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第４章 自由記載（主な意見） 

 

子育てをする上で、千代田区に住んでよかったと思えることや、より子育てしやすくなる提案等について、自由に書い

てもらったところ、下記のとおり、要望や意見、提案が寄せられた。下記６項目に分類した。 

 

① 保育園・こども園・幼稚園などについて 

② 児童館などの子育て支援 

③ 学校・教育 

④ 医療 

⑤ 公園・子どもの遊び場 

⑥ その他 

 

 

 ＜未就学児＞ 

（１）子育てをする中で、千代田区に住んでいてよかったと思う点 

①保育園・こども園・幼稚園などについて 

〇スムーズに入園し仕事復帰できる環境とはいいがたいが、他区に比べれば、まだよい方なのかもしれな

い。 

〇他区に比べ待機児童が少ない。待機期間が短かった。 

〇保育園がとても安心できる雰囲気である。安心してまかせられるところであった点。 

〇保育料が安い。保育料の軽減。〇認証保育所の保育料の補助。 

〇保育所が近くにある。〇徒歩圏内に保育園が複数ある。〇保育施設の増設へのとりくみ。 

〇保育園の入園案内がわかりやすい。 

〇他区から転入しましたが千代田区は区立の幼稚園に入りやすいので、とても助かります。 

〇幼稚園は人数のわりにとても広く、室内でも遊びやすい。先生がたくさんいて安心し、園の先生以外に

もカウンセラーの方もいて育児相談がしやすい。 

〇幼稚園の延長保育時や上の子の行事の時に、下の子（未就園児）も一緒に幼稚園で預かってもらえると

助かります。 

〇幼保一体施設に通っています。教育が子どもの自立をうながす工夫がなされていて、とてもよいと思い

ます。自然体験や遠足も毎月あり、体操指導やプール指導など専門の先生に教えてもらえ、とても満足し

ています。 

 

②児童館などの子育て支援 

〇児童館が地区ごとにあり、子どもが小さくても行きやすく利用しやすい。母子のみで過ごし息詰まるこ

とがなく気分転換にも、保護者のコミュニケーションの場にもなる。またクラブなどのプログラムも充実

している。 

〇児童館での工作教室、体操教室など良い環境を提供頂いていること。 

〇児童館がきれいでおもちゃも多く、利用しやすい。プログラムも充実している。 

〇区役所、児童館などスタッフの人がとても対応が良く、気持ち良く利用できる。児童館がきれいである。 

〇児童館の一時保育の制度があり、料金も安かったのがとてもよかったと思います。 



- 101 - 

 

〇医療費助成や次世代育成助成などが整っており、小さい子どもを育てるには有り難い環境です。 

〇誕生準備手当がいただけて大変助かりました。 

〇次世代育成住宅助成をなくさないでください。 

〇予防接種の補助、保育・幼稚園の個人負担が軽い等補助が手厚い 

〇病児ベビーシッター助成などが充実している。 

〇高校生まで医療費が無償、予防接種の助成、次世代育成手当等がある。 

〇妊娠時に支給されるお金など図書館の「ブックスタート」は良いと思いました。 

〇ぱぱ・まま教室や乳児健診等がアットホームな雰囲気がある。 

〇予防接種の案内などわかりやすい。 

 

③学校・教育について 

〇教育のレベルが高いと聞いている。保護者の意識も高い。 

〇教育に関して、他の区よりいろんな選択枝があるので、公立、私立、習い事、幼児教室などに通わせて

いる親子さんが多いので、時々情報交換したりできる。 

〇1学級あたりの人数が少ないので、きめ細かな指導をしてもらえる。 

〇公立私立を問わず、いい学校がたくさんある。 

 

④ 医療 

〇病院、休日診療所があり、いざという時に安心 

〇アレルギー等の講演会が多くある。子育てに熱心なお父さんお母さんが多く、ちゃんと育てられている

姿を見て、お互い良い刺激をもらえる関係にあること。 

 

