
問32（自由記述）　　　　　「川西市でどのような子育てができるようになるとよいと思いますか。安心して楽しく子育てができることや、
　　　　　　　　　　　　　　　子どもが健やかに成長できるためのご意見がございましたら、ご自由にお書きください。」
公園が坂の上にあり、道も狭いため、ベビーカーで気軽に行けません。坂の下に公園がほしいです。歩道が狭くてベビーカーで車道に脱輪したり、転んだりしました。いずれも交通量
が多くスピードも速いです。たまたま信号が赤だったため、車は走っていませんでしたが、走っていたら間違いなくひかれていました。子どもの集まる場所など、場所が遠いです。歩道
の狭いところ、ないところが多いです。子どもの集まりが少ないです。

地域の公園は、普通のすべり台やブランコなど、すべて同じような遊具なので、１か所でも大型の遊具やプラスチックの遊具などがあればありがたいです。様々な子育て支援をしてく
ださっているのはうれしいですが、我が家は３歳と１歳なので、基本は車の移動です。そのため、参加したくても駐車場がなければ参加できず、残念に思うことも多いです。駐車場のあ
る施設で、もっとイベントなどがあったらうれしいです。身体測定が２か月に１回、保健センターであることを最近知りました。前に住んでいた宝塚市では、近くの公民館などに月１回、
出張で来てくださり、栄養相談もしてくださったので、上の子の時によく利用していました。児童館の方が、おもちゃや絵本を持って地域に来てくださったりもして、歩いて参加できるの
で、よく利用していました。大変なことだとは思いますが、月に１回でも、地域の方へ出張してきてくださるとうれしいです。

地域ごとに保育所の設置、早朝・夜間の預かり可能な施設、病気の子どもを預かってくれる施設（仕事を休めるめどがつくまでの間）があれば、共働きの家庭でも安心して子育てがで
きると思います。休日や夜間の急病に対応してくれる病院を充実させてほしいです。伊丹には内科がありますが、外科や整形外科もほしいです。医療費助成の拡大、学齢期別のプレ
イルームの設置をお願いします。学校・地域・家庭との深いつながりができるような制度をつくってください。子どもの個性にあった学校へ行かせたいので、小中学校区の廃止してほし
いです。市の東西南北にそれぞれ１か所ずつ、安心してみてもらえる子どもクリニック（内科、外科、整形対応）を設置してください。何より、市政の安定、職業の安定、各家庭の収入の
安定を実現させることが、一番子育てに必要だと感じています。

家が猪名川町と近いため、川西市の子育てサービスが遠く、なかなか利用できません。猪名川町のサービスも利用できるよう工夫してほしいです。

子どもの人数により、幼稚園の補助額が違っていたりすることはありがたいです。しかし、３人目と４人目以降の差がないことは少し辛いです。４人まで居る家庭が増加しているように
思うので、４人目以降は、幼稚園を無料にしてくれるとありがたいです。あと、放課後の５時までの預かりを、せめて小学生の間はしてほしいです。中学生は部活もあり、友達といること
もできますが、小学生はやっぱり、１人の時間が長いと心配になり、フルタイムのパート等に出にくくなります。

多田桜木に住んでいますが、小学校の校区が多田東小学校で、電車の線路（踏切）を渡って通わなければなりません。危ないし、心配です。校区の見直しをしていただきたいです。公
立の幼稚園でも、バスの送り迎えがあれば、私立の幼稚園に通わせなくてもよいのにと思います。妊娠中、切迫早産になりかけ、１か月ほど入院しました。その入院費用なども補助し
てほしいと思いました。1か月で11万円もかかり、かなり痛手でした。きっともっとお金がかかっている人もいると思います。通院中も検査代やら、いろいろ出費があるのに、不測の事態
での出費は本当に大変です。少子化を問題視するなら、出産前からのことも考えてもらいたい思います。

私立幼稚園での預かり保育をやってほしいです。宝塚市ではやっているようですが、できたら朝、8時～9時もやってほしいです。中学校での給食、公園の充実、子ども連れの駐車料
金のサービス、公園や公共施設でのトイレ（子どもトイレ）の充実をお願いします。保育園の保育料を値下げしてください。

公園を増やしてほしいです。公園の掃除をもっとしてほしいです。魅力的な遊具の設置、道路の整備（歩道など）をお願いします。

最近不審者が出たり、川西市内でもよくあるので、子どもたちが下校の時や公園で遊んでいる時等不安なことがあります。警察だけで無理があるなら、保護者や地域の方で見回りや
低学年の下校のつきそい等をやってほしいです。情報も学校から注意を呼びかけたりしてほしいです。

久代には幼稚園が２年で、給食なしの午前中しかみてもらえません。仕事をしていても幼稚園に行けるような環境をつくってほしいです。３年の給食日があるなど、小学校に行く際も、
ほとんどが幼稚園の子どものためで、保育所にあずけることも悩みます。保育所の教育についても、もう少し考えてもらえると預けやすいです。私立の幼稚園もなく、仕事をしている親
にとって、子育てでは久代は不十分な町のように思います。

市立幼稚園の施設、保育環境がよりよくなればうれしいです。

６年前に大阪市より川西市に引っ越しました。初めに感じた印象はどこに行くのも車が必要ということです。子どもの市立の児童センターは川西南部か北部に偏在し、私の住んでいる
中部には児童施設は少数しかありません。気軽に徒歩で行ける児童施設がほしいです。また、公立の幼稚園でも通園バスを出すなど、低料金で預かり保育をするなどのサービスが
あってもよいと思います。あと、箕面市で取り組まれている応援保育のような制度をぜひ川西でも導入してほしいです。夏休みも安心して子どもを園が預かってくれる制度があれば、
母親も社会に出て働きたいと思うようになると思います。公園の遊具も、すべり台１つなど、極端に少ない気がします。ブランコや鉄棒、ジャングルジムなどもっとたくさんの遊具があっ
てもよいと思います。

まだまだ小さいですが、小学校に行かせるのがとても不安です。先生のレベルが低すぎて、川西市の小学校はどこもダメです。小学校までは、今の保育園で安心して通わせることが
できるし、安心して子育てができます。基本的には、あいさつや笑顔、話し方をしっかりしている先生がいる小学校があればよいです。

広い公園が近くにない。南花屋敷周辺の子どもの人数は多いと思うが、子どものための施設が少なすぎる。徒歩や自転車で気軽に行けるところがほしいです。

このアンケート非常にわかりづらいです。

車で行くことができ、有料でもよいので遊べる施設があればよいなと思います。○○○の○○のような感じの施設です。

一時保育を、こころよく受け入れてくれる園が全くないのではないでしょうか。（○○保育園は、一時保育用のクラスがあり、どのような時でも預かってくれます。）

川西市の鼓が滝の地域は木が伐採され池が埋めたてられ、住宅の建設が進む中、公園は不十分でせまい道路でスピードをゆるめず走る車が多い。土砂を運ぶダンプカーなども、運
転はあらく、子どもを連れて歩くのは危ないと日ごろから感じています。工事ばかりが、どんどん進む中、引越を考えたりしています。公園にはすべり台があるものの、鉄棒ぐらいあっ
てよさそうなものだと不思議に思います。

子どもが健やかに育つためには、公立中学校の給食導入が必要だと思います。

食育をすすめるためにも、中学校まで学校給食があるとよいなと思います。

子どもを育てるにはお金がかかるので、医療費を中３まで無料にしてほしいです。今だと、小学生になると、通院費がかかってくるので、病院へ行くことを控えると思います。私立幼稚
園就園奨励費補助金をもっと充実させてほしいです。兄姉が小学校低学年にいることで金額を減らすのは、おかしいと思います。市内の中学校で給食にしてほしいです。家の弁当や
コンビニのパンなどでは栄養の面で心配なので。宝塚市では実施しているので、川西市もノウハウを学んで、ぜひ実施してほしいです。牧の台子育て学習センターへ行ってみたいが、
遠すぎる。車の運転ができないので、家からだと電車とバスになるが、赤ちゃんを連れてベビーカーでバスに乗るのは不安だし難しい。定期的に近くの東谷公民館などに、移動してき
てほしいです。

歩道が途中で無くなる道があるので、安全に通れるように整備してほしいです。

保育所の料金が他の市に比べて高いのに、病児保育などの施設がないのは不満。０歳児保育をしている施設も少ないように感じます。また、保育を出て、小学校に子どもが入ると、
会社も育児短時間を取れず、フルタイムで母親も働かなくてはいけない会社も多いので、小学校が終わってから、夜７時ぐらいまで預かってもらえる施設をもっと充実させてくれない
と、子どもが小学校に入ってから働けなくなり困ります。せっかく川西市には緑や山も多いので、市の主催する林間学校や校外活動があれば、子どもがのびのびと楽しく育つと思いま
す。

現在３人の子どもがいます。家計のために働きに出たい気持ちはあるのですが、保育園等に預け働きに出ると自分の収入以上の保育料や、家事ができないことでの出費（食事が惣
菜になったり）がかさむことを考えると、主婦でいることが一番安心かなと思っている現状です。収入に応じた保育料はもちろん納得できます。ですがもう少し安くなる、または、補助金
がある等になりませんか。子育ての事業はわりと充実していると思いますが、年齢が限られていたりでなかなかタイミングがあいません。もう少し年齢のはばを広げてほしいです。

子どもの医療費を収入に関係なく無料もしくはもっと低額ですむようにしていただきたいです。他市では中学まで月５００円（同じだと思います）払えばよいなどの話も聞きました。せめ
て小学生までなど考えてもらいたいです。

問１１にも書きましたが居住している場所にかかわらず平等にサポートを受けたいです。（川西市は南北に長い市なので）体育館、室内プール各種の運動教室など南の方にかたよっ
ているように思います。このことは未就園児未就学児だけでなく小学生、中学生にもこのサポートを受けさせてやりたいです。私の居住している地域では夏の開放プールで毎年もめて
います。なぜなら子どもの命を守るプール監視員を保護者がしないといけないからです。行政は補助金を与えたら手放し状態です。公共のプールがないから始まったことらしいです
が、やり方があまりにも雑すぎます。このご時世、危機管理は行政がしっかりとサポートするべきだと思います。責任のなすりつけあいです。各地域によって開放プールの仕方も
様々。自治会、コミュニティーそして住民のかかわりを統一してほしいです。このようなことから整理していかないと安心して楽しく子育てなんてできません。外からみるのではなく実際
地域の中に入って各地域の子育て環境をみてほしいです。

川西市の児童発達支援事業を行っている「さくらんぼ」に子どもが通所予定で、施設を見学に行かせてもらいました。先生方は、温かく一生懸命に始動されており、よかったのですが、
施設自体がとても古く、とても暗いイメージを受けてしまいました。「さくらんぼ」に通う子どもたちというのは、手厚い支援が必要で、親もたくさんの不安があると思うので、明るい気持ち
で足をふみ入れることのできる施設にしてほしいなあと思います。どうか、そちらの方にも予算を増やしてもらいたいです。
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問32（自由記述）　　　　　「川西市でどのような子育てができるようになるとよいと思いますか。安心して楽しく子育てができることや、
　　　　　　　　　　　　　　　子どもが健やかに成長できるためのご意見がございましたら、ご自由にお書きください。」
安全な環境。学童保育の充実

川西市内に病児保育があればうれしいです。保育料が高い。育児休業中、保育料の減額があれば助かります。主人が単身赴任中です。その際も保育料の免除なし。他市はあります
のに。
老人の施設は非常に多いので、そこで少しの時間、子どももみてもらえたらよいなと思うことがあります。場所がとても便利で預けやすそうです。幼稚園（市立）の保育内容が地域に
よってばらつきがあることに不満を覚えます。現在私立にやっていますが、市立幼稚園がもう少し保育時間・内容ともに充実していたら、行かせたかったです。小学生の子どももいます
が、低学年の学童保育について、もっと柔軟に対応してもらえるとよいなと思います。子どもが小学校入学すると同時に仕事を辞めた友人（女性）もいました。

まずは、医療費の控除枠を広げてほしいです。うちは、３人子どもが居ますが、第３子が生まれても、そんなに恩恵をうけられないので、もう少しシステムを変えてもらえなければ、歳
が離れた子どもだと助成など意味がないと思います。（２６年度からの私立幼稚園の助成など）あと、中学校の給食は、是非とり入れてほしいです。少子化だと言いますが、子どもをた
くさん産んだとしても、育てていくのには正直、お金が必要です。若い方は、収入と出費を考えただけでも、不安になると思います。行政のバックアップはとても必要になると思います。
川西市はとてもよい市だと思います。長くお世話になりますので、子育てが楽しくできる環境づくりを是非これからもがんばってほしいと思います。

＜経済面＞保育費が高い。共働きだと最高額となり、家計を圧迫します。川西市が子育て世帯を誘致したいのならば保育料減額や共働き子育て世帯の福祉サポートなど何かしらの
対策を講じるべきです。そもそも病児保育がないとは言語道断。近隣（宝塚、尼崎、豊中。）は病児保育があるが、市内在住のみの利用であり、仕事を休まざるを得ません。これが続
けばおそらく負担がかかる母親が退職を余儀なくされ、税入の減少につながるのではないでしょうか。
＜ハード面＞児童館・こどもセンターの充実。土日に（平日は仕事のため）子どもを遊びに連れて行きたくても児童館は休みで遊び場がありません。おもちゃ・遊具など古いのは別に
かまわないが、広くて遊べるスペース＆飲食可なスペースを確保してくれるとよいです。中央児童館は食事を食べるスペースが汚い。イスしかありません。せまいので幼児連れには厳
しい。せめてゴザ、たたみのスペースがあるとなおよいと思います。
＜病児保育＞あわせて病後時保育もご検討を。
＜その他＞小児科が少ない、産院が少なすぎる。保育所数はまずまずですが、待機ゼロにする動きは必要かと。
各小学校区に遊具の充実した魅力的な公園があればよいなと思います。そうすれば、地域の保育園、幼稚園の子どもたちや家庭保育中の子どもたち、みんながより屋外で遊ぶ機会
が増えて、心と体の発達によいのではないかと思います。地域の子どもたちが、園などの垣根を越えて遊ぶことで地域の輪も育まれればよいなとも思います。

市内でのプレイルームが少ない。もっと数を増やしてほしいです。乳幼児があそべる公園が少ない。たとえば、低いすべり台や、かこいがあるブランコ、砂遊びする公園も近所にはあり
ません。

遠方から引っ越してきたのですが、ゴミ当番があることに驚きました。子どもが赤ちゃんで目が離せないのに、ゴミ捨て場まで行かなければならず、大変でした。他市ではゴミ当番はな
いので、今後、考えていただければと思います。子どもを地域の家庭で預かってもらえる制度がありますが、その家庭との相性をみる面談があるので、人見知りの激しいうちの子ども
は預かってもらえないと思い、利用しませんでした。初めて会う人に人見知りする子どもは多いと思うので、この制度を利用する人は少ないのではないかと思います。泣いていても預
かってくれる施設があると大変助かります。今は幼稚園ですが、幼稚園に預かり保育がないので、それに代わる施設が近くにあればよいと思います。もしあるなら、もっと情報誌など
に載せて知らせていただきたいです。

「乳幼児等医療費受給者証」について。夫婦での年間所得が９００万以上だと給付されないというのはいかがなものかと思います。夫婦で一生懸命働いて、子どもに安心して充分な医
療を受けさせるためにも、制限をもう少し緩和してほしいなと思います。我が家では息子が原因不明で血液検査の数値異常があり、検査入院をしたり、定期的に病院受診が必要で
あったり、上記の制度にはとても助けられています。このまま私が働き続けて、息子の病態も改善されなければ、仕事を続けていくのも、一体なんのためなのか、と考えてしまうことも
あります。（このまま仕事を続けていくと、受給資格を失ってしまうため）ケチな考えですみません。ただ、もう少し上限が高くなってもよいのになあと思います。川西市、大好きです。こ
れからも次世代を担う子どもたちのために、よりよい市政を期待しています。１５年ほど前、「子どもの人権オンブズパーソン」のキャンプで出会った人々、経験が今の自分をつくってい
ると感じています。

もっと歩道を増やし、街灯も増やし、安心して歩ける町にしてほしいです。スーパーのトイレをベビーカーも入れるようにしてほしいです。

子育てで困った時、気軽に話ができる相談できる場所があればよいなと思います。

市立幼稚園すべてを３年制にしてほしいです。自治会活動・子ども会活動が乏しく地域でも交流がないので、近所つきあいが希薄。財政難なのは知っているが、子育てにはお金がか
かるので、助成金を数多く設立してほしいです。（川西市独自の取組みやサービスをがんばってほしい）子育て世帯が「川西市」に魅力を感じられるまちづくりをしてほしいし、活気ある
街にしてほしいです。市役所も市議会も気合入れてほしいです。上記の内容を整理し実行した上で、川西市をＰＲすることにより、子育て世帯が転入してくれれば活気あふれる街にな
るし、市税増も見込めます。中・長期的実現可能な計画を立てるべきです。

子どもの定期検診について、無料で行っていただけることに大変感謝しているが、毎年平日のため、仕事を休んで行かなければならないのが大変。予防接種の情報が少ない。どの病
院でどの種類の注射を受けられるのか、一覧にしてホームページ等で公開してほしいです。以前保健センターに問い合わせたところ、自分で各病院に問い合わせてくれ、と言われた
こともあります。情報をまとめて管理してくれる場所があればありがたいです。

牧の台、総合センター、出張プレイルームを利用していましたが、スタッフの方が親切で助かりました。ただ施設は古く、あまりきれいではないのが気になり、子どもが病気にならない
か心配になることがありました。もう少し清潔な環境にしてほしいです。

子どもの医療費を中学卒業まで無料にしてほしいです。小学校高学年になっても病院等へ行く回数は減りません。中学校は給食にしてほしいです。

土地柄、プレイルームには車を利用して時間をかけないと行けないため、もっと近くに毎日利用できる施設があればと思います。

初めて出産し、乳児を連れて外出することの大変さを身にしみて感じています。中でもバス移動は、子どもを抱っこひもに入れて、買い物袋とママバッグをもって、折りたたんだベビー
カーを持つと両手がふさがるどころか、だれかに手伝ってほしいのが本音です。そこで、乳児を連れた保護者のバス運賃を高齢者パスのように無料にしていただけたら楽なのにと思
いました。

すべての公園にトイレを設置してほしいです。雨や雪の日、真夏に子どもたちがのびのび遊べる室内遊具や広場がほしいです。夏休みは暑すぎて、日中は家にこもりっぱなしでお互
いにストレスがたまりました。自由に使える広いグラウンドがあればよいと思います。せっかく川があるのですから、河原で遊べるようにしてほしいです。企業を入れて、近くに働けれる
場所があれば、もっと生活にゆとりが生まれ、子育てに費用がかけられるのになと思います。

交通手段が徒歩か電車なので、歩いて行ける場所に大きな公園があるとよいなと思います。保育園や幼稚園などの園庭開放は助かりますが、時間や曜日などの制限もありますの
で。公立幼稚園を３年保育にしてほしいです。やはり３歳ごろから一日家で過ごすというのは困難になってきます。体力もついてくるので、外で発散させるようにはしていますが、近所
の子どもたちだけではなく、いろいろな大人や子どもたち、社会に触れていくべきだと思います。公立が２年保育のため、仕方なく私立に行かせる方も多いと思います。未だに２年保育
というのは珍しいと思います。

病児保育園をつくっていただきたい。認可保育園の定員を増やしていただきたい。あるいは認可外保育園の保育料負担が軽くなるよう助成を増やしていただきたい。子どもが1歳８か
月の時に転入してきて約1年になります。転入時既に就業しておりました。近所や市内には平日行われている子育てサロンはあるようですが、土日に利用するところがありません。そ
のためまだお友達がいなくてとても不安です。土日の交流の場を設けてほしいです。もし、現在あるのであれば教えていただきたいです。孤立していて困っていますが、どのように手を
打てばよいか悩んでいます。母親学級は初産婦さん向けのようですが、経産婦さん向けの学級がほしいです。出産・育児の勉強は無くとも、単なる妊婦さん同士の交流の場でもよい
です。初産の時は別の市で母親学級を受け、その場で知り合った人と仲良くなりました。次の妊娠の時もそのような機会があれば心強いです。出産後のリフレッシュにもつながりま
す。できれば土日の開催が望ましいです。専業ママが集まりやすい平日、就労中ママが集まりやすい土日の両方あれば、色んな人のニーズに対応していただけると思います。早朝
（７：００～）や、１８：３０以降の学童があればと思います。子どもが小学校に上がると現在の仕事では、子どもを家に置いて出勤しなくてはいけなくなりますので、安心して預けられる
場所がほしいです。働くママが利用できる子育てサービスをつくってください。（土日や１８：００～以降利用可能なもの）

川西のプレイルームや園庭開放されている施設は施設や置いているおもちゃにあまり清潔感がないように思います。また、雰囲気が暗いため、あまり行く気になれません。（総合セン
ターは特に、場所はよいが、施設が古い気が。保育士さん方はよい方々なのですが。）清潔感があって、おもちゃも木のおもちゃ等で新しく、また車が停められる場所があるプレイルー
ムがあるとよいと思います。（伊丹市の「きららホール」はとっても利用しやすいです。宝塚市のプレイルームもよかったですが、川西市民が増えたためとある時期より入れなくなりまし
た。）今後の子育ての中でおもうこととしては。小学校での英語教育をもっと充実してほしいです。留守家庭児童育成クラブを６年生までひきあげてほしいです。中学校の給食開始。子
どもの医療費控除の所得制限撤廃（色んな場面で所得制限があるが、子どもの数でかかる養育費も違います。せめて３人目以降は所得制限をなくしてほしい）ご検討のほどよろしく
お願いいたします。

現在、私立幼稚園のＰＴＡ会長をやっていますが、保育園との格差を感じます。保育園は補助金も多く出ることや両親が就労しているので保護者負担が少なくて、正直うらやましいで
す。子どもの成長に関わることができて幸せと考えられればよいのかもしれませんが。兵庫県の私立幼稚園の補助金も多く納税しているともらえないので、ばかばかしく思えます。子
どもを育てるうえで行政を頼ったことがないのでよくわかりませんが、子育てイベント等多く実施している点はよいと思います。主人が忙しく働いて、家にはほとんどいないので、超過勤
務手当で給料が上がり、納税額も上がり、母親の私の負担も増え。そして、補助金ももらえません。一生懸命に働く世帯に恩恵が少ないのは悲しいです。日本がそのような仕組みじゃ
ないと成り立たないのかもしれませんが、納税義務を果たしていない世帯が何でもかんでもタダっていうのは納得できません。楽しく子育てできるようになりたいです。
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問32（自由記述）　　　　　「川西市でどのような子育てができるようになるとよいと思いますか。安心して楽しく子育てができることや、
　　　　　　　　　　　　　　　子どもが健やかに成長できるためのご意見がございましたら、ご自由にお書きください。」
子育てにはさまざまなカベがあり、それをのりこえる努力をすることは大切な親育てであると思います。しかし、環境がととのっていなくては「あきらめ」につながります。（つまり退職）社
会は平等ではなく、権利はあっても行使することにかならずつながっているわけではないです。それはわかっていますが、少なくとも子育てについては政府も含め行政がより平等な環
境をより整えてほしいと思います。だれしもある一定の年までは子どもによりそい、子どもの思いをうけとめて、育てたいものです。「働かなければならない」がそれをさまたげてはなら
ないと強く感じています。そのような社会にするためにおまかせではなく、投票行動などにより意識をもって考えていこうと考えています。

公立幼稚園ではパートに出るのが難しいし、私立幼稚園だと経済的に負担が大きい。

公園や広場の充実。放課後の遊び場・学び場の提供など。大阪市・箕面市では放課後の学校の過ごし方や、校門を通ったかのチェックが登録した親に送られており、もっと川西も見
習ってほしいです。

無料の検診は助かります。病院の通院代、お薬代を安くしてほしいです。お薬代もこみで８００円など。グリーンハイツですが、公園がたくさんありとても幸せです。ですが、最近古くなり
たくさんの遊具がなくなり、とても残念です。皆でまだかまだかと待っています。遊具の修理や新しい遊具をとりつけてほしいです。ブランコがなくなったりして公園行かないと言う子ども
もいます。すみませんが、もっと早くできませんか。

私の周りには、子どもをおいて働いている人が多いです。学校から帰っても母親がいない、兄や姉と一緒に、帰りを待っているケースがあります。兄や姉も、小学校低学年であったり、
とても不安に思います。（学校の放課後預かり。も、定員がいっぱいだそう）今は昔と違い、物騒にもなっているので、子どもたちだけで留守番。というのも不安でなりません。１件１件
の把握は難しいと思いますが、そのような家庭が減るとよいなと思います。

笹部に住んでいます。７歳・３歳・１歳の母です。６年ほど前にも意見したのですが、地域に子どもが集まる公園がありません。土地もせまく、遊具もあまりありません。そして、どの公園
も見通しが悪く危険です。６年前の回答は撤去すること（遊具を）が主で遊具を増やすことは無理とのことでした。どうか笹部にも充実した公園をつくってください。

図書館が少ない。川西能勢口の施設、サークル等利用するにも駐車場代がかかります。→参加しません。子どもを多くうんでいるが、何のメリットもありません。中学校給食の導入は
いつになったら行われるのでしょうか。猪名川町は昔からあたり前のようにやっています。

引っ越してきたばかりの場合（０～５歳の子どもをもつ親に対して）、パンフレット等を渡すだけではなくこのような施設があると説明をしていただけるとうれしいです。私自身が質問をす
ると、とても丁寧に、場所までしっかりと教えていただけたのですが、質問がないと、おそらくパンフレットを渡すだけのような状況だったのではないかと思います。きっとお忙しいのでそ
のような時間もないのかもしれませんが、できれば場所や市で行っていることだけでも詳しく教えていただけるとよいなあと感じました。ただ、保育課（間違っていたらすみません）に、
子どもが遊べるようにおもちゃ等おいていただいて、その点はとても感動しました。他の市ではそういった遊べるものが全くおいていなかったので、子どもをもつ親としては、市の職員
の方としっかりお話をしたいと思っていますので、そのような子どもが遊べる場を設けていただけている点はすばらしいと思います。また、特に引越ししてきたばかりの親や初めての出
産を経験した親はおそらく不安がいっぱいだと思います。かわにしの広報でもわかりやすくたくさん載せていただいていますが、個人あてにハガキ（ＤＭ）等で、このような交流の場あり
ます。というような案内があってもよいかなあと思いました。

任意接種の予防注射（ロタウイルス・Ｂ型肝炎・水痘・おたふくなど）を無料にしてほしいです。保育料をもう少し安く設定してほしいです。病児保育早く実現してほしい。ただし、利用料
は高額にしないでほしい
未就園児のころに子ども同士で交流できる場がもっとあればよいと思います。地域で顔見知りができれば、就学後の親同士の関係もよくなると思います。保育園や幼稚園を広く開放し
たり、公園の整備も積極的にしてほしいです。遊べる場所（集まれる場所）をつくってほしいです。子育て世代への補助金や減税などをしていただきたい。医療費の無料化も枠を広げ
てほしいです。子育てを終えた方に、ボランティアなどでサークル活動に参加していただくなどして異年齢交流をしてみるのもよいと思います。

病気などになった時に預けられる所がほしいです。（仕事がある時）警報などで、学校が休みになった時に預けられる所がほしいです。中学校を給食にしてほしいです。

収入に制限なく、医療費の不安がなければうれしい。

長い休み（夏休みなど）に、子どもを預けられる所があれば、よいと思います。働きたいママは、とても助かると思います。働きたくても、長期の休み（夏休みなど）に、子どもを留守番さ
せるのは心配ですから、子どもを預かってくれる所があれば、親も子どもも安心です。

一人一人の家庭が子どもを大切にしていれば、その地域も自然と住みやすい場所になると思います。川西は高齢者が多いけれど、近頃は学校のパトロールなどもしてもらっている
し、ウォーキングなどもされている方も多いので、人の目がいろんな所にあって、安全性が高いように思います。以前、私の住んでいる町で小さい子どもがいる母親の集まり（サンド
イッチパーティー）を企画してくださり、近所の新しく入居してきた方と仲良くなれました。新しく川西に入られた方、孤立した高齢者など、人とのつながりが少ない人に働きかけて、老若
男女、さらに、大きい輪ができるようになればよいなと思います。そうすることで、この町を大切にしましょう。育てようという気持ちが自主的にでてきたら、素敵だと思います。最近、公
園の草が伸び放題で遊ぶのを躊躇してしまいます。子どもが少ないからか、みんな遊ばないから伸びてしまっているのでしょうか。私の小さな頃はこのようなことなかったので、さびし
い気持ちになります。子どもだけでなく、いろんな年代の方が利用するとよいですね。未婚、非婚、平等にあつかっていただきたいです。

同じ年齢、月齢の子どもをもつ親が、交流をもてるような場がもっとあればよいです。川西市北部にも救急病院（休日、夜間など）があると、安心です。

公園が多いが、整備が不十分で遊ぼうと思えません。小さな公園よりも広くて明るい公園が近くにあればうれしいです。伊丹の公園をよく利用するのですが、なぜか伊丹の公園の方
が明るくきれいに思います。
現在、仕事で求められる質に、母（私）がついていけない（理由：子が３人になり、精神的・肉体的余裕がなくなったため）ので、仕事をもちかえり夜中２時間ほどやっていて、繁忙期は
もっとつらいからそれ以外は満足しています。しかしその理由は近くにある母方の祖父母があり全面的に協力してもらえることが大きい。川西市は幼稚園、保育園も多くあるため、よく
選んで（しかし、そのよい質の保育をしている園は遠いため、それも祖父母の送迎協力に頼っている）通わせることはできます。しかし、両親だけでは病児や土日の保育、またとくに土
日に子どもを遊ばせるところ（車がなくても通いやすい所）が充実しているとは言えないため、非常に苦しい。だれでも子育てしやすいようにするには、行事や土日の保育、土日に子ど
もを遊ばせるところをもっと充実させる必要があります。また、父母がカットに行ったり、土日休日をとるためにももう少し気軽に土日保育を取れるよう制度を整え、保育士さんの職場環
境、待遇もよくすべきだと考える。

公民館に子どもが２歳の時に遊びに行くのにわざわざよくわからなかったから電話をしてまで行ったのに、利用できる場所がほんの閲覧の場所以外ない。と言われました。その後１歳
までの子どもたちの部屋なら使用できる。と言われたが、自己紹介のみさせてもらって帰りました。バスを利用しないといけない場所にあるということもあり二度と利用しない。と思いま
した。以前は宝塚に住んでいたが、子どもを遊ばせる公園も公民館も多くあったが、公民館も川西市は老人の方用に使用されていると思います。子ども会や自治会も金額は上がって
いくが質は下がり、老人の人と子どものコミュニケーション等で意味がないのか参加者もかなり少ない。

学校教育の低価格の実現。小学生の預かり保育の（下校後の預かり場所）確立を考えてほしいです。

先のことですが、川西では公立の中学校で給食がありません。この先も働いて養っていくには給食があると非常に助かりますし、他の市ではもうすでに実施されている所が多いと聞き
ます。それがないために引越等を考える方もいらっしゃると思うので（うちもそう）早く公立中学に給食がでるようになればよいなと思っています。

医療費を中学生くらいまで８００円か無料など長くしてほしいです。

今は夫婦共稼ぎが基本の形となりつつあります。だからといって、子どもたちだけで長時間留守番をさせたり、特に夜は預け先もむずかしく、仕事によっては働くことをあきらめざるを
得ない時期もある。夜の２２時くらいまで預けることができれば、残業にも対応でき、一般の人と同等に働きやすくなると思います。

親も感情ある人間です。どれだけ子どもがかわいくても、イライラすることもあるし疲れます。私みたいにどちらの両親の子育て援助を受けられない者は子育て２４時間が当たり前にな
ります。預けて一人になりたいと正直思うこともあります。健康診断や病院はもちろん子連れ、あまりに辛くて動けなくても子育ては離れられません。有料であっても、預ける所があれ
ば精神的にも身体的にもすごく助かります。その場合、利用していたら「あの親子どもをほおって。」というような雰囲気にならない環境づくりをお願いします。母親ですからやってあたり
前、ガマンもツライのもあたり前ではなくて、本当に楽しく子育てできるための環境づくりをぜひお願いいたします。

中学校を給食にしてほしいです。

主人はマイカー通勤をしていて日中自宅に車がありません。子どもが急病の時、時間外の診察の時など大変困ります。市内でみてもらえる病院が少なく、伊丹や尼崎の時間外でもみ
てくれる病院へ行くのがとても困難です。当番制でもよいので地域の病院で夜間などみてもらえるようになったら大変うれしいです。

川西市は公園が少ない。公立の保育所、幼稚園も少なく、認定子ども園も少ない。公立の幼稚園は２年保育しかないのに、幼稚園に入るまでの子どもが、他の子と触れ合える施設や
サークル等々の支援も少ない。歩いて気軽に行けるような子どもが遊べる場所が少ない。出産までの助成券も１２枚つづり５０００円でいただいてはいるのですが、１回５０００円未満
の場合も多く、困ります。その割に検査等でかかる費用は大きくて困りました。子どもが生まれる以前の問題で、子育て家庭に不親切であり、家庭からの出費は多大なものであり、困
りました。出産してからも遊び場が少ないこと、病院（小児科）が少ないことに困ることが多いです。もう少し子育てしやすい市になってもらえればありがたいです。
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問32（自由記述）　　　　　「川西市でどのような子育てができるようになるとよいと思いますか。安心して楽しく子育てができることや、
　　　　　　　　　　　　　　　子どもが健やかに成長できるためのご意見がございましたら、ご自由にお書きください。」
認可保育園に８か月の時から現在も通わせていただいております。来年の３月に卒園し小学校へ。保育園で色んなことを学び日々成長をしている姿にうれしい気持ち、感謝の気持ち
でいっぱいです。もう少し保育園の数があればよいと思います。という声をよく聞きます。待機児童のない川西市であればよいのにと思います。市役所に相談に行くと担当の方から厳
しいことを言われたというお母さんの声を聞くことがあるので、もう少し子育て世代にやさしい行政であってほしいなと思います。所得により保育料に差があるのも仕方がないことなの
でしょうけれど、０歳～２歳、３歳迄は正直高いなあと思っていました。ただ、保育料の金額がネックとなり復職せず退職したり、新規に仕事をされない方がいるのも現状だと思います。
給食のおかげで色んなものを食べることができ、食への関心も高く、家庭では好き嫌いは多少ありますが、保育園では残さず食べているようです。小学校はもとより、中学校も給食を
希望します。成長期に大切な栄養を家庭だけでなく。と切なる希望です。

検診等、現在の自宅から施設が遠いので、もっと近くでできるようになればよいと思いました。

住宅街の中を通り抜けていく車が結構なスピードを出していることが多い。子がひかれそうになったりして危険なので、ミラーの設置や注意喚起してほしいです。先にも述べた不審者
多発の件。学校や園の付近を日中や夕方、重点的にパトロールしてほしいです。あやしい人には職務質問を。高齢者ドライバーが多いのですが、運転マナーがひどい。駐車場の中
で、後ろを見ずにバックしてきて接触寸前で冷や汗をかいたこともあります。この先も増えていくことでしょうし、定期講習に強制参加させるなり、マナー向上の手段を考えてほしいで
す。

乳幼児等医療費受給者の所得制限をもう少し、ゆるやかにしてほしいです。認可保育所（公立）は高すぎて通えませんでした。（月８～９万円）子どもの手当てに関しては、ほぼ恩恵を
受けていないので、所得に関係なく支給してほしいです。公園から遊具が取り外されているのが不思議です。ブランコに乗るために池田市の公園に行っています。公園の整備を希望
します。

ご高齢の方も多く、道路での運転トラブルが時々見受けられます。歩道と車道を完全に区切り、通園、通学が安全に行えるまちづくりをよろしくお願いいたします。こちらには引越から
あまり経っていませんが、とても子育てしやすい環境に思えます。子が大きくなっても、ここで子育てしてほしいなと思います。ひとつ欲を言えば、公立の幼稚園を是非。

子どもを産みやすい環境にしてほしいです。兄弟が増えるといろいろな面で大変なので。医療の方ももっと充実してほしいです。産婦人科も少なすぎる。公園の遊具を増やしてほしい
です。

総合センターで毎週月曜日に開かれている赤ちゃん交流会に数回参加させていただいたのですが、参加人数が大変多く、座るのも一苦労しました。子どもと年齢が近い方との交流
は、積極的にしたいと思っているので、アップルさんでも毎週開いていただけると人数がちらばるのではと思いました。アップル中央をよく利用させていただいているのですが、プレイ
ルームにおられる保育士のお二人がとてもやさしくてお話しやすく、いろいろ教えてくださるので、好きな場所になりました。また、タブリエも利用しているのですが、大変きれいに管理さ
れていて、こちらも利用しやすいです。このような事業があって本当によかったです。ぜひこれからも続けてください。これは、どの市町村の方も同じかと思いますが、保育所に確実に
入れる市になってほしいです。今から復帰の時に、希望の保育所に入れるか不安なので。市内で生活していると川西市はご老人の方が多いように感じます。（気のせいだったらすみ
ません。）介護施設と併設になった保育所があれば、住みやすい所になるのではと勝手な意見ですが、思います。

子どもに対しての川西市独自の魅力ある制度がほしいです。手厚い保障など金銭面でも。川西駅前をもっと開発してほしいです。

公立保育所を北部（日生中央）に増やしてほしいです。市の専門の方が子育てサポート支援員として子どもを預かる制度がほしいです。日曜日も通っている保育所で預かってほしい
です。（書類提出なしで）病児保育を川西市内で行ってほしいです。このようなアンケートをするなら、役所からの郵便も返信切手を添付してほしいです。（自己負担で何度も払いまし
た）

市役所が土日祝もしていると助かります。何か手続きをするのに子どもを連れて行くのは大変（待ち時間にぐずったり、荷物も多くなるし、移動も大変等）ですが、土日祝もしていたら夫
に子どもをみてもらっている間に行けたりするため。昔の町医者のように、夜に子どもの具合が悪くなった時、近所の病院に走れば大丈夫という安心感がほしいです。夜間や休日の
病院が「伊丹の子ども急病センター」が遠いと大変。

公立保育所に入所中（１歳、４歳）ですが、父方祖父母は現役で就労しており、母方祖父母は関東のため、ちょっとした私用（通院（特に歯医者等の子どもを連れて行くのが困難な場
合）や美容院など）もこなせません。私用でも預かってくださる保育施設の案内などしていただければ助かります。子育て支援ルームも土日は実施されていますか。働いているので、
近所の子どもたちやそのお母さんたちと知り合う機会が少なく、残念に思っています。（保育の母さんは忙しそうでゆっくり話をできません。）

公立幼稚園３年制になってほしいです。いろいろな習い事に興味があり、子どもにいろんなことを体験させてやりたいと思いますが、高価な習い事も多いので、安価で習うことができる
場がいっぱいあればよいなと思います。

二人目の出産の時、利用できるサービスの情報が少なく、県外の祖父、祖母を呼び寄せるしかありませんでした。特に、出産の時、入院の間に子をみてくれる人（休日または深夜）が
いなくて、方法を考えるのに大変でした。このようなサービスがあるという情報をもっとたくさん増やし開放してほしいです。タクシー、預かり所（深夜など）

小学校も制服を採用してほしいです。伊丹ではランドセルを６年間使用すると、学校から賞状がもらえたり、学校のおたよりに名前をのせたりする所があるそうです。物を大切にするこ
とと、安くはない物で、おじいちゃんおばあちゃんに買っていただいたりすることも多いので、川西でも奨励していただきたいです。

子育てについて気軽に相談できる窓口（場）や交流ができる機会が川西市では充実していると思います。今後も継続していければと思います。

保育所の先生方にかなり助けられています。安心して預けるのに先生方の質の向上を望みます。また、ベテランに育っていかれるよう、（続けられるよう）給与面の考慮をお願いした
いです。若い川西市民を集め、離さないよう、近隣他市町の制度と比較し、サポートを強めていただきたいです。公園のあり方とは。安全を重視し遊具がどんどんなくなるのを仕方な
いと思う一方で、無くす以外の改善策はないのか、とも思います。市に人が集まるイベントを官民問わずもっと盛大にやってほしいです。能勢口駅北部の再開発。何となく期待していま
す。中学校まで給食実施を望みます。

子どもが２人（３歳と１歳）の子がいますが、昨年上の子が一週間入院で付き添いが必要で、下の子を預けてはいけなくて、一時預かりで保育園に問い合わせましたが、一か月先まで
空きがないと言われてしまい、母にパートを休んでもらい、みてもらえたのでよかったのですが、急に預けたくなった時は、対応できる施設があれば本当にありがたいです。一時預かり
も、値段をもっと下げていただけたら、利用しやすいと思います。消費税も上がるので、子どもを育てにくくなっています。３人目をほしいと考えておりましたが、いざ何かあった時のサ
ポートが少なく、お金にも余裕がないので、今の日本では３人目は難しいかなと思います。病児保育も、各場所に必要だと思いますし、幼稚園、保育園入園の料金の見直しもお願いし
たいです。来年から上の子幼稚園ですが、保育料が払っていけないので、働かざるを得ない状態で預ける値段が高くて不安です。各世帯の子どもがいらっしゃる家庭の皆さんの意見
も参考にして書きました。

病気になった時、頼れる小児科に病院があまりありません。○○病院は午後診察を行ってないし、安心してみてもらえる病院（医師）が少ないと思います。

アンケートをおえて子育てに関することを書く気力もありません。アンケートわかりづらく、多すぎです。途中で何度もやめようと思いました。内容改善した方がよいのでは。

もっと子どもを預けられる施設及び利用時間帯を増やしてほしいです。子どもが病気で保育園等に預けられない時の支援策（ベビーシッター制度、料金の割引、その他の制度）を手厚
く講じてほしいです。

防犯・安全対策をとってほしいです。交通量が多い道路の歩道の整備をしてほしいです。（南花屋敷４丁目～寺畑の間の旧１７６号は歩道がない場所があり、車にひかれそうになりま
す。）

川西は梅田周辺への通勤のしやすい場所ですので、共働き世帯が住みやすい環境を目指すというのはどうでしょうか。共働き世帯は、世帯収入が多いので税収アップにつながりま
せんか。子どもが小さいうちは、支援にかかる費用も多いですが、大きくなれば保護者（働いている世代）が増加することはよいことだと思うのですが。

川西市は赤ちゃん交流会などが多く、０歳の間はよく利用しました。それ以降は、あまり行くところがなくなり、個人で公民館で開催している育児サークルに有料で参加したり、単発の
催しに参加しているが、継続して定期的に行けるものがあれば嬉しい。地域によって住民の年齢層に大きく差があるが、地域ぐるみで子育てに積極的に関わることができるまちづくり
が必要。母親は皆、孤軍奮闘でストレスフルになり、子どもに八つ当たりしたくなくてもしてしまうという話を色んなママ友からよく聞きます。（私も同様）昔と違って、核家族、近所とも疎
遠になりがちな現代社会において、父親も毎日仕事で夜遅い生活、母親は本当に孤独。一人で子どもを外で遊ばれられない危険もあり、一日中、一人で子どもにつきっきりの毎日は
本当にしんどい。地域ごとの班で協力し合って、皆で地域の子どもを育てるような社会ができればよいと願います。

税金がどんどん上がっていませんか。共働きのフルタイムでも、貯金は難しいです。年齢は上がっているのに、保育料は下がりません。生活のために働き、運よく保育所に入れて、本
人は楽しんでいますが、週５の登園は幼い子には疲れるようです。働くために保育所に入れ、疲れて不機嫌な子ども、時間に余裕のない私、毎日泣いて怒ってと、何のための仕事で
保育所で、幼い子と育児、時間を楽しめていないことが辛いです。今、希望の保育所（○○保育園）で、先生たちはプロで子どもを中心に保育をされています。でも私から見ても先生た
ちがフルパワーなのがわかります。先生の数は足りていません。人数を補うために一人一人の先生がフルパワーです。これって行政から見て、どう感じていますか。先生の燃え尽き、
安全の低下、考えると恐ろしいです。公立の保育園も言っていましたが、あまりにも待遇に差がありそうです。保育・安全はどこも同じでなければならないはず。私立の先生への待遇も
考えてください。子育て、と言うのならば。これからの教育費を考えると、勤務時間を増やそうかと考えています。ずっとずっとこうやって仕事をしていかないと生活が成り立たない日
本。子どもが犠牲ではかわいそうです。頼れるマンパワーはなく、ファミリー・サポート・センターも代金が必要。私たち親が必死にやっていくだけです。川西は高齢者率も高く、将来子
どもへの負担がくるでしょう。税金の無駄遣いだけは決してしないでください。お願いします。
幼稚園や保育園の兄弟割引などがもっとあれば助かります。早く仕事を始めたいが、経済的に下の子を預けることができないため、困ります。子育てでとても悩むことがあり、臨床心
理士や心理カウンセラーの方に話をきいてもらいたい時があったが、どこに行ってどのようにしたらよいかわかりませんでした。
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問32（自由記述）　　　　　「川西市でどのような子育てができるようになるとよいと思いますか。安心して楽しく子育てができることや、
　　　　　　　　　　　　　　　子どもが健やかに成長できるためのご意見がございましたら、ご自由にお書きください。」
市で運営する、安価な習い事（英語、音楽、習字など）が増えるとうれしいです。

公立幼稚園も３歳から入園できるとありがたいです。

公立幼稚園を3年保育にしてもらいたいです。

現在、学校の留守家庭児童育成クラブ（学童）を利用していませんが、将来、利用したいと考えております。ただ、学童は３年生までですし、その後高学年は家に一人で留守をさせるこ
とになります。週、何日かだけでも、地域の放課後子ども教室などが利用できるとよいかと思います。高学年になると、留守のお家に子どもたちが集まったりと、少し心配なことがあり
ます。地域の方々で、見守っていただける場所や、クラブがあると、助かる方々が多いのではないでしょうか。

さまざまな施設、支援体制の構築などを検討されているようですが、あまりお金をかける必要性は感じません。他の所へ税を投入することも考えてほしいです。例えば、上下水道料金
が大阪府下の北摂地域に比べると、べらぼうに高いです。独立採算でされていると思いますが、同じような上水を利用していて、これだけ差が出ることについては少し不公平な感じは
します。

幼稚園に入るまでは子育てサークルに入っていたので、いろいろあることは知っています。頼る人が居ないので、いろいろと利用してみたい気持ちはありますが、その一歩がなかなか
踏み出せません。もっと気軽に利用できればなあと思います。私はあまり丈夫ではないので、もし自分が入院したら子どもはどうしたらよいのかと不安になることがあります。長期で、
自分の家で子どもをみてもらえるサービスが地域にあればと思います。

公園・児童施設等無料で母子が自由に気軽に集まれる所をもっとつくります。公立保育園を増やします。（特に２歳児以下の保育料が高いのでその対策）

公園を増設（日かげができるよう工夫）暑くて行けません。遊具が暑くて使えません。東谷小学校の生徒数多すぎ。室内のプレイルームをもっと身近に。自転車用にもっと歩道や側道
整備。子ども乗せ自転車を使っているが、段差が多い。表面ガタガタ。狭い。昔ながらのフタのない溝多すぎ。子どもや車にとって危ない。街灯少なすぎ。私の実家（神戸市）ではベット
タウンでも暗いところをさがさないとないぐらい街灯があります。夜の警察の巡回少ない。青少年の喫煙よく見かけます。

中学校の完全給食。すべての公立幼稚園の３年保育を希望します。

小児科、産婦人科の充実を望みます。学校が遠い子が多いので、その点も不安。中央北地区に子育てのための場所があってもよいのでは。

小さい子どもがいる母親が働きやすい職場が少ないため、自宅から遠い職場まで働きに出なくてよいように、川西市内に、そのような職場がたくさんできればよいと思います。子ども
が風邪や病気やケガをした時に休みづらい職場環境が多すぎる。そのような職場で働き続けるのが困難な人も大勢いると思います。

私立、公立の完全給食（幼稚園）・中学校の完全給食・幼稚園での夏期保育・子ども手当を増やす。公園を増やす・小児科を増やす・小さい子どもがいて働けない家庭への住居手当
て

特になし

子どもにいろいろな経験をさせてあげたいです。また、日中外に出て遊ばせないと子ども自身がストレスをためてしまうのでどんどん出ていきたいが、興味があっても交通費もかかりな
かなか川西能勢口方面へ頻繁に出て行けません。歩いて行ける距離にもいろいろあり利用していますが、電車も利用しやすいようにサポートしてほしいです。母親学級や「赤ちゃんが
来た」で知り合った友人と、子どもを自由に遊ばせながら会える施設があればよいと思います。ごはんを食べに行ってもベビーカーたくさんや子どもうろうろでは落ち着きません。お家
に遊びに行くこともできますが、時には、広い所でたくさんの仲間と気軽に楽しく再会したいです。

