広い遊び場が少ないと思います。家の近く徒歩では広い

場所はなくボール遊びの禁止など制限があります。また芸術にふれる機会が少

なく、仙台や大崎地方に休日に連れて行くしかありません。昔はあったプールも

今は民間しかなく、体を動かす場所は少ないと感じています。産科、小児科の充

実で子育てしやすい環境も望んでいます。 

5年生 河南 
河南東中までの道のりが、自転車で 30分かかります。スクールバスを、ぜひお

願いしたいです。 

5年生 河南 外で遊ばせたくても場所がない。公園や広場が 1つもないのでほしい。 

5年生 河南 
習い事の送迎は仕事をしていると少し大変に感じることがある。もう少し公共の

交通機関（バス）を使うことができたらと思う。 

5年生 河南 放課後児童クラブの人数を増やしてほしい。 

5年生 河南 

私は（母）パートで働いていますが、自分の実家で働いているので、子供の迎え

も出来ています。私が行けなくても祖父母がフォローしてくれるので、とても助

かっています。ふだん日常は私の仕事場で、私の仕事が終わるまで宿題をした

りして、終わるまで一緒にいます。ただ住んでいる所は、公園も遊ぶ場所もない

し、子供すら地区ではいません。子供が遊ぶ場所はほしいです。 

5年生 河南 

夏休みなどの長期休みの時に、児童クラブを利用していない子供や、高学年で

も利用できる施設があると便利だと思います。2～3日の短い日数でも、子どもを

見てもらえると助かると思います。 

5年生 河南 

河南西中に進学予定だが、生徒数が減り、部活等に支障が出ている状況に困っ

ている。部活の選択肢が限られたり、団体で行うスポーツなどは、人数が少なく

なって、活動に制限が出ている。子どもの健全な成長のためには一定数の生徒

数が必要であり、周辺の中学校との統合を考える時期がきていると思う。 

5年生 桃生 
子供会は、子供の数が減少しているので、順番で役員になり強制的に仕事を休

む事があったり、ストレスを感じることがあります。 

5年生 桃生 問 20の件ですが、ブラック会社です。売上の事しか頭にありません。もっと子ど
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もと居られる時間が欲しいです。 

5年生 桃生 子供達が安全で安心して遊ばせることが出来る公園を、整備して欲しいです。 

5年生 桃生 

私は、子供も 3人おり、仕事をしたいと思ってはいるのですが、中学生、高校生

の部活の事を考えると、平日しか働けず、しかも子どもたちの長期休暇の事を考

えると、働ける場所がないのが悩みです。 

5年生 桃生 

最近は、祖父母と別居している夫婦が多いが、祖父母の協力、沢山の経験のあ

る助言によって、良い環境が保たれて来たのではないでしょうか。核家族化と虐

待は同じく高比率になっているのではないでしょうか。無駄な子育て支援に経費

をかけるのではなく、きちんと現状を現場を見て、不平不満を少しでも減らして頂

けるよう期待します。 

5年生 桃生 
障害のある子供同士が遊ぶ場所があれば、土日に利用したいと思っておりま

す。 

5年生 桃生 

Ｈ30．12月現在、来月Ｈ31．1月からフルタイム勤務になる予定。習い事日以外

は自宅で下校後に1人で留守番させる事になるので心配。現在5年生で「児童ク

ラブは低学年との遊ぶ内容がちがうから…」と行きたがらない。プレーパークの

ような遊び場を切望いたします。 

5年生 桃生 
桃生に道の駅を作る計画があるようですが、ぜひそこに子供が遊べるスペー

ス、遊具を確保してもらいたいと思います。 

5年生 桃生 

共働きです。放課後は児童クラブを利用し、祖母にお迎えをお願いし、実家へ帰

宅の早い父母のどちらかが迎えに行っています。長期の休みも児童クラブを利

用していますが、お弁当持参で朝の負担が増えます。クラブでは宿題の他に夏

休みはプール・ＤＶＤ鑑賞しかしていない様子です。夏休みの体験教室やもの作

り教室なども開いて欲しい。広報などを見ると、市内ではあっても、旧郡部ではな

い催しがあります。（冬休みだと公民館での習道教室など）同じ市民なのだから、

地域ごとに開催すべきだと思います。 

5年生 桃生 子どもが 1人でも行く事ができる近くの場所に学習塾がほしい。 

5年生 桃生 

小学校まで 4ｋｍ、中学校まで 6ｋｍ。晴れた日は自転車通学ですが、雨・風・雪

の日は送迎が必要です。小学校であれば 4時 30分くらいまで、学校でまってい

ても良いような部屋があると安心です。核家族がいなかで生活する上で、子供の

通学格差が大きいと感じます。 

5年生 桃生 市街地と市街地周辺地域での格差を感じる（施設等）。 

5年生 牡鹿 

児童の減少より放課後遊ぶ子供がおらず家でゲームをしていることが多い。代

休や長期休みは児童クラブへ利用しているので楽しみにしている。学区内の学

校は海の前にあり危険な為、学区外の高台にある学校へ通わせている。早く高

台の学校へ合併してほしい。自分の親が一人暮らしで世話の為同居し、就労時

間ものばせず上の子の学費も大変だと思っている。 

5年生 牡鹿 震災後高台移転で仕方なく蛇田から転居しました。それまでも一度も半島に住
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んだ事もなく、住人や子供達に受け入れられません。3年過ぎても、子供も私も

精神的につかれる事が多くなりました。人数もかなり少ないため、友達もできず

いい環境とはいえません。少人数の地域等の全ての環境や、保護者・子供達の

変化をせつに思います。本当の心の中の辛さなどを支援してほしいと思いなが

ら、過ごす毎日を考えて欲しいです。公園があっても遊んでくれる子もいないの

では。 

- - 「らいつ」のような場所が身近にあるとよいと思う。 

- - 
子育て給付金を 15才までではなく、18才まで（高卒）にしてほしい。同様に医療

費も。 

- - らいつの様な施設が学区内にほしい（虻田地区）。 

- - 

近所に公園がなく、放課後外で遊べません。学校の校庭くらいですが、スポーツ

少年団などが利用しているため、どうしても家の中になり、ゲームとなると友だち

とのトラブルも。また、親の休日に連れていける大きな公園もあったらうれしいで

す。利府の加瀬沼のような。 

- - 

待機児童を減らすための工夫と努力をしてほしい。（幼稚園での園長保育・長期

休みの保育）そのためには、保育士確保が必要なため、保育士が働きやすい環

境を整えてほしい。賃金ｕｐだけではなく、パートタイムの勤務時間の柔軟性（4

時間パートの週 3など）、保育士の子どもの預かり優先など。 
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