⑤ 公園・子どもの遊び場 

〇地域に自然が多く安全性が高い面に満足しています。 

〇近所の公園も遊具もたくさんあり、とても助かっております。公園がきれい。 

〇芳林公園で遊ばせやすくなった 施設がきれいで安全 

〇少し足を伸ばせば皇居や公園があり、意外と緑が多い点。 

 

⑥ その他 

〇安全面で安心して暮らせる・きれい。交通事故が少ない。 

○治安が良く、安心して外を歩ける。路上喫煙が少ない。 

〇利用している図書館などの施設が新しく、きれいで清潔。警備の方もきちんとしていて信頼できるので

安心して利用できる。利用者のマナーも良いので不快な思いをしたことがない。 

○舗装されている道が多く、ベビーカーで散歩しやすい。 

○交通の便もよく、色々な所に出かけられる。 

〇職場、自宅、保育園が近いので、病気になった時など柔軟に対応できること。住勤隣接のため、通勤時

間が短く、子供を早く保育園へ迎えにいくことができる。 

〇働きながらの子育てのため、職場や客先がいずれも都心のため通勤に時間をとられないため業務にさけ

る時間を確保することができる。 
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〇様々な充実したサービスを、所得の制限があまりなく受けられる点。税金を払っていただけの他区と違

い、税金が戻ってくるような感覚になれてうれしい。 

〇千代田区商店街連合会主催のスタンプカードが利用できる 

〇子供が少ないせいか、ゆっくりした雰囲気がある。子供連れに対して、周囲の目が優しい。 

〇神田祭りに参加できた 

〇ポニーの乗馬や移動動物園などイベントを企画して頂けること。 

〇学校行事、祭りなどで敬老席があるので、祖父母が出席しやすい。 

〇都心にも関わらず、町会やファミリー・サポート・センターさんなど、イベントもあり、地域の皆さん

と親しくして頂いて嬉しいですし楽しいです。 

〇小さい子供も行けるクラッシックのコンサートや区役所で行われるコンサートはありがたいです。 

〇スポーツセンターが神田よりのため、麹町近辺にもあると嬉しいですがプログラムが手頃な料金である

ので楽しみです。区立の学校、園は施設がきれいなところが多く、プールもよく利用します。 

 

（２） 千代田区は、「もっとこうしたら子育てしやすくなる」という提案について 

①保育園、こども園、幼稚園などについて 

〇待機児童をなくし、(１歳の誕生日に仕事に復帰できるよう）１歳から入園できるようにしてほしい。 

〇確実に預けられるようにしてほしい。４月入園でないと入れない。入所定員を増やしてほしい。 

〇公立の保育園増やしてほしい。〇私立の保育園を増やしてほしい。〇認証保育所を増やしてほしい。 

〇区の空き施設を保育園に活用してほしい。年度途中でも入れるようにしてほしい。 

〇兄弟がいる保育園に入れるようにしてほしい。 

〇安心・安全な保育園の充実。 

〇朝７時就業が推奨されており、保育園もそれに対応してほしい。日曜日に働いているので、保育園・こ

ども園で預かってほしい。区立保育園の延長保育が２０時まであるとよい。 

〇保育園で教育的要素を取り入れてほしい。 

〇入園相談窓口の設置。認証保育園の申請や相談を区役所でできるようにしてほしい。 

〇保育園の入所予約ができるとよい。入園結果が早くわかるとよい。 

〇学区内外かかわらず、幼稚園の受付をしてほしい。 

〇幼稚園預かり保育の充実、幼稚園の長時間、長期休暇中の保育をしてほしい。朝の預かりなど。 

〇給食を実施してほしい。 

〇遊具の充実、教育の質の向上 

〇幼保一体の保育園の保育時間をせめて１９時までにして欲しい。 

 