通学中など心配なので、大人の見回りを強化してほしいです。ご近所以外の子どもたちや大人たちが皆顔を知っていたり話ができるようあいさつを徹底してやれればよいと思います。
交番のおまわりさんとも気軽に相談したり話しできればと思います。

現在２人目を妊娠中ですので、しばらくは家庭で子育てに専念することになると思いますが、できればまた仕事に就きたいと考えています。川西には企業が少ないので、誘致をもっと
がんばっていただき、働ける場所を増やすと共に、今後どんどん減っていくであろう住民税の減少対策に力を注いでほしいと思います。活気のある川西市にできれば自然と若い世代
の人たちも移り住んでくれることと思います。最近気になっているのが、公園の遊具が減ってきていることです。安全性の問題もあるでしょうが、砂場と遊具は一つだけ、というのはや
はりさびしいと思います。また、ゆっくり公園で遊ぶとなると小さい子どもはトイレの心配があります。すべての公園にトイレを設けるのは難しいと思いますが、トイレのある公園はせめ
て多くの子どもが遊べるように遊具を撤去した後、新しい遊具を設置することを検討してもらいたいと思います。子育ての面だけでなくいろいろな面で他市よりも魅力のある市になるこ
とが大事だと思います。
伊丹市より転入して来ましたが、伊丹の方が子育て環境がよいと思います。伊丹の方が子育て支援センターがたくさんあります。出生届を出した時や、４か月検診で、子育て支援セン
ター利用方法や、ファミリー・サポート・センター利用についての説明が書かれた書類をもらいました。川西市でも転入届提出時に簡単に説明などあったらよかったと思います。またＨ
Ｐも情報が少ないように思います。私は保育所に子どもを預けていますが、幼稚園、保育所と区別なく教育が受けられる認定子ども園を増やしてほしいです。共働きなので保育所しか
入れません。はやめてほしいなと思います。今は時短で働いていますが、小学生になると時短がなくなるので、学童の時間を今より長くしてほしいです。１９時くらいまで。

地域子育て支援ルームや児童センターで、子どもたち、未就学児や小学生が楽しく遊んだり、学んだりできる教室や催しを増やしていただきたいです。今住んでいる所は駅前で公園
や子どもが安全に遊べる所が近くにないので近くに公園ができてほしいなあと思います。

しつけとしてもっと回りが声をかけたり、手でたたいたり昔みたいにできたら、子ども自身が人の痛みがわかるのでしていったらよいと思います。

私立幼稚園に預かり保育がなくておどろきました。どのような家庭でも、たとえ専業主婦でも何かしら用事はあると思うので改善してあげてほしいです。働きたい母もいれば外で働きた
くない母もいるでしょうから制度は選べた方がよいと思います。単純作業の人は３年働かなくてもポストがあれば復職できるでしょうか。キャリアのある人は、３年も離れたら浦島太郎
状態なので。病児保育のシステムをもう少し支えてほしいです。病児は夜、早朝に発生することがおおく、診察は難しいのでは。夜間救急センター内に設けるなど行政の方にもあゆみ
よりをしてほしいです。今のままでは慢性疾患にならない限りつかえません。乱筆でごめんなさい。がんばってください。

川西市にも子ども急病センターをつくってほしいです。病気だけでなく、ケガにも対応してほしいです。

ご近所に同年代の子どもをもつママさんたちが居て、大変な時など助け合って育児できているので、特に不満はありません。

仕事の有無にかかわらず、希望すれば幼稚園や保育園で、団体生活を送れるようにするのが、子どもの権利だと思います。「仕事していたいなら家庭で世話をしろ」というのは、あま
りにも時代とずれ、母親を孤立させてしまいます。また、あちこちと施設をけるのは子の負担になるので、病気の時も対応できる園であるべきです。皆がある程度同じ時間に園で過ご
すことで、心も安定し、よりよい園生活が送れます。個々の預かり時間がバラバラでは子どもも不安定になり、よい保育が提供されません。

小学校４年からのサポートが何もないことに驚きます。夏休みなど６年生まで希望者は留守家庭を利用できるようにしてほしいです。他に家に子どもだけの子が一人でごはんをたべな
いでよいようなイベントなどがほしいです。

満願寺周辺に安心して遊ぶことのできる場所がありません。保育園も多田方面しかないし、幼稚園も公立は遠いので宝塚の私立に行かせています。忘れられた土地みたいです。せ
めて川西駅前にもっと施設を充実させてほしいです。小児科も少なすぎる

小学校へ入学後は働きにくいときいています。育成クラブも時間の制限、年齢の制限ある上に長期休暇中はお弁当の準備も必要だったり、送迎が必要だったり。フルタイム勤務しや
すいような地域サポートをつくってほしいです。育成クラブも長期休暇中時間を７：００～１８：００と長くし、子どもが自分で行くなど預けやすいようにしてほしいです。保育園費が高い。
半額くらいの市もあるのに。また、けがや病気で半月以上休まなければならないことがある時には減免になる制度は必要だと思います。

９月に引っ越してきたので、まだよくわからないこといっぱいです。子どもと楽しみながら子育てをしたいので、ママ友ネットワークをもっと充実させたいなと考えています。自然の多い川
西市でのびのび育ってくれたらうれしいです。（左手で書いたので汚くてすみません）

１日ふたば幼稚園の園庭が何も利用されていないので、使わせてもらいたいです。地域の方が何度も川西市にかけあってくれても、よい返事をもらえないとおっしゃっていました。何か
あった時の責任問題ではないかと聞きました。保護者責任の元、開放していただけないでしょうか。以前も同じことをかいて出しましたが何もかわりません。もったいないです。子ども
がかわいそうです。公園もありますが、大きいお兄ちゃんお姉ちゃんが居ると動きが激しいので少し不安な面もあります。どうかよろしくお願いします。
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問32（自由記述）　　　　　「川西市でどのような子育てができるようになるとよいと思いますか。安心して楽しく子育てができることや、
　　　　　　　　　　　　　　　子どもが健やかに成長できるためのご意見がございましたら、ご自由にお書きください。」
犬の散歩時、リードを付けてない方がいらっしゃいます。「かまないから」とは言われますが、マナーとしてつけていただきたいです。トイレの後始末もされていない方いらっしゃいます。

地域にもっと自由に利用できる子育てサロンがあると助かります。公園を整備してほしいです。雑草が多かったり、遊具が少なかったりします。陽明小学校と緑台小学校を統合して
は。

川西市は保育所が南部に多く、北部に少ない。同じ小学校区の友人ができるように、できるだけ自宅近くに入所させたいと考える人が多いので、入所待ちの多い、北部の保育所定員
をもっと増やしてほしいです。また、公立保育所は、ふとん等荷物が多く、車で送迎する人が多いのに、駐車場が確保されている数が少ない。車での送迎を考えた、利便性のある（道
幅が広いこと）立地で保育所をつくってほしいです。児童育成クラブは、利用時間が短い割に、利用料が高い。夏休み等の休暇中に利用したい人が多いのに、夏休みだけの利用は認
められない等、使い勝手が悪い。利用料を一回毎に支払うようにし、授業のある日は安く、夏休み等休日高くし、親が働いていなくても、だれでも利用できるように、高学年での利用が
できるようにしてほしいです。それから、公園の遊具が古くなっている物が多いので、新しくしてほしいです。ただし、新しい遊具は、古いものよりも安全性が高いだけで面白くない物が
設置されることが多いので、もう少し知恵を絞って、楽しい公園になるよう考えてほしいです。

４年生から学童がなくなります。子どもの居場所づくりを早急に対応してほしいです。現在は公園も遊びにくく、のびのびと遊べてボールを使える場所が少ない。大阪から引っ越してき
たので、公園の不便さ、放課後のイキイキ事業など、比較すると、まだまだ遅れています。働く親が増え、都市部から離れた川西で、通勤が遠くて遅くまで子どもだけで留守番している
家も多いはずです。

保育園に入所できるようにしてほしいです。（入所待ちを減らすために、定員を増やすだけではなく、安心して預けられるように保育の質は下げないようにしてほしいです。）乳児医療
の所得制限を合算ではなく、世帯主の収入での計算にしてほしいです。（共働きのために必要な出費、保育園代や医療費の自己負担等が他の市より負担が多い。）

以前、住んでいた地域では、就園前（０～３歳、４歳）の子育てのサポートや遊ぶ場がたくさんあり、子どもにとっても親にとっても、自由に行きたい時に気軽に行けて、とてもリフレッ
シュできました。子育てで悩んでいる時も、保育士さんがいたので、相談もでき、お母さん同士の交流の場にもなって、とてもよかったです。川西市に引っ越してからは、そのような施設
を利用しようと思っても、車でないと行けないし、近くの公民館の出張プレイルーム利用しても月に１、２回だけですし、もう少し気軽に行ける場所に交流で来て遊ばせられる場があれ
ば、ありがたいです。あと、公園の遊具も、もっと増やしてほしいです。

もっと日祝が休みで、日中のみの仕事があるとよいと思います。母子家庭にとって、優遇されているようで、意外に厳しい経済状況にとても困っています。

認定子ども園でも、保育料等と同様に所得によって保育料の定めがあること。所得を算出する際、所得からファミリー・サポート・センターや、ベビーシッターを利用した金額分を減らし
てほしいです。保育所や、認定子ども園の開園時間を朝早く、夜遅くまで預かってくれること。（7:00～20:00）４．小学校の留守家庭児童育成クラブの時間を夜遅くまで可能なら助かり
ます。19:30か20:00等。地域、市の支援があれば、子どもを２人目、３人目とほしいと願っています。でも現行の制度では、ますます川西市は、少子高齢が進むと思います。どこの市町
村も決して財政が潤ってはないですが、支援は、お金ではなく、子どもを預かってくれる環境だと思います。例えれば川西市は、元気な高齢者が多いので、自治会館等を開放して、地
域の方が、子どもを面倒みてくれたら、双方にメリットや、楽しみが生まれるのではないでしょうか。とも思います。いろいろと、大変とは思いますが、皆がよい環境を提案してほしいで
す。

自分たちが希望する保育所に100%入れるようにしてほしいです。子どもも産んで、そのまま働いた方が市にとっても納税が増えるからよいはず。100%保育所に入れる市というのをＰＲ
して、市の看板にできたら、放っておいても若い世代が移り住んできて、働き盛りの共働き夫婦が川西市の財政を支えて、黒字も夢ではないはず。基本住みやすいですが、小学生の
登下校に見守隊をつけるなど、安全面にも配慮してほしいです。時短なども取る必要がない２２時終わり６時始まりの保育園などもあるとよいです。女性の勤務が当たり前になる時代
がもうそこまで来ていると思いますので、遅れを取らず、先取りした制度をどの市よりも早く実現させてください。

保育園に入っているので安心して働けます。世の中がもっと小さい子どもがいても働ける社会になってほしいですネ。中々人手不足の職場が多く、子どもが伝染病になった時（インフ
ルエンザ）熱が下がっていても保育園に行けなくて、休みが続くと職場に気を遣い、仕事も時間になるとお迎えがあるので残業ができなく、両立するのに気が落ち込みます。昔は、み
んなで子どもを育てたのに今では人の子もよその子も同じなんて言えませんね。私は２度目の子育てをしていますが。今の親はすごく神経質にならないといけないということ多いです
ね。便利な物に当たり前になり、ありがたいという気持ちがあまりないですね。子どもが笑えるまちづくりしていきたいです。

今回のアンケートは、参考にはならないと思います。選択できるものが（あてはまる）あまりなく、それに近いものを選択しています。

川西市は、業種によっては市内での就労が難しく、通勤にとても時間がかかります。そのため、保育時間内に子どもを迎えに行くことができなかったり、延長で保育料がかさんでしまっ
たりと、生活とのバランスがとりづらく、就職を考えても、実現が難しいという現状です。もう少し、仕事がしやすくなればよいと思います。子育てについては、住んでいる地域は公園に
遊具がとても少なく、公園で遊んでいる小さな子どもも少ないので、皆が遊びやすい公園にしていただければ、子ども同士がふれあえてよいのでは。と思います。

子どもは５歳迄が対象だったようですが、健やかに成長できるという大きい目標のためには学童期以降も大問題だと思います。「家庭」がどうあるべきか、についても、考え直すべきだ
と思います。母親が仕事をしていても、ちゃんと子育て、しつけができるには、どうすればよいのか。子どもを預けることに対して抵抗のない人ばかりでもなく、自分で向き合って育てて
いきたいけれど、職場の環境や雇用形態によっては五分五分での両立が困しく、仕事に偏らざるを得なくなっている場合も多いと思います。逆に、母親が無収入では経済的に厳しい
けれど、保育料や、休日、病気の際、等考えると、仕事をするに踏み切れないケースも多いと思います。「保育、子育て」という一面からだけではなかなかどうにもならず、しかもこの狭
い、すでに高齢化が目立つ「川西市内で」というのは先が見えにくいです。もっと市全体の活性化、雇用アップ、市税の無駄遣い、等について、何十年先まで見据えて現実的な改革を
考えていければよいと思います。地場産業、大事です。親がイキイキして、心に余裕が持てれば、子どもも安心しておおらかに育つと思います。子育て真最中の職員の方等が親身に
なって取り組んでいただけたらよいと思います。子育て未経験の人には難しい大問題だと思います。ママ職員さん。がんばってください。

公立幼稚園を３年保育にしてほしいです。公立幼稚園のＰＴＡ役員の負担を軽減してください。

近くにある支援ルームは、ほとんど空いていないので、平日は10：00～17：00ぐらいまで自由に行けるようにしてほしいです。子どもの寝る時間や家事によって行きたいと思う時間がバ
ラバラですから。川西市には病児保育がないから、働こうと思っても病気になった時に預ける人、所がないから困ります。せっかく仕事が決まって働きだしても、最初の方はよく病気を
するから休んでばかりいられません。

川西市は税金だけたくさんとって、何もありません。子どもを育てるのに環境が整っていないので近々他市への転居を予定しています。正直税金はとてもたくさん払っております。それ
なのに乳幼児医療も１年で終わり、その他のほとんども所得制限のため受けられません。最低な市です。

習い事、スポーツ、ピアノ。など安価でできるものを増やしてほしいです。

大きな公園が自宅近くにないので、外で走ったり、ボールを投げたりすることができません。家のすぐ近くにある小さな公園はすべり台が一つあるだけで狭く、家と家の間にあり死角が
多すぎて遊ばせられないし、だれも遊んでいるのをみたことがありません。不審者がいたりしそうで危ない。子どもたちが安心して遊べる場所がもっとほしいです。子どもが通っている
認可保育園では園の外に出ることがほとんどありません。できればお散歩に行ってほしいが、周辺に住む方には子どもの声が騒音になるようで難しいとのこと。地域で子どもの成長
を見守るゆとりがほしいです。

医療費を小学生以上も無料にしてほしいです。中学校の給食を実施してほしいです。

各学校や幼稚園に入る前に学校の状況を多面的な方々が評価し情報として知り得られたら、より学校等に信頼が持てます。

松が丘に住んでいますが、近くに公園がなく、宝塚市の管轄する公園が10分くらい歩いたところにあるので、そこへ行っていました。ベンチも水道もあって、大人はゆっくり過ごせるの
ですが、砂場にガラスの破片がたくさん落ちていて、遊具がイタズラされて使えなくなっていたりと、小さな子どもが安全に遊べる場所ではないです。公園は川西管轄の方が、環境が
よいので、最近は車でいろいろめぐっています。川西市の公園マップはありますか。冊子よりも市のホームページなどパソコンやスマホで見られる公園マップがほしいです。マップに
は、駐車場、ＷＣ、水道どのような遊具があるなど、規模や設備を記してほしいです。

①保育所に子どもを預けていますが、幼稚園のような教育をする場ではないので、幼稚園に行っている子との差がつかないか心配です。もっと認定子ども園が増えて、近所で保育も
してもらいつつ教育の時間もとってもらえ、延長保育もあります。という施設があると理想です。②現状の保育料は収入に準じて。ですが、預かってもらう時間は、１日の労働時間と関
係がないため、例えば１日２～３時間パートでも、子どもは１日預かってもらえ、収入は少ないから保育料は安い。というちょっとした不公平を感じる時もあります。保育所申請の時も、
勤務年数は関係ないと伺いましたが、職場復帰の方を新規雇用の方より優先するなど正社員か否かで少し差をもうけるなど、審査方法を考慮していただきたいです。出産するまでに
職場で築きあげた分が（保育所に入れないと）流れてしまいますので。③３ページに書いていますが、病児保育の受け入れ先をつくってください。子どもがもし骨折したりすると、退職を
余儀なくされます。感染症対応可を希望。④保育所の給食で子どもの苦手なものが減ってきて助かっています。川西市も早く小・中学校に給食を導入していただきたいです。集団の力
はすごいです。

近所に公園がほしいです。小学生の集団登下校。市内に夜間の救急病院
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問32（自由記述）　　　　　「川西市でどのような子育てができるようになるとよいと思いますか。安心して楽しく子育てができることや、
　　　　　　　　　　　　　　　子どもが健やかに成長できるためのご意見がございましたら、ご自由にお書きください。」
私自身、川西で育ち、川西市立幼稚園、小、中、県立高校で過ごしました。川西市は、都市に近いのに自然も豊かで、住みよいまちだと思います。結婚しても、両親宅の近くで暮らして
いるため、子どもを安心してあずけて共働きしています。この度川西市が始めた、両親との近居をバックアップする補助金制度は、もっとＰＲしてよいと思います。我が子は現在、公立
幼稚園に在籍しています。アットホームでのびのびとした雰囲気の中で、人とのかかわりが育つ保育の充実や、小学校との提携などに力をいれておられることがよくわかります。両親
宅と近居し、互いに支えあいながら、我が子にはしっかりと教育を受けさせたいとと思います。今の我が家の現状は、理想通りです。せっかく親世帯と近居をしても、教育施設が縮小さ
れては困ります。今後も、幼児教育が保障されるよう、切に願います。

病児保育、病後保育施設の充実。児童館、支援センターの充実。保育所、公立幼稚園をもっとつくってほしいです。赤ちゃんの○か月検診を午前中に終わるようにしてほしいです。上
の子の預け先に困ります。（幼稚園の延長保育に預けています。）

定期的に（ほぼ毎日）延長保育を利用せざるをえない場合の延長料金の見直し。兄弟姉妹、３人目以上の保育料金すべて無料へ（所得で決めるのはおかしいのでは。）保育料金が
高額になると、働く側も、時間とお金との戦いになって、気分的にも余裕がなくなります。死角になるような場所にある公園の撤廃／見通しのよい遊び場、遊具は少なくてよい。夜間の
電灯の数を増やしてください。暗い所が多すぎる。病後保育をしてくれる小児科併設の保育所などが川西にもできてほしいです。ＥＸ）インフルエンザ解熱まで２日間預かってくれる。
（保育園の保健室みたいなの。）法定伝染病の急性期を除いた後数日。

川西久代に住んでいます。子どもが安心して遊べる公園がとても少なく、伊丹市の公園まで行っています。ちょっと大きめの公園を近くにつくってもらえるとうれしいです。あと、加茂幼
稚園のように、久代幼稚園も３年保育になってもらいたいです。

優秀な小児科医、産科医のいる病院が多くあること。川西市だけでなく、兵庫県、国としての問題だと思いますが。この前も子どもが低血糖症状で入院した際に、おしっこをとって調べ
ればわかるケトン性低血糖症が取っていなかったため、次に同じ症状が出た時に調べないとわからないということで不安を残した形になりました。安心して子どもを産める、育てられる
環境があれば、素晴らしい自然もある川西市なので少子化の今後も川西市で住みたいと思う人が増えると思います。

子どもが１歳すぎに引っ越して来た人にとっては、情報が少なすぎる。赤ちゃん交流会に参加できないし、１歳の交流会がないので、友達づくりに苦労しました。役所で教えてほしかっ
た。アンケートが長すぎて回答しづらいです

年齢に合わせた公園を作成＆情報提供してくれると助かります。近くの公園が小学校１年から対象の遊具でしたので、連れて行ってもあまり遊べなかったりします。また、土日に遊び
に行くと、大きい子どもばかりで、小さい幼児が遊ぶには少し危なくて落ち着いて遊ばせられなかったりします。兄弟がいると、わけて遊ぶのはムズカシそうですが、ここの公園は０歳
対象など紹介してもらえると、自然とその年齢の子の親が集まって、交流しやすくなるのでは。と思います。あと、アンケート用紙と封筒のサイズはあわせた方がよいかと思います。

長子の子育ての時、数か所のプレイルームでとても楽しく遊べました。が、いずれも駐車場が少なかったり、なかったり。久代幼稚園や牧の台などは車での利用ができたらよいなと思
いました。駐車場がコインパーキングでもよいので近くにあれば。交通の便の悪い所に住んでいる人はなかなか行けないと思います。子ども連れでバスを乗り継いでまでは。能勢口
周辺に住んでいる人は恵まれています。プレイルーム、保育園や幼稚園など選び利用できるから。公園は少ないけれど。市の子育てイベントやプレイルーム等、よく利用したが、私の
ように何でも参加し、利用するタイプの家族、「あ、またあの人来ている」お互いに顔見知りに。同じ人たちが複数回利用します。全く利用したことがない人もいます。家から数百メート
ルの施設を利用しない、無関心な人もいて驚きます。相談窓口もたくさんあるというのに、何も調べず、グチばかり言っている人もいます。いくら広報等で告知しても「広報読んだことが
ない」という人も知っています。親本人はよいかもしれないが、子どもは福祉を受ける権利があるのに。そのような人へはアプローチのしようがないように感じます。火打の再開発で公
園ができたら、きっと毎日のように利用すると思います。こども家庭部、大変だと思いますが、職員の皆さん。いつもありがとう。感謝しています。今後もぼちぼちがんばってください。

もっと公園設備に力を入れてほしいです。自宅近隣の公園はすべり台、砂場、シーソーのたった３つしか遊具がありません。子どもにとっても大人にとっても魅力が感じられません。今
はゲーム機で遊ぶ子どもが増えています。公園で遊ぶ子どもはベンチに座ってゲームをしています。公園は体を使って遊ぶ場所ではなくなっているようです。また、楽しそうに遊んで
いると、笑って時には大きな声がでることもあります。すると公園近辺に住む方が「うるさい」と子どもに注意をします。子どもにとって公園はのびのびと遊べる場所ではなくなってしまっ
ているのかもしれませんね。住人の方との兼ね合いはありますでしょうが、公園は初めて親になった人の、子どもが家族以外の人と関わり合う出逢いの場の一つです。「また行きた
い」と思える公園には、子どもが集い笑顔が溢れるのではと思います。

子育て支援新制度、子ども子育て課題。毎日、急いで子どもの送り迎えをしているのに、このような制度をしたら、どうしたらよいのですか。保育の人数を増やして、保育士さんはみん
なをみられるのでしょうか。また、虐待が起こるのではないのでしょうか。子どもの機嫌だって毎日違うのに、朝早く起こして、機嫌をよくしてから園に預けてがんばっているひとだって、
何人もの人がいるのをよく聞きます。制度を変えて、よい方に変わるとは思いません。制度について不安なことをよく親同士で話しています。

認可保育所の待機児童が多い。料金が高い。正社員で働くことが決まっても、保育所に入ることができません。妊婦健診の割引券を他市町村、他府県でも使用できるようにしてほし
いです。（産後、返金の手続き大変なため）

働きながら子育てしやすい環境を充実させることもとても重要ですが、いじめの問題、ネットの問題などにも力を入れてもらいたいです。共働きとなれば、必然的に子どもと接する時間
は短くなり、ちょっとした変化に気づきにくくなると思います。子どもとどうやってしっかりとしたコミュニケーションを取るのか、とても大きな課題になりますし、学校、教師に求めるものも
おのずと大きくなります。子どもの精神的なサポートの充実にも力を入れてもらいたいです。

芝生のある公園、噴水のある公園、子どもたちが遊べるし、ピクニックなどできる大きい公園があればたのしいと思います。プレイルームのあるスーパーなど増えてくると助かります。

身内が近所に住んでいなくても、安心して働きにでられるようになるとうれしいです。子どもが病気になったり、台風などで急に幼稚園や小学校が休みになっても、安心して子どもを預
けることができる場所があるとよいです。

細かいことですが、道路の舗装や数センチの段差をなくすことなど、外を歩きやすい道にしてほしいと思います。能勢口に子ども関係の施設やお店があるとうれしいです。いこいのス
ペースなのも。医療費助成の拡大

義務教育期間中の教育費（習い事も含む）の免除、補助があれば、将来かかる大学費用の負担への不安が減ると思います。子どもが小さなうちに、いろいろな経験をさせてあげたい
です。川西市でできるレジャーや施設利用を子どもは無料にしてほしいです。

まちの子育てひろばのボランティアさんも、公園を清掃してくださるボランティアさんもあたたかい目で子育てを見守ってくださっています。私や子どもたちが近所の人にあいさつや声掛
けすることで、子どもの声を「騒音」ととらず、「元気な声」とうけとめてもらえる仲になっています。

昔のように家の前や公園でも安心して子どもたちだけで遊ばせることが難しくなっているように感じます。東谷地区は子どもが多く、安全に遊べる場所が増えたらよいなあと思います。
不審者情報等も幼稚園からは情報が入るが、地域からはウワサ程度でしか聞かないので、もう少し小規模で情報を流すなどの手段があればよいと思います。以前、神戸市に住んで
いましたが、児童館のように無料でいつでも遊びに行ける場がたくさんありました。川西市にはそのような場所があまりないことが残念です。特に北部。気軽に子連れで行ける安全な
場（公民館等）、いつでもオープンで話せる人（相談員など）がいる所が増えたらよいなあと思います。

お年を召した方（特に教育の専門家）を数か所配置して、子どもが幼稚園から小学～高校になっても親子共に長い付き合いのできる家庭的サポートシステムが必要です。地域社会が
崩壊した今、子どもを育てるのにとても苦労します。将来をになう子どもたちがすこやかによい人間になるためには、親の精神的安定が何よりも大事。子どもがよい人間になることは、
川西市及び、日本国の発展につながることで、グローバリズムの世界にこれからも、負けない強い国にするためには必要です。長期的視野でお年寄りと、子どもをつなぐシステムが必
要です。また、「親学」（親としての常識的、愛情を親に教育するシステム）も必要だと思います。

子どもが安心して外で遊べて、地域の人たちで見守れるような明るい社会にしてほしいです。公園なども遊具が危ないから撤去ではなく、危険なこともきちんと子どもに教えたいです。
せっかく自然もたくさんある川西なので、子どもが楽しめる公園など、もっとあってもよいのでは。と思います。

けやき坂在住です。３年前に箕面市から越してきました。けやきは兄弟の多い家庭が多いためか、子どもたち同士の縦のつながりが強く、面倒見のよい子が多いのにびっくりしまし
た。我が子たちも、そのような風に育ってくれたらうれしいと思います。また、公園に行けばだれかと会えるという環境は、子どもはもちろんですが、私にとっても、かなりありがたいもの
です。家にずっと居ればイライラばかり。だれかと話してスッキリすれば、子どもにも優しくなれます。あと、地域の皆さんが、お互いに声を掛け合い、他の家の子にも「ダメですよ」と言
える環境もよいと思います。子育ての安心という意味では、病院の充実は大切なことだと思います。今、けやき地区にはクリニックが１つと、人数に対して少ないように思います。小児
科が近くにあったら、すごく助かります。また、医療費ですが、所得制限があるようで、現在うちはいただいていません。子どもが４人いるので、だれかが風邪をひけば、他の子にもうつ
り。病院代、薬代がけっこうかかります。所得だけでなく、子どもの人数なども考慮にいれていただけると、ありがたいです。

第２子が６か月経つ時に職場復帰しないと第１子は今通っている保育所を退所しなければならないという話を聞きましたが、６か月で職場復帰なんかする気ないし（まだ子育てをがん
ばりたいです。成長を直に見ていきたいので）第１子についてもやっと慣れて毎日楽しく通っている環境がなくなるのっておかしいと思います。何のための仕組みなのですか。意味がわ
かりません。保育所に上の子を預けているから余裕をもって、下の子の世話もできるし、上の子にもきつく当たったり、がまんさせたりせずに育てられます。

子育て広場を定期的に行っている所は遠くて気軽に行きにくいです。もっと場所を増やしてほしいです。具体的にいうと、明峰公民館にプレイルームを充実させて、月～土まで毎日未
就学児が遊べるようにしてほしいです。体育館にも遊具を増やして雨の日でも体を動かせられるとうれしい。イベントも増やしてほしい（高齢者が増え、税金運用が難しいでしょうね。）
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問32（自由記述）　　　　　「川西市でどのような子育てができるようになるとよいと思いますか。安心して楽しく子育てができることや、
　　　　　　　　　　　　　　　子どもが健やかに成長できるためのご意見がございましたら、ご自由にお書きください。」
プレイルームが清和台で月２回しかないので、もう少し増えると子どもも広い場所で遊べて楽しいと思います。車が通勤用しかなく、毎日実施している所へは行けないので。園庭開放
している幼稚園や保育所の場所がわかりづらいです。住所が載っていても、徒歩やバスで行けるのかわからないので、地図などで載せてほしいです。検診などで保健センターにバス
で行くと帰りが不便で困りました。２歳と０歳の子どもがいるので、どちらかの用事でも２人を連れて行くので、バス停までベビーカー、バスでは人が多くベビーカーを折りたたみ、降りる
とベビーカーを開いて乗せる作業がとても大変で、迷惑そうな顔をされることもあるので、検診など必要な場合タクシーをできるだけ安く利用できる制度があってほしいです。

地域との連携や小学校との連携が充実している公立幼稚園を人数の増減にかかわらず存続させてほしいです。そのために公立幼稚園の３年保育化、及び預かり保育を実現させて
ほしいです。公園で子どもが安心して楽しく遊べるよう、整備を続けてほしいです。遊具が老朽化に伴い撤去されたままになっている公園が多いので、新たな遊具の設置を行ってほし
いです。地域に不審者情報が増えているので、防犯面での取組みを強化してほしいです。

来年、保育所に入所できれば、働きたいと思うが、２人一緒に入所できるか不安。一人だけ入所が決まっても結局働くことができませんので。二人一緒に入所希望のときなど、優先し
てほしいです。保育所が増えて、待機児童がいなくなれば問題のないことなのですけど。近くにマンションが何棟も建ったので、余計に不安です。人口増える→保育所の数そのまま→
待機児童増えます。悪循環です。そして、やっぱり自転車がこわいです。信号などは、気を配らせて注意しますが、歩道ですら、というか歩道の方が、より気をつけろ。と言われました。
おかしいですよね。ベビーカーおして、子どもと手をつなぐのは大変です。もう少し安全にお出かけできるようになればうれしいです。

公立幼稚園でも預かり保育を実施します。または、お弁当日の変更をしない（先生の研修等で）→曜日を固定したままにしてもらえると、たとえ、短時間でも子どもを幼稚園へ行かせて
いる間に働きやすくなると思います。中学校の給食の実施。乳幼児医療の年齢をもっと広げてほしいです。せめて小３くらいまでは負担０にしてほしいです。（評判のよい）小児科が少
ない。

幼稚園の期間は、私立では大変サポートが充実してきているので助かっているが、小学校に上がったら延長や休暇中の預かりがなく不安。私立幼稚園並みのサポートあれば、子ども
もある程度手がかからなくなり、安心して復職できると思うので、小学校（公立）のサポートを充実させてほしいです。また、病児の預り施設があれば安心して今すぐフルタイムで復職
できるので、ぜひつくってほしいです。

居住地域では近所に頼れる親類の多い家庭が多く、子育てしやすい環境のように思います。かたや、転勤などで越してきた核家庭の方は非常に苦労されています。そうした方により
積極的なサポートが必要ではと思います。子育て支援センターについては、第１子の時はよく利用しましたが、第２子になるとほぼ利用機会がありません。その代わり、短時間でよい
ので子どものいずれかを預けられる場所が近くにあると助かるのにと思います。日本全国、どこに住んでいても近くに頼れる存在がないと子育ては大変難しいと痛感しています。女性
の就労支援も、子どもが小さいと就職活動すら難しい。働きたいけれど、家族や自分に負担がかかるのでためらっている人材の積極的な発掘支援も大切ではと思います。例えば資格
を取得するのに、金銭的援助より短時間的援助がありがたいケースも多いと思います。結局は近くの頼れる存在。に尽きます。

公園に、小さな子どもも安心して遊べる遊具がほしいです。例えば、柵のある一人で登れる段の低い階段がついていて、高すぎず低すぎないすべり台と、少しプラスアルファある大き
めの遊具だと、のびのびと体を動かして遊べます。検診などで、川西能勢口まで出るのは遠いので、近くの公民館などでしてほしいです。最後に、アステなどへお金を使うよりは、本当
に必要としているところへ使ってほしいです。市長など、市政の方が、市民の本当に必要なところに必要なものを。という風に考え方を変えてほしいです。

現在の川西市は、子育て世帯に対するサービスが充実しているとは言い難い。隣接する猪名川町の子育て支援の状況を聞くと、うらやましい。医療サービス枠を広げ、補助金（助成
金）を充実させ、児童手当の金額をあげてほしいです。（子ども１人につき祝い金、などもほしい）子育てには、本当にお金がかかります。あと、今回のアンケートでは、「問１」～「問３」
までで、かなり個人の特定ができます。「すべて無記名で統計的に処理しますので、個人が特定されたり、他の目的に使用することはございません」とあるが、安易な考えであると思
う。質問文章もわかりにくい個所がいくつかありました。行政と各家庭の溝について、もっと考えるべきだと思います。

妊婦さんや子ども連れの人に対してきびしい人がいるので、大変さや、多少のうるささ（赤ちゃんがバスで泣くなど）は仕方ないとみんながわかればよいと思う。子どもを育てるのには
お金がかかるので、もう少し出産や子育て世帯への補助金が多くてもよいと思います。子どもが多いほど、広い家が必要でお金もかかるので、市営住宅などは人数が多い程優先させ
る、家賃や家宅ローン補助があればよいと思う。公立幼稚園は安くてよいが、先生の人数が少ないので危ない。子どもが園からぬけだしている事故が何度もあるようなので、今のまま
ではあずけたくありません。

子どもができるまで看護師のパートで働いていましたが、出産のため退職しました。育児に専念しつつもいつかパート程度で働きたい、と思っています。週３回ぐらい働くとして子どもを
どのような方法で預ければよいのか、ただ漠然と考えていました。今回のアンケートで、不定期でも、土日でも、夜間でも。調べてみれば様々なサポートがあるのだと知りました。その
ようなのを利用してできれば少しずつでも働きたいと思います。

兵庫県下の他地域では、中学生になるまで収入に関係なく医療費免除があったりと、子育てにやさしいと思いますが、来年度から消費税が上がったりと家庭の支出が増えていきま
す。川西市も、年収が一定を超えると、医療費負担免除がなくなると、母親も働かないといけなくなるように思います。我が家でも、数年後には働かないと思っていますが、母親は血圧
が高かったりと体調もすぐれない日もあるので、仕事をすることが可能か不安もあります。もう少し、年収によって負担額をかえるなど、子育て世代全世帯にやさしい川西市になってほ
しいです。

公園の遊具が古いので、新しくしてほしいです。遊具を充実してほしいです。保育付の講座を増やしてほしいです。

子どもの医療費の窓口負担が無いことが、とても助かっています。私は北部地域在住ですが、平日の昼間、未就園児をプレイルームに連れて行きたくても、牧の台まで行かなければ
なりません。数回行ったことはありますが、少し遠いので、もう少し近くに気軽に行ける場所にあればうれしいです。

安心して子どもたちだけで遊べる環境になるとよいと思う。出張プレイルームが月２回しかないため、できれば週１回来てくれたら嬉しい。親子で遊ぼうＤＡＹももう少し回数を増やして
ほしいです。一時保育の保育料がもう少し安くなれば、利用しやすく育児ストレスも解消しやすくなると思います。

インフラ整備をしてほしいです。川沿いの道路にガードレールを付け歩道を確保。土地境界の危険な有刺鉄線の除去（特に畑）交通量の多い道路に横断歩道と信号機を設置。暗い
（夜間）道路の外灯の増設。乳幼児医療費助成の対象年齢を拡大してほしいです。他府県では中学生まで対象となるところが多いのではないでしょうか。

少し前までは、小さな子どもたちが遊んでいた公園も、遊具の撤去等によって、今ではだれもいない時がほとんどです。「○○公園」の○○のように、その公園の象徴である遊具が撤
去されることが多くて（例えば、ぞうさん公園なら、象のオブジェや遊具などが撤去される）、子どもも大人も戸惑います。撤去したら、何か安全な遊具を設置してほしいです。→ちゃんと
公園名にあったオブジェもしくは遊具も必要です。まちの子育て広場ＥＴＣも利用しますが、時間が決まっているので、子どもが寝過ごしたり、機嫌が悪かったりすると時間的に行くこと
ができません。買い物帰りや夕方少しだけ散歩する時に安全で、かわいい動物等が描かれている遊具があると、子どもはすごく喜んで必ず遊びたがります。それを見た通りすがりの
人も声をかけてくださったり、小さな子を連れている人も少し立ち止まって会話をしたり、初対面の子ども同士も遊びだしたりします。子どもが一人だけなら、その子を中心とした生活リ
ズムが送れますが、兄弟がいると学校行事や習い事エトセトラとの兼ね合いのあるため、定例でされている園庭開放や子育て広場に参加できるのも限られて、なかなか思うように同
年代の子と遊ばせてやれないのが現状です。象徴の遊具が撤去されて、どの公園も同じタイプのブランコ、すべり台等を設置するのではなく、その公園のオリジナルをつくって、大人
も子どもも交流ができる場をつくってほしいです。核家族などで一人で子育てをがんばっているお母さんたちに必要なのは、登録などをして定期的に集まる場所も必要ですが、買い物
帰りにふらっと子どもを遊ばせる場所（公園）での、地域の方々との会話だと思います。

まだ、子どもが２か月なので、よくわかりません。

子育て広場などの開放日が平日なので働いているとなかなか参加することができません。雨の日、遊ぶ場所もなく、いつも困っています。他の市では、土、日に遊べるキッズルームや
昼食などもできる場所もかしてくれるのでとても魅力的でした。ぜひ、土、日、祝でも遊べる（室内）場所をつくってほしいと思いました。

中学校での給食をぜひお願いしたいです。また、中学校区の考え方をかえ、個人でえらべるように自由化がすすむとありがたいです。子育てにはお金もかかります。第３子、第４子と
手厚くしていただけるともっとがんばろうと思います。正直、医療費も小学生の一回800円ですら少ししんどくて、歯医者や眼科にも連れて行ってやりたいが、うちは４人もおりますし、二
の足を踏んでいます。その点、下の子たちの乳児医療にはたすけられております。あと、一時預かりなど、もっと手軽に使えたら子育ての力になると思います。

川西市はとても住みやすく満足しています。市役所の皆さまいつもありがとうございます。

私の家の近所には、ある程度の大きさ、遊具のある公園がありません。もう少し、整備してほしいです。夜間の緊急時の小児科が、伊丹まで行かないと行けないのは困ります。できれ
ば近くで、受診できるとありがたいです。

子どもが幼稚園に行くまでは孤独な専業主婦（夫）は多いと思います。公民館等でのサークルはあるのですが、もっと気楽に集まれるよう公園の整備をお願いしたいです。小さい子ど
もが安全に楽しめ親同士も交流しやすく。

共働きの家庭にとって、まず安心して子どもを預けられる保育園に入園させられることが第一だと思います。子育て新システムへ移行した後も自治体がしっかり管理して子どもの安全
や生活の保障がなされるよう、尽力をお願いしたいです。産後すぐのお母さんにとっては、不安やストレスがたまらないように訪問サービス（現在もあるのでしょうか。）や、郵便での
サービス案内など、孤独にならないよう様々な場所やグループがあることを知らせていくべきだと思います。
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問32（自由記述）　　　　　「川西市でどのような子育てができるようになるとよいと思いますか。安心して楽しく子育てができることや、
　　　　　　　　　　　　　　　子どもが健やかに成長できるためのご意見がございましたら、ご自由にお書きください。」
市バスを利用するが、ベビーカーを乗せられる段差の少ない乗降口と広いスペースがあれば乗りやすくなります。買い物代行してくれるスーパーがあれば助かります。

就園前の子どもが遊べる場所が家から遠い。もしくは数が少ないので増えるとよいと思います。自転車（アシスト付）の貸出が、一人っ子だと無理だということですが、考え直していた
だけたらうれしいです。

現在、私は主婦ですが、主人はサービス業のため、土日祝家を空けることが多いです。将来、自分もサービス業に就いた場合、子どもを安心してあずけられるような施設、もしくは土
日も機能しているサービスで低い負担で利用できるものがあれば助かると思います。

公園などが少なく、安心して遊べる場所が少ない。働きたくても、働く場所もなくというのが、現状。経済的にもきびしく、フルタイムで働くには、子どもや家族にかかる負担は大きい。

習い事をさせたいと思っているけれど、中心部に住んでいないので、徒歩で通えるような所がなく、親が送迎しなくてはならないのが、負担。公民館などで、そろばんやスポーツ関係の
習い事ができたらよいなと思います。小学校に通うくらいの距離ならば、少しは安心かなと。住宅地の夜道が暗いです。ＬＥＤもあるし、もう少しあかるくならないかなと思います。防犯カ
メラやライトが設置されたりしたので、変質者が多いことは実感しました。昔も今も変質者は多いけれど、明るければ少しは安全なような気がします。173号線（東谷小前付近）を横切る
年配者が多いので、止めてほしいです。子どもも見ていて、マネします。若い時の気分で道を横切らないで。道幅も交通量も体力も違うし、わかってほしいです。本人には直接言えな
いので、市の皆さんで言ってください。道路の真ん中で立ち止まっているのを見ると本当に怖いし、心配で、渡り切れるのか見てしまいます。

子どもが先天性の心疾患がありますが、川西市にはそのような子に対するサポート的な相談会や交流会がないように見受けられます。西宮や明石では定期的に行っているようです
が、明石は遠くて参加できずに残念です。川西でもそのようなものがあれば、是非利用したいのですが。

幼稚園など、私立は３年がほとんどですが、公立は２年。３年になれば、よいなと思います。３歳を過ぎたら、集団での生活も、できるようになるし、親と子の毎日の生活だけでは、子ど
ももあきているように思います。あと、親の負担も少なくなるかなと。

公園の道具の整備、新しい遊具の設置を希望。小さい子どもを安心して楽しく遊ばせてやれるところに人が集まり交友も深まる。現在グリーンハイツには、滑り台やブランコが減り、子
どもがあまり遊ぶものがない。人が集まらないので、早々に保育園や、プレ保育に入れる人も多い（友だちづくりのため）。親が安心して子どもを遊ばせてやれ、子ども自分たちで遊べ
る楽しい公園ができれば、行政としての待機児童の解消や虐待などの問題も少し軽減できるのではないかと思います。

公園が少ない。遊具が故障中のまま放置されている。古くなった遊具を撤去したままで新しいものも設置されない。幼稚園（私立）の助成金が他市に比べて少ない。毎月助成してくれ
ないと、それまで支払うのが大変。一時預かりをしてくれるところが少ない。歩道やスロープをもっとしっかりつくってほしい（ないところが多い）。中学校も給食にすべき（温暖化で衛生
面も不安。働く母親が多く、育ち盛りの子どもたちに毎日栄養を考えたお弁当をつくるのは負担が大きいと思う。お弁当をつくってもらえない子どももふえているし、子どもたちのために
も安心安全で栄養のある給食を提供してほしい。

市が無料や低料金で、英語や読み書き等のサークルや教室ができればと思う。子どもたちの脳の発達、親の負担、塾や習い事への金銭的な負担が軽減される。小学校でも放課後、
漢字検定や算数、英語、体操やスポーツ、絵画など子どもたちが自分で選んで意欲のある子どもたちにはチャンスが与えられればと望みます。現実には、幼稚園から塾（高額）に通
える家庭の子が国立小や私立小に行き、また塾に行ける子がチャンスをつかみやすい。貧富の差が子どもの偏差値の差につながる点が不公平だと感じる。地域をあげて底上げとな
る教育を。すると公立の質も上がると思う。地域の公立小・中・高のレベルが上がりよい学生生活を過ごせると、地元愛や大切にする気持ちが出てくるのではないかと思う。子育て支
援は、小１になると急になくなるイメージ。親の手は離れがちだけれど、小学生、中学生の時代も自分を気にかけてくれる人が周りにいることで、心の成長に影響すると思います。親が
共働きしてお弁当を食べて高額な塾へ１人で通わないと、将来夢が叶えられない社会にストップをかけてほしい。子育てサポートも幅広く、活気あるものへ進化してほしい。子どもはみ
んな１位になりたいし、100点が取れるとよい笑顔をします。そのようなチャンスを与えることで、将来に希望がどんどん持てる子どもたちが増える気がします。それこそが子育てサポー
トだと思います。

家の近くに公園がないのが大変不便です。家の前の道も交通量が多いためなかなか外で遊べない。

子どもと過ごす時間を大切にしたいと思っています。一緒に体験したり遊んだりできる子ども中心の施設があればよいなと感じます。小学校教育だけでなく、小中、中高と一貫校が川
西市でもできると子どもを安心して預けられると思います。勉強だけでなく、心も豊かに育つ環境になることを願っています。けやき坂に中学校設立してください。お願いします。

とにかく待機児童をどうにかしてほしい。現在認定こども園への入所希望をしているが、年度途中であるためと、０歳児の希望者が多いので空きがない。仕事はオファーが来ているの
に空きがないので働けない。上の子どもがその幼稚園に通っているため、他の保育所に預けるわけにもいかない（費用がもっとかかるから）。保育料も高すぎる。働いても扶養範
囲・・・などと考えていると結局手元に何も残らないのは働く意欲を失うし女性の社会進出も遅らせると思う。預けたい時に預けられるのが当たり前になるような状態になってほしい。公
立幼稚園をもっと増やしてほしい。少なすぎる。不便。保育（教育）期間も３年にしてほしい。

けやき坂地域に住んでいますが、近所に徒歩または自転車で行ける公立の幼稚園がなく、現在はバスが来てくれる私立幼稚園に通わせています。経済的負担が公立と比べ多く生活
を圧迫しています。公立の幼稚園を増やしてほしい。子どもが未就園の頃は公民館などで行われている子どものサークルや、子育てひろばによく参加していたが、回数が少なく、もっ
と行ってほしかった。相談できる場でとても助かったので・・・。週一回ぐらいあるととてもよいと思う。

歩道の整備をしてほしい（途切れているか所があり、車のそばを子どもが通ることがあり危険）。

①たくさんの市のみなさまに助けていただき心から感謝しております。②児童センターの体育館での行事で先着順のものがありせっかく参りましたが引き返したことがあり、何とかエン
トリーできる方法を考案していただきたい（帰り道子どもとともにたいへん悲しかった思い出があります）。③公園の遊具の中に３歳以上等年齢制限のあるものがあり、１歳児の娘が使
いたがって（危険性が高い）公園に行くたびにぐずられて困っていました。何とかよい案はございませんか。とにかく、市のみなさまにはお世話になりました。今後ともよろしくお願い申し
上げます。
赤ちゃん交流会が実施されているのを知っていて、ぜひ参加したいとは思ってはいるのですが、なかなか実際には仲良くできるかなど不安で参加できずにいます。初めて行くのには
勇気がいりますね。ちょちちょちをいつも楽しみにしています。

川西駅の近辺にはキッズスペースがあまりないのと、エレベーターが少ないので動くのが不便。キッズカフェなどできたら嬉しい。キッズスペースの時間を少しのばしてくれたらよい。
バスに乗るのが困難。ステッカーが主にお年寄り優先になっている。ベビーカーを置く場所がない。ぐずったら降りたくなる。自然があるので定期的に年に合ったイベントをしてほしい
（同じぐらいの子）。

しばらく専業主婦なので、週に数日でもパートに出たいが、幼稚園の子どもがいると帰りも早く、夏休み等長期休暇のことを考えると働ける気がしない。雇ってくれるところが見つかる
気がしない。なので、安い費用で延長保育、もしくは子どもを預けられる場があると助かる。近くに公園が少ない。公園があっても遊具が少ししかないので、子どもが集まるような楽し
い公園が近くにあると友だちも増え日中も遊びに出る機会が増えると思う。

川西市内のショッピングセンターの中に、子どもが遊べる遊具がある場所などがあればよいなと思います。ママ同士はランチやお茶をしてその間近くで子ども同士を遊ばせておくよう
なフードコートなど。小さい子どもを連れて飲食店に入れば泣いてしまって、途中でお店を出ないといけないこともあるかと思うので夏でも遊べる室内のプレイランドみたいなものがよ
いです。歯医者さんや美容室などその中にチャイルドルームなどが無料で使用できたらと思います。

学童保育を６年生までしてほしい。夏休みなどは一時的に学童保育が利用（数時間でも）できるようにしてほしい。周囲の大人たちが子どもたちを温かく見守ってほしい。高校まで授業
料、給食費、医療を無償化にしてほしい。子どもの数が多いほど支援を厚くしてほしい。例えば私立幼稚園の補助金のシステムがおかしい。３人目なのに上の子が１～３年生が何人
いるなどそのような条件がある意味がわからない。３人目は３人目。認可保育所ももう少し融通をきかせたら預けやすいし、就労しやすい（週何日以上、１日何時間の条件をなくす）。

医療費を中学生くらいまでは市に負担してもらいたい。上の子が小学生になってからは、少しの風邪などは病院に行かず我慢するようになった。

家の前の道路が一方通行のため車の通りが多く細い道にもかかわらずスピードを出して通る車が多いので怖いことがある。歩道もせまくボコボコしているところが多いので自転車に
子どもをのせて走りにくい。自転車専用レーンなどをつくってほしい。

子育てサークル等があるのは知っているが、最初の一歩がなかなか入れない感じがあった。私は結婚、妊娠を機に川西にきたのですが、主人は地元なのでいろいろと知っていました
が私は周りに同じような環境の方が少なく知人もできませんでした。その上年子ということもあり、外に出るのも大変で、内向的になり子育ても大変でした。今でもそうですが、まだ地名
を言われても場所がわからないこともあります。私の連れ子が宛名の子の姉になりますが、生まれたとき小学生でしたが学校のこともほとんどわからないし、ママ友もできませんでし
た。子育てにおいて友人はいたほうが心強いと思います。近所は老人が多く情報交換もできませんでした。主人は仕事ばかりだったので孤独感もありました。このアンケートをして、初
めて知ったこともありました。自分から情報を集めなければ何もわからないというのも大変だと思います。自分に余裕がなければできません（みんながみんなそのような人ではないと
思いますが）。中学校に冷房をつけてあげてほしいのと、給食はお願いしたいです。幼稚園、保育園でできたママ友が、小学校、中学校とそのままつながっていくシステムができている
気がします。途中から転入したりすると入る輪がなく、学校での子どもの様子もわかりづらいです。１人で悩まずにもっと気軽に子育ての悩みなどを相談できるメール相談などもあれば
と思います。産婦人科や小児科の待合室などに子育て情報がわかるチラシやパンフレットがあればと思います。学校のトイレを和式から洋式に変えてほしいと思います。
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問32（自由記述）　　　　　「川西市でどのような子育てができるようになるとよいと思いますか。安心して楽しく子育てができることや、
　　　　　　　　　　　　　　　子どもが健やかに成長できるためのご意見がございましたら、ご自由にお書きください。」
駐車場の広い遊具の多い公園が本当に少ない。他市まで出かけないとないのが残念です。地域にある老人保護施設などに子どもを預けられるデイサービス的な保育施設があれば
よい。日頃接する機会が少ないが子どもとお年寄りは仲良くできるかも（お互いに刺激もあるし）。保育所を利用するのは意外と敷居が高い。利用料金が若干高めでも私的な利用が
できれば（例えば美容室に行くときなど美容室も保育所と提携し割引券をくれたりする）よいのにと思う。子どもを育てる親家庭が無理なく過ごせるようにしていければ、子育て負担感
は減り、子育てしようという若い人も川西市に来てくれると思います。

保育園の預けられる人数を増やしてほしい。働きたくても、子どもを預けられないと働けない。プレイルームの利用時間を延長してほしい。平日は夕方の17時ぐらいまで利用できると
ありがたい。一時保育もファミリー・サポート・センターも当日の緊急時に利用できるようになってほしい。

育休が１年は短すぎると思います。本当に３年になれば働く女性も子育てに専念できる時間が持てるならと安心して子どもをつくりたい、ほしいともっと思うのではないでしょうか。現実
私も育休明けに退職しました。それは１歳の小さな子どもを預けたくなかったからです。もう少し大きくなるまでは側にいてあげたいと思ったからです。保育所などに預けるお母さんの
話を聞くと、やはり子どもがさびしい思いをしているのではないかと罪悪感があるようです。３歳まで育休が取られれば、子どももその頃になると楽しんで保育園などに言ってくれそうで
すし、もし嫌なことがあったら話してくれるだろうから親としてももう少し安心して預けられると思います。女性が満足できる子育ての時間が取られる制度ができればよいなと思います。

近くの入園する予定の幼稚園で預かり保育を行っていないようなので、パート等を始めるには遠くの園に通う、もしくは就業時間を短くしなければならないのでどの地域に住んでいても
幼稚園の延長保育を利用できるとよい。以前住んでいた市が小児科、子育て支援センターのプレイルーム等がとてもきれいで数も多く充実していたので、現在車を所有していないの
もあり少し不便さを感じる。整備されている大きな公園も少なく感じます。プレイルームの詳細や活動内容を詳しくホームページで見られるともっと気軽に行けると思います（できれば
自治会ごとの子育てサークルなども）。赤ちゃん交流会などは上の子も連れて行かなければならず、おとなしくしていられる年でもないので参加しづらいです。上の子がいても参加しや
すい環境だとよいかと思います（親族がいないので）。一番心配なのが、子どもが病気になったときの預け先がないので、パート就業が難しいことで病児保育を行える場所があるとよ
いかと思います（近くに全く親族がいないので）。また、簡単なゴミ当番がありますが、シートの回収や掃除など仕事をしているとできない、子どもの急な体調不良通院でできないので
はという不安もあり、その際毎回ご近所さんにお願いするのも申し訳ないです。（周りが年配の方ばかりですぐ回収しているので、うちだけ仕事で夜まで放置というのは気が引けま
す。）個別回収やゴミステーション（金網などの）の設置など、何かよい方法はないでしょうか（帰省時にぶつかると帰省もできないので）。

ハピネス川西の横にある廃校の建物の敷地に子どもが勉強できたり小さい子どもが遊べたりできる施設を建ててほしいです。親が仕事で家を空けるのが多い中一人で家に居させる
のも不安があるため、小学校からも近いしそのような建物があってもよいのではないですか。いつまでも廃校になった小学校の建物をそのままにしておかなくてもよいと思います。外
で遊ばすのは、車の危険もあり心配なのでぜひ建ててほしいです。ご自由にと書いてあるので、市役所道路管理課に、加茂３丁目と宝塚の境目に道路ミラーを付けてほしいと近所に
同意書を書いてもらい提出しましたが２か月経ってもミラーをつけてもらえていません。小学生もよく通って危ないので早くつけていただきたいです。

保育園に通わせたいと思っているのですが、入れるかどうかがずっと不安です。上の子が通う保育園に通わせられるのか、待機になった際その他の受け入れ先、など不安はつきま
せん。また４月入所を考えると子どもを産むタイミングまで考えなければなりません。もっと不安なく子どもを産める社会になってほしいものです。また、川西市の病児保育の整備の遅
さはどうかと思います。大阪で働いているため大阪の病児保育を利用していますが、県外市外のため割高です。上の子が１歳のときどうすることもできず水疱瘡の息子を１人で半日
家に置き去りにしてしまったこともあります。私は泣きながら仕事に向かいました。今思うとなんてことをしたのだろうとゾッとしますが、当時はそのようなことを思う余裕すらありません
でした。子どもを安心して安全に育てられる社会を一緒に考え、つくっていけますように。

現在は仕事していません。将来はわかりませんが利用費用が安く、子どもを安心して見てもらえるところがあればよいです。

３年保育（久代）幼稚園があればよいと思う。

私立幼稚園全園での延長保育が整備されていれば、母親の職場復帰も増えてくると思います。近くに義両親はいますが、毎日子どもを仕事のために預けるとなるとそれなりに負担に
なると思います。

病気になった時に、子どもの医療費を無料にしていただいているのがとても助かっています。ぜひ続けていただきたいです。

保育所の一時保育を利用したいということがよくあり、他の家庭の話もよく聞くのですが、申し込んでも登録すらできず断られることがあったようです。私も市内の幼稚園に入れない日
は一時保育を利用していますが、残念ながら市外の保育園を利用しています。もう少し利用者が気軽に使えないものかと思いました。あと、私の住んでいる陽明地区には保育所があ
りません。この地区の子どもが少ないせいではないかと思い、なかば納得しているところもあるのですが、他の地区に比べて大分差があるように感じます。住宅地の特性上難しい気も
しますが子どもが育てにくいように（特に小さい子の場合には）感じることがあります。車がないと動けない気もしました（特に預けるときは大変です）。もう少し何かできることがあれば
よいのにと思うことがあります。

こども・若者政策課の企画はいろいろとあってよいものや、子どもに参加させたいと思えるものが多いですが、定員が少なかったり、制限があったりとなかなか参加できません。大々的
に広告するのはよいと思いますが、参加可能人数をそれに見合っただけ増やしてはいかがでしょうか。ただいろいろなことをやっていると報告書を書くための企画のように思えます。
児童館が１つにしかなくて遠いので子どもが行けません。南北に広い川西市なのですから、せめて３か所あってもよいと思います。あまり意味もなく役員が忙しくなるだけの三世代交
流にお金を使うのも検討しなおすべきだと思います。川西市は教育において遅れていると思うので、放課後に親が負担している現状だと思います。まずは中学校給食を取り入れて親
の負担を減らしていただけるようお願いします。地域には時間を余している元気な高齢者が多くいます。支援金を少しでも出して放課後や土曜日など、スポーツや芸術などで交流でき
る場所を設けてもらえたらお互いに有益だと思います。その時は手続きを簡単にして誰でも取り組みやすいようにしてはいかがでしょうか。

・公園はたくさんあるのですが、遊具が少なく公園に子どもが集まっていないように感じます。小さな子が安全に遊べる遊具が増えてくれると子どもを公園に連れて行きやすく、親同士
の交流も増えるのではないかと思います。・子ども好きなお年寄りと子ども（０歳～就学前）の交流会実施・所得に応じた保育料の差が大きい気がします。いくら所得が多くても、高くて
保育園に行かせられない人がいると思います。・けやき坂はどんどん新しい住宅が増えていますが、増やしすぎて人口が増え治安が悪くなる、景色が変わるのが嫌です。

箕面市や伊丹市のように、もっと子育てのしやすい市を目指して取り組んでほしい。そうでないと市の発展はないと思う。働きたいけど子どもを預けられない、働いても補助金が少なく
結局稼ぎにならないでは働く意味がない。子どもを育てやすいまち＝川西市に住みたいと思えるのに、これからの子どものことを考えず、川西市に未来なんてない気がする。今現在で
は、いつか家を買うなら川西市は避けたいという思いの方が強い。もっとこれからの子どものこと、たくさん今からお金がかかる子育て世帯のことを考えてよい市になるよう取り組んで
いってほしいです。
・子どもが小学校にいくようになってから、放課後の生活が不安。・保育所への朝の送ってくれるバスなどがあればありがたい。

駅のトイレ（女子用）に男児用のトイレを付けてほしい。また、子ども用便座を付けてほしいです。バスにベビーカーを降ろすとき子どもと乗るときバスの運転手さんがもう少しだけ待っ
てくれると嬉しいです。時々「降ります」と叫んでも聞こえないようで扉を閉められてしまいます。

・朝早くから少し見てもらえる施設をつくってほしい（姉の学校の立ち当番などのとき現在は他市を利用しているので）。・公園に時計とトイレを付けてほしいです。・少しのパートなどで
も学童など使えるようにしてほしいです。・駅周辺の自転車置き場「ママチャリ」を普通に置けるようにしてほしいです。今のでは普通の自転車のことしか考えてつくっていないから。・子
どもが少々騒いでも大丈夫なような食事もできるレストラン（広いの）をつくってほしいです。団体ではいつも入れないので。みんなで行くことによりコミュニケーションもできる。・子ども
の遊べる施設をもっとつくってほしいです（勉強などもできる施設も）。

保育所の利用料や幼稚園の費用が高く習いごとなど興味はあるけれどなかなか利用できないです。運動やスポーツなど市でしている活動は抽選が多いので、もう少し浅い内容でも
よいので多く参加しやすい場を設けてほしいです。運動だけでなく教育面でも市でリーズナブルな価格の教育を受けられる場があればと思います。昔とちがって子どもが自由に遊べる
ところも少なくなっているので、他市がしているような児童クラブのような、学校を借りて自由に過ごす場の提供などしてもらえると、子ども同士の交流や学校施設の有効利用ができる
のではないかと思います。現在の児童クラブでは月の負担や決まりが多く３年生までにやめてしまうことも多いようなので、誰でも気軽に利用できる、きちんと決まりを教えてくれて見
守ってくれる高齢者の方なども一緒に住みやすい街になればと願います。

・公園がほしい。トイレなどの施設が充実した（授乳室など）があるとよりよい。・子どもと一緒の出かけられる施設が増えてほしい。・定期検診の流れを見直してほしい。待ち時間が長
い。兄弟を連れていかなければならないのでその対応など。

パレットの開放状況や児童館の混み具合など、ネットで確認できるように明確にしておいてほしい。相談できる場を定期的に市役所の入口など立ち寄りやすいところでやってほしい。
わざわざ行くことに抵抗がある。

広い公園がない。（車で行かないと行けない）

１歳６か月の息子がいるのですが元気いっぱいで毎日外に連れ出しています。毎日どこに連れて行こうか悩みます。歌や手遊びを教えてもらえるような場所（公民館）はありますが、
ほとんどが月２回程度（隔週）のものなのでせめて週１回通えるような場所があればよいのにと思います。核家族化している世の中、就学前の子どもを持つお母さんたちは大変だと思
います。たまたま保育園のプレイルームなどで先生とお話する機会があって子育てのことで聞きたいことが気軽に聞くことができ気持ちが楽になりました。行ってみてよかったです。

10



問32（自由記述）　　　　　「川西市でどのような子育てができるようになるとよいと思いますか。安心して楽しく子育てができることや、
　　　　　　　　　　　　　　　子どもが健やかに成長できるためのご意見がございましたら、ご自由にお書きください。」
・住み慣れた川西の街で、街を歩けば大人も子どもも元気に挨拶ができる明るい街になればと思います。・駅周辺の施設に、授乳・おむつ替えができるスペースがあれば助かります
（息抜きで外出する際、いつも百貨店だのみになるので）。・ベビーカーのまま利用できるトイレがあれば安心です。・赤ちゃん交流会や、サークル等、子育てを通してよく利用していま
す。母親本人、子どもにもよい環境がたくさん有り大変助かっています。学生や高齢の方等、ボランティアで交流できる場があればなと思い、また、私自身も初ママの方などと交流でき
る場に参加していきたいと思えるようになりました。

・認可保育所を増やしてほしい（特に南北区のJR川西池田近くに保育所が少ない気がします）。・認可こども園もしくは幼稚園の預かり保育がある幼稚園を増やしてほしい（３歳になっ
たときに幼稚園に入れたいと思ったときに会社を辞める選択をする必要が出てくるので）。・保育所の改装等（現在の保育所の建物は歴史のあるところが多く、トイレ等衛生面で心配
に思います。）・公園等遊べる場所をつくってほしい（川西南北区に公園が少ない気がします）。

私立幼稚園の利用料援助をしてほしい。

同じぐらいの月齢の子どもたちが一緒に遊べる場所（きっかけ）をもう少し多くつくってほしい。あと、仕事を探したいが保育園（所）がなかなか空いていないので困る。うまく答えられて
ないものも多かったと思います。すみません。

・保育料が近隣の市と比較してかなり高い。また、共働きで所得が高くなるほど保育料が高くなるが、もともと税金も多く納めているのに保育料も多く必要となると不公平感がある。子
どもに必要な（子育てや教育など）部分についてはもう少し公平にすべきでは。・１歳頃から入所できる保育所（認可）の人数枠が少ない。親が安心して職場に復帰できるようにしてほ
しい。

発達面に不安があるため、小学校に上がってから学校生活やお友だちと上手に付き合えるかが心配です。本人も一番悩むであろう思春期をどうサポートしてやれるかが今後の課題
です。

現在上の子は保育園に通っていて下の子の育休中だが、上の子と同じ保育園に園から入られないかもしれないと言われている。上の子も私が育休中に保育園に通わせ続けるか悩
んだが、「一度やめたら入られなくなる」と言われたので入れたままにせざるを得なかった。毎月の保育料も高いので、働いていないあいだは負担が大きい。また、育休中の人も多い
のでそう言う人が一年間等休園できるシステムがあれば保育園に預けられる人も増えると思う。保育園で毎月ヨガ教室や、ベビーマッサージなどが行われていて利用させてもらって
いるが、それよりも新しい保育園の増設などに予算を使ってほしい。希望する保育園に希望する時期に自由に選択して預けられるように支援を充実してほしい。

地域が一体となって地域の子どもたちの見守りをしていってほしいと思います（したいと思います）。どちらの地域か忘れましたが、“８３（ハチサン）運動”を行っているところがあると聞
いたことがあります。午前８：００、午後３：００の子どもたちの帰宅時間に合わせなるべく地域の人々が外出し人通りを多くし、子どもたちを見守っていくという方法でした。これならば負
担なく必然的に見守っていけるのではと思います。そのためには、学校側だけでなく地域にも子どもたちへの関わりを促すお知らせが必要になりますね。本当に少しでも悲惨な、子ど
もたちが犠牲となる事件や事故が減って（なくなって）くれればと思います。

現在子どもが２人います。教育費や医療費を完全に無料にしてもらい、いろいろと経済的な援助があればもう１人ほしいと思っています。もう少し、女性が子どもがいても働きやすいよ
うになればよいと思います。

仕事をして15年目にやっと子どもを授かりました。周囲にママ友はなく母親教室、地域の子育て広場にはずいぶんお世話になり助けられました。１人目と２人目と比べても子育て事業
は増えたと思いますが、川西市は南北に長いので１人目のときはベビーカー、電車での移動だったので大変でした。牧の台のような支援センターがもっと近くにあればとよく思ったも
のです。公民館の赤ちゃん交流会を楽しみにしていましたが１回／月なのでもう少し回数があれば気分転換ができたかなと思います。他市のことを新聞、雑誌などでみると、子どもを
その場で見てくれながらとなりでママたちがヨガや何かをつくったりしていることもあるようです。子どものことはもちろんですがママのストレス解消や気分転換（毎日子どもとべったりで
自分の時間がもてなかった）のためにそういったことがあればよいなと思います。現在仕事に復帰していますが、川西には病児保育がないのも気になります。私の場合は恵まれた環
境にいますが今後必要になってくるのではないでしょうか。他に小学生になると預け先がないのも困ります。児童館のように子どもが放課後・土曜日に気軽に行ける場所がほしいと思
います。がんばってください。

育児休業制度や保育所入所の優先順位など、全般的に正規雇用者に優遇した制度であることに不満を感じます。私は非正規だったため、出産前の年度末に退職をしました。そして
一年後再度雇用してもらえるよう職場に必死に働きかけました。でも就活中の身だと優先順位が低く、入所が決まるまで気が気でなかったです。結果、タイミングよく新設園ができたこ
と、初年度は定員増で受け入れてくださったことで子どもを10か月で入所させることができ、今に至ります。現在も非正規雇用ですが職場の制度が見直され、非正規でも育休を取られ
るようになりました。今、２人目がほしいと願っています。ですが、やはり正規雇用よりも優先順位が低い立場で、もし２人目が入所できなかったら、また、子どもができたことで契約（仕
事の）を更新してもらえなかったら、上の子も退園しなければならないかもなど、子どもがほしいという単純な願いであっても不安で仕方がありません。世の中ますます非正規率が高
まっています。再就職で正規雇用は厳しいです。時代にあった制度設計をお願いします。安心して働かせてください。安心して子どもを産ませてください。

保育園は子どもの遊びを見守るのが基本と知り、教育も行う幼稚園にいずれは入れたいと思っている。しかし、フルタイムで勤務しているため、通常の幼稚園に通うことは難しいの
で、こども園への入園を検討している。近所にこども園がないのでバス通園できるところからしか選択肢がない。もっとこども園の数が増えたらよいと思います。また、子どもに習いごと
もさせてやりたいが、フルタイムだと平日は厳しい。こども園や小学校の放課後に習いごとができるような仕組みがあれば安心。平日は仕事をしているので、できれば平日に習いごと
をさせてやり、土日は一緒にゆっくり過ごしたい。まだ子どもが小さいので知らないだけかもしれないが、広くて設備の整った公園や屋内施設が少ないように思う。こどもたちはどこで
遊んでいるのか疑問に思っている。家で遊んでいるなら、それは悲しい（赤ちゃんが遊ぶところは多い）。また、休日に子どもと出かけるところが少ない。どうしても市外に行く。子どもた
ちが好きな川西になってほしいと思います。そうするとまた大人になって川西で子育てをしたいと思うのでは。

夫婦共川西市で幼い頃から育ち現在も川西市におりますが、昔のような安心して子育てできる環境ではないと思います。

１度総合センターで行っているのに参加しようと行ったのですが定員オーバーだったのかあっさり断られました。ベビーカーで20分程かけて行ったのに。それから総合センターで行って
いるものに１度も参加したことがありません。もう少しどうにかならないのか思いました。なかなか普段生活しているだけでは習えないもの等の教室をよく募集しているのをみます。今
はまだ小さいので参加することができませんが、大きくなったら参加させたいと思っていますのでこのまま続けていただければと思います。子育てのイベントも川西の駅の上の方では
よく行っているのに駅のしたの方ではあまり見かけません。もう少し下の方でもイベントをするようにしてほしいです。公園が少ないように思います。夏はすべり台に日があたってとても
遊べる状態ではないので日陰がうまいこと遊具にあたって遊べるようにしてほしい。よろしくお願いします。

子育てのための情報に触れる機会をもっと多くつくってほしです。専用のウェブサイト（ポータルサイト）があると良いと思います。

清和台に公立保育園があればよいと思う。

医療費で所得制限があるのはおかしい。無料にするか、一定金額にするか統一してほしい。無料ということでたいしたことがないことでも病院に行く（耳あか掃除や鼻くそ掃除などで）
方がおられる一方、多額の税金を納めているものが医療費がかかるため、少しの病気ではいけないのはおかしいし腹立たしい。川西市より猪名川町の方が充実している。中学校の
給食、小中高校の少人数制など。ぜひ箕面市を見習ってがんばってほしいと思います。

○○幼稚園のように、時間外保育の長いところをもっと増やしてほしい。小学校に行っても安心して働けるように時間外保育の時間と期間を長くしてもらいたい。無駄なPTA活動を行
政でなくしてほしい。先生たちが安心して働くことのできるようにしてほしい。先生たちも同じ親の立場の人がいるが、人の子ではなく自分の子も安心して子育てできるようにしてほし
い。高齢で元気な方にサポートをもっとしてほしい。中学の給食を早急に立ち上げてほしい。

・川西市へ引っ越して間もないので子育て支援にどのようなものがあるかすべて把握はしていないのですが、市が広いためプレイルームなどに行くのにすべて車移動になります。もう
少しプレイルームなどの場所を増やしてほしいと思います。・各保育園で一時保育の受け入れが少なく、利用日１か月前に申し込みをしても利用できない状況です。保育士の数や施
設の規模など、難しいこともあると思いますが受け入れ人数を増やしてほしいです。・中学生の自転車通学を可能にする（けやき坂は中学校が遠いため）。・学校給食（中学校）を始め
てほしいです。
現在第１子の子育て中です。出産後はホルモンバランスが崩れているためか情緒不安定になり、孤独感を募らせていきました。そのような時に「赤ちゃんがきた！」プログラムに参加
し、どれだけ心が安定したか。やはり、同じ年代を育てている子育て仲間を見つけ励まし合うことが大切だと思います。そのため、子どもを連れて安心して遊べるような場所（子育て支
援センターなど）づくり、仲間づくりができるような機会をつくることが大切だと思います。また、仕事復帰、仕事探しをしやすい環境づくりも望まれます。よろしくお願いします。

就労して、保育園には入れない時に一時保育以外で子どもをみてもらえる事業、場所があるのかわからない。利用料も高いとなかなか日数多く預けられない。

・駐車場が無料であるような、アスレチックなど子どもが身体を動かされる公園をつくってほしい。・子どものためにも保育園に預けたいが、料金が高くてなかなか利用できなのが悩み
である。・仕事先で事業所内保育施設があるところを増やしてもらいたい。

・一時保育や、ファミリー・サポート・センターを利用したいが、手続きに書類を取りに行って、記入して面接に行ってと時間と手間がかかりすぎる。小さな子どもを抱えての外出は大変
なことです。・仕事もしたいけれど、小さい子どもを親から長い時間離すのは寂しい思いをさせるし、心の発達にもよいとは思えず習いごとも送迎が必要。兄弟がいると何年も働けなく
なります。我が家にもっと収入があれば仕事のことは考えなくてよいのでしょうがそうもいかず。

保育園の園庭開放が平日は毎日してほしいです。
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問32（自由記述）　　　　　「川西市でどのような子育てができるようになるとよいと思いますか。安心して楽しく子育てができることや、
　　　　　　　　　　　　　　　子どもが健やかに成長できるためのご意見がございましたら、ご自由にお書きください。」
第２子出産後の育児休業中。上の子はそのまま保育園に利用継続できることは非常にありがたいことです。ですが、仕事を持つ母親としては今だけが子どもたちと深く関われる時間
でもあります。一旦仕事を離れ、母親としての役割を発揮できる時でもあります。今保育園をやめてしまうとまた一からの保育園の申込み等保育園が決まらなければ復帰できない。保
育園もやめられないけど子どもとの時間もほしい。そのような中保育所の制度として「休園制度」をつくってほしい。休ませることで経済的負担も減り、ありがたい。定員や人数、先生方
の人件費等いろいろな問題があると思いますが、母と子の時間をつくってほしい。退園と言わず休園し、また育休が終われば安心して保育園を利用したい。仕事復帰もできる。柔軟な
保育園制度になってほしいです。
隣の町のように小学生の間は医療費を無料にしてほしい。気軽に子どもを預けられる施設を増やしてほしい。

・専業主婦でもリフレッシュに年に数回子どもを預けたい時があるが、一時保育で気軽に預けられる雰囲気でない。預けるには慣らし保育が必要で１日毎での料金で時間単価での区
切りがないことが多い。なかなか気軽に利用できる感じではない。利用する際、いつでもウェルカムな感じに思えない。働く際に利用しようと思っても金額が高く働いても厳しい。・公立
の幼稚園で定員以下の園での利用方法を考えてほしい。例えば保育園を併設するなど活用していただけたら嬉しい。・学童保育と連動して未就園児にも保育できる場があれば子育
てに優しい感じがする。子どもの送迎がバラバラなのも大変です。地域の中でまとまるとありがたい。・広い公園、駐車場、トイレなどのある遊び場がほしい。

２年ほど前に引越ししてきました。グリーンハイツは子どもが公園にもほとんどいません。商店街の小さな薬局の品揃えも赤ちゃんのものは悪く、子ども（ベビー）服も買うには、伊丹の
○○まで行かないと手軽に買えません。○○のような店が猪名川町にもこの近辺にもなくこれから子育てをしたい人が住みにくい町だと住んで知りました。お金があれば豊中に家を
買いたかったのですが、土地の安さと自然環境、治安だけを見て引っ越してきましたが上記の理由と老人が多過ぎることから今後の生活が正直不安です。小学校、中学、高校がなく
なるのでは不安です。お金があれば家を売って出たいです。子どもが少ないので店の品揃えも仕方ないですが、若い年齢層を増やしていただきたいので川西市の資金繰りが問題で
無理かもしれませんが、若い人が住みたいと思えるまちづくりをしないと、若い方は引っ越そうとまず思わないと思います。

川西に住んで１年ですが、子どもが生まれてすぐだったのでいろいろな事業を利用する機会がありました。現在は出張プレイルーム（けやき坂）を利用し、子どもも楽しそうにしておりま
す。子どもが小さいので、歩いて行ける遊び場があるのは、とても助かります。同じような年齢の子とも知り合うことができて月２回ですが、あるのとないのとでは大違いで今後も続け
ていただければと思います。外遊びがまだできない０歳児でも家の中だけではエネルギーを持て余してしまいますが、なかなか遊びに連れて行くようなところもなく、プレイルームが近
くにあってよかったです。これから歩けるようになってきたら公園にも行きたいと思っていますが、けやき坂の中央公園は大きな遊具が多いので１～３歳の子ども向けの遊具もできたら
嬉しいなと思います。せっかく広い公園なので遊具が充実すればもっと親子連れが集まるようになって交流も増えると思います。親、子ともに人とのつながりが増えることが大切だと感
じます。
小さいうちは家にいるお母さんが多いですが、小学校高学年ころから働く人がすごく増えるので中学校の給食を早期実現してほしいです。あと、夏休み等の長期休暇中に預かってく
れるところがあるとたすかるのでは。普段は幼稚園でも長く預かってくれるので。

現在第２子出産後育休中です。第１子は一時保育を利用しています（２日／週）。育休中に保育所に入所できないとのことです。入所できるようにしていただきたいです。仕事をしてい
ないので自宅で見られる環境ですが、２人目が小さいのでなかなか活動的に遊ばせてあげることができないので、子どもの教育や発達のためにも育休中でも保育所に入所できるよう
変えていただきたいです。

現在の保育園に非常に満足しています。子どもも先生やお友達が大好きで、成長を家族とともに見守ってくれている、特別な存在です。新しい保育制度には不安があります。国の、自
治体の責任が解かれた状況で、安心し安定した今のような環境が保たれるのでしょうか。認可保育所が増えることが、私たち母親ののぞみです。会社のような保育園は信じられませ
ん。よくお考えいただきたく思っています。土曜日、日曜日にも「親子あそび」のような企画をしてほしいです。働く親子でも地域のつながりがあったほうがよいように思います。プレイ
ルームも土日祝、使えるところがほしいです。
・公園が少ない（遊具などが充実していない、汚い）・未就園児用にプレ保育などをしている幼稚園が少ない（入園前提でなくても通えるとよかった）

仕事に復帰したいと考えていますが、幼稚園に預かり保育がないため夏休みなどの長期休暇での保育者がいないことが原因でできません。サポートがあればもっとパートなどに出て
家計を支えられる女性が増えるのではないかと考えます。今現在ある幼稚園の園庭開放は安全で広々とした公園の少ない中、子どもの遊び場として大活躍しています。今後も続け
ていただきたいと思います。

幼稚園に入園する前（3歳）までは、市の交流サークルのようなものが参加しやすかったが４～５歳位になると、それぞれ所属する園があるためか参加できる場が減ってしまった。夏休
み、冬休みなどの長期期間は友だちと関わる機会が減るので何かイベントがあれば参加したい。

・無料で利用できる大規模な遊び場（児童センターと公園が合わさったような室内でも屋外でも遊べるところ）があれば嬉しい。・親が仕事をしていなくても子どもたちみんなが保育所に
入れるとよい。子どもはたくさんの遊びを体験できるし、友だちもできる。親はストレスが激減すると思う。・中学校はお弁当ではなく給食にしてほしい。・南保育所の駐輪場に屋根がほ
しい。

・川西市に赤ちゃん用品を扱うお店はあるのでしょうか。○○等専門店がないのはとても不便です。・近所の公園はいつもきれいになっているのですが誰も遊んでいません。児童館は
おもちゃ遊びがメインで、走ったりする遊びができて、いつでも子どもが集まる場所があれば嬉しいです。・父親の仕事は必ず土日休みの仕事ではないので土日、子どもと遊びに行く
場所に悩みます。児童館は土日休みなので。

今年の７月に川西に引っ越ししてきました。前住んでいた市は「産後サポート」としてヘルパーさんが無料でお手伝いに来てくれたり、平日常時空いている支援センターなどあり、子育
てしやすいまちづくりを進んでしていました。川西市もそれなりの子育て支援制度はありますが、あまり熱心ではないような印象を受けます（プレイルームが月２回など、乳児検診の場
所に駐車場がない等本当に母親のことを考えているのか疑問に思います。公園等の整備状態もひどいと思います）。もう少し本気で育児しやすい町とは何かを考えていただけたら嬉
しいです。
気軽に子どもたちを連れて行ける場としては、地域の公園がありますが、より充実した整備をお願いしたいです。乳児でも乗られるようなブランコなど（椅子式になっている）。また、自
転車の練習ができるような広い公園があれば嬉しい。中にミニ信号や横断歩道があり交通マナーもまもれるような。仕事をしているので地域や市でやっている子育てに関するイベント
には参加しにくい。「働くママの集い」みたいなイベントの開催もよいのではないでしょうか。休日に開催してもらえるとありがたいです。また、市政だより配布時に子育てに関する情報も
紙面でほしい。働いていると、自宅のメールに気を使う時間すらないので。紙ベースだと通勤中にもチェックできます。このアンケートも仕事の休憩中に書いています。ほしい情報とし
ては、地域の子ども服のリサイクルや変換、公園の情報、おもちゃの修理をしてくれるような店、ボランティア。電動自転車のレンタルは非常に助かっています。年齢できるのではなく
入学前までレンタルをしてほしい（登園に毎日使っているので卒園までは使いたいです）。

０歳児を預けられる認可保育所が少ないので復帰が遅れる。

けやき坂にもっと子育て支援、プレイルーム等の回数を増やしてほしいです。午前中だけでなく午後もあれば嬉しいです。もっと子ども同士、親同士の広場があれば。公園の遊具（す
べり台、けやき坂ムクゲ公園）が、ずっと柵がはったままです。撤去するのか、新しいすべり台が設置されるのか知りませんが、早くしてほしいです。子どもが楽しみに待っています。親
も。

・小児科を増やしてほしいです。・救急でも診てもらえる小児科・病院をつくってほしいです。

近所の方々の幼い子どもに対する目がとてもあたたかいので安心して子どもたちを遊ばせることができています。病気やけがの際の判断が、医療の知識がないと難しいので気軽に
相談できればむやみに病院へ連れて行くこともなくなると思います。「子連れ不可」という場（例えば地域や学校などの会議など）が少しでも減ればよいのにと思っています。少しのおも
ちゃとスペースがあれば大切な話し合いも可能なのにと思います。

西多田在住ですが公園が少なく残念です。高架下に公園がありますが、周りの道路端に犬のふんが非常に多く、清潔な公園と言いがたいです。ゴミステーションも汚くて町全体にキレ
イさがありません。そのような中で子どもあまり遊ばせたくなくて困っています。１つくらい大きくてきれいな公園をつくってほしいと思います（猪名川○○のあたりはきれいで公園もたく
さんあり、子育てによい環境だと思います）。よろしくお願いします。

私立幼稚園の保育料が高すぎる。公立は２年保育しかない（うちの近く）。保育園も高いしすぐには入れない。

家の近くで保育園などを利用したいのですが空きがないことに困っています。

公立幼稚園を３年保育にしてください。私立があるから公立は２年という方針では定員割れするのは当然じゃないかなと思います。公立も私立まではいかなくても、給食や延長なども
あれば（園バスなど猪名川町にはあるのに）、もっと通いやすいのにと思います。

・十分に広い公園が少なすぎる。・医療費免除制度、所得制限を付けないでほしい。もしくは所得制限を付けるなら借りた人だけ○万以上使用したら○円返金などの制度を設けてほし
い（確定申告とは別で）。医療費が気になって病院に行けない。・幼稚園がどこも遠い。・保健師さん、栄養士さんで若い方はとても頼りない。話してよけい不安になる。マニュアルに
沿った話し方、話の内容である。信用できない。・公民館である赤ちゃん交流会はおもしろくない。保育園である交流会の方が楽しい。

私が知らないだけかもしれませんがもっと公園を充実させてほしいです。遊具の大きい公園などあるならば、もっと公園の情報がほしいです。広報などに載せてもらったら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。

現在、認定子ども園でお世話になっていますが、子どもが熱を出したりすると、預かって（登園）くれません。そのようなときにでも対応していただける、院内保育のような施設をつくって
いただきたいです。
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問32（自由記述）　　　　　「川西市でどのような子育てができるようになるとよいと思いますか。安心して楽しく子育てができることや、
　　　　　　　　　　　　　　　子どもが健やかに成長できるためのご意見がございましたら、ご自由にお書きください。」
公園が近くにない、増やしてほしい。子育てのイベント情報等、どこで収集したらよいのかわからない。交通の便がよい場所でのイベントを増やしてほしい。

公園の遊具が老朽化している場所が多いため新しく設置していただき子どもたちが集まり、親たちの情報交換できる場所であってほしいです。

幼稚園～高校まですべて公立であり充実している。いつもご苦労様です。

保育所の入所枠がもう少し多く、１歳まで育休を取得しても確実に何らかの保育を受けられるようになってほしいです。私の職場は１歳半までに子どもの預け先が決まらないと退職す
るしかありません。病児保育を強く希望していましたが栄町に来年できると聞いて本当にうれしいです。あとは市立の保育園も延長保育が20時までになると選択肢が増えてよいと思い
ます。小学校に上がったあとの１～３年生のときの学童保育についても、今どのくらい整備されているのか実は知らないでのですが、保育園に預けている時より保育時間が短くなって
は困ります。会社の制度も３歳児までしか時短もなく、それ以降は７：30－19：30まで家を空けています。子持ちの女性が職を失うことのないよう、川西市で保育の充実をお願いしたい
です。ファミリー向けマンションも駅前に次々たっています。今すぐ取り組みを始めてもこれから不足しそうで心配しております。高齢の方へのサービスも大事ですが、子どもへのサー
ビスの強化を切に願います。
近所で信頼できる人たちと一緒に子育てをしていきたい。今も特に不満はないが、家から歩ける距離の中でどこかママやパパたちと子どもたちが集えるところがあれば、そこでまずは
知り合ってそこからお友達になれるという効果がある（今はタブリエを利用中）。直接子育てをしていなくてもいつも公園を掃除してくださる自治体の方々にも感謝している。顔を合わせ
れば子どもも「ありがとう」を言うと思うし（言わせる）、そうやって自然と地域を愛することがお互いの信頼を築き上げるものだと思う。どの世代にも川西を愛する心を芽生えさせること
がまずは大事。みんなが自分の地域が好きならお互い協力できるでしょう。施設や人材を増やすことも必要だが、信頼がなければ全く意味がありません。

・お年寄りの人口も多い地域でもあるため、子育て支援に重視して財源が使われるのは難しいかもしれませんが、周りでも本当は３人、４人と子どもがほしいがお金がいないといった
話も多いです。出産手当、子ども医療費、教育費などにもう少し助成してほしいです。みんながんばって節約されていますがやはり子育てにおいて不景気の中最低でも必要となるお
金にウエイトを占めますので、これから将来のことを考えると子育てにおける助成は切実に望むところです。・必要な人に必要な時に子どもを預けられるシステムも望みます。こんな時
代だからこそ、逆に昔の日本のように同居もありなのかもしれませんが。祖父母が高齢、体調不良、遠方などの理由がある人はきっと不安だと思いますのでいつでも気兼ねなく預けら
れる場所も必要だと思います。これにまつわって、最近にさまざまなクレーマーやトラブルを起こしやすい親も多いですので、できればこういう預かり場所のスタッフの身も守ってあげな
ければなりません。心身ともに余裕がない、またはもともと病的気質、個人個人の性質が違う世の中での人相手の仕事は本当に大変です。ましてや子どもが絡む仕事の方々は守っ
てあげなければなりません。

・土、日曜日にも開放されている施設がほしい。・医療費が０円になっているのは本当に助かります。中耳炎などで頻繁に鼻水を吸ってもらう必要がある場合等、都度費用がかかると
病院に連れて行かない（いけない）ご家庭も出てくると思うので。・（まだ乳幼児のため調べていないのですが）学童のような小学校になって定時後に利用できる制度、内容をきちんとし
てもらいたい。・保育料が結構高いです（負担は大きい）。子どもたちのためによい制度をお願いします。

・家の近くに公園がなく駅の方へ行くか川の方へ下っていくしか子どもが遊べる公園がないので近くにあってほしい。・子どもに習いごとをさせたいと思っているがすべて自分で調べな
いとわからないので、ソフトみたいのがあれば嬉しい。近所で知人や話せる人がいないので情報がない。

保育園や幼稚園のお金の負担が大きく、利用したくてもできない人や苦しい人もいるので、もう少し安くなれば嬉しい。

現在丸山台に住んでいて公立幼稚園は東谷幼稚園が園区です。しかし遠すぎて通園することが実際のところ無理で私立幼稚園に行くことしかできません。近くに公立幼稚園があれ
ばよいと思います。中学校も近くになく、東谷中学校へ電車通学となるので不便です。川西の端に住んでいるため仕方ないのかもしれませんが。子どもの学校関係では丸山台は住み
にくいととても感じます。

子育て中のお母さん専用もしくは優先の美容院。髪を切ったり染めたりしている間、子どもを見てもらえる施設を併設していて、子どもの様子も見ることができる、そのような美容院が
あれば良いなと思います。髪がボサボサのまま子育てに追われているとそれだけでストレスがたまるし、少しの間、１人の時間を持てるとストレス解消になると思います。一般の美容
院でそういったところもありますが、市の施設で安くできるところがあれば助かります。

近くに公園が少ない。プレイルームが遠い。

せめて周辺の市町村レベルの子育て補助、支援をしてほしいです（私立幼稚園の就園奨励費補助金など）。

病児後保育を早急につくっていただきたい。

①病気をした時にせめて中学卒業までは医療料がかからないようにしてほしい。②中学校での給食は是非とも行ってほしい。

保育料が高く、２人目をつくろうと思えない。２人で働くと控除もなく、その分保育料が高くなる。２人ほしいですけど、現在の経済状況では、仕事で育休を取っても５割しかもらえないの
で、生活ができません。保育料の減免があっても現在の制度はどうかと思います。もっと働く人の気持ちを考えて保育料を設定してください。専業主婦は楽でよいですね。配偶者控除
をなくして、納税してもらったら、労働人口も増えて税率も上がるのではないですか。

近所に公園があるのですが、周りに草木が生い茂っていてあまり近づけられません。また、砂場の砂も子どもが砂を口に入れても大丈夫なのか、安全なのか心配で遊ばせることがで
きていないので、衛生面で安心して遊ばせることができる公園、また芝生のある公園などがあれば転んでも大怪我などせずにすむと思うので、そのような場所を提供していただけたら
嬉しいです。あと、予防接種を受ける際、任意接種の注射が決められた病院でしか摂取できなので、できればどこの病院でも定期接種と同様に注射ができるようになれば助かります。
思っていたより小児科だけという病院が少ないので、今後利用しやすい（駐車場がある、先生が優しく丁寧である等）小児科が増えていってくれることを願います。

子どもに優しい町であってほしい。育てやすい環境、外出しやすい環境。子育ての情報がもっとわかりやすく、すぐに知ることができたら嬉しいです。

明峰区域で、もっと室内で遊べる場所がほしい。明峰小学校の体育館でも良いので、週に１回午前中などだけでも開放して遊び場にしてほしい。宝塚医療大学と協力して、授業の一
つとして、でよいので週一で子どもたちの触れ合いの場を設けてほしい。あと、中学校の給食は絶対にやってほしい。もちろん安価で。

保育所へ入所できる基準（労働日数や時間）がもう少しゆるくなれば嬉しいです。

東畦野（山手）に公園がほしい。児童館が近くにあってほしい。大きくなったら幼稚園に入れたいが公立だと私が仕事できないため私立に入れるか、保育園が悩んでいる。

小さい子どもでも遊べる場所をつくってほしい。公園はたくさんあるけれど、汚れていて整備されていないところがたくさんあるのできれいにしてほしい。

・近所に公園がないため安心して外で遊ばせられない。・小さい子（未就園児）が遊べる公園があればよいと思う。・公立幼稚園の３年保育を希望します。・園区が広いので徒歩通園
が大変なのでバスがあれば嬉しい。

川西市緑台にいますが、子どもの遊び場や公園が非常に少ない。公園に白い山状のピョンピョン飛べるものでも置くだけで子どもが遊びに来るのではないか。群馬に以前いました
が、子どもの国という市などが管理していてとても遊べて一日中いられる遊び場がありました。川西市はお年寄りが多いからか、子どもの遊び場には力を入れていないようですね。

急用の時など安心して預けられる制度があれば助かります。身内に頼めない場合も安心できると思います。

中学校の給食実施。猪名川町や宝塚市ができていて川西市ができないのはおかしい。この先働いていく上で今からかなり負担に感じている。

私自身、１歳過ぎには保育園に預け、就職したかったが待機児童５番目となり、働くことができなかった。職を持っている持っていないで優先順位が変わってくるのはどうかと思う。実
際保育園の空きの連絡があったのは今年５月。もう幼稚園に入れた後でした。本当に働きたければ、市に何度も足を運び交渉すればよかったのにと知人に言われましたがそれでどう
にかなるならそれはそれでおかしいことですし、もう少し保育事業を手広く考えてやってほしい。待機児童の問題はどの市でもあるが、力を入れてがんばってほしい。

父親だけの横のつながりを持つ機会、会合等があると助かります。保育園、幼稚園を始め、保護者会は母親ばかりで出席することすらはばかられる雰囲気です。父子家庭であっても
偏見にさらされることなく保護者の集まりに出られる場があるとよいと思います。別件になるかもしれませんが、「母子家庭等」医療費受給者証は「母子」だけの表記を変えていただか
ないと子どもが将来どう思うか不安ですし、私も川西市は未だに「母子」しか考えていないのかと失望します。たかが表記一つですが、書かれていないものの立場からすると非常に気
になりますし残念です。ほかの市町村でも「父子」の表記をしているところはちゃんとあります。

子どもが遊べる（ボール遊び、自転車、砂場など）公園が少ない。マンションが多い地域なのに遊べる場所がない。

・保育園の保育料が高すぎる。・もっと市の保育園を増やして、待機児童をなくしてほしいです。
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問32（自由記述）　　　　　「川西市でどのような子育てができるようになるとよいと思いますか。安心して楽しく子育てができることや、
　　　　　　　　　　　　　　　子どもが健やかに成長できるためのご意見がございましたら、ご自由にお書きください。」
川西市はほかの市町村に比べて、情報量がかなり少ないように思う。ホームページやインターネット状の情報も旧式で、閉鎖的で誰もが気軽に参加出るという印象が少ない。もっと新
しく、たくさんの情報を発信してほしい。

駐車場の広い、大きな公園やプールがあればよい。

病気のときも預かっていただける施設があると助かります。

産後、大阪から川西市へ引っ越して来たため、どのような事業、サービスがあるのかあまり把握していません。週に１～２回、子どもを連れてショッピングセンターなどに出かけるほか
は、家で過ごしています。今後、赤ちゃん交流会など出かけていきたいと思っています。また、友人などと赤ちゃんを気兼ねなく連れて行けるご飯屋さん、カフェなどが充実していれば
すごく嬉しく思います。外でゆっくり、美味しいご飯と飲み物がいただけたらすごくよい気分転換ができそうです。今後も川西市の発展を願っています。よろしくお願いします。

現在、子育て真っ最中です。幼稚園も経済的な公立と考えていたのですが、一駅遠いところにあることから毎日の送り迎えのことも考慮し、今に至ります。市からの補助はあるもの
の、兄弟割引があるわけでもなく、負担が大きいのが現状です。緑に囲まれ子育てをするにあたっても川西のこの大地はとても素晴らしい環境だとつくづく感じる今日この頃です。双
子というだけでも今後食費、学費などにも一度にかかることを考えると母親としてとても不安になってしまいます。市として今以上の補助を強く希望します。よろしくお願いします。

夫が家庭の経済を守り、私が家事を守り、二人で子どもを守っている今の家族スタイルが私たちにあっています。しかし給与の面で子どもの医療保険は１歳から２割負担、園の料金も
全額負担、あまり納得していません。池田市など、一律にしている市が当然ではないかと。多くの税金を国や市に納めて、給与の多い分も出張や夜中まで働いています。朝出勤して
夜に帰るスタイルでは全くない状況。みんながいろいろな犠牲と負担を払っていることを理解してほしい。あまり不満が多くなれば、川西市から出ることも考えています。