②児童館などの子育て支援について 

〇児童館の開館時間延長。児童館は、日曜開館してほしい。祝日も開館してほしい。 

〇児童館がせまいので、広くしてほしい。児童館をきれいにしてほしい。 

〇児童館のイベントやプログラムを土日祝日も行ってほしい。知育のイベント・教室を児童館で。 

〇イベントが平日に多いので、土日にしてもらいたい。共働きが多いのだから読み聞かせなど小さい子向

けのものも土日だともっと参加できると思う 

〇土・日もこども園以外の預かりを児童館でして欲しい。 

〇児童館での英語のプログラムが非常に人気ですが、富士見みらい館でのみしか行っておらず、多くの方
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が殺到しております。他の児童館でもあるといいプログムかと思います。 

〇一時預かりをよく利用しています。２日前までの申し込みになっているが、当日、急な用事などあると

きには当日でも預かってもらえると助かります。 

〇児童館のいっとき預かりを土曜などに少し利用をしたいが、保育園に入っていると預けられない。上の

子だけが対象となる学校行事の時、下の子を預けたいが、預け先がない。 

〇ファミリー・サポート・センターがちゃんと利用できるようにする。（支援会員不足で断られたため） 

〇あい・ぽーと小さな家の開所時間をフルタイム勤務でも預けられるように 10 時間～13 時間にしてほし

い 

〇医療費補助は続けて欲しい。各種予防接種は無料として欲しい。 

〇補助に所得制限を設けるのをやめて欲しい。住民税を多く納めている分、さらに負荷がかかる。保育料

も所得別最高負担額を下げて欲しい。２人以上になるときつい。 

〇病後児保育の利用時間帯を拡大し、施設を増やしてほしい。 

〇病後児保育のシステムをもっとシンプルに、だれでもすぐに使えるようにしてほしい。 

〇住居費用、生活費用の補助があればよい。（特に次世代住宅手当の拡充など） 

〇高額所得者にもメリットとなる経済的支援を充実して頂きたい。 

〇学童クラブを２０時まで延長できるようにして欲しい。定期的に残業があるため、小学校入学後の子育

てに大きな不安を感じる。 

〇夏季休暇中、夜間など、学童保育でお弁当を有償支給してほしい。 

 

③学校・教育について 

〇学区を廃止して、小学校選択制にしてほしい 

 

④医療 

〇小児科で、耳鼻科の診察も出来る所がなくて不便です。風邪の時に鼻水から中耳炎になることが多く、

小児科、耳鼻科を２ケ所まわるのは大変です。 

〇土、日、祝、深夜等、子供の体調不良の際の案内、小児科の２４時間対応があったら心強いと思いまし

た。 

 

⑤公園・子どもの遊び場 

〇公園の喫煙スペースの縮小、公園の禁煙。 

〇安心して遊べる公園、ボール遊びできる公園、遊具のある公園が増えればいいと思います。 

 

⑥その他 

〇千代田区は色々なサービスが充実していると思うが、情報提供がＨＰ、広報・ガイドブック、などだと、

見落としてしまう事がある。日ごろ、利用する事が多い、児童館、乳児健診などのところに、子育てコン

シェルジェを配置できないでしょうか。 

〇おむつ、文房具、学校用品、洋服が安く手に入るお店があれば便利です。 

〇生鮮品などのそろったスーパーが近所にあったら、楽です。 

〇子どもと一緒に食事などができるところがふえたらいい。子ども用品等のお店ができたらいい。 

〇“風ぐるま”をコミュニティバス化、本数増。 
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〇風ぐるまのルートに保育園・幼稚園、総合病院、図書館など、小さな子どもを抱えた親子をサポートす