第１子の時は、育休１年半後（希望）、第１希望の認可保育園に預け仕事復帰しました。保育園は安心して子を預けることができ大変満足でした。ただ、病気になると、すぐに迎えにか
なければならないことが困りました（当時親と同居することでカバーしました）。療養型の保育をすすめてほしいです。一方幼稚園はフルタイム勤務が無理でした。行事が平日にあった
り、延長は追加料金が負担でした。両方（教育と保育）バランスよくは都合がよすぎでしょうか。現在は無職ですが、保育園でも親などのサポートなしで職場に迷惑をかけずに仕事が
できるか不安です。駅前に図書館があったり、児童館は車が行き来する大通りにあったり公園は整備されていなかったり子どもを連れてぶらっとでかけるところがない。子どもやお年
寄り、若者が「憩いの場」として集まるような空間がほしい。

子育て世代や子どもに対する行政サービス等の支援などを充実させるべき。

乳児医療等、あらゆる手当を第一子の時から所得制限のため受けることができなかった。保育料も高くなり、もう少し所得が低いほうがよかったと思った。育児に対する手当はあくま
でそれに徹すべきでほかの何事にも左右されるべきではないと思う。所得制限は所得税率によって調整されるべきであり、育児手当にそれを当てるのは本来の目的に反する。所得
制限を設けるのは結局、所得対策になり育児手当ではないと思う。放課後の学校（小学校）をもっと有効利用してほしい。第一子が低学年時は学童を利用していたが、一室に集めら
れ管理されていただけだった。中学校からは部活動があるが小学校もグランド等同じ設備があるので、民間より安く塾、クラブ活動ができるとよい。専用の用具がなくとも体操服に運
動靴で野球等をしてくれた方がスーパーのゲームコーナーにいるよりよっぽど安心。多くの親にとって学校は子どもたちを預ける場所としては一番安心なので有効利用してほしい。

現在は幼稚園の預かり保育を利用しており満足していますが、小学校就学後について不安があります。終了時間が18時半までのため、近所での就労か短時間制度のある職場でな
いと迎えに間に合いません。小学校まで距離があり（約30分）低学年のうちは、育成クラブ終了後に１人で帰宅させるのに非常に不安に思っています。19:00頃までの延長か、大人の
方が近所まで帰宅に付き添ってもらえれば安心できます。

川西市はバスを利用するお母さんも多いと思いますが子どもがいてバスを乗るのは大変です。私の場合、上に４歳の娘、下は５か月の赤ちゃんがいてベビーカーをたたんで乗車し、
赤ちゃんを抱き、荷物とベビーカーそしてお姉ちゃん（４歳の娘）の手をつなぎゆらゆら揺れるバスを15～20分乗ります。もっと赤ちゃん（ベビーカー）連れでも、さっと乗りやすいバスが
あるとよい。ベビーカーの置き場などアナウンスをしていただけるなど川西駅前に１日無料もしくは安く借りられるようなベビーカーが置いてあると便利だなと思います。あと、個人的に
ですが、子ども連れで運動（産後のダイエット）できるようなところがあれば嬉しいです。ジムとはたくさんありますが、なかなか子ども連れで行かれるところがない。自分の運動のため
に母（祖母）や料金のかかるシッターさんに預けてまでは行かないと思いますので、そのような施設があればみんな利用すると思います（有料でもオッケー）。保育園等に預けていない
お母さんたちは１人になる時間がなくそして自分をリフレッシュできる場所もあまりありません。

月に何回かプレイルームを利用し、保育所などの園庭開放に連れて行くのですが夕方までしているところがありません。動き回るようになり朝と夕方２回散歩に出ないとよく眠らない
ので外出するのですが、公園は小学生の子どもが走り回り遊ぶこともできずプレイルームを３時頃には閉まるので行くこともできずどこか夕方に開放しているところがあればよいなと
思っています。できれば利用時間を伸ばしてほしいです。

子どもが健やかに成長できるようになるにはいかに女性が輝いて子育てができる環境にいられるかだと感じます。問11でも書かせていただきましたが、母親は人生の一大イベントで
ある出産をしたのにかかわらず子どもの子育て支援に重点を置かれているように見える日本の行政。こんにちは赤ちゃん事業ではスーツ姿の女性が訪問してくださいましたが個人的
にはもっとラフな感じで実践的なお話が聞けることを期待しておりました（例えば夜泣きはどうしたらおさまるのかなど）。しかし、担当者はヒアリングと記録のみで赤ちゃんをちらっと見
ただけでした。母親が出産後、スムーズに子育てをスタートできたらと思います。一方で地域子育て支援センターや赤ちゃん交流会では同じ思いをもった母親同士、思いを共有でき前
向きに子育てができ、よかったと感じています。子育て支援は単に保育所を充実させるのではなく、第一次集団、つまり家族の生活の質を充実させるサポートをいかにできるかがポイ
ントかと思います。子どもを単に預ける保育所や学童でしっかりとした愛着形成や自己肯定感が育まれるでしょうか。それよりも家庭や地域社会のみんなが愛情のシャワーをかけて
あげることが子どもがそこやかに成長できる第一歩ではないかと強く感じます。

病児保育や学童保育など、働くお母さんをサポートする制度や施策の充実を希望します（責任ある仕事や専門職をすることを前提とします）。一方で、働いているお母さんの育児離れ
のような現象も私の周囲の女性に見ることがあります。矛盾しているようにも思いますが女性が働く一方で、子どもが親と関わりながら健全に成長できる社会が実現すればよいと思い
ます。

・プレイルームの数を増やしてほしい。・相談窓口をわかりやすく時間帯も広げてほしい。・図書館の利用時間を広げてほしい。・病児保育の充実

妊娠中に、両親学級に行きたかったが、キャンセル待ちと言われた。もう少し参加人数の枠を増やさないと意味がないのでは。

子育てしやすい環境だと思います。子どもも生活しやすいと思います。

うちは南花屋敷から加茂幼稚園に通っているのですが、最明寺川沿いが交通量も多くスピードも出している車が多いと思います。もう１つ東側に橋をつくってほしいです。

定期的に子育て状況を訪ねたりして気にかけてほしい。その時にいろいろな支援があることの情報も教えてくれるとありがたい。子育てが大変で自分で調べたりするのもできないこと
もあるので。公園をもっとつくってほしい。３歳未満の子どもも遊べる遊具が少ない。

保育所でできる習いごとの幅が広がるとよいのにと思うことはあります。有料でもよいのでいくつか選択できるくらいあると良い。バトン、習字、そろばんなど。

質問の答えとずれているかもしれませんが、最近、歩きタバコをしている人が多いです。普通に危ないです。上の子を幼稚園に送っていったとき、幼稚園の前を歩きタバコをして通過し
て行った人がいました。しかも横に子どもが歩いているのに、避けることもせずに。煙たくて、咳き込んでいる子もいました。川西市で「歩きタバコ禁止」を呼びかけてください。当たり前
のことができていない大人が多すぎて子どもの教育に宜しくないかと思います。よろしくお願いします。プレイルームの場所をもっと増やしてください。雨の日でも車がなくてもぱっと行
かれるところにプレイルームができたらなと思っています。

保育園や幼稚園の情報がもっとオープンで受動的に受けられると嬉しいです。首すわり前の乳児連れでも参加できる親子イベントがあってもよいかも息の詰まる育児状況が少しでも
楽になるような、ストレス発散できることが提供してもらえると助かります。

家から一歩出たら危険な大道路で車が多いので、ガードレールを付けるなどしてほしい。それから、広くて緑の多い公園を１つでもつくってほしい。狭くて、のびのび遊べるような公園
がない。保育所や幼稚園の園庭開放といって狭い園庭ばかりでびっくりしています。子育て広場もとても狭い。家のリビングや庭の方が広い。それから妊婦検診の助成券の金額が少
ない。ほかの市と比べてください。血液検査料など負担が多いです。１回5,000円では足りません。１万円券など付けてください。

子どもに関する助成金の所得制限をなくしてほしい。現在40代の夫と専業主婦の家族なので老後のことも考え始めています。もしも20代で子どもを授かっていたら、今の収入はなかっ
たはず。また、幼稚園の補助金も「○歳（小３）までに○人の子どもがいる」というふうに子どもの年齢の間隔が少ないと多くもらえる仕組みです。実際、年子や２歳差で出産される方は
若い傾向にあると思います。川西市ではすべてにおいて高齢出産は不利であると感じています。また、公園の立札にある「ボール遊び、花火禁止」ですが、子どもは一体どこでボール
遊びをしたらよいのでしょうか。５歳の息子はサッカーボールで遊んでいたら、犬の散歩をされている年配の男性ににらまれました。花火に関しても「９時以降は」などと付け加えるべ
き。道路の方が危険です。
公園が少ないし、狭い。双子サークルを川西でもつくってほしい。双子ベビーカーでもあちこち行けるようにしてほしい。お茶会などもしてほしいかな。
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問32（自由記述）　　　　　「川西市でどのような子育てができるようになるとよいと思いますか。安心して楽しく子育てができることや、
　　　　　　　　　　　　　　　子どもが健やかに成長できるためのご意見がございましたら、ご自由にお書きください。」
公立幼稚園を廃園しないでほしい。私立幼稚園のように延長保育の充実や４年保育を公立幼稚園でも実現してほしい。中学校の給食実現。すべて川西市は他市と比べて子育て支援
が遅れている。

上の子が来年小学生ですが、大阪のように小学校では、門を出たり入ったりすると通知が親にくるようにしてほしいです。心配がすごくあるのと、携帯持ち込み禁止なのだったらそれく
らいは必要ではないのかと思います。防犯に力を入れてほしいです。

公園の遊具を増やしてほしい。外遊びを推進するよう働きかけをしてほしい。

保育園に子どもを預けています。他県にもいたことがあり保育園で年中組からスイミングスクールに通える（スイミングスクールの業者がバスで迎えに来て指導する。帰りは保育園に
送る。）という内容のものがあり、希望者だけですが、民間と手を組んで保育園も少しパワーアップしてくれたら嬉しいなと思います。今の保育が悪いというのではなくいろいろな選択肢
があればよいのにと思っています。まだこちらに来て日が浅いので、親も何がどこにあるか勉強したいです。

・小学校の学童保育の６年生までの延長してほしい。・小学校の学童保育の習いごとを増やしてほしい。・中学校の給食

公立の幼稚園ですが、長男が２年お世話になり充実した時間を過ごさせていただきましたが、なるべく早く３年保育にしていただけるともっと助かると思います。下の子がまだ小さいの
で、真ん中の子が時間を持て余しています。今は子どもも少ないので教室もあまっているようですし、お願いいたします。

留守家庭児童育成クラブですが４年生からは利用できないのはどうしてですか。以前働いていたとき長男４年生、二男１年生で二人とも入れたくて悩みました。１年生の子を５時以降
に一人で下校させるのは不安だし学年じゃなくその子その子で個人差があるのにと思いました。結局どちらも入れずという決断をし、不安な気持ちで働いていました。一人7,000円も高
いと思います。児童手当が中学卒業で止められるのはどうしてですか。幼児の頃より大きくなった時の方が食費や部活動費、交通費もろもろかかるお金は増えるのにおかしいです。
児童扶養手当も子ども４人も生んでいて社会の担い手になっていくというのに、その子らを育てるのに二人目以降3,000円程度。それで育てていけると思っているのですか。利用者が
いない、少ないものにお金を使わず、一般人が本当に困っていることにお金を使ってください。

両親が遠方に住んでいるため、共働きしながらの子育てには不安です。昔のように隣近所が顔見知りで、気軽に助け合え、子どもを見守る制度のようなものがあると心強いです。母
親は育児、家事をしながらフルタイムで働く場合、保育の部分のサポート制度がありますが、家事のサポート制度も手厚く補助があれば助かります。働いて時間がない中、家事をしな
くてはならず、サポートがあると心の余裕ができて子どもと向き合う時間が増えて親も子も幸せです。子ども連れで遊べる場があるので助かっています（園庭開放、プレイルーム、保育
園の子育て支援活動など）。幼児向けの親子水泳教室や体操教室もあるので嬉しいです。保育園の料金が川西市は高いです。兵庫県内で上位にきているのをインターネットで見まし
た。もう少し安くできなのでしょうか。
公園の遊具が少ない。街灯が少ないので暗くなると子ども１人では外へ出せない。習いごとも送迎が必要。

自宅から近い場所にある公立の保育所に子どもを通わせたいと思っています。その後、小学校へ進級するときに知っているお友だちがいると、子どもも嬉しいのではと考えるので。現
在は定員の関係で入れず毎朝職場近くの保育所まで車で通勤・登所しています。

学童が17時までというのは納得できない。フルタイムで働く者は大体が17時まで勤務なのに17時で１人で帰らせる方がよけいに危険だと思う。学校では、普通に終わって帰る子たち
は、子ども見守りたいなどで親たちが見守っているが学童の子たちは少人数で学校を出て各々で帰って心配でならない（安全が確保されていない）。生活のために仕事を辞めることも
できないし、フルタイムで働いている親のことをもっと考えて時間を見直してほしい。朝も8:30から仕事なのに8:00以降しか預かってもらえないのも困っている。そのため夏休みなど別
の場所に預け、お金も二重に払っている。学童に行っている子の親がもっと安心して働けるようにしてほしい。

公園の遊具がどんどん撤去されていっている。残っている遊具も古くボロボロだったりする。子どもたちが安心して遊べるよう公園の整備をお願いします。

明峰地区は子どもの数が多い割に大きな公園がありません。小さい公園ばかり（古い公園）で、子どもがのびのびと遊ぶ場所がありません。宝塚医療大学が建設される際にグランド
を地域に開放すると言われていたように思いますが。大きな新しくきれいな公園をつくっていただきたいと思います。子どもが駅前から自転車で帰宅する際、川西中学校から松が丘、
萩原台西方面は大変暗く危険です。該当をもう少し多く明るくしていただけると通りやすいです。

保育料が高い。どの自治体も同じようなものだとは思うのですが。多子世帯にもっと優しい地域であってほしいです。現在小学生３人、１歳児１人の子持ちですが、保育料の面では、１
人目という数え方になってしまうので、働きに出たくても、出られない状態です。特別な計算などしてほしい。小学校は、学費（給食費）も安くなりますが、その分習いごとをしなければい
けない環境（周囲など）になっていきます。国からの問題かもしれませんが、やっぱり子育てに優しい地域＝住みやすいところになると思うので検討してください。ちょっと働きに出るの
も息抜きになると思うのですが、それに見合わない保育料なので、ついつい家にいること（育てること）になり、私みたいに交流が苦手な人は、子どもとこもり気味、ストレスたまる、最
悪の事態になる人もいるかもしれません。大げさかもしれませんが、少なくともそのような人がいると思います。一時保育も高いです。市営住宅などももっと増やしてほしいです。川西
大好きで川西生まれ、川西育ちで子どもも川西で育てたいので、よろしくお願いします。あと、妊娠の助成金、川西だけが安かったです。長々とすみません。大塩市長、期待していま
す。

子育てサークル、子育て支援などで兄弟を連れて参加できない、または参加しづらいことがある。赤ちゃん交流会で上の子が邪魔をするので赤ちゃんと向き合えないなど。兄弟で参
加できる事業がもっとたくさんあればよい。

・南部に保育所が集中し、北部に少ない。・保育所の中で習いごとができると嬉しい。（体操教室、英語教室、習字など）

幼稚園では、延長保育があり大変助かっていますが、帰宅後休日など公園で遊ぶ場合に遊具が少なく物足りなく思います。古い公園が多いですが、遊具が増えればもっと外で遊ぶ
子どもが増えて嬉しいです。

私の住む多田クリーンハイツにはいくつかの公園がありますが、安心して（いろいろな意味で）遊ばせられる公園があまりありません。５歳、２歳、８か月の３人の子どもを連れて遊びに
行きたいのですが、子どもたちが遊び足りないようです。①ブランコしかない公園（砂場があっても落ち葉や犬の糞だらけ）②すべり台しかない公園（砂場があっても落ち葉や犬の糞だ
らけ）しかもすべり台は真夏にはやけどしそうなほど熱い。③ブランコ、すべり台などいくつかの遊具があるがどれも古く危険④手洗い場、お手洗いがない（ほとんどの公園）⑤広く、
ボール遊びや自転車のできそうな公園があるが、駐車場がない（駐車場があるが開放されていない）以前住んでいた芦屋市、尼崎市の公園には必ずと言ってよいほど手洗い場があ
りました。公園でお弁当を食べたりする時にはとても助かりました。また、カラフルな色の安全なプラスティックの遊具がほとんどでした。そして数年に１度公園が見直され、時代にあっ
た公園へと手入れされていました。多田グリーンハイツの公園はそういった意味では満足のいくものではありません。ぜひ新しくしていただきたいです。お年寄りも多い地区ですが子ど
ももいます。

上の子が幼稚園（公立）に通っています。幼稚園の行事や役員の話し合いなどの間、下の子を幼稚園でまとめて預けて見てもらえるようなフリーの先生をつけてほしい。どうしても先
生方の人数が足りずいっぱいいっぱいだし、段取りは悪いし、要領も悪く、あまりよい気持ちで子どもを預けられない（初めの説明会の時から感じており、入園から半年経過した今も不
満がたまっています）。

※地域に保育所がなく、子育て広場だけだととても数も少なく残念です。その子育て広場もおさがりのおもちゃが中心で清潔さにかけています。赤ちゃん交流会も内容が薄くてママの
雑談ばかりです。保育士さんがこられても０歳児がいる中はさみを使ってママの工作。ママが息抜きをすることは大切なことと思いますが、もっと子どもと触れ合って楽しい、この遊び
家でもできるなと、子どもとともに過ごすことを支援してほしいと強く思います。たった月に一度です。せめて手遊び・絵本だけでも毎月あってほしいです。※子育てのプレイルームのレ
ベルをもっと上げてほしいです。どこへ行っても同じような家庭的なおもちゃだけではなく、家庭ではそろえられないような数がある（例えば積木、カプラ、レゴ、プラレール、ドールハウ
スなど）、など各プレイルームの特色があるとほかの地域からも行きやすいなと思います。※公園お遊具が危険だからかどんどん幼い子対象のものになっていっています。これではま
すます異年齢の関わりが減るのでは。小学生は小さな子に気をつけながら、小さな子は、お兄さんお姉さんに憧れながら、ともに育ち合える環境であってほしいと願っています。

小学校を卒業するまでは医療費負担０円を希望します。

上の子２人は公立幼稚園に行っていたが、やはり働きながらは難しいため、３人目は私立の幼稚園を利用している。公立でも延長保育を実施してほしいと思いました。あと、中学校の
給食を取り入れてほしい。

近所に遊具のある公園がほしいです。

・子どもが病気になったとき、特に夜間に救急で対応してくださるところがあればよいなと思います。・雨の日や寒い冬、暑い夏等で外で遊ぶのが難しい時に室内で遊べるような広い空
間があればよいなと思います。（例：児童館　小学生低学年ぐらいまでが遊べるような）

祖父母の助けを得られない場合、親が風邪をひき急な体調不良のときには子どもの面倒はとても見られません。体調の悪い時は本当に子育てが辛いです。当日急にでも電話１本で
助けてくれる場所があれば嬉しいです。自宅まで来て手続きや準備を手伝ってくれると助かります。そうでなければ、２、３日寝てた方が楽だと思ってせっかくある短期保育施設も利用
できずじまいです。料金がかかってしまうのも躊躇してしまう原因です。年間10回程度、無料で一時保育が当日急にでも使えるチケットなどあればありがたいです。よろしくお願いしま
す。
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問32（自由記述）　　　　　「川西市でどのような子育てができるようになるとよいと思いますか。安心して楽しく子育てができることや、
　　　　　　　　　　　　　　　子どもが健やかに成長できるためのご意見がございましたら、ご自由にお書きください。」
中学校給食を実施してほしい。育成クラブは8:00－18:00まで延長料金なしで預かってもらえるとありがたい（仕事帰りで迎えに行くことが可能）。子どもと一緒に遊べる公園がもっとあ
るとよいと思います。児童館の数を小学校区に１つくらいに増やしてほしい。

問11でも言わせていただいたようなことです。自分の親しか頼れない環境ではなく、子どもが普段のあいさつにしても、危険な目に合いそうな時も、地域に住む人すべてに素直に心開
いて声かけできるように大人がもっとオープンにいかなければいけないと思います。自分のこと分け隔てのない対応を意識しなければいけないとも感じます。

上の子は喘息持ちで定期的な通院が必要なので、医療費が無料なのはとてもありがたいです。大きな病院が近くにないのは少し不便です。公園がもう少しきれいだったら嬉しいで
す。動物のふんが多いので。親子でできる習いごとがもっといろいろあったらよいなと思います。（私が知らないだけかもしれませんが）。上の子が３歳のとき、アミカルの親子体操に参
加して楽しかったので。下の子もと思いましたが、仕事の休みと調整がつかず、他にもないかなと思って探したけど見つけられませんでした。ダンスや絵画教室など、子どもと一緒の
親も習いごとが楽しめたら。子ども服など、子ども用品を買えるお店が少ないです。休みの日に車で伊丹や猪名川に買いに行きますが、近くにあったらよいのにと思っています。

雨の日に保育園などの室内開放を利用したいが、０～２歳向けで利用できない。大きな児童センターは川西駅周辺に集中していて利用しにくい。大きな子（３～５歳）が思いっきり遊べ
る公園が少なすぎる。以前住んでいたところに比べ子どもを遊ばせにくい。周りの大人も子どもへの寛容さがあまりない。家の前で遊ぶことですらあまりできないような状態です。

・伊丹市や宝塚市などでは、土日でも開いている子育てルームがあります。川西市でも駅でも近い場所などで子育てルーム（子どもを遊ばせられる場所）を提供してください。また、平
日でもサークル以外にパレットの子育てルームを自由に使わせてください。・ファミリー・サポート・センターは、事故などが起きた場合などについてわかりやすく説明してほしい。また、
市でも責任をもって紹介してほしい。・病気の場合（発熱などがある場合）でも子どもを預かってくれる場所がほしい。もちろん有料でよいので。

川西市に住民票上の住民で、居住していないが女性の就労に向けたこのようなアンケートを取るということは前向きな姿勢を評価したい。子どもを産み育てる教育面等の一層の充実
を希望する。学校関係のこのようなアンケートをされないのかなと思う。

児童館が１か所でなかなか利用しにくい。久代の他に北陵地域、平野、緑台、向陽台付近にもあればよいと思う。現在は長期休暇中に休みを取り短期の教室に行っている。

公園だけではなく体育館のような、学校等とは別に自由に使うことのできる室内環境があると体を動かす時間が増えてよいと思います。

・歩道の整備・自動車運転のマナーの改善・保育園の先生の質に不安があるので改善していただきたい・道が暗い（大通りを１本入るととても暗いです）

豊中市のように子どもが学校の門を出たら通知してくれるようなシステムを導入していただきたい。子どもたちの安全のためにもよろしくお願いします。

川西市にまんべんなく公園を使ってほしい。公園の駐車場代を取るべきでない。

近所のママたちとよく話していますが市内に大きい公園がないなと言っています。小さい子どもでも遊具やボール遊びなど安心して遊べる大きい公園がたくさんあればなと思います。
近くの小さい公園のすべり台はズボンが必ず破けてしまいます。コンクリートでできていて危なく感じます。近所は坂道ばかりですのでボール遊びができる公園をつくってほしいです。
安心して子育てができる支援や制度が充実すると嬉しいです。よろしくお願いします。

病児保育がファミリー・サポート・センターのみの利用しかないということを以前伺いました。宝塚市のように施設で病児保育が可能になればどうしても必要な場合があれば利用してみ
たいと思います。今回の宛先の対象児ではありませんが、小学校の学童保育の制度や利用に不安があります。３年生まではよいが、４年生以上の場合に長期の休暇に不安がありま
す。保育所が利用できるうちはよいのですが、小学校高学年になった時の過ごし方がとても不安です。大阪市で実施されている学童保育とは別の放課後を過ごせる地域の取り組み
等があれば利用したいと思います。以前何かの記事で見たのですが「子どもの見守り110番」ウォークラリーという取り組み。地域のつながりが密であると思えないので、このような取
り組みを検討していただけたらと思います。
散歩するにも交通量が多く、また歩道が狭い、歩道がない等でベビーカーを押して出かけられない。公園は木々が少なく影がないため、暑すぎる。

他市から引っ越してきたのですが、川西市には児童館のような施設がとても少ないように思います。児童館は子どもにとってもまた親にとっても子育てする上でとても役立つ施設だと
思うのでもっと増やしてほしいです。

保育所の増設を。病児保育の実現を。

現在、夫の給料だけでは生活が難しく、共働きの夫婦がたくさんいると思いますが、子どもができた時の会社のサポートと、市（地域の援助）のバックアップがまだまだ足りないと思い
ます。子どもができても安心して子どもを育てていけるような援助を。もっとがんばってほしいですし、そのような関連の制度もなかなかわかりにくく知らずにいたことも多いので、もっと
わかりやすく伝えていってほしいです。

病児保育してくれる施設を増やしていただけると、近くに頼める人がいない子育て世代のものには社会復帰の大きな後押しになるし、リフレシュにも出かけやすくなると思います。それ
が、親にとっては活力なり子どもにもエネルギッシュな姿を見せることができ、親子共に実りある育児期間をすごせると思います。

モンスターペアレントや体罰問題等、いろいろ難しい点もあると思いますが、学校教育者の方々には勇気をもって「叱る」ということをしていただきたいと思います。川西市内の小学校、
中学校のいたるところで、学級崩壊やいじめの話題を聞くことが多くなりました。大阪市内の友人にも「川西は大丈夫そうなのに大阪市内の方がましかも」と言われるほど。橋下市長を
見習って自己保身ばかりではなく、市民のためにももっと市長にも活動していただきたいです。安心して任せられる公立学校にしてください。

図書館が遠いので身近に本が読める施設があると嬉しいです。

公立幼稚園には預かり保育がなく実家が遠い。私はちょっとって思ってしまう。公立幼稚園で給食を実施してほしい。川西市では加茂幼稚園でのみ３歳保育を実施しているが他の幼
稚園でも実施すべきだと思う。

市での父親が参加できる（子どもと一緒に）イベントがもう少しあればよいと思いました。定期検診（検診日もできれば土曜日など父母一緒に行ける日を）以外にも自由に行ける検診
（保健センターで）をつくってほしい。

仕事をしていると母親つながりでの情報を集めにくいので保育所を通した情報提供をしてほしい。仕事をやめないと子育てできない現状は仕方ないのかなと思っています。このような
アンケートなどの取り組みは意見を聞いてもらえると感じて嬉しいです。ありがとうございます。

それなりに穏やかな環境でのんびりとした雰囲気の市なので子どもが幼少の時には育児しやすいと考えています。一方子どもが思いっきり遊び回れる公園のような設備に乏しく、近
隣市（伊丹、宝塚等）に比べ子どものためのスペースが少なく感じています。

・公園が少なすぎるので、増やしてほしい。特に川西の南部が少なすぎる。・公立幼稚園も延長保育や給食を導入してほしい。・中学校でも給食を導入して栄養の面を考え温かいご飯
で食育してほしい。・雨の日でも遊べるような児童館みたいなところを増やしてほしい。

あまり心配していることはないが、中学校でも給食の導入をしてほしい。働く身としては１年でも長く学校給食を利用できるととても嬉しく思います。宝塚市も猪名川町も中学校では給
食なのに川西市では小学校までしかないのは納得ができません。

・保育所の代の引下げ・保育所の時間を長くしてもらえるとフルタイムで戻ることが可能となるが、代金が高いため戻ることが困難である。しかし、時短勤務も年齢が制限されているた
め結局仕事を辞めざるを得ない。

川西病院の外来が午後（特に夕方）にも診察してもらえるようにしてほしい（働いていたら午前中には行くことができない）。町の雰囲気は全体、地域で見てもらえていると思うので病気
等の時に対応できる制度、仕組みを整えられればかなり充実すると思う。

川西市が安心して子どもを産み育てていける市であってほしいと思います。子どもを産みたいけれどなかなか授からない人への支援、子どもを２人３人とほしいけれど踏み出せない理
由（子育てにかかるお金、生活面の心配事など）に目を向けてもらい、必要な対策や援助をしてもらえれば、川西市で子どもを育てていく人が増えていくのではと思います。子どもが健
やかに成長していけるためにも、親の悩みを相談し、思いを共有しあえる仲間をつくって行ける場ができればそれがよい形で子どもにも返っていくのではないかと思います。安心して
楽しく子育てができる川西市になるための取り組みを進めていってもらえることを願っています。
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問32（自由記述）　　　　　「川西市でどのような子育てができるようになるとよいと思いますか。安心して楽しく子育てができることや、
　　　　　　　　　　　　　　　子どもが健やかに成長できるためのご意見がございましたら、ご自由にお書きください。」
問11で書いたように、子育てには横のつながりが非常に大事なので、現在のようなママたちの交流会を継続するとともに、同じ年頃（乳幼児）を持っているママ同士だけでは他所の子
を預かる余裕はないので、「何かあったときは手伝ってあげるよ」という近所のママの先輩、お年寄りとの交流の場があればよいと思う。

教育に関わるすべての人が私欲よりも子ども、環境を優先して考え行動できるか。子どもを想う心を市政からよろしくお願い申し上げます。

・地域に公園が少ない。ボール遊びができるような広い公園が近くにあればと常に思います。・遊具も少ないと思います。・子連れでは買い物に時間がかかるのに能勢口近くは駐車場
代も料金が高くて行けない。料金をもう少し考慮してほしい。市外のショッピングモールなどの方が安い。

総合センターを利用することがあるのですが、車、自転車がないため川西駅からベビーカーでの往復が正直つらく、あきらめてしまう日が多くあります。もう少し駅から近いと助かるの
ですが。その点、まちの子育てひろばは近所でお友だちも増え、親子で楽しく参加しています。

子どもの医療費は収入に関らず無料にしてほしいです。お金がかかるため、仕事をしているのに夜間の救急をためらい、利用できないことがあります。保育園の利用料がほかの市に
比べて高すぎる。また、受ける保育内容に差はないのに利用料が個人によって異なるのはやはり納得できません。収入の高い人は努力せずに高収入になったわけではないと思いま
す。せめて、その差をもう少し少なくしてほしいです。０歳児でも５～６万くらいまでにならないものか。改善を期待しています。収入が高くなっても保育料が高ければ就労の意欲を削ぐ
と思います。本当にもう少し、３歳未満の保育料を下げてほしいです。１人目の時よりも高くなっていることも不満です。

医療費の助成が大変助かります。

家の近くに広い公園がないことが残念です。遊具がある小さな場所はあるのですが、だれもいなくてほかの親子との交流もなく、せまいので、ボール遊びや思いきり走り回ることがで
きません。のびのびと遊べて、いろいろな子と交流できる場所があればよいと思います。親もほかの人と交流でき、いろいろな話が聞けてリフレッシュできると思います。

子どもは小さいうちは頻繁に熱を出すので、有休だけでは足りなくなってしまいます。病児保育は働く母親にとっては必須だと思います。働いていない母親の孤立などに目を向けがち
ですが、共働き家族の方が税金・保育料ともたくさん払っているので少しは優遇されることがあってよいと思います。利用料がかかるのは当然なので、是非病児保育施設をつくってい
ただきたいと思います。

どの地域に住んでいても均一なサービスが受けられる市であってほしいです。病院や保健所の拡充、児童館や公園も中心地だけではなく小さくてもよいのであちこちにつくってほしい
です。急な用事で預かってくれるところがほしいです。保育料が近隣と比べて高い。算定のための収入基準を細分化してほしいです。自然を生かした野外学習などもっと増やしたら、
市に人を呼び込めると思います。田畑を持っている方で高齢者の方がいればお手伝いしながらコミュニケーションがとれる機会になります。公民館などの開放はできないでしょうか。
市職員の方には概ね好印象を持っています。保健所の空き状況などタイムリーに把握していて相談に乗ってもらいやすい雰囲気がありました。きんたくんのキャラクターも気に入って
います。ぜひアピールしていってほしいです。地域愛を育めるよう特産物や名所を子どものうちから教えてあげたいです。三ツ矢サイダーは市外に住んでいた頃から行ってみたいと
思っていたのに残念。ももの皮のはやむき大会とかいちじくを早くきれいに食べる大会など食に根ざした大会はどうか。２年前に西宮市から川西市に移り、医療費助成が短い、道が狭
い、台地で駅まで不便以外は満足しています。交通の便が悪くないのに、自然豊か。子どもにはよい環境だと思っています。

子ども数人連れて出かけると思いますが、子ども連れに対するまちの人々の視線はまだまだ冷たいと感じます。騒ぐ子に対する目、泣く子に対する目、複数の子を抱えて右往左往す
る母に対する厳しい目。もう少し市政が市民に子育てに対する意識改革をうながしてもらえればと思います。あと、ここで関係のない話ですが、小学４年生以降、学童のかわりになるも
のがあればと思います。子育て世代が、川西に住みたくなるようなまちづくりを。

子どもが生まれ気づいたのですが病院が近くに少ないです。子育て支援事業のことは近所の方から教えてもらって知りましたが、もっと役所の方から手紙等で知らせてほしいです。近
くの公園は少し大きくなった子ども（５歳くらい）が遊ぶような所が多くて小さな子どもが遊ぶような所が少ない感じがします。子ども用品等を売っているお店が少ない、産婦人科が少な
い（２人目を考えにくい）（出産する病院が少ない）母親が美容院等へ行くとき、主人に仕事が急に入ってしまい、子どもを急に預かってもらう所がないように感じます。子どもと出かけ
る時バスで移動するのですがバスの本数（日中の時間）が少ないです。多田駅方面へ行く時（病院へ行く時）多田方へ行く直通のバスがなく乗り換えをしなくてはいけず不便です。

今までは祖父母に頼って何とかできたけれど、今後を考えると、やはり土日に子連れは難しい用事があると困ると思います。友人、知人もよいけれど、少し気をつかうし、だったらお金
を払って安心してみてもらえるとことがあるとありがたいです。２～３時間でも助かること多いです。それから、小さいお子さんのいるお母さんたちがみんな言っているのですが、公園が
ないと言っています。もう少しのびのびと遊ばせられる所がほしいです。それを求めて園庭開放にもいくけれど、毎日は行けないのでお友だちもつくりにくいです。小学生なら楽しめる
でしょうけど、小さい子向けの遊具があったらよいと思っています。

丸山台は公立の幼稚園が近くにありません。不便です。私立幼稚園は近くにありますが、費用の面で高いので公立希望です。しかしながら、最も近い東谷幼稚園へは通っている人は
１人もいません。遠くて不便だからです。園バスを運行していただけるととてもありがたいです。丸山台は川西市の端にありますが、川西市民です。川西市民でありながら、川西市立
の公立幼稚園に通えないのは納得いきませんし、残念です。園バス等、何か考えていただきたいです。あと、ケーズデンキ前の横断歩道に信号機の設置を希望です。

休日に公立の小学校、中学校の校庭（グランド）を、親子でキャッチボールができる場所として開放してほしいです。

雨の日でも遊べる室内施設がほしいです。雨が降るとどこにも行けません。尼崎の、スポーツの森の中のボール遊びができる所などがあればよいと思う。利用料を払ってでも行きま
す。川西市にはそういった施設がないので困ります。

時短勤務を取得しており、経済的にもあまり余裕なないので、保育料を安くしてほしいです。乳児医療も所得に関係なく助成してほしいです。ワクチンをすべて無料にしてほしいです。
ＪＲの駅の近くに認可保育所をつくってほしいです。

父親がいなく、母が働いているので保育園があって助かっています。本当にありがたいです。ですから、ここに書かれているその他の施設を利用することはほとんどありません。保育
園はありがたいですが、ただ、働いている女の人は忙しすぎます。保育園に入れたからよい、というものでもなく、基本は母親（家庭）がみるのが一番よいと思います。でもそれには経
済的な理由もあり、みんな働いています。子どもの小さいうちはこの理由によって働かねばならない社会はつらいです。どの人も時間が少ないです。子どもを健やかに育てられるの
は、基本は「母親」と思います。「母親」が健やかに暮らせるように社会がサポートしていただけると助かります。具体的にはどのようなことかはよくわかりませんが、まずは金銭面だけ
でもサポートがあると助かります。公立という責任ある「保育所」も絶対つぶしてほしくありません。母親として切実な願いです。川西市子ども家庭部、子ども若者政策課の皆様是非よ
ろしくお願いいたします。

中３まで医療費、薬代は無料化にしてほしいです。西宮市も最近導入されました。中学校は給食にしてほしいです。宝塚市、三田市は昔から導入。隣の市なので見習って。公立幼稚
園の３年保育化。給食導入にすれば、通わす人はどっと増えます。伊丹市のような流れるプールのある市営プールをつくってほしいです。遊具がダイナミックでスケールの大きい公
園。市のシンボルになるような中央北公園、万博公園にあるような大きなジャングルジム、五月山、彩都西公園のローラー滑り台、ぜひほしいです。ブランコは少なくなってきたが子ど
もの大好きな遊具。噴水はお年寄りも見ているだけで癒されます。夏には水遊びもできるような噴水。ドラゴン公園の横にあるターザン遊具。自転車の練習ができる広いスペース。
ボールが思いっきり投げられる広場。池田ユニクロ横光明公園のような小さい子から使い分けできる遊具。かわにしひよし保育園を公立幼稚園とセットにした認定こども園にしてほし
いです。車の送迎スペースも十分あるし、遠方からでも通えます。６年生まで実施してほしいです。川西児童館に放課後子ども教室を毎日つくってほしいです。学童までは入れない
が、母親不在でもそこに行ければ先生がいて、みんなで宿題を終わらせていられるような集いの場所。予約なしで。家に帰ってもだれもいなかったから来たよと子どもも親も安心して
居場所がわかる所があると助かる。総合センターたんぽぽくらぶ、ぱんだくらぶはとてもよいと聞くので全員当選できるようにしてほしいです。落選したら１年間持て余してしまいます。
プール、体育館、アミカル教室は納税している川西市民を優先して抽選すべきです。宝塚市民はキャンセル待ちに回ってほしいです。プールはクラスを増やして当選させてほしいで
す。外れたらぽっかり体力向上もできず持て余してしまいます。

保育制度がどう変わるのか不安です。前は大阪の認可外に預けていたのですが、子どものことをすごく考えてくれてはいるものの、子どもの来る時間がバラバラで、外遊びに十分な
時間を取れなかったり、人手が足りなくなりそうなら小さい子は出られなかったり。昼からくる子は朝ずっと寝ているのでお昼寝ができず、生活リズムが整わなかったりでした。今は９時
までにみんな集まり、夕方までは集団生活なので、ずっと団体行動が苦手だった息子も少しづつ先生やお友達の話もきけるようになってきました。まだこのまましっかり先生やお友達
とあと１年半過ごせたら、せめて授業中ちゃんと座れるくらいには成長できそうだなと、今の環境をすごくありがたく感じています。親の働き方に関係なく、生活リズムをしっかりつくるこ
とを目的に７時または８時～１８時までは同じ金額で保育の保証をお願いします。また、よく言われる「つめこみ保育」も（認可外は一時期そうでした）子どもは人数が多すぎるとしょっ
ちゅうおもちゃの取り合いや喧嘩ばかりしてストレスがたまっていたみたいでした。その頃、お友達もいじわるで、背が低いことや絵が下手なことを笑われた息子は２年たった今でも絵
を一切描きません。子どもって残酷なものですけれど、ストレスがたまっていじわるになるのは違うなと強く思いました。子どもたちがのびのびと成長の要となる乳幼児期を本当によい
環境で育てるような保育環境の保証をよろしくお願いします。「自然もたくさんあり、アクセスも便利で、子育てしやすい川西市」にいつか家を建てたいです。
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問32（自由記述）　　　　　「川西市でどのような子育てができるようになるとよいと思いますか。安心して楽しく子育てができることや、
　　　　　　　　　　　　　　　子どもが健やかに成長できるためのご意見がございましたら、ご自由にお書きください。」
○○○での支援サービスを受けるのに、待機している期間が長すぎる。そのような施設や専門の先生たちを増やしてほしいです。２年も待たされていては、その間子どもが大きくなっ
てしまい、必要なサポートを受けることができません。保健センターでの検診に、市役所の駐車場の割引サービスがないのが不便。市内では車でないと来られない場所や状況（例え
ば多児）の人もいて、やむを得ず車で来ざるを得ないこともあるので、配慮してほしいです。ベビーカーでの外出時に、エレベーターの間口が狭くて入れなかったり、ドアが狭くて入れな
い施設やお店があった。また歩道を歩く際も、障害物があり、行けるところに制限がありました。このようなところが解消されるとよい。子どもの医療補助が世帯収入で上限が決められ
ているが、共働き世帯にはかなりの負担と不公平感があります。医療については、小学校卒業までの期間の補助を望むとともに、世帯収入の上限を撤廃してほしいです。

育休後、認定こども園の保育所に４月からお願いして復帰する予定ですが、１歳で育休給付金の延長をお願いするにあたり、子ども園では保育園では保育所の待機と関係ないため、
育休給付金の延長は認められないそうです。（待機証明が幼稚園からの文書のため）川西市とは関係なく制度上の問題とは思いますが、おかしなことと思います。私自身収入が多い
ため収入制限にかかり子ども手当も特例給付分しかいただけず、医療も１歳以降は免除が受けられません。もらえないから生活が困るということも一切ないのですが、人より多額の
税金を納め、社会に貢献しているのに、将来の社会の担い手である子育てをしているのにそれは自己負担というのはおかしい話だと思います。夫婦合算の場合は双方が超えていな
ければ子ども手当は出るのにうちは私が超えているため出ません。これもおかしく不公平にあたると思います（例えば夫800万妻800万→1,600万では支給。一方片方が超えていれば
1,000万、400万→1,400万では支給されず）。

公園にトイレがない、あってもオムツ替え台はないのは、外遊びさせにくいです。ネットや車という手段を持っていないと赤ちゃん用品を手に入れづらいです。また、雨の日はどこへも出
られません。自治会の回覧、当番、行事、やらないと肩身が狭いが、無償もつらい。仕事を持っている人は特に。マンションならこのようなことはないのに。働きづらいです。市がやって
くれないか、と思います。税金や自治会費を払っても、子どものためのサービスを利用したりするのは有料。働かせたかったら、逆にお金くれたらよいのではと思います。子ども会な
ど、中高生にやらせたらと思います。大人が面倒見て準備しても地域は繋がらないし、リーダーも育ちません。

現状の生活において、新たな費用を使って事業の利用ができるほど、余裕はありません。利用者の負担は、最小限にして、川西市に長く住めるよう、願います。

市役所の方がもっと優しく対応してほしいです。一度電話をかけたとき対応された方が、本当に嫌に話をされているのが伝わってきて、電話を切った後、泣いてしまいました。入所（希
望のところ）が難しいのはわかるが、こちらとしても職場復帰を迫られ（職場から）、入所できないことに対しストレスを感じている時でしたので、対応が悪いことでストレスを強く感じまし
た。未だにそのイメージが強く、市役所へは相談したくないと思ってしまいます。もう一度同じ対応をされたら、

子どもが幼稚園に入ったら仕事を始めたいと思うが長期休暇や午前授業の期間の預け先、金額のことを考えるとなかなか働くのも難しいと感じています。もう少し時間外保育も安かっ
たら働きに出やすいと思います。

川西は子育てもしやすく住みやすい所です。もう少し公園の充実をお願いします。小さな子どもたちの安心安全と健全な教育のため、今一度子育て支援新制度については現場の声
に耳を傾け、お考えいただきたいです。保育園や市は子育て支援の取り組みをたくさんされているのに、周りには知らない方が多いです。なぜですか。国立クリーンセンターのような
目に留まる広報誌があればうれしいし、母親をつなぐネットワークにもなればよいと思います。家に不要になった子育てグッズなどがたくさんあります。市役所での掲示があるのも知っ
ていますが、もっとオープンで簡単に利用できる場があればよいと思います。

乳児保育ができる保育園を増やしてほしいです。このままでは、兄弟で別の保育園に通園することになってしまいます。保育園の定員数を増やしてほしいです。

夏休みなどの長期休暇時にのみ預かってくれるところがあるとよいと思います。今後パートをするとして、通常は学校、幼稚園に行きますが、夏休みも同じように働かなくてはならなく
てもその間に子どもたちをどうするかが問題になりそうです。

現在、年中（４歳児）の子どもを幼稚園に通わせています。年末度、それに加え下の子どもを同じ幼稚園に通わせる予定です。パートに出ており、通わせている幼稚園には延長保育
はありますが、長期の休みには預かり保育がありません。冬休み、春休みは期間が短いため、親族に頼めますが、夏休みは頼るのが困難な状況です。全幼稚園で長期休み期間に
は、預かり保育が利用できるか、あるいは、代替設備利用ができればよいと思います。

公立保育所を利用中です。延長のスポット利用ができるようになったのは非常にありがたいと思っています。毎日、延長時間を過ぎることはないものの、会議や残業で遅くなることもあ
りますので。数年前、都市部から川西市内で引っ越してきました。保育所の入所も都市部ほど激戦ではないため、入所はしやすかったのですが、働くママのためのサポートが少ない
ように感じました。病後児保育や祝日、休日保育等、もう少し利用しやすくなるように充実させてほしいです。よろしくお願い致します。

夕方５時になると子どもに帰宅を知らせる音楽が鳴るとよい。近所の公園が老朽化により、どんどん個性がなくなり遊具も減り、砂場はペットのトイレへと化していっているのが残念。
地域のマンパワーを生かして、平日にもっと子どもにいろいろなことを教えてもらう機会があればよい。中学校の給食をぜひ。小学校の自校式の給食はこれからもずっと続けてほしい
です。公立幼稚園の３年保育。夜間の子どもの救急が遠すぎる。教育、医療の充実を。

○○に住んでおりますが、小学校、中学校すべてが遠い。幼稚園も遠いので宝塚市の私立幼稚園に通わせています。小学校に行くまでの道のりが危険すぎる。もっとしっかりとした
歩道をつくってください。正直、川西市に住んでいても何のメリットもありません。きんたくんバルなども楽しいけど、もっとお金をかけるところはたくさんあるはず。子育ては２４時間休み
なし。そちらも同じようにいつでもサポートできる体制でいてくれたら税金払っていてもおいしくない。川西市に住んでいてよかったと思いたいです。

乳幼児の支援ばかりだけではなく小学～高校の間、教育施設を充実してほしいです。教育の方にも力を入れてもらいたいです。

公立幼稚園の３歳児保育を利用してとてもよかったです。幼稚園で基本的生活習慣が身に付き、園の先生方に大変感謝しています。園の先生方の負担が大きくならないかたちで教
育、保育の充実（預かり、延長保育も含め）を願います。母子家庭の親が学校で役員等を引き受けられない場合も、何らかのかたちで協力できるような体制があれば心苦しくないなと
個人的に感じます。公立中学校の学校給食を是非お願いしたいです。何とかなりませんか。宝塚で教員をしていますが、家庭にとっても、食育面から見てもとてもよいと思うのですが。

旦那さんの所得によって医療のサービスがなくなるのに納得できません。所得によって税金を多く払っているので平等にしてほしいです。少しのけがや病気ですぐに病院を受診できな
くなりました。念のため、子どもの保険にも加入し、実際には昨年より収入が減っています。

共働きのため、就学後の放課後の不安があります。学童にしても利用者が選択できるほど、数があったらよいなと思います。

通院をしていますが（母）一時保育も予約がいっぱいで池田市の一時保育に預けています。どうか、川西でももう少し保育の方を考えていただけたらと思います。

児童館などの数が少ない。他の市の人によいと思う所を言えない。（中学まで給食ではない。医療費の負担も就学前まで西宮などは中学まで無料など。上下水道が高い。）他市から
引っ越してきましたが、税金が高いがよいと思う所がほとんどなくて少しがっかりしました。

現在、○○と○○の園庭開放を利用していますが、いずれも保育士、職員の皆さんには大変よくしていただいており、川西市で子育てできることにとても満足しています。あえて希望
を挙げるならば、住んでいる地域の公立幼稚園が３年保育になってほしいことと、市民体育館、プールに駐車場をつくってほしい（息子に利用させたい事業があっても車以外の交通手
段がなく、駐車できるところがあまりないようなので断念せざるを得ない）ことです。

保育園が少ないので増やしてほしいです。

まだ子どもが小さいのでまだよくわかりませんが、いろいろな子育てなどの情報が知られるようにしてほしいと思います。保健センターでの交流会や地域の母親同士が交流できる時を
もう少し増やしてほしいです。都合が合わず行けないことが多いので。その際専門的な話が聞けたり手遊びや運動をしてほしいと思います。

川西市ではプレイルームがあったり、園庭開放や子育てサークル等とても充実していて今のままで十分満足している。

病児保育の充実をしてほしいです。現在はパートタイムで午前のみ程度のはたらきですが、休める状況はとても職場環境は甘くないです。当日だけ１日は出ないといけないことも多
く、病児保育というのはとてもありがたかったと以前の職場でありました。また、子どものために休める環境も世の中全体が取れたらよいと感じます。

悩みや生活の愚痴など気軽に聞いてくれる人がたまに訪問してくれたらうれしい。
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問32（自由記述）　　　　　「川西市でどのような子育てができるようになるとよいと思いますか。安心して楽しく子育てができることや、
　　　　　　　　　　　　　　　子どもが健やかに成長できるためのご意見がございましたら、ご自由にお書きください。」
○○地区に住んでいるのですが、近くに小児科が無くて不便です。私が車を運転できず旦那の帰宅が遅いので何かあった時不安です。

もっと母親が気楽に外出（子どもと一緒に）することができる場所が増えていくとよいと思います。小児科の夜間の休日診てくれる病院がもっと近くにあればよいと思います。

結婚前に住んでいた地区、友人が住んでいる地区より子育てしやすい市だと思う。インフルエンザの予防接種代も補助してもらえると助かる。子どもだけでなく親も。CMで相生市が子
どもに優しいらしい。

川西は子育てに対する事業や保育施設は遅れている。保育料も他の市に比べて５千円～１万円高い。小児科も少ないし、時間も短い。老人ばかり増えていて、子を産んで育てている
人に優しくない。保育園も１つか２つしか長い時間やっていない。駅から近いところに保育園がない。（中央、日吉、多田にあるのか。）本当に働く親の身になって考えて決めていると思
えない事業ばかりだと思う。保育園で習い事もできるようにしてほしいです。中学、高校と給食にするようにしてほしいです。議員の方と子育てしている方や働く人のママがもっと話し合
い川西をよくしていかないと未来は子育てしているママがさらに減少していき、国や市がまわらなくなるのでもっと考えるべきだと思う。雨の日など遊べる施設が少ない。病気になって
もみてもらえる保育園がない。

子どもが健やかに成長できる環境づくりの役に立つのならばと思い、こちらのアンケートに回答させてもらいましたが、正直このアンケートは役に立つのか。アンケートが難しく読みにく
い。忙しい育児の中、割かしの時間を割いたと思います。厳しい意見ですが、もう少し、アンケートをされるのであれば、中身のある内容をお願いします。

駅前の自転車パーキングの設置は子育て中のママチャリには、すごく不便です。横幅は狭いし、高さの高い方の所へ止める時などは子どもを乗せたまま押し上げることになるため、
すごく力が要ります。これは高齢者も同じだと思う。電車に乗って出かける時など３時間無料ですが、その後毎時間100円は高いのでは。放置自転車をなくしたいのであれば、もっと無
料時間を長くしてもよいのではないですか。

小学生になっても、保育園と同じくらいの時間、預かっていただけるところがなければ、働き続けることが難しいです。民間でも有料でも安心して見ていただける所がほしいです。皆さ
ん習い事や塾で時間をつないでいると思いますが、それしか方法がないのでしょうか。育成クラブも３年生までですよね。４年生になったら１９時まで一人で留守番させているのでしょう
か。祖父母が他市、遠方に居住している世帯としては、あえて川西市に新たに住み続ける魅力は現状ではないです。共働きでも子育てできる環境を望みます。

私の近所には何かあれば相談できる人がたくさんいらっしゃいます。愚痴を聞いてもらったり子どものことを教えてもらったり本当に助かっています。実家が遠いので、すぐに母に来て
もらえません。そのような関係が持てることは幸せだと思います。そのような地域であれるようにと心から願います。

留守家庭児童クラブに通う子がほぼ毎日40分ほどの道のりを１人で帰宅しています。（同じ方向の子がいないため）親はそれ以上に帰宅が遠いので迎えは不可能です。できれば、１
人で帰宅するときはクラブの指導員が途中まで見送るなど、してやってほしいです。心細く、泣きべそをかきながら家に帰り、母親の携帯にすぐさま電話して寂しさをしのいでいる子ど
もがかわいそうでなりません。これからもっと日が落ちるのも早くなり、不審者もいるでしょう。小学１年の子が暗い中思いランドセルをしょって１人で歩いて帰宅中に、何か事が起こら
ないと言い切れません。どうか、わずか２、３０分ほどの思いやりでよいので子どもを見守ってやってください。犯罪の犠牲になる前に、子どもを守ってやってください。

子どもに一緒に料理ができて食育につながるイベントを企画してほしいです。小児科が少ないので、増やしてほしいです。公民館などで映画祭など夏休み、冬休みにアニメ映画を無
料で見せてほしいです。将棋大会など幼稚園など利用しておじいさんに将棋を教えてもらいたい。

現在、○○に住んでいます。公園はたくさんあるものの遊具が全く充実していない。草は生えっぱなしのことも多く、トイレもなく、手洗い場もない。できたらそのような面を改善してほし
いです。

子育ての悩みやいらいらは、口に出しにくいものです。地域のつながりで、ゆったりと子どもは成長できることを望みますが、どうすれば実現できるのか、案が出せません。難しい問題
ですね。

周辺の市町村と比べて支援が少ない気がする。

○○に住んでいますが、近くに保育園がないため、復帰したら送り迎えも大変だと考えています。公民館も近くにないので、赤ちゃん交流会など行きたいですがなかなか参加できませ
ん。

神戸から川西に１年前に引っ越してきました。こっちに来て現在４歳と２歳の子ども２人とも医療費がかからないことがすごくありがたい、と感じています。その地域では中３まで医療費
がかからないなども聞くので、そのようになってほしいと思います。医療費がかからなければ迷わず病院に連れて行けます。神戸にいた時には各小学校の横（近く）に児童館があり月
～土はいつ行ってもよい（プレイルーム）ようになっていて、家から徒歩で気軽に行きたいときに行け、行ったら先生がいて子育ての話などできていました。川西に来て、児童所などの
数が少ないなと感じました。まだ上の子が幼稚園年中なので小学生になった時の生活などはまだ全くわからないのですが。春から公立の幼稚園に通っています。毎日すごく楽しそう
に通っているので、３年保育になれば現在２歳の下の子も来年から通えるのにと思います。公立も３年保育になってほしいと周りのお母さんたちも望んでいます。よろしくお願いしま
す。

きれいな公園が増えるとよいと思います。

両親ともにフルタイムで働く家庭は多いと思う。その中で、他の方に保育をお願いしないといけないのですが、その際の保育料が高い。消費税が今後上がる中、どうなるのか不安。ま
た、今の世の中、子どもが巻き込まれる事件が多いので、子どもが通学、下校する時間、（通学する時間はよく子ども見守り隊みたいな方がいるが。）に、子どもを見守ってくれる方が
いるとありがたい。

小学生の学童が３年生までなので、夏休み中、春休み中など長期休みの間は昼中学童など家以外で大人が居る場所があれば少しは安心できます。４年生もまだ子ども。子どもを１
日中１人で行動させるのは不安で仕事を辞める考え方になってしまう。

子育て世代に対して税金が高いすぐ熱を出すので医療費ももう少し安くなるように考慮してほしいです。小学校教育も先生の質を上げてほしいです。先生同士の授業の見せ方、宿題
の出し方などオープンにしあって差が出ないように高めあってほしいです。コミュニケーションを取り合えるような教育をしてほしいです。川西市でも３年保育の公立幼稚園を増やして
ほしいです。中学校の給食をとても望んでいます。２年保育で、幼稚園に入る前の１年間子どもがとても友達を求めていて、対処するのにとても苦労しました。公立幼稚園でもプレ保
育で、週２、３回クラスを決め半日ともに過ごす時間があれば親も助かります。公園などの遊具が少なくなっているように思います。少し様変わりな遊具を取り入れて、幅広い年代でい
ろいろな動きができるような場所を提供してもらいたいです。

近所の公立幼稚園に、未就園児として週１回サークルのような活動に参加させてもらっています。幼稚園の様子もよく見られて、時々幼稚園の行事にも参加させてもらえます。先日
も、ごみの収集、リサイクルの方の園児向けイベントに参加させてもらいましたが、とても面白くわかりやすくごみ収集車も来ていて子どもも大人も大満足でした。とてもよかったです。
こういった、幼稚園内だけではできない公立幼稚園のよさをさらに広めてほしいです。周りではやはり、２年保育というのがつらく、３歳児で入園させたい方が多いです。私立幼稚園の
入園前にあるプレスクールのような制度が公立幼稚園にもあるとよいと思います。

地域で子どもを育てられるという安心感を得たい。そのためには、正しい情報が得られることが必要である。ファミリーサポート支援はとてもよいと思うが、実際に利用したこともなく、よ
くわからない。利用した人の声や、具体的にどういったときにそれを利用したかなど、身近に聞けたりするとまた不安材料も少なくなるのではないか。実際働きに出ると、子どもの病気
等で仕事をしている際などに見てもらえる近所や顔見知りの方などがいてくれるととても安心感はある。川西市は大規模な公園も他市に比べ少ないように感じる。屋外でのびのび遊
べる公園があるとうれしい。

現在、小学校から不審者が多く本当に不審者なのか、心配して声をかけてくれているのかわかりません。試験が多いのは事実ですが、見る人すべて不審者、声をかける人すべて犯
罪者になっているような気がします。川西市が高齢化になっていると知りました。それならそのよさがあると思います。お年寄りの方や年配の方の、子どもがちょっと変な行動をとって
いるときや薄暗くなってからの子どもだけで歩いているなど、「どうしたの」と一言声をかけてもらえたら本当に困っているときに近くの大人に自分から声をかけ犯罪を未然に防ぐことが
できるのではないでしょうか。このようなよい環境で育っている子どもに、川西の人は優しいよい人だと感じて、子ども自身の成長にもなるのではないかと子育てをして初めて感じまし
た。

けやき坂は夜道がとても暗いので街灯を増やし、安心して歩けるようにしてもらいたいです。

子育てについては、支援等や相談できるところがたくさんあると思うので、待機児童を減らすように努力してほしいです。地域の方と協力して川西に住んでいる子どもが元気いっぱい
に遊べる公園等が増えればよいと思う。

よい保育士、教諭がいることは親として安心できる大きな要因の１つです。

○○は周囲に子ども（幼児）が少なく、あまり同世代の子ども同士遊ばせてやれません。月２回の出張プレイルームを利用させていただいていますが、もっと回数が多かったり、歩いて
いける場所にほかにもあれば嬉しいとよく考えます。
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問32（自由記述）　　　　　「川西市でどのような子育てができるようになるとよいと思いますか。安心して楽しく子育てができることや、
　　　　　　　　　　　　　　　子どもが健やかに成長できるためのご意見がございましたら、ご自由にお書きください。」
○○に引っ越してきたとき一番がっかりしたことは公園が使えなさすぎるということでした。子どもができて実際に公園を利用してさらに衝撃を受けたのは、いくつもある公園のタイプが
ほぼ同じ、ブランコ等も全く同じものが置いてあるだけで何の変化もないということでした。私が育ったところは公園にそれぞれ特色があり、「今日はどの公園に行こうか」とわくわくしま
したが、大和ではそのようなわくわくを知らずに育つのかと思うとかわいそうです。以前公園づくりに力を入れるという記事を目にしましたので是非がんばっていただきたいです。

４人もがんばって産んだし、育てていくので金銭的なことの免除をしてほしいです。

子育てをしながらパート・アルバイトに出られるようになりたいので、幼稚園時になったら長期休みの時に預けることができたり、パートする時にも急な発熱などでお休みせざる得ない
時にも対応できる職場が増えてほしいです。サークルでただ友達をつくるのではなくもっと外で遊べるように公園を利用したサークル活動が増えてほしいです。土曜日に預かり保育を
してくれる施設があるとよい。

○○に住んでいるのですが、近くに公立の幼稚園がないためほとんどの方が私立の幼稚園に子どもを通わせています。（送り迎えが大変なため。私立はバス通園してもらえるので。）
経済的な負担がとても大きいです。近くに公立幼稚園をつくるなりバス通園をしていただけるなりしてほしいと思います。あと、中学校は給食にしてほしいです。

近くの公園に遊びに行っても、近所の子どもに会うことはほとんどない。「公園で遊ぼう」などをしているが、近くでないし、もっと近くの公園でしてもらえたらよいと思う。子育てのイベン
トがもっとあればよいと思う。

子どもが「２人」と「３人」では、身体的、金銭的負担が全く違います。少子高齢化というならば、子どもがかわいいという理由で３人目を産んでも何の恩恵もなく（全く。何もなく）産んだ
方が苦労するという現状を何とかしないと、ますます産まなくなります。子ども手当も２人と３人ではもっと金額に差をつけないと産んだ人も今から産もうか迷っている人にも魅力的に映
らない。公立の幼稚園には安いということ以外のメリットがありません。私立に行かせると金銭的に負担はかかるけど、そちらの方が、条件が格段によいです。小学校のＰＴＡも負担が
大きく廃止すべき。常に子育てについて回り、仕事をしたくてもＰＴＡが終わるまで探せない。役を他人に擦り付けたり、本末転倒。子どもを育てるだけでも精一杯なのにそれだけでは
済まない。ますます学校との距離が広がる。医療費せめて小学校の間は負担なしにしてほしいです。結構かかります。インフルエンザ予防接種１人3,000円×３人＝9,000円　9,000×
２回接種＝18,000円　ひどすぎます。児童会、北の方をもっと充実させてください。

「子育て支援」という言葉をよく聞きますが、基本的に働く母親への支援としか思えません。もちろん働かなければならない状態かもしれませんが子育てで一番しんどいのは専業主婦
だと思います。周りに頼れる親等いる人は別として家の中で程１日子どもの世話をしている母親。働くことがしんどいことも十分知っていますが、子どもを預け、給料をもらえ、オムツ外
しも保育園でしてもらえ。正直それで「子育てした」と言えるのか。という感じ。それなのに国は働く母親への支援さえすればよいと思っている感じ。母親が働いていなくても、子どもを預
けることができるかもしれないなど幼稚園と保育園が一緒になるなど一時は期待もしましたが、結局「３年だっこしほうだい」という訳のわからない政策「子育て支援」というならまず専
業主婦を助けてください。母親が１人で子どもを育てる時間を少なくするために父親を家に帰してください。父親が育児休暇を取るなんて夢のまた夢。それならせめて３歳までの子ども
がいる男性は休日出勤なし。残業なし。にしてください。市には母親のストレス発散できる場所を考えていただくくらいしか望みませんが、上記の内容は是非国に伝えてください。よろし
くお願いします。

教育の無償化。中学校の給食導入

病児保育を充実させてください。

最近の子どもは年配の方との交流が少なくなってきていると思います。子どもたち、年配の方、みんなで活気のある川西にしたいため、いろいろの場で、交流したらよいと思います。

子どもは４歳でもうそろそろ小学校に入学する時期に近づいている。保育所と異なる学校の場合放課後の時間帯とくに低学年の場合においてかなり早いです。うちの場合、両親共に
勤めているので、勤務時間を調整し、やむなく早退を会社に願うしかない。よって家計にも高い影響に出ることが必要と思います。もしよければ、低学年の生徒放課後でも学校である
いはほかの遊び場で遊んだり、稽古したりできるようになったらとても助かります。大阪ではこのようなやり方は「学童保育」と呼ばれると聞いていますが、いま廃止する方向に検討し
そうです。川西において低学年の小学生のいる家庭には何の支援策がありますか。ありましたら是非教えてください。

小学生の子どもが休日などに遊ぶところがなく特に雨の日困っています。安全で楽しく遊べる公園や施設（休日も利用できる所）があればよいと思います。

この前急な用事で子どもを保育園の一時保育に預けたかったが、どこも人数がいっぱいと断られてしまった。タイミングも悪かったのかもしれないが、両親や親戚も家から遠く、預かっ
てくれる人がほかにいないのでとても困ったということがあった。安心して子どもを預けられるところをたくさんつくってほしいです。子育てに関する情報をもっと知りたい。支援情報誌な
どもっといろいろな所に置いてほしいです。川西は自然もたくさんあるし、公園もきれいだし、子どもにとってとてもよい環境だと思う。

川西市は、教育環境も整い安心して子育てができる市だと思います。しかし、私の住む○○は少子化で小学校の生徒数が少なく、１学年１～２クラスと聞いております。自宅近くに魅
力的な公立小学校がありますが、生徒数を考えると遠方の私学を、と検討中です。各地区の小学校を統廃合し、生徒数を増やすということは不可能でしょうか。

せっかく復帰できる職場があるのに、保育所がいっぱいなため、職場復帰できずにいます。生活面でも苦しいので、１日でも早く職場復帰したいので、待機児童を「０」にしてほしいで
す。

我が家の長男３歳は肢体不自由児です。３歳児健診などハガキも来ましたが、ほかの子（同じ学年の子）と一緒に受けるのが嫌で（ほかの子と比べられるのが）一度も行けていませ
ん。肢体不自由の子も行けるような健診になれば、と思います。障害のある子の親として健常児の子と同じように子育てできたらよいと思います。

近所の公園に遊びに行っても遊具が撤去されていて遊ぶものがなく子どもたちが退屈してしまい、外で遊ぶ機会が減っているので、もっと遊具を設置してほしいです。（いつも、休日は
遊具が充実している公園を探して他の市の公園に遊びに行ったりしているので）撤去するなら代わりのものを設置してほしいです。

川西に公立の幼稚園の３年保育が少ない。○○で公立の園区に入っている所がない。園区に入っていないので優先してもらえない。○○近くで公立幼稚園がない。親が病気の時急
ぎでも預かってもらえるところを知りたい。就労できやすい会社などを紹介、斡旋してほしいです。就労時間や急な子どもの病気いろいろなことがあると一般の会社（フルタイム・パート
含め）に就労しにくい。

○○に中学校を。○○は環境にはお金をかけているが子どもの安全防犯面にはあんまりでは。

仕事をしているかすぐに仕事を見つからないと、保育園を利用できないので１人目の子どもは子ども園を選び、仕事を探しました。２人とも４月から、子ども園に入園になりますが、保
育料が高すぎます。子どもがいて、仕事を見つけるのも時間がかかるし、今の状態では、子どもを産んでよかったのかと考えることが多いです。

私の住んでいる地域では朝通学するときにボランティアのおじいちゃんおばあちゃんが道に立ってくださるのでこのような文化は続けていっていただきたいと思います。あと、学童が遅
くとも１８時までというのは厳しいです。川西市は郊外なので、通勤に１時間程度はかかる人が多いと思いますが、時短制度を利用できない人も多いので、１９時か２０時くらいまで延
長いただけると嬉しいです。働いているママにももっと支援の手を差し伸べていただけるとさらに住みやすくなると思います。

上の子どもが幼稚園に行っています。本当は保育所へ預け仕事をしたと思いましたが、下にも子どもが２人いて３人預けるとなると保育料が毎月６万円もかかってくることがわかり、
パートタイムで働いてもすべて保育料で消えてしまいます。保育料が高すぎるので、もう少し下げてもらえたら働きに出やすくなるのではと思います。

公園の遊具が少ないと思う。公園に砂場があるのに水道の蛇口が外されていて砂場遊びに広がりがない。

子育て支援を充実させようとしているのはわかるが、現実に合っていない。０歳～３歳はプレイルームもあり保育園の一時保育もある。特に定期検診は重要で頼りにしていた。しかし
途中で下手なことを話すと大事になるという感じがあり、相談する機会は減った。指導員さんが「どうですか。」と来られても「はい、別に。」としか答えがないのは指導員さんの答えもど
こかで聞いた、似たようなフレーズばかり。３歳から幼稚園に入り一時保育もあり仕事もできそうだったしかし病児になったらどこにも預けられず休むしかなくそれが心配でいつもハラ
ハラしていた。そして問題は小学校に入ってから。上の子の時大変でした。途端に預けられるところがなく本当に困った。学童はフルタイムで働いている人。パートで働く人は無理。も
ちろん長期休暇だけの利用は無理でファミリーサポート800円は高すぎ。最低賃金自給７４９円の世の中で恵まれすぎ。本当に困った。市区所の窓口で相談したがその相談員さんも
当時悩んだと話していた。学童でも２～３年までは早すぎる。３～４年は一歩目の反抗期やはり１～６年見てほしいです。女性に働けというが働ける環境になっていない。０歳～５歳ま
ではあれこれサポートあるが本当に必要なのは小学生になってから。管轄が違う。トータルで見てこその政策だと思う。有休をとれるのはごくわずか、大企業や公務員だけ。本当に必
要な中・低流家族が務める会社が育休ありえない。ですからやめ、やめたら最後、もう会社員に戻れない。パートで食いつなぐが保育料でほぼなくなり小学生になると預ける所がなく、
減らすかまたやめるしかなくなる。もう１つ、川西に企業が少ない。大阪など市外で働く者にとって保育が17時まではありえない。働きたいのです。しかし働ける場所がないのです。働
ける環境がありません。

うちは主人の仕事が夜間の仕事です。昼から出ていくため、ひと通り用事が済むと午後３時～４時ということも。うちに限らず、いろいろな職種の方々が利用しやすいようなプレイルー
ムなどがあれば、と思います。（午前中のところが多いので、なかなかいきにくいです。）
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問32（自由記述）　　　　　「川西市でどのような子育てができるようになるとよいと思いますか。安心して楽しく子育てができることや、
　　　　　　　　　　　　　　　子どもが健やかに成長できるためのご意見がございましたら、ご自由にお書きください。」
川西は地元の人だけでなく、他都市から移って来られる方も多いので、もともとの知り合いや人間関係がない状態で子育てをスタートする人も多いと思います。ほかのママと子ども同
士が交流できる場を、頻度をもう少し多く設けてもよいのではないかと思います。子どもを連れて動きやすい時間と場所を考えて設定していただけると行きやすいです。大きな気があり
木陰があると子どもを暑い時期でも遊ばせやすいのですが、市内には広くてくつろげるような公園やスペースが本当に少ないです。車で移動できる人ばかりではないので、せめて自
転車で行けるここはよいなという公園があればと思います。公園タバコのごみのポイ捨てが多かったり子どもの視線で見ると本当に気になります。警察の方など時々巡回していただけ
たら、と思うのですが。後、砂場がある公園には水道をつけてもらえると大変うれしいです。道が狭く、ベビーカーや子どもを乗せた自転車などで動くときはとてもヒヤヒヤすることが多
いです。狭い道でもとばす車も多いので、安心して子ども連れや子どもの足で歩け、動ける環境であったらよいと思います。

川西市は坂道が多く車ばかり利用していますが電動自転車を子が１人でも貸出してくれると助かります。子どもは１人ではしないことでも集団だと楽しんで行動するので子どもに楽し
みながら生活習慣を身に着けさせられるような集まり。例えば「歯磨きの会」「お片付けの会」「パジャマへお着替えの会」「ごあいさつの会」「おはしの会」「手洗いうがいの会」等です。
スタンプカード等で子どもに目で見える楽しみを与えて、きんたくんグッズ等をプレゼントするなどどうでしょうか。子どもの髪を切るとき、お店は高く家計に響くので自分でカットできるよ
うに地元の理、美容院（プロ）の方にレクチャーしていただけるような集まりがあれば助かります。個人的意見ですが日本の子どもは子どもっぽすぎると思います。海外の子どもたちの
多くは小学生、中高学年にもなると自分の意見をしっかり持ち、人前でも堂々と話をする子どもが多いと思います。川西市でも未来へ向けて「子どものための自己啓発」を進めてはど
うですか。自分の長所を自己で理解し、そこをうまくアピールする手段を早くから知っていれば、将来とても役に立つし、子どものころから自然に身についていれば自分に自信を持つ子
が増えます。学校のいじめも減少すると思います。是非取組として取り入れてください。

保育所では７時～18時（延長の場合19時）と保育をお願いしていたのですが、小学校（留守家庭児童クラブ）は夏休み、冬休みなど学校がない日は８時30分からと、１時間半も時間が
遅く始まっていて、私のように朝早い仕事の人はすごく困っています。土曜日も同じです。その時に子どもを門の前に置き去りにする方も少なくないと思います。また、今○○小の育成
クラブの先生方の言い方などがひどく、子どもから「先生怖い」、「○○に行きたくない」「言い方がきつい」など聞きます。保育所からも何人か入ったが上の理由で辞める子が数人いま
した。確かに子どもが悪いこともあります。けれど、今そこで子どもが困っているならば、先生が助けを、手を差し伸べてあるべきではないのでしょうか。他の小学校の学童の先生は
「そのようなことない」と他学校のママの友人から聞きます。親が迎えに行ったときも「早く～しなさい。」「もう。」など感情をあらわにしている先生もいました。そのような職員に２年後、
下の子（該当者）が見てもらうことになると思うと本当に嫌です。研修か何か、抜き打ちなど手はないのでしょうか。本当に子どもたちがつらそうで、でも言えなくて困っています。助けて
ください。

横断歩道などに下りるため歩道から車道に出た後、再び歩道へ上がろうとするとよくベビーカーの車輪がスムーズに上がらず前につんのめります。危ないと思うのでどうにかなりませ
んか。公園などの砂場を安心して遊べるように清潔に保ってほしいです。

多田グリーンハイツ内の公園は多くあるのですが遊具が減る一方です。休みの日などお金をかけず公園でできれば過ごしたいのですが子どもたちは喜びません（遊具が少なく）。猪
名川町へ遊びに出かけたりします、せっかく広い公園がたくさんあるのですから、昔のように冒険公園にアスレチック遊具や、ほかにももっとたくさん、楽しくて安全な遊具を設置してほ
しいと思います。子育て世代がもっともっと引っ越してきたくなるようなまちづくりをしていただきたいです。高齢化を防いでいただきたいです、昔スタイルの遊具ではなくボーネルンドで
扱っているような外遊具を導入してほしいです。子どもたちに健康で元気に遊べる場所をつくってください。よろしくお願いいたします。

休日、祝日に延長保育が可能な保育園がもっと増えると助かります。現在の勤務先は祝日も勤務のため、祝日は休暇を取っており、休日保育をお願いしたいが、預け先が駅から遠
かったり、時間に間に合わないからの理由で利用できていない状況です。

最近は核家族が多く子どもたちを見るのは母親だけというのが当たり前になり、母親に大きな負担がかかる。働いている父親は普段仕事をしているため、休みの日に家でのことはや
りたがらない。子どもたちともあまり関らない。出産届を提出した時に子どもを一時預かりできる場所、方法や金額などを教えてくれたり、先輩ママさんたちの昔はこうだった。こうすれ
ばよかったなどのことを書いた年齢別の小冊子のようなものがあれば読みたいし参考にしたい。病院も小児科のおすすめ情報なども教えてほしいです。内科、皮膚科（アトピー）ネット
で予約できるなど順番が近づいてきたらメールで教えてくれるなど。無知な人が多いと思うので最初にお得情報や知っていれば楽できる情報を聞きたい。今からでも聞けるなら聞きに
行きます。

保育園のある場所（地域）が平均的ではない。○○方面には保育園がなく送迎が大変です。市を越えて入園できる制度をつくってほしいです。（あるにはあるが他市民はなかなか入園
できない）

私は今、働いていますがやはり保育園への送迎が大変です。（特に雨の日）通勤も遠く時間がかかるので、朝は早く夜は遅くなり、毎日時間との闘いです。希望としては小さくてもよい
から地区ごとに保育（認可）を増やしてほしいです。川西市の保育園は、固まってあると思うので、分散した場所にあってほしいです。できれば車も。保育園へ送って駅前の駐輪場へ
止めて、としていると、それだけで時間がかかります。もっと働いている親目線で見てほしいです。小学校も遠いことがあるため登下校が心配です。安全な登下校できる道をつくってほ
しいです。交通量が多い道路を通るので心配です。

０歳児から１８歳児まで大阪府などと同じようにいろいろな補助を受けたい。

公園の整備をきちんとしてほしい

けやき坂在住ですが中学校をつくってほしいです。大きくなって通うようになった時のことを考えると不安です。

医療費控除（中学まで）を所得制限なしにしてほしいです。もしくは上限をもっと上げていただかないと、一番子育てしている世代の年収がかかってしまいます。１人と３人以上では大き
な差があるので、そのあたりの配慮をお願いします。

保育士の子どもへの対応で引っかかる点がいくつかある。悪い噂を聞いてしまった先入観があるのかもしれませんが。母子家庭ですし、子どもは１日のほとんどを保育園で過ごして
いますが安心して預けられないと思うことが多々あります。

子どもに発達の遅れがあり、支援を受けています。平日、認定こども園に通い、帰宅後に通うのですが、能勢口付近まで行くのに遠すぎると感じています。近くにもあるとよいと思いま
す。また、２年前に引っ越してきたのですが、予防接種のスケジュール表（その子どもに合った）をいただけると助かります。以前住んでいた熊本では、保育士さんが作成してくれてあ
りがたかったです。

安心してフルタイムで働けるとうに保育園、延長料金の見直し。中学校でも給食制度を（フルタイムで働くためにお弁当づくりの時間を無くしたい）高校授業料無償化。シングルマザー
（片親）に優しい環境づくり。フルタイム対象に夜間の電話相談窓口

空き教室などを利用して放課後、子どもたちが集まって遊べるような場所（親も安心して遊ばせる）が大和には無いので、そのような場所があるとよいと思う。今は、働いている人の子
どもで１～３年生のみ預かってもらえるぐらい。

父親も気軽に散歩したり買い物できるように、男性トイレにもオムツ替え台をつけてほしいです。広い範囲で「ここの１か所だけ」ということが多く、授乳室も母親がいないと入りづらい
し、結構苦労するようです。

認可保育園が少ないため、待機児童が多いのでもっと手軽に利用できるようにしてほしいです。小さな子どもがいても仕事に就きやすくなるように企業に働きかけをしてほしいです。

中学校での給食を実施していただきたいです。

子どもを預けて仕事したいが、保育料が高いため結局働いた給料ほとんど保育料になると思えば家にいた方がよいのかと思うが、働かないと生活は苦しくなるし。保育料がもう少し安
ければとも思います。現在、住んでいる所の公園は小学生の子どもが多く１歳児の子どもを遊ばせにくい所もあります。就学前の子どもが安心して遊ばせるところがあればと思いま
す。

公園をもっと増やしてほしい

公園がとても少なく、あっても小さく子どもが外でのびのびと遊べられる環境ではないように思います。公園や大きなグランド（ボールを使える場所）があればよいと思います。あと、公
園にトイレがあるとよいと思います。

地域子育て支援ルームが自宅から遠いので、現在利用していませんが、自転車で行ける場所にあれば、利用したいと思いので、もっと実施場所を増やしてほしいです。子育て中の母
親でも働きやすい職場（勤務時間が４～５時間、休みを取りやすいなど）の情報を提供してほしいです。

他の市のように、雨でも子どもが遊べられるきれいで無料の施設があればうれしい。公立の幼稚園が近くになく、バスの送迎のある私立幼稚園を選ばざるを得ないが、保育料で家に
負担がかかる。まだ子どもを産んで育てたいと思うが、父親１人で養うには厳しい。子どもが複数になると預けるにも多数のお金がかかるため簡単に働きに出ることは難しい。希望は
子どもを長時間他人に預けることはしたくなく、成長を一緒に感じ、子育ての喜びをもっと実感したいので、働きに出たくはない。が、金銭的理由のため、下の子が幼稚園に入る歳にな
れば働き先を探そうと思っている。
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問32（自由記述）　　　　　「川西市でどのような子育てができるようになるとよいと思いますか。安心して楽しく子育てができることや、
　　　　　　　　　　　　　　　子どもが健やかに成長できるためのご意見がございましたら、ご自由にお書きください。」
川西市の施設の建物がとても古く子育てサークルなど興味はあるがどうしても行きにくい雰囲気が残念です。

子どもが楽しく遊べる施設（アミューズメントなど）や緑豊かな大きな公園（たくさんの遊具がある）があれば遊びを通して楽しい教育ができるのでは、と思います。公園は小さな子ども
大きな子どもと分けられた公園があればと思います。母親の友達の間では、伊丹市はいろいろあるが、川西市には何もないから引っ越ししてきてとても残念という話をよく聞きます。
（昆虫館、プラネタリウム、バラ公園、西猪名公園、こういった施設）ふたば幼稚園の跡が小さな子どもが述べる施設ができればと思います。母親もゆっくりでき、子どもも遊べられるサ
ロンのようなもの。

障害児のためのデイサービス、日中一時預かりを増やしてほしいです。健常のお子さんを持つ方には一生わからない苦労、苦悩が親にはあります。健常児の３倍は手がかかるが、
健常児のお子さんをみる施設ばかり。病院（歯科）でもホームページに障害児の方は専門機関へとやんわりお断りが多いが、病院で障害を多く見る方たちからも断られる現状でどれ
だけ孤立感があるか。親として健常な子に産んであげられなかった自責と他者から障害者って社会の害という他責。外に出ることが怖く施設しか頼れるところがない。少数派にも耳を
貸していただけるとありがたいです。

もっと積極的に予防接種などのことを教えてほしいです。今、予防接種はとても種類も多く順番や期間もとてもややこしいのでわかりにくい。市はこちらが電話をして初めて答えてくれ
るような感じで、２言目には「お母さんの考え方によります」と言われて本当に困ってしまいます。宝塚市のようにお知らせをしてくれるなど市の方から働きかけてくれてもよいのではな
いかと思います。これは皆さん言っています。

公園の設備を強化していただきたい。安全面の重視とのことで、すべり台、シーソーが次々となくなって、その後補充されていません。近市、宝塚市や三田、伊丹、隣の猪名川も遊具
の充実や芝生の広場など見られます。楽しく遊べることができれば、自然と人が集い、楽しい場として地域の活性にもつながると思います。

病後児保育は来年からできるようだが、病児保育する施設もほしいです。子どもたちの目の前で除菌スプレーを使っている所をよく見かける。子どもたちが「においがする」といつも吸
い込んでしまっているようす。除菌スプレーを吸い込んでしまうことは体に悪いと思うので、机に近づけてスプレーするか付近にスプレーしてから拭くなどしてほしいです。

私立幼稚園や私立小学校の授業料がまた痛いことが現実であり、国や市からの支援が必要だと思う。公立小学校の質が落ちているとよく言われて、親が安心して子どもを教育させる
場所にしてほしいです。いじめという問題はもっと家庭から、学校、地域まで取り込んでほしいです。できれば発生させない、出てきたら、隠さず正面から解決してほしいです。最近公
立学校内のいじめをよく耳にしますが、とても心配である。

幼稚園のキンダー費用（特に夏期等長期休暇の費用）がとんでもなく高くなるのでかなりつらい。（６～７万かかります）保育園はなかなか入れなく、子どもの長期休暇の時期が来ると
金銭的に本当につらい。また、幼稚園は保護者が関わる行事や行事による休みもかなり多く、仕事をしていると相当負担になる。週２回のお弁当なども大変。まだまだ子育て環境は
専業主婦中心の仕組みになっていると思う。教育機関がまず、お弁当やＰＴＡそのほか行事などを専業主婦がいることを前提にして組んでいる。

日頃○○をよく利用しており子どもはもちろん私も友達をつくることができ、子育てや病気対応やそのほかのことも相談してとてもよい場だと思います。また、そのほかの保育所やセン
ターなどでのイベントも知らせてもらい参加することができました。とても満足しています。また子どもたちがケンカしたときの対応も先生に教えていただき子どもの成長も一緒に見ても
らえるので子どもも先生に会うのが楽しそうです。これからもたくさんのイベントをしていただけるとうれしいです。

子育て支援事業がありますが、定員が少ないかと思います。利用したいと思っても、利用できないことが何度かあったので、もう少し定員を増やしていただければ助かります。

認可保育所をもう少し増やしてほしいです。仕事をしているが認可の保育所が近くに無いため不便。空きがなかなか無く、もう少し増えると助かる。認可外の保育所に預けられない。
以前宝塚に住んでいたのですが、宝塚は認可外保育所でも認可と同じ所得に応じてだったので認可外でも預けやすかった。川西は認可外だと一律で値段が決まっているので高すぎ
て預けられない。主人に障害があり、仕事があまりできないので、私が働かないといけない状況でも。保育所が少なく、また空きがないのでなかなか入れなくて困っています。宝塚で
はできたことが隣町の川西でできないとは思いませんでした。

子どもが生まれてから幼稚園、小学１、２年ごろまでの間は、親がなかなか自分の健康診断に行けないので、保健センターなどで行われる健診に預けることのできる保育があればよ
いといつも思っていました。健診と保育がセットになっていると、とても助かると思います。

よい公園が少なすぎます。いずれも古く、大きな石（ガラス含む）がゴロゴロ転がって危ないですし、暗い雰囲気です。大きな公園が計画されているそうですが、是非市外からも人を集
められるくらい、遊具の充実、メンテナンスしやすいきれいな設備など、よろしくお願いします。公園の充実によって住宅を建てる場所を考える人も多いです。公園を利用して大人も子
どもも、年配の方も健康で楽しい休日、平日が送られるよう設備を整えてください。市民の交流の場としてとても大切な場所です。あと、中学校の給食、いります。仕事をする夫婦に
とって、お弁当は大変ですし、栄養面で偏りそうで心配です。中学校のお弁当が理由で猪名川に引っ越す人もいます。

共働きの家庭が増えています。女性は基本家事と子育てと仕事と負担が大きいです。ママがリフレッシュするために休みの日も堂々と子どもを保育所に預けたいです。中学校の給食
を開始してほしいです。給食だと栄養バランスが整っていると思うので。（希望班で有料にしてでもよいので）毎朝つくる日々が始まるのかと思うと今から憂鬱です。夜ごはんもできるだ
け手づくりしていますがどうしても栄養の偏りが出てくると思うので。

保育所にもっと入りやすいように増やしていただければありがたいです。

医療費の助成も充実しているし、保育所や幼稚園の園庭開放やプレイルーム利用、子育て支援はとても充実していて川西市で子育てを始めることができてよかったと思っています。
ほかの市では出産後に定期的に行われる健診時、助産師さんが１対１でしてくださる問診が１対複数のグループ形式であまり質問できなかった。など耳にしますし、そのような点でも
安心して子育てできる環境づくりをしてくださっているのかと思います。ただ、もう少し公園が多ければより遊びやすいかとも思います。マンション横などの小さな公園がいくつかありま
すが、安心して走り回れるようなスペースのある公園がほしいです。また母子手帳の配布ですが、公民館の行政センターではなぜ助成券はもらえないのでしょうか。不要な方がいらっ
しゃるのでしょうか。妊娠の届出、母子手帳はもらえるのに助成券だけ別ということは安定期でない妊婦さんに負担をかけているような気がするのですが。しっかりと市のホームページ
で「妊娠の届出」の内容を確認すれば最初から保健センターに行くことが手っ取り早いということがわかるのかもしれませんが、公民館の事業内容のところにも「助成券は保健セン
ター」の旨を記載していただけるとよりわかりやすいのではないかと思います。

子どもの緊急医療体制が弱いと思うので、整備を進めてほしいと思います。

認可保育園の増設、保育士の数を増やして定員を増やしてほしいです。育休復帰が年度途中の場合でも入所できる枠を設けるべきだと思います。子どもたちがのびのびと育ってくれ
る環境づくりに力を入れてほしいです。公園などの整備も含めて、安心して遊ばせる場所が少ない。あとは中学校の給食を早く実現してください。他市に比べてなぜできないのか、理
由が知りたい。子どもの成長のためにも給食は賛成多数だと思います。週１～２月からでも無理なのでしょうか。１日でも早い実現を願っております。

このアンケートの記入中、子どもを看られなかったので、困った。長野県の下篠村という所があります。よくニュースでもしています。子だくさん(出生率が高い)村だそうです。子育て環
境もよいそうです。ほかの地域からも視察に来ることもあるそうですので、一度参考にされてみては。通学時間の事故が増えているので、通学路の危険箇所に対する対策をとってい
ただきたい。

学童についてですが、長期の学校が休みの時のみ利用できる環境をつくってほしいです。

安心して遊ばせられる広い公園があるとよいなと思います。市立幼稚園に通わせていますが、週に数回給食があればすごく助かるし、延長保育か、国で習い事に通えるような制度が
あればよいと思うことが多々あります。(私立と同じような制度）

土曜、日曜など休日でも診てくれる病院が増えればよいと思う。公園の遊具が壊れ使用禁止のままになっている所があるので、安全に使えるように早く直して子どもたちが遊べるよう
にしてほしいです。

公園が少ないので公園を増やしてほしいです。他市には緑が多く、散歩やジョギングができる大きな公園があるが川西にはドラゴン公園、一庫公園と少ない。水場の多い所は子ども
たちだけで遊ばすには心配。火打の土地は商業施設より（駅から遠いから）大きな公園をつくった方がよいと思います。総合体育館、プールとあるので、運動できる場所にした方が子
どもたちの体力もつくのではないかと思います。保育園の延長料金を補助してほしい(他市はしている）。保育料が高すぎる。何のために働いているのかわからない。川西は乳児医療
にしても子どもに厳しいと思う。自転車レンタルは継続してほしいです。この長いアンケートが活かされますように。
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問32（自由記述）　　　　　「川西市でどのような子育てができるようになるとよいと思いますか。安心して楽しく子育てができることや、
　　　　　　　　　　　　　　　子どもが健やかに成長できるためのご意見がございましたら、ご自由にお書きください。」
バス停から降りて住宅街へ進んでいくと夜間は特に人通りが少なく、大人でも不安になる。子どもが夜間に歩くことは好ましいことではないが、塾などで帰宅が遅い時は特に危険かと
思います。防犯カメラを設置してもらえたらと思っています。公園に一風変わった遊具を置いてほしいです。あまり公園で子どもを見かけないので。

子どもがいても働ける職場がもっとあったらよい。

今求められている保育園を増やすことも大切かもしれませんが、未来の子どもを育てるということでは、単に預かる保育園ではフルタイム就業の母には少し負担が大きいと思います。
なぜならば、仕事のために子どもをせかすことやゆったりかかわれないこともあり、育児と仕事の両立へのストレスが大きく、また、それなりの所得による保険料を支払う必要もあり(も
ちろん市民税も）、疲労感が大きいと感じます。ですので、保育の質を高めていただくと安心して働きに行けると感じます。また、病後児保育などの利用もなければ(ファミリーサポート
は利用しにくい）就業し続けることは困難です。病後児保育施設を開設していただきたいです。高齢者が増えて豊かな老後生活が営める反面、子どもへの理解に乏しい厳しい方も増
えてしまい、子どもは外で自由に遊ぶことも制限されています。特に川西市は地形的な問題(坂道、狭い道）で気軽に公園に行くことができない土地もあり、どうしても家のまわりで遊ん
でしまいがちです。それを近所迷惑ですからと制限しなさればならないのであれば、家でゲームをする、大人しくなるのを親が嫌でも認めなければならず、昔のような昭和の子どもたち
の活気はもはやこの時代には通用しないのだと感じ残念です。

現状、今の子育て支援内容だと子どもを産み育てたい親は減っていくと思います。子どもは国の将来の担い手であり、子育てや教育に一番行政は力を入れてほしいと思います。川西
市は、青少年育成団体や、子ども会がかつては盛んでした。地域のつながりもそのおかげでとてもよかったと思います。スポーツ２１や子ども議会、きんたくんミュージカルなどなど市
は新しく次々とこのようなことをやっていますとアピールしたいだけのプロジェクトを行っていますが、その恩恵にあやかれるのはほんの一部だけの子どもたちです。（広報で募集のあ
るものたいてい）新しい企画より川西市が昔からあった地域の子ども会をもっと力を入れてどの子どもも平等に地域の中で安心して育てられる環境づくりをしてほしいです。それから川
西市の公園はどこも夏は蚊が大変多く子どもがのびのび遊べると思いません。川西市は自治会に公園掃除をさせますが、公園整備は害虫駆除も含めてプロにお願いしたいです。

今のところは、この先第２子(末子）が３歳になったら幼稚園へその時に第１子（宛名の子ども）が小学校入学なので、そのタイミングでパートへ出たいと考えていますが、仕事がパート
のレベルで、幼稚園、小学校の時間外に子どもを看てもらえる場(学童など）がどこまで対応していただけるのか、などを不安に思っています。

病児、病後児保育の施設ができること。小児科の病院が増えること(小児科専門の所が少ない）現在認可保育所に通っているが、基本は親の就労により子どもを看られない時に預け
られることになっているため、親の用事(通院など）では気軽に預けられない。また通園している子どもの兄弟の事情(生後間もない、病気の通院)などでも、登降園の時間に融通がき
かない。そのあたりのことが柔軟に対応できる時間帯であるのに、ファミリーサポートなどを利用するというのには抵抗がある。１歳以上の乳児医療証の発行には所得による制限があ
るが、６歳くらいまでは制限なしにしてほしいです。

子どもの救急病院がないので充実した施設をつくってほしいです。（大人を診てくれる病院も少ないので、休日に家族でインフルエンザになった時はとても大変でした）公園の遊具がつ
まらない。少ないので増やしてほしいです。(撤去ばかりされている）また、子どもの習い事などの施設も少ないので(特に我が家の住んでいる所は子どもが少なく仕方がないのです
が。）他の市町村などに行くこともあり不便です。

母親が仕事に就けられるように、保育所の整備をしてほしいです。

講座や赤ちゃん広場の開催事項など、ちょちちょちというチラシだけでなく、ホームページなどにも載せてほしいです。その他子育てについての情報となるものをチラシで発行してくれ
るのもよいけれど、手に入れられない時があると困るので、ホームページなど載せてくれると家にいてもわかるので、その方がよい。公民館での開催を増やしてくれると助かります。育
児休業明けに保育所などの入所を考えているため、すんなり入れるようにしておいてほしいです。保育所入所に関する情報がもっとほしいです。

実家が遠方のため産後すぐに家に戻り、家事をしながらの子育てで体力的にも精神的にもきつい面がある。「仕方ない」と諦めて日々子育てをしているが、産後のお母さんのサポート
をもっと市でやっていってくれれば利用したい。赤ちゃんだけでなく兄弟もいるので、本当にクタクタ。退院したらゆっくり眠りたいと思っていても実際は難しい。

１歳から入所できる保育所をもっと充実させてほしいです。０歳児の方が、入所率が高いと聞いて、手続の書類を作成中です。本心は、離乳食が完了するまで育休があるともっとよい
と思っています。自分自身が子育てをするまでこんなに保育所に入ることが難しいとは思いませんでした。そしてこんなに保育料が高いことも知りませんでした。２人目の子どもがほし
くても経済的に考えてしまいます。

現在６歳、３歳、１歳の子どもがいます。公立幼稚園をせめて３年保育にしてほしいです。公立幼稚園が３年にできなければ未就園児(３，４歳）と遊びに行ける施設がほしいです。(子
育て支援ルームなどは大きくても２歳までの子ども対象）働く母親に優しいまちづくりもとても大切ですが。川西市には専業主婦で毎日子育て、家事などをがんばっている母親もたくさ
んいます。決してどこかに子どもを預けたいわけではないし、早く幼児教育をさせたいわけでもありません。保育園、私立幼稚園がどんどんサービスがよくなる中、子どもとの今しかな
い時間を大切にしたいと思っていても、周りの友だちが１歳、２歳から私立幼稚園などに行ってしまう環境があり、のびのびと育てていただける公立幼稚園に入園させたいと思ってい
ても４歳～５歳前まで入園を待つのはとても孤独で大変なことなのです。川西市の公立幼稚園は、先生方もとても素晴らしく、子どものことを想った保育で本当に心の豊かな子どもが
育っているし、このまま人数が減ってしまうのはとてももったいないです。今まで何人も、５歳前まで入園が待てなくてほかの幼稚園に悩んだ末に入園させている方を見てきました。私
もまだ小さい子どもがいますが、５歳前まで入園が待ったとしても、公立に入園する子どもが少なくて廃園になるなら、ほかにした方がよいか、と悩みます。２歳クラス、給食、預かり保
育、送迎バス、課外学習はなくても、ほかの幼稚園と同じ土台にしてください。早急に公立を３年保育にしていただけることを願っています。