るような停車地を入れてほしい。 

〇広報を見ていると様々なイベントやサポート事業があるので利用してみたいと常々思っています。 

〇「公営住宅の増設」です。個人的にはひとり親家庭なので、ひとり親を優遇（優先）してくださる入居

制度があると、本当に困っている人が抽選で後回しにされることが少なくなると感じております。 

〇ファミリー世帯がすむ場所をふやしてほしい。家賃が高すぎて、若い世帯には定住したくてもむずかし

いので。１２万程度ですめるように、助成金を出してもらいたい。 

〇歩道のない道路がまだまだ多いので、ガードレールやラインを引くなど、整備を強化してもらえると安

心して道を通れると思う。 

〇駅のエレベーターを増やして欲しい。ベビーカーによる移動で、バリアフリーになっていない場所も多

く、行政としても整備に向け、民間企業に働きかけてほしい。 

〇道、特に歩道をもっと子供、老人、にやさしい広さにしてほしい。 

〇路上喫煙のとりしまり強化をお願いします。 

〇現在の女性の労働時間も長くなっています。夜間の保育へのニーズも（同様に土日の保育も）高まって

いるのではないでしょうか。 

〇働く母親の視点でのサポートが欲しい。検診は平日ではなく、土日という選択肢があるなど 

〇今は両親とも元気ですが、子供が大きくなるにつれ祖父母も年をとり、介護や入院の手伝いを私がする

中で、主人は仕事があるためすぐには帰宅できないので、家族間で世話をやりくりしなければなりません。

学童クラブも、認証保育所と同じ時間帯で開設してくれると仕事、子育て、介護のやりくりがしやすくな

ると思います。 

〇区の子育てイベント情報・サポート情報を定期的にＨＰでｃｈｅｃｋしているが、子供の年などに応じ

た内容のメールマガジン等を定期的に発行していただけると大変ありがたいです。 

〇児童館でのイベントや講習は情報がなく、知った時には終了していたことが何度かありました。年間（月

間）スケジュール等をネット以外でも知ることができればありがたいです 

〇区立小学校の校庭を芝生化してほしいです。子どもたちの運動能力を向上させるための設備面でも投資

していただきたいです。 

〇近くで、幼稚園、小学生を送り出し、帰宅するまでの間での週２～３日などで何かお手伝できるような

仕事（事務、など）があればと思います。地元や企業やハローワークとの境目になるとは思いますが、そ

んな就労支援の窓口も子育て支援窓口と同じであればうれしいなと思います。 

〇オーストラリアには「Ａｕｓｔｒａｌｉａｎ Ｂｒｅａｓｔｆｅｅｄｉｎｇ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ

（オーストラリア母乳協会）」の作った「ここは母乳歓迎」と書いたステッカーがあり、これをレストラン

やお店に貼ってもらっています。貼るための基準は３つで、下記の通りです。・スタッフと経営者による歓

迎の態度・禁煙・ベビーカーを動かせること。このようなステッカーを千代田区でも作り、授乳室がなく

ても授乳できるレストランを、母乳育児中の母親達に教えて頂けないでしょうか？現在母乳育児が推奨さ

れる割には、ケープ越しとはいえ授乳姿を見せることへの世間の目が厳しく、レストラン等で子供が泣い

た場合、肩身が狭く、結果母親のひきこもりや母子カプセルにつながってしまいます。 

〇３人の子育てをしていて、１人目より２人目、２人目より３人目の時の方が、子育てしやすい環境にな

ってきていると感じます。区として子育て支援に取り組んでいただいているおかげかと思い感謝しており

ます。よりよい支援環境になっていくことを期待しています 

〇千代田区の子育て支援はとても充実していると思います。それでもまだ、フルタイムで共働き、核家族
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では、仕事と子育ての両立に苦慮する場合もあります。フルタイムで共働きの核家族を想定したサービス

をさらに充実していただけるとありがたいです。また、男性を含めた働き方の意識改革（残業＝美徳、女

は家庭などと言った意識の改革）が推進されると、より子育てしやすい社会になると思います。 

〇専業主婦の立場からでしたら現行で満足しております。ただ父親も千代田区の会社員ですが、激務のた

め子育て参加が全くできません。妻の就労も夫のサポートが得られないため困難です。企業との連携で、

父親が人間らしい働き方ができるようバックアップしていくことが女性の社会進出、少子化対策になると

常々感じております。 

〇今後も区民の意見に耳を傾けてくれると嬉しい。 

 

 

 

 