ほかの地域から２０１３年１月に川西市へ引っ越してきました。私の家の近所だけかもしれませんがまちの人がみな優しく子どもに声をかけてくれたり「何かあったら手伝うよ」と気にか
けてくれたり、ごみの出し方から子どもの遊べる場所などいろいろ教えてくれたり、親切な人が多くてびっくりしました。おかげですぐになじむことができ、当時２人目妊娠中で、子どもは
２人くらいしか無理かな、と思っていましたが３人目、４人目といけそうかな。と考えるくらいとても子育てしやすい所だと思います。特に高齢化が進んでいるようですが、「子育てのしや
すさ」を前面に出して、子育て世代が川西市へ移ってきて子どもがたくさん増えて活気が出ればよいと思います。改善してほしい点　道路のグレーチングの網目が大きいせいかベビー
カーが引っ掛かるので危険(大和の中だけかもしれません）公立保育園、認可保育園、１日の人数制限が２人までで希望の日に預けることができなかった。３歳未満の子どもを預かっ
てくれる所が少ないのか。私が知らないだけかもしれませんが。公立幼稚園も３年保育にしてほしいです。(公立で考えていましたが、３年保育がないため私立へ行かせます）今のまま
でも十分すぎるくらいですが、少し希望を書きました。

中学校給食希望・中学校定期代希望・北陵地区に保育所がない。北陵中学校建設

子どものいる人、いない人関係なくお互いが助け合う小さい子どもを連れて電車やバスを利用している人に対して、席のゆずりあいや、親切さを川西市の方々が心がけるようにしたら
もっとよい環境になると思う。治安をよくしていく。

子どもの医療助成費が、小学６年生まで上げていただけたらとても助かります。子どもの歯の健診を２、３か月に１度行っているので他の医療を受診すると高額になってしまいます。昨
年他県から引っ越してきたのですが、前のところは、24年度から、小学６年まで助成費ありになりました。１回500円で未就学児のリトミック教室があったらよいと思います。心と脳の発
達によいと思います。１年通しで月１回の未就学児が集まれる催しをしてほしいです。季節に応じた遊びをしていただけたら幸いです。

現在育児休業中ですが上の子のいる保育園に通わせたいと思うのですが、１年の育児休業を取得し、期中から入園というのは定員がオーバーして入れないと既に言われているので
すが。やはり最低でも１年は一緒にいたいと思うのは甘い考えなのでしょうか。これから働きだしたら、子どもにもやはり我慢させることが多くなると思うので、せめてこの時期だけは、
と願うのですが。もっと働きやすい環境をつくってもらいたいと願うばかりです。また、学童保育も同じです。安心して子育てできるようにお願いしたいです。

川西市南部地域(特に下久代地域）にもう少し児童公園(ボールを使ってよい場所といけない場所がきちんと区別されている）や、夏休みや冬休みの長期休みの時に自由に出入りでき
る公民館のような場所が増えてほしいです。医院、病院(内科、小児科)が少ないので、増やしてほしいです。コミュニティバスなどがあればうれしい（子連れで車なしの時中央地区に行
くのも大変なので）

アンケートに答えるのに２０分以上要した。もう少し簡略化したものだったらよかった。近所に公園がないので、安心して外で遊ばせることができない。地域子育て支援ルームが週末も
解放されているとうれしい。月に２回程度でも助かります。病児保育施設への送迎を保育園または、保育園と直接契約しているサポートの人が直接してくれるサービス(有料）があると
ありがたい。

公共の交通機関にベビーカーでの利用法を挙げてほしいです。たたむべきか否かなども掲示やアナウンスしてもらえればわかりやすいし、ほかの乗客にも理解を得られるだろうか
ら。市役所や保健センターのオムツ交換台(オムツゴミ箱）、授乳スペースをわかりやすい場所にしてほしいです。または表示してほしいです。妊娠中、夜間の急な病院受診の時タク
シーの営業時間外で困った。関東の方でやっている陣痛タクシーサービスがあれば安心できます。できれば自分が子どもの時のように小、中と川西市で教育を受けてほしいと思って
いるので、駅前や繁華街の治安をよくしてほしいです。
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問32（自由記述）　　　　　「川西市でどのような子育てができるようになるとよいと思いますか。安心して楽しく子育てができることや、
　　　　　　　　　　　　　　　子どもが健やかに成長できるためのご意見がございましたら、ご自由にお書きください。」
川西市の英語教育に不安があります。大阪では小学１年生から授業があるのに、川西市は高学年からだと知人から聞きました。自分の経験上、社会に出てからの英会話力の必要性
を強く感じます。英語のできる・できないは生涯年収にも大きく影響してきます。中学、高校の受験英語でいくら点数がよくても、使える(聞き取れる、話して伝える)かどうかは別問題で
す。日本語と同じように、まずは耳からだと思います。普段から親がたまに話しかけられたりするとよいのですが、父母ともしゃべれません。なので、保育園は認可外のインターナショ
ナル(外国人の先生がいる)に預けています。卒園後(小学１年以降)もできるだけ英語に触れあう機会をキープしたいです。川西市では民間の英会話スクールに行くしかないのでしょう
か。共働きなので時間的にきびしく、金銭的にもきびしいです。せめて小学１年生からの授業をやってほしいです。放課後子ども教室では英語に触れあったりできるでしょうか。川西市
が周辺地域に比べて劣っているとわかっていたら、ここに住んでないと思います。池田、伊丹、宝塚でもよかったです。今更しょうがないので今後の改善に期待します。教育に熱心な
川西市でアピールできるくらいになると、新しい世帯の流入などで将来も明るいのではないでしょうか。土曜の行政サービスがあるとうれしい。平日は父母ともフルタイムで働いている
し、子の看護などで休暇日数が切迫している。余暇のための休暇申請がほとんどできない。保健センター(健診)歯科センター、市役所(医療費申請、保育所相談、申込など）(母子手帳
交付、妊婦健診費申請など）

もう少し幼児が遊べるような公園などをつくってほしいです。公園はあるけど、小さい公園ばかりで遊具が充実してないと思う。大阪府は１つの公園にたくさん遊具があり、小さい子ども
から大きい子どもまで楽しめる公園がいくつもあるので川西市もそのような公園をつくってほしいです。今は室内で遊ぶ子どもが多くなってきている時代だし、だからこそ遊具が充実し
ていれば外で遊ぶ機会も増えると思います。

私はフルタイムで勤務しています。今妊娠中で８か月になっています。早産に危険のため今月いっぱいで職場を産休します。保育園に子どもは２人を預けていて、今は生まれてくる子
が２人と一緒の保育園に入れることを願っています。ほかの地域から見るとまだ待機が少ないですが、不安です。また、制度が変わるとの決定が出て今までと同じ保育を受けられる
のか心配です。今は共働きをしていかないと子どもを育てていけない人が多い中、保育の質を落として子どもをたくさん受け入れるという方向には絶対してほしくないです。親は子の
ため、家族のために身を削って両立できるように必死に働いています。有休も自分のためではなくこの病気の休みのために少しでも残してやっています。安心して満足できる保育をし
ていただけることを望みます。ただ預かってもらうではなく、生活や教育に重点を置いてのびのびと保育していただけることを望みます。これからも増えると思われる共働き世帯が安心
して働ける環境にしてください。小学校低学年の児童クラブもそうですが、ただ預かるのではなく資格も持った指導者のもと勉強やスポーツを見てもらえるようになりたいです。よろしく
お願いします。

子どもが少しずつ、親から離れた環境で生活するようになると、犯罪被害について一番心配です。気軽に公園でも行かせにくいということもストレスのうちの１つです。子どもは外で遊
ぶもの、と思ってはいますが、公園へ行っても閑散としていて親がいても親自身もなんだか不気味な感じがします。子どもが自由に外へ出て遊べないという環境は問題だと思います。
近所では、子どもの朝の通学時間に地域のお年を召した方が、通学路に立って見守っていただいているようですが、公園などでも、そのような取り組みはできないでしょうか。ある時
間帯だけでも見守っていただける方がいると安心度が増す気がします。公園を利用する子どもも増える気がします。

歩いて通える場所に幼稚園、小学校、中学校を建ててほしいです。公園の砂場を安心して使えるように柵などをつくってほしいです。猫の糞やタバコのごみなどがあって遊べない。出
産一時金内で出産できる病院が少ない。妊婦健診、出産で補助はしていただいてはいるがやはり負担は多く、時間や体力的にというよりは、金銭的に次の子を考えにくい。産んでか
らはもっとかかる。贅沢かもしれないが、小学校を卒業するくらいまでは、家にいていってらっしゃいとおかえりを言いたいです。

今年引っ越ししてきたばかりなのでまだよく調べていないので、このアンケートを期にいろいろ子育て支援を利用していきたいと思います。大和東でもかなり不便な所にいるので、遠方
にはなかなか行けません。もう少し交通手段が多ければと思います。(個人的ですが）

現在小学生で学童に通っている兄弟がいます。学童は３年生までと知っていますが、子どもにより３年生までで充分なのだろうかと不安になっています。冬期の終了時刻ですが、16時
30分の集団下校または17時までのお迎え。現在パート勤務なので下校にかかる時間を含んで帰宅していますが、17時に学校となると就業時間を減らすかさらに延長料金を払って延
長するしかありません。迎えが必要になる間せめて17時30分まで待ってほしいです。保育料、育成料、苦しいから働いているのにますます働く意味があるのかわからなくなります。

現状ではすべて子育てに強い市であると全く感じない。医療費、公園整備、図書館もすべて論外。新しいマンションも増えているのに対策をしてない市が信じられない。インターネット
などで住みやすいとされている市から比べるとかなり劣っている。自然豊かな街なのに、市の行政がすべてにおいてついていってない(生かされていない）ベッドタウンの市としてもうす
こし考えるべきではないか。住民税が高額な割に市民生活に何も反映されていない。ふるさと納税を考えている。パワーある市政になるよう協力するか市もそれに対して答えてほしい
です。このアンケートを実施するだけでなく、生かせるように対策を市民にわかりやすく用意してほしいです。

日本では少子化が問題になっていますが、私の家庭では子どもが５人います。池田市では子どもが多い世帯に車を貸してもらえたり何かと子どもが多いことに対して特典のようなも
のがあるのに川西市は何もない。正直川西市では子ども産めば産むほど自分の家庭の家計が苦しくなるだけだと思います。子どもを育てていてストレスを感じるとまず１人でゆっくり
したい。と思います。でも一時預かりなど何をするにしてもすべて料金がかかってしまします。川西でも子育てに関する広場などいろいろありますが、何より金銭的に助かる制度が１番
ありがたいと思います。

近所に毎日子どもを交流させる場がほしいです。児童センターはイベント日時が決まっているし、そのほかの時間は子どもが少ない。学校で、下校後無料で子どもを見送り（地域のお
年寄りのボランティア等）で校内、校庭で遊ばせてほしいです。（埼玉県草加市で行っています。）短時間無料で子どもを預かってほしいです。ファミリーサポートは少し高い。ファミリー
サポートで障害児専門の教育を受けた人がほしいです。学校の行事などの時、無料で別室で子どもを遊ばせてほしいです。

３歳未満の子どもを遊ばせる施設を増やしてほしいです。特に屋内型を。雨の日は買い物や図書館へ行くぐらいしか選択肢がありません。病児、病後児保育施設、サービスを設けて
ください。病院・医師・看護師が常駐なら、多少高くても安心して預けられます。公園や店の前で群がっている中高生や大人のマナー向上を望みます。喫煙、大声でさわぐなど、子ども
を近づけられません。認可外保育所に通う家庭に補助金があればと思います。満所でやむを得ず通っています。小児科の増設を。冬期は待ち時間が長く、病状が悪化しそうです。

川西市と保育園の連携が不透明。保育園のルールが働いている親の立場でないこと。いろいろこれをしてください、こうしてくださいと働いている親に、なぜさらに時間を取らせるの
か。また、働いても保育料が高いため経済的に不満。働いている意味がわからない。保育料のために私たちは働いているのではなく家族の生活のため働いているので高額な保育料
を見直してほしいです。

公園が少ない（小さくて、何もない公園が多すぎる）。芝生などみどりの多い公園がほしいです。道路が狭い、危ない。交流会、サークルをもっと増やしてほしいです。子どもの健診も
もっと細かくしてほしい（４、10、１歳半と開きすぎのように思う）。予防接種の任意のものも、ほとんどの子どもが打つのですから市で免除してほしいです。

昼間でも公園のパトロール、道のパトロールがあってほしいです。小さい子どもを連れていると、話しかけられることも多く、中には少し変な方に話しかけられることがあり、心配です。
とてもしつこい場合があります。今は親が一緒なので大丈夫とは思いますが、子どもが友だちと行動するようになった時がとても心配です。

いじめ対策に力を入れてほしいです。先生にもっと権限を与えて自信を持って取り組んでほしいです。不審者や危険な場所の監視を厳しくしてほしいです。子育て世代だけでなく、さま
ざまな方が子どもたちを見守ってほしいです。時間外でも安心して診察してもらえる医療体制があれば。

子どもはできるだけ親と過ごす時間が必要だと思っています。でも川西は子どもが何人いても補助金などが少なく、医療費も高いため、働かざるを得ません。教育のよい保育園に入
れたいと思いますが、待機児童も多いようです。子どもを自分でみられる支援などが充実すればよいなと思います。

公立の幼稚園を上の子どもの時利用しましたが、一時的な保育延長があればよいと思います。来年は下の子が入園予定なので、学校の行事等で降園時間と重なる時もそうですが、
私的なことでも延長保育が利用できれば活用したいと思います。公立幼稚園での給食の実施。

大きな公園などがあればよいと思います。他市との意見交換などされてもよいのではと思います。

公的、私的な設置が整っても、経済的に安心して生活できないかぎり、安心して子育てはできません。保育料、一時保育の預かり料、いづれにしても費用がかかります。結局、安心し
て子育てをするには、共働きをして、育児費用を捻出しなければいけません。子どもと一緒にすごしたくても、それだけ余裕のある日常生活を保証されてからのことです。ただ、親はな
くとも子は育つと言われますが、子どもは周りの大人を見ていろいろなことを吸収して成長しています。そのような子どもたちに対して、はずかしくない、大人を育てることが先決ではな
いでしょうか。

毎日開放しているプレイルームが近所にあればよいと思います。現在プレイルームを利用していますが、月２回は非常に少ないと思います。親子共に気分転換になるよい場所ですの
で、そういった機会をぜひ与えてくださると嬉しく思います。

幼稚園に入るまでの間に、参加できる学級（できれば無料で）があればよいと思います。プレ幼稚園だと授業料が高いため。市営の小さな動物園をつくり、子どもたちに触れ合う機会
があればよいと思う。

一人親なので、子どもの行事がある度に仕事をやすめない（２人います）。もう少し、一人でも育てやすくなったらよいなと。美容室にもなかなか行けずで大変です。子どもが楽しくすご
せられればよいので休日に集まりでもよいと思う時もありました。
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問32（自由記述）　　　　　「川西市でどのような子育てができるようになるとよいと思いますか。安心して楽しく子育てができることや、
　　　　　　　　　　　　　　　子どもが健やかに成長できるためのご意見がございましたら、ご自由にお書きください。」
アンケートがシンプルでなく、回答項目も練られていない。もっとブラッシュアップしてください。“自己肯定感”よいキーワードだと思います。母（父）子共にそれを持ち、成長、生活できる
社会（市）づくりよろしくお願い致します。

我が家は実家が近いため、急用でもすぐ預けることができるありがたい環境ですが、そうでない家庭が殆どだと思います。ファミリー・サポート・センターは素晴らしい事業ですが、やは
り価格が高いように感じます。気軽に、利用できないと思うので、できれば価格を下げることで、利用者も増えるのではないかと思います。「楽しく子育て」という観点から。私は、就園
前、児童センターへ積極的に行くようにしていました。同年代のお友だちと遊ばせたい。少しでも多くの人とお知り合いになりたい。などの理由でした。幸いにも親子共々、お友だちに
なってくださる方に出会い、楽しい日々を送ることができました。がしかし、中にはお母さんが人見知りなどで「今日こそ、誰かとお話してみよう。」と思って出向いても、既にグループが
できていたりで、ポツンと親子で遊んでおられる方が実際居られるのです（私は極力声をかけたりしましたが）（あと、一人の方が気楽。というお母さんもいらっしゃいます）その見極め
が難しいですが、センターの先生方のお力添えは、かなり有効だと思うので、皆が楽しく子育てできる状況となることを期待します。一番はお母さんの努力なのですけどね。

今住んでいる所には公園が一応ありますが、遊具が古くて小さい子には使いづらかったり、公園の雰囲気がうっそうとしているので、そのような点を改善した方がもっといろんな年代
の子が遊べたりできると思います（今まで公園に何度が行っていますが、あまり子どもを見かけないので）緑がたくさんある地域でよい所なので、それをうまく取り入れた地域の遊び場
などがあるとよいと思います。

もう少し北部に保育所ができるとよい。あと、インフルエンザの予防接種を公費負担してほしいです。

保育所の数が少ないとまでは言わないが、近くにはない。近くにあって、一時預かりなどが簡単に安価にできるようになればありがたい。

子どもの発達が遅く、言語のことや体のことで相談したが、折り返しの電話がなかったりと、対応が適当だと感じた。言語療育の話も出たが、結局連絡してくれず放置状態です。

０歳児赤ちゃん交流会に参加しています。が、週一回月曜日で祝日も多く、残念に思います。係の方は大変かもしれませんが、もう少し回数を増やしていただけると、情報交換や気分
転換ができるので嬉しいです。気軽におむつ換えや授乳できる所があると外出しやすい。（芦屋市は充実しているみたいです）

子どもが遊べる公園をもっとつくっていただきたいです。

もっと子育て支援、毎日行けるような親子サロンがあればよいのに。と思います。以前、尼崎市に住んでいたのですが、親子サロン「のびのび」という場での他の方との交流にてお友
だちとの輪も広がりました。ボランティアの方も子育てを終えた方などいらっしゃったので相談もしやすかったです。何よりも同じ年代の子との交流が大切です。人数制限や申し込みが
必要な親子のふれあいの場があるのかもしれませんが、全く知りません。もっと「けいじ板」などにはり出してもらいたいです。市報にも、どのようなサークルがあるのか、などもっとひ
んぱんにのせてほしいです。

保育のシステムがかわると困ります

近所に広い公園がないため、外遊びがしにくい。外でもっと遊ばせたいが、行き場がないので、車で一庫公園まで行くこともある。一庫公園の駐車場ももう少し広ければ、週末も遊び
に行きやすい。近くに児童館、図書館など、もっと行き場がほしいです。

けやき坂に住んでいますが、今１歳の子どもが中学校に通う頃、同じ年齢のお子さんが多いので、けやき坂地域に中学校をつくっていただければと思います。もしくは、現在のように
清和台中学校まで通いやすい通学路を整備していただきたい。近道をするために山道を通る生徒もいると聞いています。電気も少なく、暗くなると危険です。

（公立）松風幼稚園を３歳保育にしてほしいです。

今回のようにアンケートがあると、個人の意見を聞いてもらえるので、ありがたいです。でも遅れて申し訳ありません。

保育料が高く、パートで働いていても、家計の足しになりません。幼稚園、保育園共に無料化がすすめばよいと思います。

アンケートは無記名なのにどうして提出してくださいというハガキが送られてくるのかわかりません。耳鼻科などの病院が駅前に集中していて行きにくい。小児救急が伊丹だと遠い。川
西にも夜間小児受け入れの病院があってほしいです。公園の遊具が少ない。

病児保育の設立。小学校入学後、育成クラブ（学童）の充実（19時まで）カリキュラムの充実

公立の保育所へ行っているが、施設が古く床等段差があり危ない。安全上問題ないか見直してほしいです。保育所でも幼児教育に力を入れてほしいです。西宮から転所してきたの
で、行政サービスに差があり、市の職員の方も大変かと思うががんばって幼児教育を充実させてほしいです。入所した保育所によって、料金は同じなのに、教育内容に差がありすぎ
るのは不平等感があります。

土、日、祝日と、保育している所をもっと増やしてほしいです。もう少し安くしてくれたら利用しやすい。核家族なので、手配の方と接する機会が少ないため、もっと地域の方と交流をも
たせてほしいです。近くの公民館、自治会館などで、そういった交流があれば子どもにとってよい刺激になるのではないかと思います。

妊婦健診の補助券をもっと使いやすくしてほしいです。他の市では、3,000円、5,000円、7,000円と券があり組み合せで使えると聞いた。１回上限5,000円、それ以下のお会計だと余った
分は補助されないなど使いにくい。認可保育園を増やしてほしいです。保育園は20時まであずかってもらえるのでとりあえず就学前までは働けると思っているが、小学校になると難し
くなるのではないかと不安だ。学童保育の環境をしっかりしてほしいです。

あて名の子どもはまだ生後３か月なので答えられる質問が、あまりありませんでしたが。未熟児で生まれたのでそのような子の集まりがあるとよいなと思います。子育ての前に、ＮＩＣ
Ｕのしっかりした病院が川西にあまりないのが残念です。（今回は豊中病院でお世話になりました。）あて名の子どもを今すぐ保育所等預かるつもりはありませんが（祖母には頼みま
す）もう少し大きくなり体も丈夫になってきたら、用事や息ぬきの理由で預けたりできると嬉しいです。ふたば幼稚園が一番近かったので、なくなった今、どこの幼稚園も遠すぎます。
今、思えば妊婦の時上の子を送り迎えするのもかなりの負担でした。今後も今、手伝いに来てくれている母（あて名の子の祖母）が帰ってしまうと送り迎えに連れて行かなくてはなら
ず、これから寒くなるのに心配です。

川西市の中学校も給食にしてほしいです。

誰でも簡単に一時預かりを無料でできる制度をつくってほしいです。病気で誰も子どもを預けることができない時はかなりしんどかったので。

個人病院、総合病院でも、薬局が院外に設けられているので、薬代がよけいにかかる。子どもの負担額をへらしてほしいです。今までの倍かかる。

雨の日でもマットで遊んだり大きく体を動かして遊べるような室内アスレチック（曜日によって年齢をわける）のような施設があれば子どもと大人のストレスの軽減にもなるのでは。と感
じます。どのような子育て支援があるのかをもう少しわかりやすく知りたい。どこで情報収集できるのか、いまいちわかりにくい。

他の市町村との格差が無く、専門的な知識、経験を持った保育士等の居る保育施設に安心して子どもを預けられるよう、市でしっかりと土台つくりをしてほしいです。子どもたちが安全
に安心して通える保育施設を充実してほしいです。仕事をしている親が、気兼ねなく働けるよう細かいサポートを充実させてほしいです。家計の負担が増えないよう、保育料の負担軽
減をしてほしいです。子どもたちの未来を見据えて、集団でのルールや集団の中で知ることのできる楽しさを感じられる保育ができるよう、市で保育の質の向上を目指してほしいで
す。様々な形の家庭（母子、父子家庭、低所得家族など）のニーズに応えられるよう、積極的に保護者の声を拾ってほしいです。

予防接種の受け忘れがないかなどチェックする。ハガキなどで注意をうながしてもらいたい。もっと保育園を入りやすくしてほしいです。

子どもが乳児の時は、仕事から家庭に入り、家の中でずっと２人きりだったので孤独でした。いつまでこの状態が続くのか、先が見えずに日々不安でした。今は子どもも大きくなり、楽
になりましたが、あの時はつらかったです。外に出たくても出られないお母さんのために、訪問していただけるようなシステムがあると助かります。（話をするだけでも嬉しいと思いま
す。）

市でやってもらうということには限界があると思います。今通っている保育園に病気でも預けることができればよいなと思います。（部屋が別という形で）病気のうえにいつもと違う環境
に定員があったりすると結局利用できないものと考え期待できません。あと、せめて兄弟が同じ保育園に通えるようにしてもらいたいです。（通う時期が重なる場合は特にですが重なら
ない場合も）２か所に送ってから仕事に行ける程、隣接した保育所があればよいですが遠すぎます。しかも、教育方針や施設に差がありすぎると思います。差がなくなればよいと思い
ます。産まれ月によって希望が通ったり通らなかったり仕方ないとは思いますが、なんとかできないものかと思います。
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問32（自由記述）　　　　　「川西市でどのような子育てができるようになるとよいと思いますか。安心して楽しく子育てができることや、
　　　　　　　　　　　　　　　子どもが健やかに成長できるためのご意見がございましたら、ご自由にお書きください。」
今、すでに安心して、子育てをしています。私には、主人、両親、友人と子育てをサポートしてくれたり、あずかってくれたりしえもらえているからだと思います。もし、一人で子育てをして
いたら大変だなと思います。周囲のサポートって大事だなと思っています。心のゆとりがよい子育てにつながるのだと思います。

様々な施設、取り組みがあるが時間も場所もバラバラで、上の子の幼稚園送迎の時間等を考えると、手軽に利用しにくい。図書館のようにいつでもよれて、いつでも相談できる場があ
ればよいなと思います。駅前の買い物が大変。３人乗りの電動自転車を使用していますが、駅前のスーパー図書館等車輪止め（レール）付きの駐輪場になり、自転車を停めることが
大変です。また、前輪にホイールセンサーがついていて、車輪止めに接触し破損のおそれがあります。父親は仕事が多忙で母子で動かないといけないことが多いです。駐輪場を子育
てにやさしい目線でつくってほしいです。各店舗へ指導してほしいです。他市と比べると市からの補助や催しが少ない。健診以外にもお誕生日パーティがあったり、自転車ヘルメットや
フッソ等の補助があると聞きました。年齢が上がるにつれて、活動が見えにくい（幼稚園、保育所→小学校→）開かれた感じがないので、子育てをしていて大きく育った時のイメージが
しにくく不安。スイミングスクール等、習いごと施設は、施設も人も工夫や心づかいが進歩していると感じる。市の先生（幼、保）は子どものしかり方もきつく、預けることが心配なことも
ありました。
川西市は自然も多く、子育てはしやすい街だと思います。今、８歳と１歳の子どもを子育て中ですが、希望としては屋外プールを備えた市民プール、遊具がたくさんある大型公園、あ
と、せっかく街中を猪名川が流れていますので、猪名川沿いにも気軽に川遊びやバーベキューができるような場所が増えればよいと感じています。よろしくお願いします。

治安のよい、安心して子育てができるような環境

子どもたちが遊べる公園が少なすぎる。気軽に近くで遊ばせる環境がもっとほしいです。

子育てに関する支援はいろいろあるなと思いますが、公園など外でおもいきり走らせたりできるような場所が（特に自分たちが住んでいる地域に）少ないです。あっても狭かったり遊具
がなくなっていたり。子どもが通学で利用する場所でも、車の交通量も多く危険な場所がけっこうあるように思います。これらの場所の整備や確保をしてもらえればと思います。

広い歩道があって安心して歩けることができるショッピングセンターばかり増えていくのではなく（室内遊び中心になっているので）、広々とした芝生公園やトイレなど完備された公園を
増やして近場でのびのび遊べる環境が子どもとの時間を増やし楽しく子育てができるのではと思います。もっと子どものイベントを増やしてもらいたいです。

家から子育て支援の場所まで、少しはなれているので利用回数は少ないですが、これから徐々に利用回数を増やしたいと思います。うちの子が小学生になった時、学童に預ける予定
ですが、３年生までなので、４年生から一人で家で待つのは心配なので６年生まで預かってもらえるようになると安心です。

能勢口駅周辺に病児保育施設があれば助かります。松が丘等古くからある住宅街の歩道は幅が狭く、ベビーカーが通れないので改善してほしいです。インフルエンザの予防接種に
ついて助成していただきたい（箕面市のように）。土日祝に児童館が開いていると共働きでも利用できるので嬉しい

病児保育があると大変ありがたいです。２歳児の４月から保育園に入園できて、とてもありがたいのですが共働き、夫の両親は80歳以上２人。妻（私）の実家は関東でたよる人もおら
ず、友人ママさんたちに助けられ、夫が離職中には求職活動もとても大変でした。就活、老人介護（送り迎え程度ですが）、現在は残業しないで正職でいることはとても難しいです。都
度パターンによるサポートがあるとよいと思います。

保育所の定員を増やしてほしいです。現在は育児休業給付金が出ているため収入は少ないながらもあるが、来年入所できないと母親側の収入が無くなり、生活も苦しくなるので、楽
しく子育てができる余裕がありません。よろしくお願い致します。

病院内に一時的に子どもを見てもらえるスペースがあると助かる（母が婦人科の健診のときや、兄弟が小児科の診察のとき）。ファミリー・サポート・センターの利用料がもう少し安け
ればと思います。子どもが利用する施設に駐車場がないと利用しにくいです。幼稚園、小学校の先生に発達障害の知識を少しでも持っていてほしいです。

公立の幼稚園や中学校でも給食があったらよいなと思う。運動場の芝生化。公立幼稚園の３年保育延長保育

休日診療してくれる小児科が川西市内にもあればよいのにと思う。車の運転も得意ではなく主人も日曜仕事のため土日に子どもが病気になるとパニックになる。（親も他県です。）タク
シーだとお金もかかるし。せめて日曜診察の小児科があえば助かるのですが。

働いていても、時間を気にせずに預けられる施設。病気の時に預けられる施設。

保育園が４月入園以外は定員がいっぱいで入園できず、兄弟で違う園に入園することになるのではないか、とても不安です。

現在、電動自転車の貸し出しでお借りしているのですが、このような制度はとっても助かりありがたく利用させていただいています。警察の方の交通のお話もきけたので注意して利用
しています。

認定こども園や保育園の待機を少なくするべくお願いしたいです。

私たちは川西に親族がいるなど、ゆかりのある家庭ではありません。ただ、この近辺を見学させていただいた時、とても心地のよい雰囲気を感じました。それは程よい環境だからだと
思います。年配の方々が多い、自然が多い、子育てサポートがしっかりしている、そのような場所での子育てはやっぱり年配の方々との触れ合いがあったり、自然との触れ合いがあっ
たり、親の気持ちをサポートしてくれる行政があったりだと思います。まず、年配の方々との触れ合いですが、幼少時期から年配の方々に遊びやお話を通してコミュニケーションをとれ
る空間があると子どもにとって年を重ねること、昔の話や遊びを通して歴史、秩序、常識、マナー等、親には決して教えてあげられないことを環境の中で感じ取ってもらえるのではない
でしょうか。次に、自然との触れ合いですが、子育てコミュニティなどをもっともっとお部屋の中だけでなく、川西の自然の中で行っていったり親子でハイキング等、家族丸ごと自然に近
い環境をつくってもらえると他の地域にはない子育てが実現するかと思います。

久代付近に私立幼稚園がないので、子どもを３年保育で見ていただきたい場合、伊丹市の私立幼稚園に通わせざるをえない。市が違うので小学校に入る時にほとんどのお友だちと
バラバラになってしまう。もっと伊丹市よりにも私立幼稚園をつくってほしいです。家の近くに公園はあるが、草が伸び放題で遊べないところが多い。すごくもったいないと思う。公園が
整備されていたら毎日でも通いたい。

けやき坂に住んでいます。公園がたくさんあり、遊びに行くと同年齢の子どもと出会ったりして楽しい。でも、公園は狭く、遊具は少ない。他市のように広い公園で、小さい子が遊べる遊
具、小学生以上が遊べるアスレチックがあるような場所ができるとよいと思う。

児童育成クラブは小３までという認識ですが、働く女性にとって小４からも何等条件は変わりません。是非小４～小６までも育成クラブに入れることができ、安心して働かせてほしいで
す。保育園に対して。延長料金での延長代は川西市として一定ではなく園で決定しているのでしょうか。園によってさまざまのように感じますが、納得いくように一定にしていただきた
い。また、働いているから預かっていただいていますので、親への負担をなるべく避けていただきたいです。（例えば遠足以外でのお弁当や汚物の扱い）川西市から園へそのように呼
びかけてほしいです。

地域によるとは思いますが、人権に時間を取り過ぎて勉強が遅れている学校があるのは事実だと思います。治安が悪いのが気になる。

公立の幼稚園も３年保育になってくれると嬉しいです。

今は公園でも子どもだけで遊びに行かせるのは不安な時代で、私たちが子どもの時のように近所との付き合いも少なく、子どもにはかわいそうではあるが幼稚園の園庭や小学校の
校庭など教師や大人、少しでも子どもが多そうなところへ遊びに行くように促します。公園離れの原因は見知らぬ人が女児に声をかけたなど不審者情報があったためと、何かあっても
近くは畑で頼れるところがないのです。下加茂周辺には児童館を利用するにも不便なので、公民館などで幼稚園児～小学校生が利用しやすい場所にしていただけたら嬉しいですし、
地域の方とふれあう時間があれば、顔や名前もお互いに覚えられて地域ともよい関係になるのではないかと思います。

総合センターのプレイルーム等、核家族で実家が少し遠い私にとって本当にありがたい場所になっています。育児休業で今しかベッタリと子どもと過ごせないという思いもあり、市の施
設をたくさん利用して楽しく前向きに子育てをしていきたいと思っています。安心して働き、子育てができる社会のためにもたくさんの保育所や幼稚園ができるとよいと夢みたいなことも
考えています。それでも今のところは川西市のサービスには満足しています。

広報にもう少し子育てに関する市での催しやとりくみの様子を写真やイラストを載せるなどしてもらえると市の取り組み事業を知ることができやすい
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問32（自由記述）　　　　　「川西市でどのような子育てができるようになるとよいと思いますか。安心して楽しく子育てができることや、
　　　　　　　　　　　　　　　子どもが健やかに成長できるためのご意見がございましたら、ご自由にお書きください。」
現状に満足しているので特にありません。

まず基本は父親が育児に積極的に参加するような社会をつくることが１番です。どれ程保育施設があっても結局育児は母親がほとんど行うのであれば、安心して楽しく、ストレスフ
リーで子育てをすることなど困難です。男性の意識、企業の意識、働く人々の意識が変わらないと父母が共に平等に育児や就労を行うことはできません。日本は非常に困難な社会だ
と思います。

総合センターやパレット、各保育所の園庭開放など小さな子どもを連れて遊びに行けるところが充実しているのは利用者としてすごくよいと感じています。ただ、川西池田駅の北側に
多く、どこも少し遠いのである程度大きくならないと利用しにいけないのが残念。園庭開放は安全に子どもを外で遊ばせることができるのでとてもよいのですが、時間が限られているの
で、利用時間外は公園を利用しています。ただ、小中高生などがいると危険で遊べないことも多いので、年齢に応じた外の遊び場が充実するとより快適性が高まると思います。

大きな公園が少ないので人が集まる広場ができてほしいです。保育ルームのある献血所があれば時間のある主婦はもっと献血できると思う。人の居ない空き家が放置されているの
を有効活用してほしいです。幼稚園が２年保育なので、子どもが私立に流れてしまって、幼稚園の人数が減っているので、３年保育になったら幼稚園に入れる人が増えると思うので、
３年保育の幼稚園を増やしてほしいです。

子育てに対する支援や環境についてはしっかり取り組まれていて、満足しているものが多いです。ただ、まだまだ待機児童の数が多いのではと思うところがあります。現在、第４子の
育児休業中ですが、復帰の時期を考えるにあたって、いつなら確実に保育所に入所できるのか、上の子と同じ所は可能かなど不安になる点がいくつかあります。入所ができず、休業
期間が長引けば金銭的な面でもしんどくなりますし、入所ができても上の子と違う保育所になると更に上の子の学童保育への迎えに加えて保育所２か所への送迎となると、時間的な
負担が増えます。私の地域からは徒歩で行ける保育所もないので、自家用車での送迎、駅前に月極駐車場を借りて職場へ通勤という形ですので、負担は小さくないなと感じていま
す。希望する時期に希望する保育所へ入ることができたら嬉しいなと思います。それぞれの家庭に事情や希望はそれぞれあるので難しいと思いますが、このようなアンケートで少しで
もよりよい環境がつくられたら嬉しいです。ありがとうございます。

母親がパートタイム就業しやすいような雇用が増えたらよいなと思います。パートタイムで働きたいと考える母親は多いと思いますが、それが叶う職場、求人が少ないことは残念に思
います。上記に伴う問題で、認可保育園への優先順位、認可外保育へ預けている家庭（もしくは園への）支援などがあってもよいのでは。など、正直、納得がいかない部分がありま
す。例えば、【我が家の場合】。夫の年収380万円程度＋私の年収（パート代（見込））90万円。→認可保育園へ入所できず、保育費も高い。（認可外のため）。【知人の家庭】。夫と同じ
職場の方、夫婦共働き、年収は不明ですが、およそ我が家の倍。→認可保育園へ入所（我が家の希望が通らなかった所です）。道理として、育休を所得している方の方が優先される
のはわかりますが、なぜ明らかに収入の多い家庭より、低い家庭の方が高い保育費を負担しなければならなくなるのか。要するに「できるだけ母親は新しく就業するな」という意図が
あるのか。と感じざるを得ません。上記については川西市に限定したことでは全くありませんが（むしろ川西市はかなりよいほうだと思っていますが）、日本全体にあるこの問題が解消
されていったらよいな、と願ってなりません。私自身は、週４日パート勤務（うち一日は土曜で、夫が子どもをみている）により、仕事、収入、子どもの教育、すべてに「無理のなさ」ができ
て、精神的な余裕が生まれ、子どもへの接し方もよくなったと感じています。こういった理想の働き方ができるお母さんが増えていったら理想的な子育ても増えるのではないかと思いま
す。それから。土日祝に室内で遊べる施設があれば、とてもとてもありがたいです。夫が休日出勤の土日（親は常に出社）で雨天などだといつもさてどうしようか、と思ってしまいます。
（晴天の時はいつも一庫公園など利用させていただいています。本当にありがたいです。）

子育てをしていて感じることは、地域の人たちとふれあう機会が少ないと思う。よそから来た人にとっては情報も少なく、お付き合いもしにくいと思うので、子どもの顔を知ってくれる人
がもっと増えると安心して子育てできるように考えます。近所の方との交流がもっとほしいです。

子育てひろばをもっと増やしてほしいです。兄弟がいると行くのも大変なため。

貸出し電動自転車は坂の多い川西市ではありがたい。これは利用させてもらっています。

医療費助成を、所得制限があり対象外とされてしまいました。子どもが喘息、アトピーがあり、毎月薬が大量に処方されますが、お金を支払っています。今後、所得制限をなくしていた
だきたいです。

「川西市の子ども子育て新制度」の現行基準の維持と、それ以上の発展。すべての子どもが豊かに育つ権利を守っていただくことを強く希望します。よろしくお願いします。

放課後や急用、急病の時など、お金を払ってでも近くでいつでも預かってもらえる施設がほしいです。私のように実家が近い人ばかりではなく、困っている人をたくさんみてきました。す
ぐ近くに。ということが大事だと思います。あと安心して預けられることも当然です。千葉県のある市のように小学生の間は全員医療費が無料などになったらよいのにと強く思います。
目立つ「子育てするのによい町。」ということをしない限り、若い世代の人たちは川西に来ないか、とも思います。よろしくお願いします。

二人目を考えていますが、出産の費用をすべて無料にする。子どもが増えれば増えるほど、市民税の免除など、一番、金銭面の支援が助かると思います。無料のプレイルームにしな
くても、少しお金をとって他の部分を安くしてほしいです。川西は、少し市民サービスが少ないと思います。子どものいる家庭の本当に助かるサポートをお願いします。

緑台は公民館でのプレイルームらしきものがない。年配の方が多いのはわかるが、けやき坂、清和台等、車に乗ってまで行く気にはなれない。やはり歩いて行ける距離がよい。出産
後、保育所に預けて働こうと思ったが、どこも満杯で預け先がよくわからなかったのでやめた。市内の保育所もどこでもよいというわけではなさそうで、よいうわさを聞かない所もあるの
で、安心して預けられそうにないので、もう少し改善してほしいです。

住んでいる地域にもよりますが、川西市は病院（小児科や産婦人科）が少ないと感じます。特に産婦人科は他の地域に比べて格段に数が少ないような気がします。これから子どもを
考え、「育てよう・育てたい」と考えたとき、川西市で出産、育児をするのは難しいなと感じる人が多いのではないかなと思いました。子育てサポートの事業もとても大事だとは思います
が、地域の活性化になるには医療現場（特に子どもに対しての）の数を増やしていってほしいなと思います。医療が充実した地域になれば、子どもを安心して育てられると思います。

母親（主に育児する人）が働ける環境をもっとつくってもらいたい。保育所の数を増やしてもっとたくさんの人が入所できるようにしてほしいです。子どもはずっと同じ環境（保育所）で育
てたいが、第２子を妊娠したときに保育所を退所になったらどうしようと思う。公園の遊具を新しくしてもらいたい。

働く母親が増えている中、病児保育している施設が少ないと感じる。３７．５℃以上の発熱があると、すぐ職場に連絡が入り、早退し受診しなければならないことが多い。普段通ってい
る保育所に看護師１人でも常駐してくれれば、親の迎えまで経過観察ができるか、すぐ受診した方がよいか等の判断までしていただければ助かる。仮に、病児保育施設が普段通って
いる保育園や幼稚園と異なると、子どもも余計に不安になると思うので、できれば普段通っている施設である程度の病児保育が行われることが理想です。（あくまでも軽い病気、発熱
の場合だけで、基本的には高熱や感染症は自宅療養すべきだとは考えています）。扶養内またはパートで働きたいと思っていても、保育料が高いため働いた方が損なのではとか、疲
労の割には収入増にならないのでは等と思ってしまう。それなら働かずにいようか、という考えに至ってしまいがち。多子世帯の子育て支援について、所得制限が厳しすぎるため、対
象をもっと広げてほしいです。もう少し広い児童センターがほしいです。保育所併設の支援ルームでは狭いため、ある程度大きくなった子を連れて行きにくい。アンケートご苦労様で
す。よりよい子育てサービスを期待しています。

公園が多いのはよいが、小さい子どもが使いたい、使わせたいと思う遊具が少ない。未就園児が出会う場として、公園は大事だと思うのでもう少し力を入れてほしいと思う。

核家族が多いので、保育所に入所させてから仕事を探せるようにしてほしいです。ゆっくり職探しができない。もっと保育所を増やしてほしいです。広い公園をつくってほしいです。子ど
もたちが道、駐車場で遊んでいることが多く危ない。

アンケート書きづらい。ベビーカーで出かけるのですが電車に乗る時や少しの段差が気になるし大変。鼓滝の駅を降りると道がせまく時間によっては車が多く赤ちゃんとのお出かけは
危ないので通りたくないし、大きくなってもなるべく一人で行かせたくない。

自宅等にて親と子が向きあって過ごす時間と、定期的な保育でなくとも他のご家庭のお子様と子どもが交流を持つ様子を見守ることができる時間等をうまく使い分けて、家にこもりが
ちにならず、逆に子育てを人任せだけにすることはないようバランスをとって子育てできたらよいと思う。不安なことがあれば相談を、と多くの窓口が開かれているのは知っているが、
実際に利用しようと思うと迷ってしまう。出産前、妊娠初期に「不安があるので妊婦訪問を希望する」と書いたハガキを提出したところ、「希望されていたのでうかがいますがいつがよい
か」といの電話が、すでに不安な時期を長く過ごした後の出産２か月前にきた。そのような点で、制度はよいものがあるにも関わらず、運営されている現場の方が利用者の心情を理解
していないのでは、との不信感を持っている。ぜひよい制度をもっと利用者側の気持ちにたって運営していただきたいと思う。

車がないと不便な場所も多く、移動手段は車がなければ連れていったり、プレイルーム等にも参加したくてもできないことが多いので、バス（専用）や乗り合い等つくってくれたら皆参加
や利用しやすい

子育ての悩みを気軽に相談できる窓口があるのだと思いますが、実際には知らずに一人で悩んでいる方もいると思うので、そのような場所があることをみんなが知って、利用して子
育ての悩みを一人で抱えないようになればよいと思います。
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問32（自由記述）　　　　　「川西市でどのような子育てができるようになるとよいと思いますか。安心して楽しく子育てができることや、
　　　　　　　　　　　　　　　子どもが健やかに成長できるためのご意見がございましたら、ご自由にお書きください。」
求職中でも認可保育園には入れる環境があればと思います。近所の園は満員で入れません。また、母親が働きやすい仕事が川西で（近くで）あったらと思います。あと、飲食オッケー
の出入り自由の部屋があったらと思います。仲のよいママさんで集まる時に赤ちゃん（子ども）がいると、誰かの家になることがほとんどです。子どもが遊べるスペースの横や近くにそ
ういったスペースもあるとすごく助かります。

病児保育をしていただける場所、それを使用するにあたっての費用が安いこと、子育てセンターが日曜日も解放していただけたら嬉しいです。小学校などに隣接している施設なら運動
場の開放もあれば嬉しいです（三輪車可）。子育てセンターのイベントが昼からスタートしてほしいです。朝は忙しいので。一歳健診などの健診のハガキがもっと早く届けていただきた
いです。仕事をしている母親としては勤務の申請に間にあわない時があります。できれば２か月前には日にちを教えてほしいです。子育てセンターのイベントで“小児の病気”に対して
講習をしてほしいです。“熱が出た時”“手足口病とは”“ＲＳウイルスとは”など、小児科のドクターの話が聞ける場があればよいと思います。第一子の場合、すべてが初めてなので、
すべての病気でアセアセしてしまって。離乳食の料理教室（一時保育付き）があれば嬉しいです。母親の交流にもなりますし、みんな悩んでいると思います。特に後期から完了期のマ
マ。子育てセンターにおすすめ離乳食など、毎月冊子が発行されたら嬉しいです。季節の野菜やくだものを食べさせてあげたいのですが方法がわからないこともあるので。市役所に
キッズスペースがあれば嬉しいです。アニメのビデオを流したり手続きの間、子どもが気をそらすスペースがほしいです。子育てセンターに出張本屋さんが来て、絵本や雑誌の販売を
していただけたら嬉しいです。働いているママも専業主婦をしているママも安心して子育てできる川西であってほしいです。

理想は近くの公園くらいなら、子どもだけで遊びに行けるような街であればよいな、と思う。けやき坂は人口が増え、子どもの数も増えたので、もう少し近くに中高校があればと思う。山
を下って、遠回りをすれば時間がかかるので、人通りの少ない抜け道（けやき坂から清和台への近道らしい）を利用すると聞くが、正直女の子が（特に部活後など）通るるのには不安
があるように聞いた。女児３名の親なのでやはり性犯罪にあわないかどうかは常に心配している。後はやはり、いじめにあわないかも心配。先日、ニュースで観た「通学時間に植木に
水やり運動」はとてもよいと思う。犯罪や校外でのいじめには地域住民の目が抑止力になると思う。住宅のない人通りの少ない所には防犯カメラも目立つようにつけてほしいです。け
やき坂は店舗がないので夜は暗くて大人でもウォーキングに勇気がいる。

子どもの希望や将来を考えると、金銭的に負担が大きくなってきます。それを解消するには仕事をしたいと思いますが、子どもが小さい間はなかなか難しいのが現状です。今は子ども
たちが幼稚園なので、無理をして（子どもを保育園に預けて）働くよりも、自分の手で子育てしたい気持ちが大きいので、仕事をしないことを選んでいます。けれど、子どもたちが小学生
になっても、一人で（もしくは姉妹で）お留守番できるようになるまでには相当年月がかかります。幼稚園児だと不定期に預けられる保育施設もありますが、小学校低学年はそれもでき
ず、一人で待たせるのも不安なグレーゾーンだと思います。留守家庭児童育成クラブもあると聞きますが、人数が限られているとも聞きました。となると、子どもを３人、４人と産み育て
ることは困難だと感じています。出産一時金もとてもありがたい制度だと思いますが、産むときよりも育てる方により重点を置いていただき、子どもを育てていても働ける→金銭面にも
不安がない→３人、４人と産んでも大丈夫だろうというサイクルができあがってくれればよいと思います。母親学級で知り合った方々とは、子どもが幼稚園に入った今でも仲良くしてい
ます。同じ時期に子育てをするお母さんたちと知り合えたことで、助けられたこと、嬉しかったことがたくさんあります。子育て中の苦労や孤独も少なかったように感じます。母親や子ど
もが集まれる場所をつくってくださっていることに感謝しています。

数年前、大阪市から越してきたが、比べてみました。＜よかった点＞医療費タダ。無料で電動自転車の貸し出しがある。もっと台数増やすべき。＜悪い点＞公園が整っていない（草刈
りも１年に数回。水道がない。日陰がない。遊具のない公園ある）整っていないから同じくらいの子どもが出てこず、知り合いをつくりにくい（庭と変わらない）砂場の周りに猫よけのサー
クルを。本当に公園は整っていない所が多い。移住を考えている若い世代は、そこをかなり重視している。子育てしやすい街にしてほしいです。（南部だけでなく北部を）

私は多田院に住んでいて多田や鼓滝、総合センターなど行きやすく、多田、鼓滝は保育園、交流会は多いため、子どもも親も気分転換になり、子どもの成長も同年代や大きな子ども
の刺激になり発達が早く嬉しいし、友だちも増えて関東から来た私には心強いです。ただ清和台、けやき坂の友達はあまりないので、もっと増やしてほしいという声があります。バスで
しか利用できないのでベビーカーでも通いやすい所があれば嬉しいです。川西に来て嬉しいです。

市の財源を一番に考えるあまり、市民が何を必要としているかの本質がわかっていません。面倒だと思う気持ちを押さえて、本気で考えていただきたいです。

京都から引っ越してきましたが、（鼓が滝駅）踏切を渡る時など、必ず車の方が止まってくださり、安心して通ることができとてもびっくりしました。京都では道路の横断などなかなかでき
ず嫌な思いをしたことが多かったので。川西市全体の環境や雰囲気がよいという印象を受けています。残念なのは、あまり外で遊ばれている親子さんが少ないのと、公園が狭かった
り少ないのとボール遊び禁止の文字が。ご近所迷惑という理由だからだそうですが、初めから公園があるのがわかっていて公園そばにお住いになられたのでは。と思うのですが。
ボール遊びがしたくても自宅前を車が通ることも多く、必ずついて見ておかないと子どもだけで遊ばないのがとても残念です。子どもたちがのびのびと好きなだけ思い切り遊べる場所
が小学校ぐらいしかないというのが残念です。

川西市の中学校も給食にしてほしいです。けやき坂にも中学校を建ててほしいです。小学校の教員を増やし、一人一人をじっくり見てもらいたい。

認可保育園にスムーズに入園できるようにしてほしいです。入園するために、育休を早めに切り上げないといけない。（４月に入園するため）

川西市に引っ越してきて１年、出産して８か月です。ベビーカーを押して外へ出れば、いろいろな人に声をかけてもらい、とても気持ちよくお散歩ができますが、子どもの数がとても少な
いと聞いているので、友達が少ないのではないかと不安です。（小学校も少人数で２クラスなど。）実際、公園で遊ぶ子が少なく、雑草も生えていたりで遊具もあまり充実していない。
せっかく公園があるのに整備されていないので、もったいないように思います。公民館の絵本を０歳児でも見られるものを置いてほしいです。普通の絵本だとクチャクチャにしてしまう
ので、厚紙絵本があれば嬉しい。公民館の図書館がうす暗い感じなので、もっと明るくなればよいのに。本も全体的に古いので、新しい本とは言いませんが、もう少し新しいものをとり
入れてほしいです。

特になし

まだ主婦ですが、そろそろ働きに出ないといけない状況です。しかし、主人も働いているし、誰にも預けることができない場合に安心して預けられる場所が必要。小学生、幼稚園児が
いるため、それぞれバラバラに預けたりするコトもあります。仕事場などに保育してもらえる場所を増やしてもらえると安心して働きに出られると思う。とくに夏休みなどが家に居させる
のは不安です。

中学校の給食制度を進めてほしいです。私の住んでいる地域には小さな公園がいっぱいありますが、あまり子どもが遊んでいません。小さな公園をたくさんつくるより、メインとなる少
し大きくて遊具がおもしろい公園があったらよいと思います。

母子交流サークルの充実や、一時預かり制度の充実、子育て世代以外の世代（先輩）との交流があると、ありがたいと思います。

小学校の学童保育は小学３年までしか現在は利用できない。親の帰宅時間は定時退社をしても19時頃になり、放課後、家で一人で留守番させることに大変不安がある。子どもの安
全のためにも、希望すれば小学４年生以上でも学童保育を利用できるように制度を変えてほしいです。中学校に給食制度がないが、栄養の面、安心の面、親の負担の面から考える
と、給食制度の導入が望ましいと考える。

いつも行政運営ありがとうございます。希望１点、公立幼稚園を３年保育にしてほしいです。あと、けやき坂エリアから園区の清和台は送迎負担が大きいので、けやき坂保育園をこど
も園にしてほしいです。要望ばかりでスミマセン。これからもよろしくお願いします。

川西、鼓が滝周辺は、ボールで遊んだり、自転車で走ったりと気軽にできる公園がありません。そのため、家で過ごしてばかりです。上にも下にも兄弟がいると安心して皆を遊ばせる
ことができる場所がほしいものです。

医療費や私立幼稚園の補助金の所得制限を無くしてほしいです。小児科が少ない、古くて気軽に行ける所が少ない（医師の高齢化）。川西病院を充実させてほしい（外科）。能勢電の
駅のバリアフリー化。ベビーカーが通れない駅がある。児童館を増やしてほしいです。子どもが遊べる施設が少ない、あっても古くて汚い。歩道がせまかったり、信号がなかったりする
所が多い。子どもが安心して通行できるようにしてほしいです。子どもを預けて参加できるセミナーを広報で知って参加したが、ベビーシッターの方がボランティアで、子どもがずっと泣
いていてしんどかったと文句を言われ、もう二度と参加したくないと思った。広報で知って参加したもので、よいと思えたものがない。質を上げてほしいです。

公園遊具の追加整備。出在家公園には、すべり台、回転する遊具があったが今は撤去されたままで、ブランコ、鉄棒しかない。子どもが遊んでいることを多く見かけるので利用率は低
くないはずである

いろいろなサポートの現状にあわせた選択をして、専業主婦、子育てをしていますが、地域や幼稚園のサポートがもっと充実していて気軽に受けられる場合は、別の選択もあったと思
います。その場合は（サポートがもっと充実していたら）アンケートで聞かれているサポートの希望も変わってくると思います。

父親が高齢のため、年収の関係で保育料がとても高い。母のパート代の半分以上が保育料としてなくなってしまいます。しかし、父親の定年まであと数年なので、先のことを考えると
とても不安です。もう少し、その辺りを考慮して保育料を決めていただけると嬉しいと思います。または、保育料が高くてもよいので、保育料を母の年収（103万円または130万円）から
引いて扶養範囲内にしてくれると、もう少しかせぐことができます。でもこれは国に訴えなければなりません。
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問32（自由記述）　　　　　「川西市でどのような子育てができるようになるとよいと思いますか。安心して楽しく子育てができることや、
　　　　　　　　　　　　　　　子どもが健やかに成長できるためのご意見がございましたら、ご自由にお書きください。」
現在、６歳、４歳、２歳の子どもを持つ専業主婦です。この８月に東京から主人の転勤で川西市へ来ました。ここを選んだ理由は、主人の通期圏で、子育ての環境を重視し、宝塚沿線
のこの場所を選びました。地域柄、交通手段が歩き。自転車が難しいので家の周辺（鶯台の公園）で遊んでいます。川西市は駅周辺に文化施設や公共施設を設けていますが、未就
園児の子どもを連れて駅までは、日常的に行けません。この付近に住まいの方に聞いても、川西駅を利用するより、猪名川の方が子連れにやさしいとの声を聞きます。私は子育てに
専念しており、子どものための投資は厭いません。川西市内でお金を使いたい、川西市内に子どもを遊ばせ文化教育をさせたいと思える施設を、子どもたちのいる環境につくってくだ
さい。また、中流（低所得ではない）家庭で共稼ぎが不可能または望まない家庭にも教育費の援助拡大を望みます。都会へのアクセスもよく恵まれた環境のある川西市で、イベント
（子どもと環境）や、プロナチュラリスト、メディアをお呼びして（ＮＨＫモリゾー・キッコロ森へ行こうよなど）盛り上げてもよいのではないでしょうか。

私は現在育児休業取得中です。働くママさんの最大の壁は小学校低学年と言われています。私の場合、共働きで近くに親族はおらず、上の子は延長保育を含め、保育所にお世話に
なりました。上の子が小学校入学時、育休中であったため、家にいてあげることができましたが下の子が小学校に入った時は、放課後クラブが終えた後、家で一人待つことになり（上
は中１となり帰宅が遅い）不安です。お金は払いますのでファミリー・サポート・センターではなく、放課後クラブの延長保育制度ができればとてもありがたいです。

現在パート（週３日）で働いています。一時預かりを利用していますが、利用料が高い（１日3,000円）ことと、一か月当たりの利用日数が制限されているのが難点です。もう少し利用し
やすくしてほしいです。子どもが３歳になったら（現在１歳）フルタイムで働きたいので、定期の保育園に入園させたいですが、現時点では満員のようなのではいれるか心配です。やは
り保育園が足りていないのでは。定員を増やしてほしいです。０歳、１歳くらいの子は児童館や開放教室を利用しやすい雰囲気ですが、３歳くらいの幼稚園入園前の子はあまり利用し
てない様子です。２歳３歳（４歳）を対象にした日常的に遊べる所がもっとあれば将来的に安心だと思います。夏の期間、公園の草がのびすぎていて遊べなかったので、できればもう
少し手入れしていただけると助かります。

小さい子どもがあそべる公園がほしいです。いらなくなったベビー服、ベビー用品のリサイクル制度。

フルタイムで仕事をしております。保育所で預かってもらえる間は、なんとか時間のやりくりがつきますが、小学校に入ってからが大変に感じております。育成クラブの時間を、保育所
並みに拡大していただけることを強く望みます。夏休み中の受け入れ時間も8時30分からでは１人の時間ができてしまい、なんとか一般の勤務時間、通勤時間を考慮された時間枠を
お考えいただければと思います。

住んでいる近所には、子どもたちが楽しくのびのび遊べるような公園がなく、そのような場所へ行くにはわざわざ遠くへ行かなくてはいけないので、もう少し近くにもう少し遊具などのそ
ろった大きめの公園があればと思っています。

親もリラックスして子どもたちと遊べるようなところが少ないのでもっとつくってほしいです。遊べる場所がないのでこまります。幼稚園に入るまでに平日連れて行くところが限られ、ルー
ムみたいな子どもたちと一緒にごはん食べられたりできるようなところがあれば外にも出やすいしそのような場所があれば子育てももっと楽しくできると思います。

子育て世代への金銭的助成を増やしてほしいです。医療、教育費の充実をおねがいします。

今、安心して楽しく子育てができています。育児に専念しているため収入が少ないので、子ども手当がもう少し増えると嬉しいです。

公園が少ない（大型の公園が特に少ない）

以前、私用で市内の幼稚園（市立）の一時預かりを利用しようと思いましたが、提出書類に預ける理由を書かなければならず、人に言いづらい理由だったので結局書類を書けずに一
時預かりを利用するのを断念しました。（→市外の民間の託児所を利用しました）私用で子どもを預けるというだけで少なからず保護者として引け目を感じるので、私用の内容までは
聞かないでほしいです。

親の近所に住んでいる家庭をみるとうらやましい限りです。川西市では親子がそばに住み家を購入するとサポートしてくれる制度もできましたが、手伝ってくれる親が県外や他市にす
んでいる者にとって、制度やしくみだけではやっていけない所も多いです。隣近所、気軽にたのめる人づてなど自分でも開拓しておく必要があると思います。まだ少し我が子は先です
が、中学校の給食を願います。働く母親にとっての朝の弁当は重荷です。

育休中は「アップル」や「プレイルーム」等、利用させていただき、楽しくすごさせていただきました。今は、保育所に通っていますが、川西は他市よりも保育料が高いと聞き、それだけが
満足度が４になる理由です。

予防接種をすべて助成してほしいです。

多様な施設ができ、親は外から見ていると何がよいか（子どものために）悪いのかわからず不安一杯です。子ども、子育て支援制度っていうけど、親のあなたが選んだのですから、あ
なたが働きたいっていうから、この施設で仕方ないと責任を押しつけられるようで恐いです。今までの認定保育園の最低基準以上の保育がここではされています、という保障をしてほ
しいです。待機児童の時、園庭のない少人数でせまい託児所に入れて働いていました（とても心苦しかった）そちらの方（保育所以外の施設）の底上げや認定保育所の増施の方が真
の子どもの育ち、親の支えになるのではないでしょうか。園はいろいろ制度をおしつけてきます。でも実施主体である川西市はこんなに市民の近くにいて考えています、と底力を見せ
てほしいです。がんばってほしいです。

一庫は駅から遠いので、雨の時は車がないといろいろな施設に行けません。一庫駅ができるとよいな、と思っています。近くの公園にも砂場以外、遊具が２つあるだけなので、他の子
どももめったに来ません。自転車で畦野の方の公園まで行って遊ばせていたりしています。一庫の公園にも遊具が増えてほしいです。

地域ごとに参加できる会があると友だちをつくりやすいと感じています。また、週に一度それがあるとよいかと思いました。

南花屋敷に住んでいます。近くにある公園は小学生が多く遊具も少ないので、幼稚園ぐらいまでの子ども向けの公園ができると安心して遊ばせられます。

今の時代、両親働かないと、余裕のある生活が送れない。もっと市の方から働く等いろいろきいてほしいです。市営住宅の募集をもっとふやしてほしいです。

予防接種のスケジュールがわかりにくく、任意のロタなどの接種のタイミングをのがしてしまった。摂取する月齢頃にハガキなどが届くと、接種忘れがなくなると思います。児童センター
や歯科センターなど、無料で参加できるのに利用している人は一部しかいないと思うので、もう少しわかりやすいアピールをしてほしいです。（私も歯科センターは一歳半健診の検査
結果をもらいに行った時が初めで、いろいろセミナーなどをやっていることを知り、参加しています）近くにある公園は草がボーボーで、人気もなく、薄暗い感じがし、行きにくいです。も
う少し、明るい感じで行きやすい雰囲気だとよいのですが。

子どもが思いっきり外で遊べる広い場所があるとよいと思います。凧揚げもできません。公園はありますが、狭くてキャッチボールもできない所ばかりです。ボランティアの方々に毎日
していただけている小学校の登下校の見守りは安心して子どもを学校に送りだせ、とても助かっています。周囲の方々の温かいサポートが子育てに重要だと思います。

中学校での給食を強く希望しています。週に３回などでもかまいません。宝塚や西宮、猪名川町では実施されているのになぜ。と思っています。親の朝の負担がとても軽減されると思
います。お願いします。公立の保育所が古い。私立と比べると差が大きすぎる。ベテランの先生がいたり、園庭が広かったりするのはとてもよいので、建て替えやリフォームをしてほし
いです。小学校の授業時間が少ない。高学年になっても、６時間目がある日が週２日しかないというのはおかしい。働いているので、子どもが学校にいる時間が多い方が助かります。
放課後に学習をサポートしてくれる制度ができているのはとても嬉しいです。もっと高学年になっても学校で放課後を過ごせる制度を充実させてほしいです。

１歳になるまでは地域ごとや児童館、小学校などで赤ちゃん交流会があって、同じ年の子どもを持つ母親同士、子ども同士の交流がしやすかったが、１歳以降は定期的に行ける場所
が少なかったり、遠かったり、人が少なかったりと交流する機会が減ったのを感じました。現在住んでいる地域は、子どもが少ないようなので同世代の子どもと遊ばせるのが難しい。
公園もタバコの吸い殻やゴミが落ちていることが多く、小さい子どもを遊ばせるのに安心して遊ばせにくい。この前まで草がボーボーに生えていた。

道がせまかったり、歩道がなかったり、急な坂道が多いので、幼稚園や小学校へ通う道中が不安。安全面でのサポートがあればよいなと思う。近所の公園の遊具もボロボロだったり
するので安全に遊べたらよいなと思う。保育園での室内開放、園庭開放、親子共に楽しませてもらっています。

小児科が本当に少なくて困っています。増やしてほしいです。

近くに病院が少ない。予防接種も市内だけではなく、兵庫県内であればどこでも受けられるようにしてほしいです。街灯が少なく暗い場所が多く危険である。車がよく通る場所にもガー
ドレールや歩道がない所が多い。

川西市はゆっくりとしている町で、とっても住みやすいです。が、子育ての面ではもっと制度が整うとよいなと思う点もあります。このアンケートでもあったよう、病児保育、学童保育（４
年生以降）に不安が大きいです。子が病気の時に見てもらえる場所、人がいないこと、子の病気によってたくさんの人に頭を下げて仕事に穴をあけねばならないのは本当に辛いで
す。川西市に病児保育ができますように。
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問32（自由記述）　　　　　「川西市でどのような子育てができるようになるとよいと思いますか。安心して楽しく子育てができることや、
　　　　　　　　　　　　　　　子どもが健やかに成長できるためのご意見がございましたら、ご自由にお書きください。」
小学校入学前の子どもについては、一時預かりをしている事業所が増え、どうしても困ったときには預ける場があるように思います。しかし、小学校入学後、特に低学年の間は、まだ
一人で留守番をすることができず、留守家庭児童育成クラブ入所対象外の子どもは、親の留守の時、居場所がありません。今通っている小学校は、子どもの下校途中の事件を防ぐ
ため、一斉下校させるので、昔のように放課後、学校に残って遊んで帰るということができません。私の家庭では、下の子（未就園児）の持病の通院、親の介護のため不定期に片道一
時間かけて通っています。年間通じて出かけなければならないので、子どもが３時に帰宅するまでに必ず帰宅しようとすると精神的な疲労感を強く感じています。親が留守の時に、い
つでも気軽に遊んで帰られるような場所が小学校内にあればよいと感じています。現在存在する放課後子ども教室は決まった時間に興味ある子が登録して参加するような形式に
なっており、保護者のニーズに合っていません。大阪府には常時働いていない家庭の子どもでも参加できる場所があるように聞いたことがあります。

公園の増設。既存公園内の遊具の充実。学童保育時間の延長。長期休暇時の高学年生の学童保育受入。中学の給食導入。小学生の医療費控除。所得制限の廃止。

留守家庭児童育成クラブも保育園（所）と同じように、夜19時まで見てほしいです。小学生になって祖父母の力をかりないと迎えに行けないことが増えた。共働きをする上で、もう少し
サポートがあったら働きやすいと思う。

子どもの救急の病院がもっとあってほしいです。就学前の幼児の集まれる場所が身近にあればよい。（危険のない遊べる場）

就学前だけでなく、ニュースでは殺人事件が多く、外で一人遊びは恐くてさせられません。公園やスーパーでも知らない方から声をかけられることもありますが、さまざまなニュースが
あるので「この人は。怪しい」と疑ってしまうことがあります。「安心」はどうやっても難しいと思います。就学前はとにかく親がしっかり目を離さないでいないといけないのでは。市にして
ほしいことは、妨げる事故を防いでほしいです。例えば車のスピード。信号や渋滞を避けるために住宅街へ入ってスピードを出す車がとても多い。警察に頼んでください。ただ、マナー
が悪い人が増えているだけなのでしょうか。

子どもに係るすべての人が、子どもの成長に影響していくと思います。子育て施設、学校などで子どもに接する方々の質の向上、負担の軽減（目が行き届くようにする）が必要だと思
います。

子ども、親と共に交流できる場がほしいです。赤ちゃんのうちは交流しやすいが、子どもが大きくなるにつれて交流する場（園庭開放などは赤ちゃんや２歳位までが多いので）が少ない
ので、習いごとやカルチャースクールなどで交流できる場があればよいなと思います。また、上記の習いごとなどがわかりやすい一覧になったりしているものが配布されているとよいな
と思います。

川西市以外での乳幼児医療の清算の手続きがややこしいというかめんどうくさい。一度、自分で支払うのではなく、請求書渡すので対応してほしいです。ヨメの実家が県外なので、子
どもの病院がよく県外に行くことが多いためです。前向きな改善よろしくお願い致します。

公立の園と私立園では（サービス、質）に大きな差があるように思う。公立お役所的。私立ビジネス的。な感じ。費用を出せば質のよい保育＆サービスが利用できるということであれ
ば、多少無理をしてでも行き届いた環境での保育を希望する。幼児期における環境はとても大切だと思います。しかし、利用料ばかりかかり、働いて得た収入のほとんどがなくなると
いう状況では何のために働くのか、疑問に思う。費用対効果が高ければよいのですが。景気が悪く、生活のために働かなければならないが、子どものことを考えると、一緒に居られな
い分、よりよい環境での保育を望むのは当然の流れだと思います。また、昨今どの地域においても治安は悪くなる一方です。小学校へ入り、「高学年だから１人で留守番できる」という
のは昔とは変わってきているのではないでしょうか。１人で留守番中、下校中男女差なく、やはり危険だと思います。性犯罪に巻き込まれる可能性も高いです。１人で留守番させるの
は危なく、不安だから多数の習いごとをさせて１人で居る時間を少なくしているなど保護者なりに対策をとっています。高学年とはいえ、まだ判断力の弱い小学生なので可能であれば
（希望者のみ）高学年でも留守家庭児童育成クラブの利用ができればよいなと思います。子育て・家庭・仕事の両立は、本人の努力はもちろん、周囲のサポートがなくては両立できま
せん。未来を担う子どもたちのためによい環境づくりを切に願います。

幼稚園によって地域の人とのかかわりなどが大きくちがうと思いました。小さい幼稚園などの方が、いろいろな人からのかかわりや、手助けなどがあり、幼稚園の中だけというのがな
いことの方が、よいというふうに思っております。しかしながら、少人数だからといい、廃園などという形になってしまい、アットホームな幼稚園がなくなり、地域のかかわりなどがなく、人
数だけ集めて子どもが集まればよいなどという風に思ってしまいます。廃園にするといった幼稚園も名にあがっていますが、子どもの人数だけでなく、たくさんの人々とのかかわりな
ど、幼稚園としての方針もみていただきたいと思っております。子どもが健やかに成長できる幼稚園を目指していただきたいと思います。子ども１人とかかわっていく子どもに仕方がな
いからと我慢をさせるといったことが少しでもなくなってほしいと親としては思います。それぞれにきちんとかかわるためにも、行事などの時には、その子になにごともなく全力でかか
わっていける場を子どもの人数が多ければ多いほど余計に思ってしまいます。

幼稚園に通う道路が歩道もなく、車の交通量も多く安心して通えません。何か対策をお願いします。

川西市内のすべての保育所において、０歳児を対象とした保育を取り入れてほしいです。ＪＲ川西池田周辺に私立または私立の保育園を開園してほしいです。

地域の子育て情報を活用しながら地域や同じ子育てをしている人と関わり合っていきたいと思う。子育て情報のチラシ等もっといろいろなところで配布してほしいです。また、働きなが
ら子育てする母親に対しては、市のサポート等あればよいのではないかと思います。（再就職支援）

子どもが利用できる遊具のある公園等を増やしてほしいと思います。ドラゴン公園は駐車場が有料になり利用しづらくなりました。子どもを思いっきり遊ばせたい時は川西市外の有馬
富士公園や五月山公園等に行っています。また図書館も能勢口にあり、有料駐車場か電車、バスを利用しなければならないので、いつも猪名川の図書館を利用しています。もっと郊
外の車で利用できる施設をつくってほしいです。

保育所が１歳の育休復帰に合わせて入所できるように０歳児だけは予約できるようにしてほしいです。求職中などの人が４月から入れていて結局入れない。転所よりも兄弟児を優先
してほしいです。学童保育の長期休み中くらい、給食にしてほしい（お金は払います）。中学校を電車でしか行けない所にしか建てないなら、定期代を払ってほしいです。不公平。か、
自転車通学を認めてほしいです。中学校も給食にしてほしいです。保育所と幼稚園の予算が違いすぎる。共働きで保育所に通わせている方が、税金をいっぱい払っているのに。幼稚
園に認定こども園を増やしても、幼稚園の年代になると利用料金、お弁当、平日の親子行事などで利用できない。それで０～２歳児の定員を増やしているとされても困る。きちんと保
育所をつくってほしいです。

子ども預けて働いている母親は仕事、家事、育児で疲労困憊しているので、たまの休日にはリフレッシュしたい。でも、その理由での保育所利用はできないのでそのような制度があれ
ば非常に嬉しいです。でも、それはワガママなのでしょうか。

近くに親族がいない場合、気軽に子どもを預けられる預け先があるとよいと思います。事前に登録しておかないといけなかったり、利用料の負担が大きいような制度は使いにくいで
す。

認可保育所に入所していますが、就学するにあたり幼稚園と同様、年長児だけでもよみかきや時計の見方など、教育面の時間を増やしていただけたらと思います。また、週末等、な
るべく多くの子どもたちが学べる（参加型）でもよいので勉強サークルみたいなのがあればとも。（幼児も）身近のどこにあるのかわからず。サービス業についているので土日の出勤も
あり、日曜の午前中だけでも保育できる場所も増えればとも思います。

市立幼稚園でも延長保育など受けいれがあれば助かると思う。給食制度もあればもっとよい。

保育園の空きがないと市役所で言われたので、もっと空きがあればよいと思います。

子が１歳の時に、母親の私がインフルエンザにかかり、40度を超える熱でもうろうとしたことがありました。その時、一時預かりやファミリー・サポート・センターを利用できたらと考えまし
たが、いずれも事前登録が必要だったので利用できず、結局、傍記の子どもたちを看病しながら、フラフラになって子育てしていました。あの時、手助けしてもらえる方法がなかったの
か。自分で、いざという時にあらかじめファミリー・サポート・センターなど利用登録しておけばよかったのか、知識がなかったようです。川西市で子育てしていて、いろいろな支援事業に
は充実していると思っています。第１子出産のときは母親学級や赤ちゃん交流会のおかげで本当に助かりました。次の子の時も、地域の子育て広場に積極的に参加するつもりだった
のですが、育児が大変で引きこもりになりました。毎日、主人が帰宅する夜22時まで（大人と会話せず）一言もしゃべっていない自分がいました。どんどん暗い気持ちになり、落ち込み
ました。２歳になって頃から、長く歩いてくれたり、少しずつ外出できるようになったので牧の台多胎児交流会等に参加できました。子育て広場に参加できると、母親の精神状態が本当
にちがいます。がんばれます。スーパーまで30分以上かかるので、子どもが乗れる電動自転車の貸出も応募しましたが、残念ながら落選でした。ありがたい子育て支援だと思うので、
次回も応募したいです。まだ先ですが、中学校も給食になるよう、願っております。

特別に支援が必要な子どもたちに接する立場の方は前もってそれなりの知識を身に付けて（研修を受けていたとしても活かされていない）ほしいです。そうでないと安心して預けられ
ない。

育児休業中は、子育て広場や交流会に参加していましたが、事業がおこなわれているのはほとんどが平日午前中であり、仕事に復帰してからは参加できない現状です。子どもが友
だちをつくるよい機会であり、仕事で昼、子どもの園ママとも交流の場がなかなか持つことができません。季節ごとの行事（クリスマス会）等も、休日にも実施してもらえると嬉しいです。

診ていただく医師との時間都合もあると思うのですが、乳幼児健診（４か月、１０か月、１歳半等）の時間をもう少し考えていただきたいと思います。午後からなので上に兄姉がいる場
合、必ず幼稚園等のお迎えの時間と重なります。午前中にしていただければ、と思います。

大阪府（猪名川）のように川西も病院や幼稚園などの面での補助金を増やしてほしいです。買い物する際に二人連れて（子どもを）する際に、一人をカートに乗せられるが一人は歩か
せて連れて買い物をするが二人連れの人はほぼカートに乗っていない方の子どもが母親の手を離し逃げて悪さをするので、ゆっくりと買い物することができない。海外のようにスー
パーなどのカートを大体皆さん二人子どもを持っておられるのでカートを二人乗りの物をつくり、川西市のスーパーなどに設置していただきたいと思います。
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問32（自由記述）　　　　　「川西市でどのような子育てができるようになるとよいと思いますか。安心して楽しく子育てができることや、
　　　　　　　　　　　　　　　子どもが健やかに成長できるためのご意見がございましたら、ご自由にお書きください。」
元気なお年寄りの方がたくさんいらっしゃるので、子どもたちに声かけ、コミュニケーションをとっていただくだけでも十分だと思います。昔は近所のおじいちゃん、おばあちゃんとおしゃ
べりしたり、昔の遊びを教えていただいたり、そのような光景はめずらしくはありませんでしたが最近は少なくなったな、と思います。お年寄りに限らずですが。

医療費について。就学前は所得にかかわらず、無料になればとてもありがたいです。まだまだ医者にかかることが多いので。

近所に公園が多いので、いろいろな公園へ行かせて子どもも楽しんでいるが、古い遊具がどんどん撤去され、そのままになっているのが残念です。修繕するか新しい遊具を導入して
いただくと、より子どもも楽しめると思います。また、公園にゴミが散乱していることもあり、子どもの教育にも悪いし、危険物（ガラスの破片やタバコなど）を見かけることもあるので、住
民１人１人の意識を高めることも必要かと思います。

医療費ですが、子どもが３人おり未就学児は外来負担金０円、小学生は月２回まで800円負担と２割負担が現在受給しています。年齢で区別ではなく、小学１年から６年までは月２回
800円にしていただけると助かります。

市立の幼稚園に通っています。川西市立の幼稚園は給食や延長保育がありません。まわりの私立幼稚園にはほとんどこれらのサービスがあります。週１回でもよいので給食や延長
保育を公立の幼稚園で取り入れていただけたらありがたいです。（まだまだ兄弟も小さいことが多いので）南花屋敷に住んでいます。サッカーや野球など、ボールを使って遊べる公園
がまったくないです。大きい公園があればよいなと思います。

子どもの性格形成は家庭がもっとも影響すると考えています。それには母親の笑顔が一番だと思うのですが、やはり日々孤独を感じます。保育環境を整え、より子どもを預けやすくで
きればと思います。小学生の預かりも充実してもらえたら嬉しく思います。

フルタイムで働く母親は忙しく、時間がなかなかない。簡単でいつでも気軽に利用できるサポートがよいです。時間外も安心して働けるサポートがほしい。子育て中の家庭には優遇措
置がたくさんあると、この街に住んで子育てしようという方が引越ししてこられるのではと思います。子どもも増え、人口増加につながるとお年寄りも住みやすい街になると思います。バ
スや電車の割引、医療費の免除、私立学校の入学者への補助、中学校の給食提供など。早朝でも登校できる小学校（朝食つき）なども実施している自治体もあります。かゆいところ
に手が届く、そのような子育てサポートがほしいです。市役所も平日だけでなく、土日も開いていると嬉しい。書類のために休みをとるのも大変な方も多いのでは。

子どもたちがたくさんの自然に触れ、伸び伸びと過ごせたらよいと思う。また本来は家庭での躾になると思いますが、地域の大人たちからの挨拶や声かけも充実すると、子どもたちも
気軽に挨拶ができるようになると思う。公園について、幼児がいる家庭なので特に思うことですが、遊具の充実と犬の散歩の公園内禁止をしてほしい（罰則など）。地域の飼い主のモ
ラルにもよると思いますが、公園内に犬の糞があるだけで、伸び伸び遊ばせられない。砂場の中にも落ちていることがあり、大変困る。細かいことかもしれませんが、大切なことだと思
います。静かに勉強（学習）できるスペースの開放も必要だと思う。夏は涼しく、冬は暖かく、管理者も必要だと思いますが、長期休み、土日祝など、利用できる所が少ない。１か所に
集中せず（能勢口辺りなどに）、地域に分散させてほしい。

集まって何か遊べるようなことができるのは嬉しいですが、歩いて行ける近場で、無料で、時間帯も昼からあると嬉しいです。朝から昼までバタバタしているので、13時から16時頃だと
交流しに行けるのですが、いつも10時からなどで昼には終了しているか、料金がかかったり、バスなど利用しないと行けなかったり、近くの公民館でも、他の公民館は子どもの参加型
がいろいろあるのに高齢者向けのものが多く、あまりないような気がしているだけなのか、広報誌であまり見かけません。今後何かできるのなら、そのようなのも考えていただけると助
かります。

さくら園でのＳＴ、ＯＴ、ＰＴの先生を増やしてほしい。

東谷行政センター付近の道から山下駅あたり道幅がせまい。日生中央から山下方面に向かう道路の坂道、高校生の自転車のマナーが悪い（スピード）。一庫２丁目の久保食堂の前
の道路、前川大橋と交わる所、一旦停止を無視したりする車があったりするので押しボタンの信号でもよいので横断歩道をつけてほしいです。

母親以外、遊ぶのも無理で、いろいろな施設でのコミュニケーションもとらせたかったが、それも嫌がり、本人の意思のまま、気のむくままに幼稚園や保育園の園庭を利用していまし
た。（自由に出入りができるため、ひと通り遊んだら帰れるという利点）人に預けることもできず、友だちとも遊ばない。少しオープンな開放施設的な場所があれば入りやすいかと考え
ましたが、なかなかなくて、不慣れなままです。「建物内」というのが多いのが気になりました。川西市の公園、幼稚園など、夏はヤケドする温度にまでなる滑り台。今は滑る斜面が昔
のような銀色のテッパンのようなものではないものがあるはず。せめて公立幼稚園の滑り台くらいは夏でも使用できるものにするべき。清和台幼稚園内にはブランコもないので、人数
に合ったスペースと運動場、せめて滑れる滑り台を、と思います。となりの公園との境をなくしてほしいと思います。幼稚園で入園を考える時、わりと重視しているよう（多数）。安全な広
さと安全な遊具、元気に走れる場所の確保。園内については納得しております。

地域のパトロールの強化と公園のさらなる整備をお願い致します

夫婦ともに他県出身で（九州、富山）近くに支援してくれる身内がなかったので、子どもが病気になると夫婦で仕事を調整し、休みをとるのが大変でした。今後、病児保育をしてくれると
ころができたらよいと思います。

現在、公立幼稚園に通っていますが、12時降園の日が週に２回あることと、その月によってお弁当日が変更になることが数日あることによって午前中だけ働こうと思っても働けないの
で、それをなくしてほしいです。公立幼稚園の園児数がだんだん減ってきているようですが、降園時間を毎日同じ時間にすることによって、数時間でも勤務できるようになって、保護者
も気分転換もでき、金銭的にも少し余裕ができるので、入園する人も増えると思います。また、近所に子どもたちが遊ぶ公園が小さい公園しかないので、もっと多い公園をつくってくだ
さい。

妊娠中は知らなかった児童館や保育所のプレイルーム、交流会等、予定がない日はほとんど行っています。そのおかげでお友だちもたくさんできましたし、悩みがあれば相談したり
と、最初は勇気がいりましたが、行っていて本当によかったと思っています。しかし平日のみの所が多いので、土日祝日も開いていると嬉しいです。父親が日祝休みなのですが、仕事
が忙しく休日でもいないことが多いので、そのような日に児童館が開いていたら、といつも思っています。現在住んでいる所は道が細かったり、ななめに傾いていたり、狭い道でも交通
量が多かったりと、とても歩きにくいです。普段、車は乗らずにベビーカーが多いので、本当に不便です。歩道が途中でなくなってしまったりして、引っ越してきた当時は回り道をしたり
と、道をよく知らなかったので大変な思いをしました。もっと、ベビーカーでも歩きやすい道ができると嬉しいです。よろしくお願い致します。

母親学級でママ友をつくったり、助産師会の赤ちゃん交流会に月１回行ったりして、なじみの関係が母子ともにできて、本当によかったと思っています。赤ちゃんをつれて、どんどん外
へ出ていくことの大切さをみんなに知ってもらいたいです。保育所でも、親同士のつながりを大切にしてくれる保育所なので、とてもありがたいです。保育所には安心して預けることが
できます。信頼できる保育士の先生がいらっしゃるから本当によかったと思っています。子どもをあずけるのは、あちこちいろいろなところではなく、１か所でなじみの先生や保育士さん
にお世話になりたいです。多機能性が必要なのだと思います。保育所は本当に恵まれていると思います。警報が出ても休まず、お盆も休まず、助かります。手づくりおやつ、給食も本
当に助かります。アレルギーの対応も、細かくしていただけてありがたいです。（学童、なんとかならないでしょうか）

安全で遊ばせられる公園などが少ないように思います。公園よりも園庭や校庭で遊ばせる方が安心できます（関係のない人は入ってこないので）。室内でも室外でも、放課後、子ども
たちが安全に遊べる場があればよいと思います。川西は車が多く、遊びに行く場所へ行くまでも危険な道が多いです。

待機児童をなくすこと。そのためには保育園と幼稚園が連携したシステムが必要だと思います。また子どもたちが遊べる公園をもっと増やしてほしいです。妊婦健診の助成金システム
ですが、近隣の市に比べて自己負担が多いのではないでしょうか。検査をすれば、それなりの金額になるのに上限金額がその検査を考慮された金額と思えません。現状のシステム、
環境では「是非、川西で子どもを育てたい」というようには思えません。

地域とのつながりは大事。人との関わり、つながり、あいさつ。

困った時に就労の有無、手伝いをしてくれる人の有無など関係なく、誰でも気軽に相談できたりサポートを受けられる仕組みがあるとよいと思う。インフルエンザ等の予防接種に対す
る助成をお願いしたい。インフルエンザは子どもは２回接種しなければならないため、負担が大きく、受けたくても受けられない人もいる。大流行を防ぐためにもぜひお願いしたいで
す。

今年、川西市に引っ越してきて感じたのが、小さい子どもが遊べる公園が少ないと思いました。遊具が少ない、砂場がないなど、子どもがおもいっきり遊べるにはものたりなさを感じて
います。

公園が古く、少ないため、地域のプレイルームを増やしてもらいたい。保育所の一時保育をもう少し利用しやすくしてもらいたい。夜間救急時の病院を増やしてもらいたい。（歯科.外科
など）総合センターなどの行事を増やしてもらいたい。歩道の狭いところ、ないところの整備。幼稚園、保育園の利用者負担が減るとよいと思います。電動自転車の貸し出し台数を増
やしてもらいたい。

私の住んでいる平野に限って言えば、公園が少なくあっても狭い、また住宅街の道が狭い上に、車の通行量が多いため、日々子どもたちが安心して外遊びできないように思う。今子
どもがまだ小さいので関係ないことですが、今後保育園や小学校に進むうえで、給食の安全性が気になります。市のホームページにも食材の産地はちゃんとアップされていますが、
放射線物質の基準が国の暫定基準に沿ってではなく、震災以前の基準に沿っていただければ保護者として預けることにものすごく安心です。国の基準よりも川西市として独自にその
ような基準をたてられてもよいのではないでしょうか。

公立の幼稚園も3年保育になれば嬉しいです。防犯上、男の先生がいたらよいと思います。

31



問32（自由記述）　　　　　「川西市でどのような子育てができるようになるとよいと思いますか。安心して楽しく子育てができることや、
　　　　　　　　　　　　　　　子どもが健やかに成長できるためのご意見がございましたら、ご自由にお書きください。」
大阪市のように、市長によって子どもの教育、芸術、個性などが成長するための場所の廃止や、教育現場の混乱等、政治を持ち込まないでほしい。私の住んでいる場所は比較的、裕
福であるように思われますが、やはり親の収入によって教育（習い事）の差は出てくると思います。私の子どもたちも、習い事ができるほど、お金に余裕ではありません。親の収入に
よって教育に差が出る今の社会はおかしいと思います。すべての子どもたちが、平等に教育（もちろん川西市の教育、学校にはとてもよくしていただいています）する場所があればと
思います。財政的な面でどの市町村も大変であると思いますが、未来の大人になる今の子どもたちが希望を持って社会に出られるように、川西市の教育が自由で、心が豊かで人を
思いやることができる、教育を続けていただきたいと思います。

広い公園が少ない。

娘は現在英国に在住です。英国ではそれほど一般的に近所付き合いは無いようです。ただ、子どもに病気などケガがあれば、即どちらの親が（夫婦）が駆けつけています。娘の勤務
先と幼稚園は車で5分から10分の距離です。子の祖父母は車で数時間ぐらいの場所ですので、１日仕事を持っていますのであまりあてにはできませんが、病院の方が回復まで入院さ
せてくれます。かなり待遇はよいです。育児休暇も常識として可能であり、長期で、しかも給料の30～50％はもらいます（休暇の最初は多い）国からの補助もあり。ナーサリー（保育
所、幼稚園）に行っていますが、来年の5月から小学校入学のため、いわゆる学童保育の場所を苦労しています。ナーサリーと同様私学は高く、ピンキリなので少し苦労しているようで
す。日本では何より母親が働けるように、子どもを預ける体制が十分となるようお願いします。がんばってください。

公立幼稚園にも、預かり保育があればよいと思います。発達障害の子どもの療育施設の充実。

公立幼稚園の3年保育。公立幼稚園の給食実施。

保育所を増やしてほしい。空きがないといわれるので働けない。とにかく入れるようにしてほしい。

保育所に入所したい時に入所できず、年度初めでなければ入りにくい状況、今現在も待機児童が多数いらっしゃると思うので、その解消方法をもっと見直していただきたい。（保育所
の増加など）保育料をもう少し安くしていただきたい。（1人目の時の保育料が結構高かったため）

子どもの救急病院が川西市にもあるとよいと思います。

一時的に預かってもらいリフレッシュをしたい時もあるが、有料のため（今の料金）では、経済的困難なため預けることを我慢している。たまには預けてリフレッシュしたかと問われる
が、経済的余裕はなく、預けたくてもできない。年間に何枚か、預け保育無料券みたいなのがあると嬉しい。

公園をもっと増やしてほしいです。

川西市に引っ越していたときに、子育て施設がどこにあるのか場所や情報が得にくかったので、引っ越しの手続きをする時に子育て世代には、子育て施設などのチラシやパンフレット
の案内などあると嬉しいです。引っ越ししてきて土地勘がなくて公共施設の場所もよくわからなかったりする時があるので、スーパーなどでポスターなどが貼ってあったりすると嬉しい
です。２人目出産になると上の子がいたりでなかなか妊婦の時や、出産後に友達を見つける機会があまりなかったりするので、転勤族の人はなおさらそうでは無いかと思うので、２人
目の人も集まれる機会がどこかにあるとよいと思います。

わざわざ２人目が生まれる前に市役所に申請を出させておきながら、上の子の園になかなか入れず（空きがあったのに他の人を入れたりしていた）無認可の園に預けざるをえなくな
り、月10万円ぐらいかかった。それが数か月続きかなりの赤字になった。あらかじめ復帰予定も記入しているので、空きがあるなら新しい人を入れるのではなく、優先枠として置いてほ
しかった。当時はパートだったから優先順位も低かったし、他に預けて先に復職しないと優先順位も上がらなかった。母子家庭の園の使用料もおかしいと思う。市役所の人によっても
母子か親と同居しているかきっちりしてない人もいて、極端に安く利用できる人もいた。本当に母子で余裕がない人だけにしてほしい。川西は住みにくい。

国レベルになると思いますが、所得に関係なく２人目以降いろいろな面で優遇されると助かる。子どもの数も、増えていき、がんばろうと思える。

下の子が来年の4月から小学校に入り、私も何か仕事を始めたいと思いますが、主人の休みが少なく、平日しか休めないこと、近くに親族もいないので、長期休み中のことなどを考え
ると働ける気がしません。多少の金を払ってでも気兼ねなく利用できる子どもの預かり施設があれば助かります。また私は公立の幼稚園に娘を通わせましたが、年々入園数が減って
きています。先生方も信頼できるし、季節ごとの行事や地域の方との交流、どれも満足ゆくものばかりです。それなのに私立に園児が流れるのはもったいないなぁと思います。周りの
お母さんたちの意見から考えても、3年保育の実現が問題解決に近づく着実な方法だと思います。あと、私立に行っても公立とそんなに金銭的差がなければ、より長く預かってくれて、
お弁当もいらない私立を選ぶ人が多いと思います。 「3番目だと私立に入れる方が、返ってくるお金を考えると安い」と言う方もいます。さすがにおかしいと思います。

地域の善意にゆだねる施策（ファミリー･サポート・センターや放課後子ども教室）も悪くはないが、保育所や幼稚園などきちんと資格を持ち、しっかりとした体制が整った場所で日常・
休日・夕～夜間預かっていただけるようにならないかと思う。ちょっとした相談ごとでも相談しやすく、一番の子育て支援になるのにと思います。また、小学生になると一気に利用できる
場所がなくなることも不安です。宝塚には児童館の数も多く、長期休み中でも子どもたちだけで安心して利用できるのになど他市と比べてしまいます。医療費の補助も三田や宝塚に比
べると遅れていますし。子育て環境はまだ整っていない。もっと考えてから住む場所を考えるべきだったと思ってしまいます。オンブズマン制度など他市にないよい点もたくさんあるの
で、ぜひ検討していただきたいです。

今娘は待機児童です。早く仕事に復帰したいですが、保育園の空きがないため職を失いそうで恐ろしいです。もう少し、児童人数を増やす＋保育園を増やすことができるとよいと思い
ますが難しい問題ですよね。

子どもに大切なものはもちろん学校、幼稚園、その他の支えとなっていただける環境も重要だと思っています。でもやはり家庭が子どもにとって安心でき、また最大の教えの場である
と考えておりますので、家族の中でのコミュニケーションをこれからも大切にしていきたいと考えます。

幼稚園と保育所は一緒にしたらよいと思います。今少子化なのに核家族なのに、1～2歳は少人数でよいと思います。 3歳からは、団体の練習をするときかなと思います。 小学校に
なっての団体行動に慣れてほしい。幼稚園の延長保育を19時・20時まですればよいのに、他の市でやっているところもあります。川西市は中学校の給食もない。学童も3年生まで4年
生も大事な年代ですから学校で見たほうが学業も進むし、家で1人の時間が少なくなると思います。子どものためにもう一度全部を考えてみては。保育所、幼稚園、小学校、中学校、
高校見直しをしてみてください。ずっと思っていたことなので書けていてすっきりしました。ありがとう。

子どもが認可保育園に通っていますが、定員よりだいぶたくさんの子どもがいます。待機児童減らすためでしょうが、やはり基準内で子どもたちがのびのびと生活できる環境は大切だ
と思います。詰め込むのではなく、保育園等を増やすといった問題解決を望ます。小学校の通学路が危険だなぁと思うことがあります。特に朝の時間帯は、交通量が多くガードレール
もない歩道の狭い道を子どもたちが通っているのを見るとヒヤヒヤしますし、我が子も小学校になったら通ることを考えると心配になります。

子どもが多いので、子どもが多い家庭がもうちょっと優遇されるような制度があればよいと思います。例えば、池田市は4人目が生まれると車を貸してもらえたりするので。また中学校
給食にしてほしいです。

留守家庭児童育成クラブについて、現在小学校3年生までですが、小学校4年生以上でも夏季休暇などの長期休暇の場合は、通えるようになればよいと思います。また、お盆期間中
育成クラブは休所となりますが、就労形態は様々であり、お盆期間中も営業している会社も多いと思います。できれば、お盆期間中も開所していてもらえればよいと思います。病院保
育施設が自宅近くにあれば便利だと思いますが、通常の保育施設と一体になっていると、自分の子どもが病気でない場合などは不安があります。預けるにしても、診療所が隣接して
いて、なおかつ看護師が常駐していなければ預けてないと思います。保育所が数多くできることが望ましいとは思いますが、行政主導の保育所、行政が管理もしくは監督するものであ
ることを希望します。認定こども園も話を聞くだけだとよい施設だと思いますし、通わせてみたいとも思いますが、行政主導の下によりよいものができたらよいと思います。

よくわからないのですが、もしなければなんですが、池田市や他のところは、子どもを３人以上産んだりすると、車がもらえるなど。川西市もそのような制度がないのであれば是非つ
くってほしいです。私は子どもを３人育てていますが、もう１人考えています。そのようなのがあれば、 産むのも少し楽しくになる気がします。もしあるのであればすいません。

一時預かりで気楽に利用できる施設を増やしてほしい。幼稚園の預かり保育を実施してほしい。長期休みの中の預かり保育も実施してほしい。

国や自治体が主体となり、会社に子育て環境（子どもを無料で預けられたり、会社に保育できる場を設ける）ことなどを義務づける制度をつくれば、安心して働け、女性の働ける場をつ
くっていただきたい。子どもを保育所などに預け、働いても、すべて保育代に消えていくのが現状で、保育料の無料化になれば明るい未来が見えるように思います。そのようなことで、
世の中には働きたくても働けない女性が山ほどいることをわかられていないのが残念に思います。子育て環境＝女性の働きやすい環境です。よろしくお願い致します。

親が1人で子育てをしていて視野も狭くなり、孤独になってしまうこともあると思う。周りの人がさりげなくフォローできるような、暖かく優しい市であってほしい。母親学級だけではなく、
父親学級や祖父母になる方のクラスがあったらよいと思った。またそういったものに自主的に参加しない人に対しても、情報を伝えるシステムがあればよいのではと思う。
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問32（自由記述）　　　　　「川西市でどのような子育てができるようになるとよいと思いますか。安心して楽しく子育てができることや、
　　　　　　　　　　　　　　　子どもが健やかに成長できるためのご意見がございましたら、ご自由にお書きください。」
近くの公園が草が伸びっぱなしだったり、遊具が少なく、子どもが遊びにくくなり、最近は、幼稚園の園庭で遊ばせてもらっています。また、小学高学年の子どもたちがサッカーをしてい
ることもあり、小さい子どもには危険です。みんながルールを守り、みんなが楽しく、安全に、多くの子どもたちが遊べる公園が増えると嬉しいです。