＜小学生＞ 

（１）子育てをする中で、千代田区に住んでいてよかったと思う点 

①保育園・こども園・幼稚園などについて 

〇すぐに保育園に入れたこと。保育園の待機がなかった。保育園が入園しやすい。施設がきれい。 

保育士の配置が手厚い。 

〇保育園での教育が充実していた。 

〇残業が日常的にある仕事なので保育園の「延長保育サービス」を受ける事ができて良かったと思います。

交通利便性の高い所なので２人の子供を別々の保育園にあずけた時も何とか仕事を続ける事ができました。 

〇幼稚園での預かり保育に子どもあずけられ、母親の就労移行がうまくでき助かった。 

〇幼稚園と小学校が同じ所にあるのが素晴らしいと思います。小学校に進んでも先生、お友達、使い慣れ

た施設がたくさん残るのは安心ですし、お互いの交流もありがたいです。 

〇乳幼児期からお世話になった（子育て相談など）児童館の先生、幼稚園先生方が千代田区内におり、今

でも子供の成長を見守って頂けています。 

 

②児童館などの子育て支援について 

〇未就学児の一時預かりは、かなり利用しました。とても良かったです。 

〇帰宅せずに児童館へ寄れる利便性。放課後、ふじっこという勉強（宿題）を見て下さる場所。長期間の

休みに児童館で遊べること。〇施設充実。児童館が近く、スタッフがよい。 

〇学童クラブにも延べ６年間お世話になりましたが、子育ての相談も含め、親子に目が行き届いていたと

思います。 

〇現在は高学年になりましたので利用はしていませんが、こども園、学童クラブと大変お世話になりまし

た。フルタイムで働いている時は（母）、年末年始の保育、長期休暇の保育も利用させていただきました。

又、利用はしませんでしたが、病後児保育などがわかっていましたので、精神的にも大変助かりました。 

〇小学校の放課後教室は「利用して下さい」という開放的な感じに救われている。 

〇放課後の教室の遊びと学びと選択性で有難く大変お世話になっています。いらっしゃる先生の面倒見も

とても良く安心して預けられます。又、サタデースクールも喜んでいっています。 

〇学内に放課後子ども教室がある 

〇数年前、親の介護、自分の仕事などでたいへんだったときに児童館の一時預り保育やファミリー・サポ
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ート・センターの方々にお世話になり、たいへん助かりました。ありがとうございました。 

〇さくらキッズの先生が良い対応をしてくれる。 

 

③ 学校・教育  

〇学校の先生方が熱心で良い先生が多い 様々なイベントがあり、良い経験が出来る。 

〇公立小学校の教育がよい。カリキュラムがよい。お茶や太鼓などいろいろな体験。 

〇学校の環境がすばらしいことです。室内プールが夏場以外は遊び場になったり、体育館の冷暖房完備、

屋上庭園やネイティブによる小１からの英語教育、こども園や児童館が隣接していること等良い環境の中

で学ばせて頂いているということです。 

〇発達障害に対して理解が得やすい 

〇スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーが導入されている 

〇学校給食がおいしいと聞いている。中学校に給食がある。 

〇朝の通学時間帯にスクールゾーンが車輌進入禁止となる・行き帰りに地域のボランティアの方が交差点

などに立って見守って下さる。 

〇児童手当とこども医療費助成・高校生等医療費助成があること。予防接種の補助。 

 

④ 医療 

〇平日準夜間小児初期救急診療など医療サポートが充実している。 

〇大きい病院が複数有り、救急等でたらいまわしにされる事無く受診する事が出来ました。乳幼児は容体

が急変する事も多く、本当に何度も助けられました。 

 

⑤公園・こどもの遊び場 

〇治安がよく、子どもが遊ぶ公園も整備されている 

〇公園が近くにあり、子供が安心して遊べる環境が整っている。 

 