もっと公園やキッズルームなどできたら、遊ぶところが増えて楽しいと思います。

小学校の学童保育なのですが、台風などで途中下校などになった時の連絡方法が電話なのでメールでできるようにしてほしい。（1人１分と考えても最後の人に連絡来るのが遅いし、
携帯に着信があったので電話したら全然つながらないなど問題点があるため）。学童保育の時間なのですが、夏休みなど学校休みの時、朝から預かってもらうのに8時30分からは遅
すぎる。仕事をしているので、学校と同じように8時からにしてほしい。子どもに鍵締めて「行きなさい」とは言えないし、不安です。なので、子どもが学校の門の前で待つようになってい
る。とても危険です。先生たちが早く来るようにはできないのでしょうか。子どものこともっと考えてほしい。

地域の子どもたちが集まって、遊んだりといった活動を市から開催してもらえるとよい刺激にもなり、楽しみも増えると思います。既に個々であるかもしれませんが、情報が入ってこな
いので市の方からお声掛けいただけるとよいと思う。通学路などで見守をしていただいている方がいらっしゃるそうですが、それが継続してもらえることを望みます。子どもにはのびの
びと成長してほしいので、川西市と言う場所を選びました。自然を残しつつ、住みよい（便利な）町になるよう、公共機関や施設、買い物など川西市から出なくても生活していけるよう発
展していってもらえたら嬉しいです。

私たち家族は緑台に住んでいますが、路地も狭く、交通事故が非常に多いです。歩行者、自転車、バイク、車とお互いが気を付けなければとても危険です。自転車もスピードを出して
坂道を下っていきます。また、家の庭に木を植えている家庭も多いですが、木が外側に伸びており、死角となり危険な箇所がたくさんあります。その木のせいで道も狭くなったりしてい
ます。子どもたちが安全に登校できるよう祈るばかりです。川西市はいろいろな催しをしたり、いろいろなことに力を注いでおり、よい町だと感じています。これからも治安よく、安心して
住める街に発展するよう願っています。

寺畑地区に住んでいますが、この辺りは道路に歩道が少なく、その割に交通量は多く、小さな子どもたちが歩いているのを見ると危ない。以前から家が建っているところは仕方ないか
もしれないが、新しく家が建つときは、セットバックして歩道をつくってほしい。 （特に寺畑１丁目交差点から、阪急の踏切周辺、北側も）。公民館などで行われる子育て広場のような取
り組みを月に1回から月2～4回に増やしてほしい（車での移動など、できない人もいるため）。公園はあるが、手入れされておらず雑草が伸びっぱなし（犬の散歩などで、公園内に糞が
落ちていることも）。遊具も古い為か、壊れかけている物もあって危険。未だに能勢口駅周辺（西友前や花やしきあたり）で歩きタバコの人がいて何度か危ない目に遭いかけた。飲酒
で捕まる議員の為に税金払っていると思うと、市外に出たくなる。無駄な税金、土地開発に使うくらいなら、学校給食を充実させたり、公立の幼稚園、小中高校にもっとよい先生を入れ
たりと他にもいろいろできることがあると思います。

総合センターなどのプレイルームを土・日も開放してほしい。子どもは数人ほしいが、治療しないと授かるのは難しく、金銭的に補助金以上かかってしまうので全額補助されると精神的
にも助かる。

仕事との両立のため、病児保育ができる所をつくってほしいです。できる限り家族で見てあげたい思いはありますが、夫は休みがあまり取れないため、私が休むとしても限界があり、
職場でも家庭でもストレスがたまります。

中学までの先生しかわかりませんが、年々質が悪くなっていると思います。もう少し現状を見て考えていっていただきたい。何を言っても子どもの安全、安心して過ごせる環境だと思い
ます。口だけではなく、市の方も目でしっかり見て、先生、親、自治会、子どもたちの声をちゃんと聞いて対応していただきたいと思います。

１歳になるまでは「赤ちゃん交流会」に参加して、他のママさんとの交流もできたが、一歳過ぎると急に何もなくなってしまった。家の近くには子育て支援センターもなく、気楽に子どもを
連れて遊ばせる場所がないので家で遊ばせることが多い。もっと支援センターを増やしてほしい。イベント（ダブリエなど）のある幼稚園、保育園も遠くて参加しにくい。川西で言えば、
もっと授乳やおむつ交換ができる施設が増えてほしいです。

大阪市から引っ越ししてきた時、子どもの医療費が1回500円→800円になって驚きました （今は共働きなのでありませんが）。医療費や高校の学費など無料にしようと進められている
ようですが、無料にしなくてもよいので、子どもの医療費のよう定額で安くしてその制度を維持してもらえた方が私はありがたいです。グリーンハイツ内に子どもが少ない為、保育所が
近くにありません。 1番近くても多田かうねのなので、出勤前に連れて行くには遠いです。母親が子どもを見ていたら親子のイベントや施設にも遊びに行きやすいと思いますが、母親
が普段家にいなくて、祖父母が見てくれている場合、そういった場所は「お母さん」ばかりで行きにくく、体力のあまりない高齢の方が体力のある子どもと家や近所の公園で遊ぶことに
なります。グリーンハイツは親と近くに住んで、子どもを預ける方が多いのでそういった祖父母と子どもが利用できるものがあればよいと思います。歩いて行ける範囲に公園が多いで
すが、遊具が撤去されて少なく寂しいです。

川西市での子育てについて、現在不安を感じていることは学校教育についてです。近隣市町村と比較すると、 授業数（時間）だけではなく、内容に関しても遅れているようです。成績
に至っては、全国平均にも及んでいないなど。親のがんばっておられる家庭では、塾通いなどで学力向上もされていると思いますが、それでこの状況では今後高校、大学と進学して
いく上で非常に不安が募ります。学問以外での分野で子どもたちに様々な体験などされているようですが、心の教育にもつながる食育については中学給食への推進もされていないよ
うに思います。現代の家庭では、共働き夫婦も増え、お弁当の内容も貧しくなっているようです。成長期の子どもたちに必要な栄養と教育について是非ご検討いただきますようよろしく
お願い致します。

中学校の給食希望。

公民館などで催される子育てサークル、保育園の室内開放、園庭開放は母子共に気分転換になり、とても助けていただいています。日常的に夫や祖父母に頼れず、毎日一緒にいる
ことにしんどさを感じます。保育所の一時預かりは一般的ではなく（利用者が少ないと言う意味です）利用料も高く、敷居が高いです。利用するにあたって、回数券があったり、もう少し
周知されていたら気楽に利用できとても助かります。もしくは市立病院などへ通院する際に、託児所を備えていただけたら。子育て中、一番困ることは通院を諦めているところです。

病児保育。保育所に入りやすくする。

子どもの健康について、気楽に相談できるところがほしい。

病後児保育の強化（できるということは知っていますが）。 0から2歳までの待機児童ゼロ。病院（小児科医・耳鼻科・皮膚科）をまんべんなくつくってほしい。ある所には集中してしまっ
ていて、交通手段があまりない人にはとても困る。大型公園の充実。

川西市における乳幼児等医療費助成制度についてですが、 川西市周辺の各市では、所得制限があるものの、住宅ローン控除額が含まれない市民税所得割税額が設定されていま
す。なぜ川西市の助成金所得制限の市民税所得割税額の中に「住宅ローン控除額」が含まれているのでしょうか。これは見方によると思いますが、川西市に新しく家を建てる、住む
方は新しい家族を持つ上において、住みにくい地域なってしまうのではないでしょうか。なぜ周辺地域の市は住宅ローン控除額が含まれていないのに、川西市には含まれているのか
わからない。小学3年までといえども、病気になった時の医療助成について、周辺地域と同等の制度にしていただきたいと思います。

「こどもの虐待通報」と訴えるのはよいことだと思います。しかし、このことをちらつかせて子どもが泣いたら「虐待しているのか」と怒鳴りこまれたり、「泣いてうるさいから虐待していると
通報しようか」と近所で話されたり、子どもが何度も挨拶しているのに無視されたりと、引越しを余儀なくされてしまいました。挨拶できない人間になってしまうのではないかと心配しまし
たが、清和台の人は子どもに声をかけてくれるので子どもが挨拶できるようになりました。子育てに行政の支援も大切ですが、地域の見守りも大切だと思いました。「古いお家は変な
人ばかりで嫌だったけど、ここは優しい人にばかり」だと子どもも４歳ながら理解しています。問１７～１９ですが、未就園児の時はアップルに通っていると思うくらい利用しました。幼稚
園を嫌がった時、子どもの話を聞いて行けるようにしてくれたのもアップルの先生でした。回答だけを見ると「不安です」と思われてしまいそうですが、問１９Ｃの「いいえ」も対象となる
子どもがいれば利用したいのです。総合センターのプレイルームにも川西児童館にも大変お世話になりました。総合センターの前を通るたび、「元気に楽しく幼稚園に行っています」と
心の中で報告しています。また冬休みに姿を見せに行きます。子どもを預ける先が必要な時もありますが、親子べったりの時間はそんなに長い時間ではないので、今はできる限り
べったりしていたいと思っています。

定年退職後も元気な方はたくさんいるので、経験豊富な方に有料で、子どもを預かってもらえるような仕組みをつくってもらえるとよいと思います。不定期に2、3時間だけ預かってほし
いお母さんはたくさんいます。まだまだ元気な高齢者の方もたくさんいます。子育てを言う観点からだけでなく、地域の活性化と言う点でもメリットがあると思います。

子ども子育て新システムになると、保育所に入れなくなったり、保育料が上がったりと大変なことになりそうで、心配しています。低所得でも安心して子育てができるようになってほしい
です。

交通事故が起きにくい車道、歩道の整備をお願いしたい。

4人子どもがいるのですが、特に川西市は何もしてくれない気がします。子どもの人数が増えてもとの意味。車の補助など嬉しいです。

保育所の保育料を所得によって決めるのは反対です。中には仕事が好きで働く人もいるかと思いますが、家計が苦しくて共働きの夫婦がたくさんいるのもわかってほしい。アルバイト
やパートだと子どもの保育料を稼ぎに行っているようなもので、夜中も働きに行かないといけなくなる。
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問32（自由記述）　　　　　「川西市でどのような子育てができるようになるとよいと思いますか。安心して楽しく子育てができることや、
　　　　　　　　　　　　　　　子どもが健やかに成長できるためのご意見がございましたら、ご自由にお書きください。」
保育園や幼稚園の預かり制度がなくなる小学校以降の子育てが心配。地域は高齢化が進み、子どもの数が少なく、近所に友達がいない。遊ぶ約束をしても家が遠い。遊ぶ内容も集
まってゲームをするなど。地域の学校が放課後の預かり制度を充実させてほしい。就労の状況に関係なく開放的に利用できるようにする。終了時間を利用人数に限らず午後6時半、7
時にしてほしい。共働きは急な学級閉鎖や災害などの警報に対応することが辛い。地域には在宅の高齢者がたくさんいます。こうした方々の援助が緊急時にすぐ受けられるシステム
がほしい。学校ごとに、援助希望子育て世帯と援助できる人がすぐにマッチングでき、安心して任せられるシステムをつくってほしい。世代間交流にも、地域連携にもつながると思う。
川西の子育ては、従来のサラリーマンと専業主婦モデルにしか対応できておらず、今の子育て世代には優しくない。川西はベッドタウンとして発展してきた街なので子育てを充実でき
る余裕編を前面に打ち出さないと共働き世帯は便利な都心へ移っていくと思う。

川西市丸山台に住んでいますが、小児科の病院が少ないと感じます。緊急の時に母親1人でもすぐに対応できるように数が増えればよいと思います。プレイルームに、たまに行きます
が、平日だけではなく土日も行ければ、父親も参加でき、地域の輪が広がると思います。子どもを持つ親同士が親しくなることで、出かけようと思うし、そうすることで子どもたちもいろ
いろな経験ができるようになると思います。保育園幼稚園の選択肢が増えればよいと思います。

各地域で同じ歳の子が集まって交流できる場をもっと増やしてほしい。平日等ではなく、土曜、日曜しか利用できない方も多いと思うのでその辺も考えてほしい。

屋内のプレイランド的な場所があるとよいです。ある程度の広さがあるとベスト。プレイルームでは、他の子どもの迷惑になり、あまり利用していません。 3人の子どもがおり、運動能力
が平均より下の子どもがいます。通常の公園ではまだ遊べません。そして3人同時に公園に連れて行き、遊ばせられません。公園よりも安全に、体を動かせられる、公的な場所が土
曜、日曜も行けるなら必ず行きます。家庭に来てもらう形で、一定の時間、遊び相手と相談を兼ねて話ができるようなもの。赤ちゃん訪問のような訪問。基本的に引きこもるので、プレ
イルームなどにもなかなか行きません。電話相談もたまに利用しますが、直接話がしたいです。親が一呼吸できるかと思います。

○歳児といった区別ではなく、学年で分けた集まりに参加したいです。

小規模単位で預けられる場の提供。

私は一歳過ぎから保育園利用ですが０歳の時のしんどさと1歳からのしんどさ違ってくると思いました。過ぎて見て「しんどかった」と思ったこともありましたが、過ぎると忘れてしまう部
分も多くジャストインタイムな支援をつくることは難しいと思います。ただ、来ていただけるようなサービスが保健センターと役所と二元化しているせいで双方、生後3か月以内くらいで終
わってしまい、感覚的に① 0から3か月②4か月から7 、 8か月（自分で動けるようになるまで）③ 8．9か月から1歳くらいの各期で、もしくは①と②の間で分けて様子見してもらえるなど
あるとよいかもしれません。私はその辺の栄養士、助産師相談会のようなものによく行きましたが、それすら行かない人、行けない人は気持ち辛いでしょうね。あとは幼稚園に入るくら
いまで家にいる人の気持ちはわかりませんが。総合的には、やはり母親が元気だと子どもに1番よいのかな、やはりと思いました。このアンケートの目的はわかりませんが、住宅メイン
の自治体として暮らしやすい街だと嬉しいですね。何かあれば協力したいとは思います。今後の発展を期待して。

子どもを連れて大型施設のフードコートを利用した時、子育て中にしてみれば、さほどひどい騒ぎようではなかったと思うのですが、年配の男性にうるさいと怒鳴られ嫌な気分になった
ことがあります。まだ注意しても理解できる年齢ではないから、こちらも気をつけてはいますが少し大目に見てもらえる環境で外出しやすくなるとよいです。川西市の子どもに関する施
設を利用しようと思うと特に図書館駐車場がなさすぎです。駅も家から遠いので、子どもを連れてとなると電車は。川西市に住んでいる方はそういった方が多いと思うのですが。すぐ近
くの公園、ほたる公園です。石がジャリジャリ、岩盤質の土地柄か、とても大きな石がむき出しになった地面、公園全体が傾斜がかっている。まだ足元が不安定な二歳三歳までの子ど
もが遊べる所とはとても言い難く。 （ガラス片も散乱しているのです）遊具も撤去されたままなのも残念ですが、古い公園なので、基本的なところをまずなんとかしてほしいです。

同年齢の子たちの交流だけでなく、高齢者と子どもとの触れ合いの場をもっとつくってほしいです。近所で頼る人がいない人にとって管理する建物ができました。営利目的（塾など）で
の利用ができないということで残念に思っています。同地区で塾などが少なく、他の地区の自治会館の習い事に通っている子が結構います。私としてはそのような建物でも利用できれ
ば子どもが少なくなってきた地区でも、人が増えたり交流ができる場になると思います。もっと地域の人が住みやすい、参加しやすい環境をつくっていていただけたら子どもたちにとっ
てもよい環境へとつながっていくと思いますので、よろしくお願いいたします。

不良の取り締まり徹底。交通事故が少なくなる環境づくりをお願いいたします。

子どもを育てるのは親が1番なので、両親がともに働かなくてもよい環境。今まで仕事をしており、育児休暇をとなるのは、仕方がないけれど、両親が働かないといけない金銭の問題
をもっと解決していただきたい。預けて働くにも保育料がいる。それ以上に働かないと意味がない。親が余裕をもてず、子育てを精一杯楽しみきれないと思う。税金ばかりが増え、 子
どもをつくることができないのではないでしょうか。そのための支援をお考えなら、子どもをもっと気楽に預けられる、金銭的対策をもっと考えた方がよいと思います。子どもが病気に
なった時に仕事を休まないといけない、預かってもらえないじゃ大変だと思います。

いろいろな制度や事業があっても、自分がどんどん外に出て参加していかなければいけませんね。心が弱ってくじけそうな場合はどうしたらよいのか。相談する気も起きない人が私の
他にもいるかもしれないので、ただ只癒される何かを求めています。くだらないことを書いて申し訳ありませんでした。病後児保育等が充実することを願っています。川西市の子育て支
援制度が、近隣の市町村より、よいものになるよう願っています。

現在長男（2歳）が保育園に入園しています。休みの日など、保育園の園庭開放に行きたいのですが、入所している園には行けない決まりがあり、他の保育園も利用してくださいとのこ
と。次男（2か月）もいるため、できれば今利用している保育園に遊びに行けたらとても助かるのですが。他の保育園には行かないためなじみがなく、不安があります。今入所している
保育園に入所しているかにかかわらず、遊びに行けるとよいと思います。

○○は治安のよい地域であるが変質者の多い地域であると噂を聞きます。防犯パトロールなど、努力していただいてはいますが、それでも、変質者の出没の話をよく聞きます。子ども
が女児であるためとても心配しています。何か有効な対策があればよいのにと思っています。

現在育児休暇取得中です。 （8月まで）なるべく子どもと一緒にいたいのですが、仕事復帰の為保育所に預けることを考えています。川西市も待機児童がいると聞き、 8月復帰を繰り
上げて4月の一斉入所を狙っています。もし入れた場合、一歳に満たず生後8か月ぐらいで離れることになってしまい、大変心苦しいです。どの地域でもそうかもしれませんが、子ども
を安心して預けられる認可保育園が少なく、仕事諦めるか子育てを諦めるかしないといけないのは悲しいです。認可保育園の充実を望みます。

公園は多いが、遊具がないため利用していない。もっと遊具を増やしてほしいです。赤ちゃん本舗や西松屋など 、赤ちゃん子ども用品が売っている店がなさすぎてとても不便です。子
どもを遊ばせられる場所、母親が集える場所が少なすぎる。

医療の面で川西市は3歳までは保証されていると聞きました。しかし、東京の妹によると、うちは、中学3年生までだよと言われました。川西市ももう少し医療保障があればどのようなに
助かるかと思います。

現在来春からの保育所入所に向けて園訪問やプレイルームを利用させていただいています。先生方はとても優しく、話しやすいので、相談にのっていただいたり、子どもとも仲よくして
いただいてます。いろいろな企画もあり、楽しいです。これからも利用したいです。両親だけが育てるのではなく、地域みんなで子どもたちを育てていけるようになればよいと思います。
自分の子どもだけでなく、他のお子さんにも注意ができ、叱ってもらえる社会になってほしいです。

①リサイクル事業の充実　久代児童センターが年2回（6月11月）行っている「洋服持ち寄り会」と言うのを他の児童館でも頻繁に企画してほしい。初めは地域の各公民館でやるなど
徐々に広めてほしい。（ちょちちょちで通知するなどして） 「リボン」のリサイクル冊子だけだととても足りない。 「少しの間しか着ないのでもったいない」と痛切に思っているママたちが多
いのでそのニーズを汲み取ってほしい。 ②行政施設内のカフェが併設　市役所内にあるような喫茶店が各児童館にあればなぁと思う。民間の親子カフェは少なく1人あたりの単価も高
いので市の施設内にそうゆう親子、ママ同士がくつろげる場所がほしい。お弁当を食べられる はあるが場所によっては狭く使用しづらい。③親子で介護施設等の訪問　赤ちゃんとお
年寄りが気軽に触れ合う場所があれば、赤ちゃんはお年寄りに可愛がられることでで「パパママ以外のいろんな大人から愛されている」と認識し、自信を持ちお年寄りもよい刺激を得
るのではないか。どこかNPOが行っている「赤ちゃん先生プログラム」とバッティングしてしまうが、あればママとなる人が講座料から（２～３万)と称する出資金を支払う必要があるの
で、そう言う必要のないプログラムを企画してほしい。

現在、公立幼稚園に通園していますが、お弁当日も週三日、園庭開放もほぼ毎日あり、充実しているなと感じます。ただ、川西市全般的に、公園がなかなかよいところがなく、休日に
は他市の大きな公園に行くことが多いです。地域の小さな公園もあまりに遊具がなさすぎたり、手入れがなされていなかったりするし、大きな公園は奥のほうにある一庫公園ぐらいし
かないので、ものすごく魅力に欠けます。子どもを安心して遊ばせられる、小さな子どもも少し大きくなっても遊べるような公園がほしいです。

育児休業できず、一度退職しましたが、保育園に入園することができ、社会復帰することができました。ただ、保育園がいっぱいになる前にと8か月で入園しました。できれば、あと一
年一緒にいたかったです。預かってもらえることが保証されていないので、 2人目は考えられません。働けなくなることが不安です。次は、小学生になったとき、学童は充実しているの
か気になります。安心して子どもが産める市になってほしいです。

子育て中に、役立つ情報や制度があればもっと教えてほしい。地域での催し物など、誰でも参加しやすい雰囲気つくり（特に引っ越してきたばかりなので）情報が少ない。

財政的に可能かはわかりませんが、以前住んでいた秋田市での子育て環境が、よかったので、同等くらいのものになったらよいと思いました（上の8歳の子が3歳くらいまでいました）
例えば、子どもを預けていない家庭にはクーポン配って、そのクーポンで絵本を買えたり、イベントに参加できたりできました。気軽に保育してもらえる場所を指定して、その場所での
み、クーポンでできる一時保育など。引っ越してきた人など土地に不慣れな人は、サークルなどの紙を渡されるだけだったり、ホームページを見るだけでは、参加しにくいなぁと思いま
す。
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問32（自由記述）　　　　　「川西市でどのような子育てができるようになるとよいと思いますか。安心して楽しく子育てができることや、
　　　　　　　　　　　　　　　子どもが健やかに成長できるためのご意見がございましたら、ご自由にお書きください。」
保護者の働き方が多様化して、幼稚園に通う子 、保育園に通う子、さまざまな状況の子がいますが、すべての子に平等に教育と保育が行き届いたらよいと思います。子育ての「子ど
もに接する部分」というのは、効率化や合理化が決してできない部分だと思うので、一定の基準を決めて、それを守ることはとても大事なことだと思います。核家族で母親が孤立する
のもよくないし、人手不足で保育士さんが大変な思いをするのもよくない。周囲の大人の心にゆとりがあり、おおらかでいることにより、子どもが健全に育つと思います。

10歳と4歳の二児の母です。上の子が4歳の時に正社員で勤めていた会社を退職し、 今現在のパートで働いております。主人の実家は大阪、自身の実家は伊丹で近いのですか、母
親が認知症で自宅介護のため、子どもが病気になったときにはパートの仕事を休むこととなります。パートとはいえ、熱 などで急に休むことになるので気持ちを割り切ることがなかな
かできません。子どもの病気の時に親が付いていることが大切なのはわかっていますが、そういった病児施設の充実を希望します。

宛名の子どもではないが、先天性心疾患を持っていた子どもを育てており、酸素療法を行っていた時どこにも預けることができなかった（親族を除く） 。看護師さんが常駐の保育施設
があればよいと強く思っていました。小学校に入学後、 15時半から１8時くらいまで預かっていただけるところがあると、安心して働くことができます。

小さい頃からご近所の方（子育て世代以上の方も）とふれあえて、成長過程で発生する問題を気軽に解決しあえたらよいと思います。

子どもが小学生になったとき、学童の時間が短いと聞き不安です。猪名川町は夜7時まで預かってくれると聞き、引っ越しも考えています。川西にも夜まで預かってくれるところができ
ればよいのですが。（できれば夜8時まで。あと家の近くで）子どもを預かっていただけるともう少し働きやすくなります。 （現在は、忙しくても帰っているので、周りの目が気になりながら
働いています） 。あと、病気の時も預かっていただけると、とてもありがたいです。職場で休みが取り易ければよいのですが働きながら子育てするのによい環境になるよう願うばかりで
す。子どもが小学校にあがるまでまだ3年ぐらいありますが、それまでによくなるよう最善をお願いします。

グリーンハイツ内の公園ですが、遊具はとったまま、危ないからか。工事用のもので囲ったまま。子どもたちは珍しく、それをバンバン叩いています。せめていつまでにどうなるのか提
示がほしいです。3年前に京都から引っ越してきて、近々家も購入して川西に永住できたらと考えています。京都と比べると医療の負担もかなり少なくて済むので本当にありがたく、ご
み袋にお金がかからない、大型ゴミもプラスでお金がかからないことも本当に家計に優しく嬉しく思います。広報もとてもわかりやすく、子育てのため、地域に出かける先も見つけられ
ます。電動自転車の貸し出しをなんとか幼保卒園までになりませんか。ファミリーサポートの制度をもっと広げてほしい。最近知りました。もっとわかりやすく、例えば利用できる場所が
すぐ検索できるなど。保育士を持っている子育て中のママが、我が子と一緒に見て、預かってアルバイトになる、そのような人を募集できませんか。そうすれば、ファミリー・サポート・セ
ンター場所も増え、預かり、預けやすくなって、ママ友にもつながったりする。公立幼稚園をすべて3年生にしてください。3年だからという理由で私立に流れるのは間違っています。3年
にして周りと競争してください。それで閉園になるのなら仕方が無い気もしますが、なんとか公立を残す、（保育料を倍にしても私立よりは安く行ける）もっと公立のよさでしっかり残って
ほしいです。小学生の子どもと2歳の子どももいるので、幼稚園に通いだしたとき、少し時間の融通がきく制度にしてほしいです。不定期で預かる延長制度を幼稚園、小学校低学年に
も本当につくってほしいです。

以前のように川西池田駅から空港行きのバスが復活してほしい。子どもを連れ、大荷物を持って電車を乗り継いでいくのは大変です。

公園を増やしてほしい。雨でも遊べる施設。遊びながら学べると、子どもたちが勉強を好きになると思う。子ども専用の図書館。園庭開放に昼食が付いていればとよいと思う。 （有料）

幸いなことに、あまり手のかからない子どもで、特に困ることもなく、私自身、物事を深く考える方ではないので、適当な子育てで今のところ大きな問題もなく過ごすことができていま
す。加茂幼稚園の先生方にも、よくしていただいているので安心しています。

私立の保育所や幼稚園がもっと増えるとよいと思います。

防犯パトロールはとても安心できるので、続けてほしいです。でも、どうやってパトロールをしているかは知らないので、広報などに載せてほしいです。夜の女の子の帰りは危ないので
夜もパトロールをしていただけるとありがたいです。

自分の生まれ育った川西市を好きになってくれるような愛着の持てる街にしてほしい。

離れている分、いじめに合わないか、楽しく過ごせているか非常に心配しています。健やかに成長できるよう、よろしくお願いします。

未就園児については、もっと気楽に相談でき、かつ、 2時間程度預けても安心な場所を提供していただけると本当に助かりますが、経済面等で、現実は無理なのかと諦めています。

子育てサロンが寂しすぎる。もっと明るくきれいにすべき。

児童センターや放課後子ども教室の情報を広報に載せてほしい。（利用可能日、日時、場所、利用料が必要であれば金額、イベント予定日など）

路上喫煙、歩きタバコなどを厳しく取り締まってほしいです。買い物に出ると、迷惑も考えずタバコを吸っている人がたくさんいます。幼い子ども連れているとタバコの火が子どもに当た
りそうで、また副流煙をするのも嫌なにおいがするのも不愉快でたまりません。また、公園へ子どもを連れて行くと、子どもがたくさん遊んでいるのにもかかわらず喫煙している人がい
ます。そのような人がたくさんいるようで、公園内にはタバコの吸い殻が驚くほどたくさん落ちています。子どもが何かわからず、（我が家には喫煙者はいない）触ってしまい、慌てて取
り上げました。もしもっと小さい子だったら口に入れてしまうことも考えられます。もっと安心して外出したり、遊べられるように規制してほしいです。

「病児保育」子どもが病気の時、なるべくそばにいて看病したいと思いますが、仕事を休むと、欠勤扱いとなり経済的に負担が多くなる。また、子どものために欠勤することが続くと、仕
事場で他の方への負担をかけてしまい、結果、子育て世代の声は敬遠されている。

会館はあちこちあるみたいですけど、無料開放のプレイルームがないです。私が子どもの頃は、2階建ての無料の建物があり、卓球台やピアノ、本、バトミントン、ボールなどが置いて
いました。久代付近の子どもたちはどこで遊ぶのでしょうか。

子育て支援事業を充実させることも大事だとは思いますが、幼稚園や小学校に行くと地域のサービスを利用する機会はほとんどありません。地域の施設サービスに重点を置くよりも、
できれば子どもの医療費は無料にするなど（所得制限せずに）、箕面市のような政策を考えてほしいと正直思います。医療費の無料化なら、子育て世帯すべてが助かりますし、高い
税金を払っていても納得できます。 一部の人を対象とした一時期の子育て支援ではなく、子育て世帯が望んでいる支援もどうぞよろしくお願いします。本当に自由に書かせていただき
ました。財政のことも考えずに申し訳ございません。

赤ちゃん交流会やプレイルームを育休中はよく利用していたが、仕事復帰するとまったく利用できなくなって寂しいです。土日にも利用できるようにしてほしい。ママ友達とも交流できる
機会がなく、働くママ向けの施設や教師もつくってほしい。その会報を見てもいつも子ども向けの楽しさの表示は平日ばかりで連れていけません。休んでまで行けないし、あくまで専業
主婦で子育てしている人のことしか考えられていないと不満です。

1歳児健診のように、必ず行かないといけない親子教室を月に１回、月齢が同じくらいの子が集まって言葉遊びや成長に合わせたプログラムを一緒に行ってほしいと思います。自由参
加の場合は、なかなか集まらないのと私自身祖母や夫などに行かなくてもよいと判断されて参加できなかったため。

駅前に広い公園がほしい。自宅マンション前で夕方よく小学生がボール遊びをして危ない。でも放課後ボール遊びできるような広場、公園がない。もっと公園をつくってほしい。市民病
院をもっと駅近くにつくってほしい。駅周辺に皮膚科が少ない。市役所になかなか行けない。週に1回、月に1回でも夜や土曜にあててほしい。幼児も入場できる音楽などのコンサート
を開いてほしい。希望を書くとキリがありませんが、近所の私立保育所に入ることができ、保育内容にも大変満足しています。駅のすぐ近くに図書館があるのも気に入っています。子
どもができて、ようやく川西市民だなと実感し、川西の行政サービスもよく利用させていただくことになりました。道行く中学生もかわいらしく、よい子のように見えます。のびのび健やか
に子どもたちが育ってほしいと思います。トライやるウィークもよいです。小学生になっても仕事を続けられるようにしてください。

保育園や幼稚園、こども園が少ないと思う。幼稚園に行かせたいが、仕事をしているので延長保育をしてくれるところが近くにないので、行かせられないのではと心配です。現在は、
祖母に見てもらえる環境ですが、子どもが大きくなると身体的な負担も増えると思うので、利用できるところがあるか探しています。

川西市には病児保育がなく、近くの市まで行かなくてはならず、利用するには困難である。ファミリーサポートを利用したくても近所でされている方がおらず、利用に至ったことはない。
子育てしやすい環境になってきてはいるものの、まだまだ知られていない施設も多いように思う。

父親学級の開催頻度が少なく主人の都合は合わせられず、結局参加できませんでした。募集人数もすぐ定員に達してしまい、申し込み手続きも大変でしたので今後は開催回数を増
やしていただきたいです。ある中学校の給食を導入してほしいです。全国的に見ても、関西圏は休職率が低いので、環境の不足を感じます。スクールでの活動保育サービスやバスや
タクシーでの児童送迎サービスの誘致導入してほしいです。大きな体育館のような大きな室内運動施設（プレイルーム）を有償でよいので川西能勢口駅周辺にあるとよいと思います。
こういったアンケートを定期的に実施してほしい。また祖父母世代にも同様のアンケートを行ってほしい。老人介護（ケア）と幼児施設が一部融合した施設がほしい。
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問32（自由記述）　　　　　「川西市でどのような子育てができるようになるとよいと思いますか。安心して楽しく子育てができることや、
　　　　　　　　　　　　　　　子どもが健やかに成長できるためのご意見がございましたら、ご自由にお書きください。」
未だ子どもが小さいうえ、下の子が産まれたのでなかなか遠出して遊びに行くことができません。もう少し小さい子が集まれる機会をつくっていただければと思います。土日だったら、
父親も一緒に遊べます。なかなか親同士の交流もできずにいるので。それから子どもの健康のことや教育のことなど、親が学べる機会がもっとほしいと思います。子ども連れでも楽し
める、学べるチャンスがほとんどないと感じます。川西が子育てしやすいかと言われると、まだまだそうではないと思います。子どもが大きくなるにつれて、また変わってくるかとも思い
ますが。

私は希望の保育園に姉妹共に入れてラッキーだったと思います。市の対応にも満足しています。職場の就業規則が整っていないため、時短勤務ができず苦労しています。労基法に
ついて、こちらに有利なことをもっと知りたいと思っています。ぜひ教えてほしいです。

多胎児交流の場や、1か月の回数が増えたらよいと思う。川西では1カ所で1か月につき1回のみなのでいちど機会を逃すと行きにくくなる。多胎児は小さいときは出かけるにも人手な
どとても困難なことが多く、こもりがちになってしまうので外出するための機会は多いほうがよいと思う。川西市内で多胎児出産できる病院がない。また、他に出産可能な病院を病院で
も保健師でも知らないことが多く、案内してもらえなかった。

雨天の際に遊び場に困ります。特にお友達と大人数で遊ぶ際の室内遊び場がなかなかないので、そのような場があればよいといつも考えています。赤ちゃんから幼稚園児くらいまで
遊べるような場があれば嬉しいです。

けやき坂では、保育園の一時預かりは非常に激戦で予約するのも困難な状況です。これから子どもが育っていくにつれ、預け先の確保が必要となります。幼稚園の長期休暇中の保
育など安心して働ける環境つくりを希望します。

私のように両親が離れていて、子どもを預かってもらえない世帯がたくさんだと思います。子どもがいて働きに行きたいのに、行けない世代もたくさん。なので、子どもの預かってくれる
場所がもっと利用しやすく、金額も低いとありがたいです。

子どもが病気になったとき、（流行り病、おたふく、水ぼうそうなど手足口病）親に来てもらって仕事に行っている間看病しててもらうのですが、水ぼうそうなど、伝染病は１週間ほど休ま
ないとダメなので親に負担をかけていないか心配なのと、万が一移らないかなど気がかりです。そのような面で、伝染病の時だけでも看てくれる施設があればありがたいです。豊中市
の方ではそのようなのもあると聞いたので羨ましいと思いました。

認可保育所の保育士さんの数が増えてほしいと思います。今は車で５分のところへ通わせていますが、今のところそこが1番近いのですが、もう少し近くにもあればありがたかったと思
います。小学校や中学校に通う通学路の安全性を高めてほしいです。歩道が無いところがあるので不安です。ドラゴンランドのように雨でも遊べる場所がもっと増えてほしいです。遊
具などが充実していたら駐車場代が少しかかっても利用すると思います。

現在は保育所で見ていただいているので安心ですが、小学生になってからの方が大変だとよく聞きます。病児保育もまだまだ少ない（実際川西市のどこで利用できるのか知りません）
と思います。もちろん職場確保、もっと休むことがしやすいようにしなければいけませんが、もちろんしっかり子育てしたいのですが、両立できるようになってほしいです。

 「参加可能な人はできる限り参加」的なイベントがあれば、私みたいな小心者が参加しやすいと思うけど、ただ、「このようなイベントがありますよ」だけだと参加したくてもできない。

我が家は親元から離れて暮らしているので、子どもが就園するまでは地域の子育て事業に参加して楽しめることが親子共に息抜きになりよかった。（知人などもいないため、孤立しな
くてすんだ。）また他市ですが、満３歳児から幼稚園に入れるところに住んでいたので早くから集団生活を体験できるのもよかった。親も仕事ができてよかった。ほかにも預かり保育の
事業が進んでいる地域で、幼稚園でも安価で夕方6時まで利用できたので、保育園と違い勉強をしてくれる幼稚園での保育は本人のためにもよく、就労支援にもなり凄くよかった。こち
らに引っ越してから、そういった事業もなく、また園での指導の水準も非常に低く、親は就業できず、子どもも以前と同じ教育が受けられず残念な日々が続いています。親祖父母の支
援がなくても子育てをしながら就労できる環境がほしいです。全く夫も育児休業については取得できないため、配偶者の協力も無理です。ファミリー・サポート・センターも利用料が高
く、子どもが慣れるにも時間がかかるため、子どもが慣れている幼稚園などで利用できると助かります。いつもの園と違い、保育園を利用するのも子どもにとっても辛い経験に感じて
いるようですので親としても別の場所（ファミリー・サポート・センター、別の施設など）を利用すると割高になり、働く人には気力もなくなるように感じます。

現状の保育所に大変満足しているのでこども園に対して非常に不安、不信感しかありません。先生たちにも負担、保護者にも負担、お金儲けのためにしか保育所を見ていないので
は。いったい何のために通わせているのかわかりません。国、お役所の方々は、少しでもよいので親の立場になって考えてくれることを心から願います。これではますます子育てに不
安しか持てなくなりそうです。

路上駐車の減少。安心して子どもを預けられる無料もしくは安価な施設。子どもに何が向いているのか測定してくれるアドバイザーを（習い事）親がリフレッシュできるところ。親子で一
緒に楽しめるご飯処。

公園など屋外で遊べる場所の充実。世間では様々な公の施設が民営化、民営施設となる動きではあるが、ぜひとも公立保育所の質のよさ、経験を積み重ねられたよい保育を残し、
公立保育所を温存させてほしい。公立保育所の保育士は我々の税金で育てあげた財産であると言っても過言ではないと思う。本当にいつもお世話になりありがたいと思っているぜひ
とも川西市は公立保育所をそのまま残すべきだ。

親が健康や生活を管理して見守ることが必要ですが、親といるだけでは成長できません。特に社会性やコミュニケーション能力と言う面では、親というフィルターを通さずに自分自身で
仲間や社会と向き合う経験が必要だと思います。しかし、近所に子どもが少なく、日中路地にほとんど人影もないような状態、「遊んでおいで」と外に出しても仲間がおらず、子どもだけ
では危険で出してやれません。川西に住んでいる多くの現役世代ではローンを抱えた共働き、介護をしている専業主婦が多いでしょう。子どもを遊ばせるために親が送迎しなければ
ならない状況は親には負担であり、子どもには遊べる機会の減少につながります。そのため放課後育成事業を拡充して、親の就労にかかわらず利用できる遊び場、居場所、仲間づく
りの場をつくってほしい。特に小学生は在籍校でそのまま放課後を過ごせる状況が望ましい。親や家族の急病の時などに利用できる夜間や休日の保育施設を設けてほしい。公立
小、中学校で支援の必要な子どもが必要かつ適切な支援を受けられるよう、加配教員や支援員の配置はもっと柔軟にしてほしい。スクールカウンセラーの在籍校を増やしてほしい。
通級学級をもっと増やしすべての小学校区をカバーしてほしい。

夏休みや冬休みなどの長期休日だけの学童保育を行ってほしい。小学校に上がるまでになんとかなればと思います。

公立幼稚園も3年保育にする。 ベビー期しか使わないチャイルドシートの貸し出し。有名人の母親や子育てに携わる人の講演会があると嬉しい。多目的トイレを増やす。

川西市へ引っ越してきて間もないのであまりわかりません。実際、いろいろなところで子どもたちが遊べる広場や園庭開放もあるようですが、なかなか参加できませんでした。バスでし
か移動できなかったり、年子や双子、多胎児では、移動すら難しかったです。今は幼稚園ですが、もっと小さい時は歩いて、または、自転車で行けるようなところにたくさんあるととても
ありがたいです。こちらに記入すべきことがわかりませんが、小児科が少なすぎるのがとても不安に思っています。前の市では不安に思ったこともなかったので。

地域の子育て広場などがあまりないので、まわりに小さい子どもがいるかよくわからない。地域的にもなかなか歩いて外出、遠出ができるような場所ではないので、あったとしても行き
にくいと感じてしまう。送迎とまではいかなくても、バスなど安く乗れる環境だったらもっと外出しやすいのにと思う。子育て広場やプレイルームなど、周辺に多く電車に乗っていかなけ
れば参加できないので、山の上に住んでいるから残念だと思ってしまった。まず遠いので、私たちには関係のないことだと感じていた。もっと近くでいろいろなことがされていればよいと
思います。

古い公園で荒れているところが多いので、もう少し子どもは遊ばせやすく綺麗にしてもらえるとよいです。各公民館に図書室があり、もっと行きやすく（日曜日・時間等）なればと思いま
す。

待機児童を解消し、安心して預けられる認可保育園がもっと増えるとよいと思います。今まで通り、９時～18時までの通常保育を継続してほしい。その過程でバラバラに預けると、いろ
いろなことが不便。幼稚園保育園の同じ管轄になればもっといろんなことができると思う。

専門職で働きたいと思っているがパートでは募集がなく、フルタイムか無職かのどちらかの選択肢しかなく残念です。母親が働く姿も子どものために見せたいと思っているが、将来働
こうと自分が思えるか不安です。

もっと幼稚園のバス等を利用しやすい状況が増えてほしい。保育園などの施設が利用しやすい状況。母子共に安心して生活できる制度。

広い公園とそれなりの遊具が近くにほしいです。それから、どこの公園もボール遊びは禁止なのでネットもしくは柵を高くするなりして遊べるようになればと思います。

子どもの医療費免除に対する収入制限について、もう少しハードルを下げてほしい。小学校の補助教員を増やすなど、教室内での見守りを増やしてほしい。歯科検診やフッ素塗布を
市で定期的にしてほしい。SP、OT、PTなどをもっと受けやすくしてほしい。

今日学校1年生の春まで帰ってくる時間が早いのでもう少しゆっくりしてきてほしい。留守家庭児童育成クラブも１か月決まった料金ではなく使いたいときだけ使えるシステムにしてい
ただいて、１回いくらで利用料を払えば利用しやすいし、利用する人ももっと増えると思います。

医療費の所得制限を止めてほしい。（子どもたちの病院代がかかり困る）コンサート等子どもたちが喜ぶ、経験になる行事を安く、たくさんしてほしい。小児科が少ない。（先生方がお
年寄り）地域全員で見守る仕組みをつくってほしい。子どもが1人でいても親が安心できるように。車で住宅地中を飛ばさないようにしてほしい。小学生から高校生までの地域交流をし
てほしい。誰でもお友達。坂道が多いので事故が起きないようにしたい。
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問32（自由記述）　　　　　「川西市でどのような子育てができるようになるとよいと思いますか。安心して楽しく子育てができることや、
　　　　　　　　　　　　　　　子どもが健やかに成長できるためのご意見がございましたら、ご自由にお書きください。」
現在は、私が専業主婦として家庭にいるため、育てにおけるすべての用事も行うことができますが、数年後には社会復帰を考えており、働きながら、専業主婦で子育てを行っていたと
きのように子どもの面倒を見ていけるか心配です。具体的には子どもの幼稚園、学校の行事参加や体調不良の時の看護仕事が遅くなった時のお迎えやサポートです。これらのこと
は仕事の休み易さなどの影響が大きく関係しますが、行政サービスの充実を期待しています。働く親の姿を見せながら、子どもの細やかな成長にも目を向けられるそのようなことだけ
を川西市でしていきたいです。よろしくお願いします。

出産や子育てにお金がかからなければ、もっと子どもが増えるのではないかと思います。妊婦健診や出産一時金の補助金では足りないので、オムツやミルクなどの配布もあればとて
も嬉しいです。子どもが安心して遊べる公園をもう少し増やしてほしいです。

保育園（北側）増やしてほしい。病児保育の開設。

小児科の充実。子どもたちが安全に遊べる公園整備。公立幼稚園は毎日弁当持参でよいので時間を長くしてほしい。

公園が少なすぎると思います。子どもが小さい頃は、遊具のある小さい公園でも構わないが、小学生ともなるとボールが使える大きな公園が近所に全くありません。自転車に乗る練
習をする安全なスペースすらありません。子どもらしくのびのびと外遊びができる安全な環境があれば、学年も関係のない幅広い友達関係が築けて、いじめなどの問題も少なくなるの
ではと思います。

川西は子育てしやすい場所であるかと問われたら、その答えは正直しやすい場所ではないと思います。子どもを育てるのに環境はよいと思いますが、ショッピングモールに子どもが遊
べるような場所もないですし、公園は多いですが、遊具があまりなかったり、子どもを遊ばせに行くのが結局川西以外になってしまうのが悲しい現実です。もう少し子どもが増えてきて
いる場所ですし、住宅中心の街にはなるので子育て世代にとって過ごしやすく、今日もここにいたいと思えるまちになってほしいです。百貨店はあっても正直駐車場も高く、中心街の人
以外は行きにくいです。もっと開けたまちになればよいと思います。商業施設も子どもがいる家庭に過ごしやすく、１日いても飽きないような所が1つでもあればよいと思いますし、公園
も駐車場付きで1日中いられるような大きな公園があると素敵だと思います。専業主婦などの方は子育てを始めると閉鎖的になってしまうので子育てサークルが身近に、身軽に側に
あれば嬉しいです。

高齢者と幼児が同じ空間でくつろいだり、気軽に話ができるような場所があったらよいと思う時があります。子どもへ私たち世代が知らない、できないようなことを教えてもらったり、私
たちへ子育てのアドバイスなどをしていただけたり、そして高齢の方々がそれを生き甲斐の1つとして楽しんでもらえるような気がします。お茶を飲みながら、ちょっとの時間お任せして
買い物へ、お互いに困っていることを助け合うなど現実できればよいと思います。

幼稚園で預かり保育の際に習い事も一緒に教えてもらえるとありがたいです。

年齢に応じた教育、保育内容のカスタマイズができるとありがたいです。例えば、 0歳から2歳までは保育中心で病気の場合も小児科との連携を。３歳からは教育面の充実化など。

児童館が南の方にしかないので利用しにくい。北のほうもサービスをもっとよくしてもらいたい。保健センターも山下辺りにできたら便利です。小さい乳児を連れて能勢口まで行くのは
大変です。猪名川町は、そういったサービスが充実していて子育てしやすそうで羨ましいです。川西市なのに見切られている感がすごくある。中学校も公立なのに電車通学などあり得
ない思います。電車代の負担は誰がするのですか。丸山台にできる予定だった中学校。それがあるからここに引っ越してきた人もいます。人数が少ないところは切っていくしかないの
は仕方ないです。でもそれでは川西市から子どもの数が減少する一方ではないでしょうか。署名運動でもすれば何か変わるのでしょうか。幼稚園も公立は同じ地区に1つもないです。

送るのが遅くなり、すみませんでした。

小学校卒業まで病院を無料にする。中学校も給食にする。幼稚園の預かり保育をする。給食が子どもの喜ぶようなおいしいものにする。

現在フルタイムで働いていますが、このご時世、母親の働き、キャリアを積むべきだと思います。ですが、２人目のタイミングや子どもとの時間や教育など、難しいと思うことが多いで
す。川西はあまり福祉がよくないように感じます。収入で医療助成がなくなったり、待機児童も多いし、保育料もとても高いです。

一時保育をもっと手軽に利用できるようにしてほしい。（料金、時間帯、予約のやり方。）病時保育のできる施設を増やしてほしい。（他の自治体と比較して少ない。）医療施設が少ない
ので、積極的に誘致してほしい。

乳児医療の所得制限や保育料の額を見直してほしい。現在、乳児医療がもらえず、税金、国保の負担に加え、保育料も上がり、費用を考えると、なかなか病院に連れて行けないのが
現状。ほかの市町村のように6歳以下所得制限なしにしたり、保育料を下げてほしい。子育てをしながらはたらいているものにとってより負担が大きい川西市は子育てがしにくいととて
も感じる。子どもが早産児、NZCCなど、入ったときも川西市には助成制度がなく、驚いた。とても負担が大きかった。子どもができると、よりしんどくなるのは非常に残念。また、土曜日
の保育が毎週申し込み用紙に記入しているが、毎週仕事の私たちには、平日も土曜日も関係ない。特別視するのはおかしい。とても預けにくい。また、子どもの遊べる公園（遊具のあ
る）がとても少ない。のびのび外で遊ばせられる環境がほしい。子どもの衣料品も買うところがない。他市へ買い物に行くしかない。そのような店をふやしてほしい。

地震などの災害時に子どもたちが安全に逃げられるのか。猪名川に近いところに学校も保育所もあるので心配な部分もある。いろいろな面で安全を検討されているとは思うが、念に
は念を入れてほしい。
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