⑥ その他 

〇父・母とも職場が近くなので、通勤時間が短かくすみ、効率的であること。 

〇会社から近いので通勤時間が短く子供との時間が増える。 

〇交通の便が良い。 

〇交番の数が多く、パトロールカーも良く見る、治安が良い。 

〇治安が良いので放課後お友達と遊びにいくという連絡があっても比較的安心している。 

〇年間を通して参加できる生涯学習館でのキャンプ、又、ひがた探険隊など自然とふれあう行事が多く、

参加させていただいてます。そういった事業が数多くある事、感謝しています。 

〇路上喫煙禁止なので気持ちが良い。 

〇福祉が充実しているので何らかのイベントに参加した時、良かったと感じています。 

〇歩道が整っており、子供と歩くのに安心して歩ける。 

〇相談場所も多く、また地域の特徴として町全体で子ども達を見守って下さっているような安心感があり、

とても感謝しております。ただ、その相談場所（事業）をご存じない方も多く残念に思うこともあります。 

〇歴史にふれあうこと。 

〇時間がかかる事なく割合すぐに美術館、博物館に連れて行ける環境にあること。 
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〇子育てする環境としては十分に満足しています。 

 

 

（２） 千代田区は、「もっとこうしたら子育てしやすくなる」という提案について 

①保育園、こども園、幼稚園などについて 

〇環境の整った保育園を拡充して欲しい。 

〇祝日・日曜にも預けられる保育園 

〇全区立幼稚園の保育時間をもう少し長くしてほしい（特に年少）  

〇私は幼稚園教育が良くて子ども二人を幼稚園に通わせましたが、途中で仕事をせざるをえなくなり、仕

事を持ちながら幼稚園に通わせるのがとても大変でした。特に長期休暇の時は職場につれて行ったり、友

人は一時保育を利用していましたが利用料がお給料を上回ってしまったりしていました。（４年前の話です

が） 幼稚園は親参加も多く良い面もたくさんありますが、これからは仕事を持つお母さんも安心して通

わせられる体裁をとっていって欲しいと思います。 

〇富士見小の芝生校庭は養生期間が長く ただでさえ運動能力の低下が心配なご時世に子どもの運動機会

をうばっています。即刻土校庭などに改善し通年で利用できるようにしてほしい。 

 

②児童館ほかの子育て支援 

〇児童館利用時間の一時的変更（夏・冬期・春休み） ８：３０～１７：００等受入れ時間を早くしても

らえると助かる。（学童でない場合も）〇千代田区は、自営業の方も多くいらっしゃると思います。平日、

土日、区別なく子育て支援のサービスが受けられると良いと思います。 

〇旧今川中学校を児童館として利用できるようにして頂けないでしょうか。 

〇夜間の子供のベビーシッターがあればうれしい 

〇手のかかる乳幼児の間は“手”の支援を！お金のかかる中・高生には、“お金”の支援をしてほしいです。 

〇学校内学童クラブ（アフタースクール）の利用時間を延長してほしい。また、部屋がとても狭いので広

くして、受入人数を増やしてほしい。 

○夏季の放課後子ども教室の実施があるとありがたいです。放課後教室は、今は子供が自由に学び遊ぶ場

ですが、「科学教室」「将棋教室」「工芸教室」など、イベント的に子供が参加して楽しめるものがあるとう

れしいです。 

〇児童館の一時預かり予約を２日前ではなく前日までとしてほしい。 

〇長期休暇期間のみの学童の受け入れ。高学年になると学童を辞めてしまっているので特に夏休みが困る。

子どもの居場所がない。長期休暇期間の子どもの受け入れ先が欲しい。 

〇区立の学童が１９：００迄の為、仕方なく民間に預けたり、ベビーシッターを利用。保育園より終わり

が早いのが困る。会社は子供が大きくなったのだからといって普通の人と同じことを要求するのに子供の

受け皿がなく、保育園時代より仕事量を減らさなければならないのが理解得にくい。小４位から学童に入

れなくなる可能性があるときいている。受入人数を早急に拡充してほしい。やはりまだまだ一人で留守番

は難しい。頼る親せきもなく、シッターに預けるのも難しい年頃になる。慣れた学童で過ごすのが良い。 

〇学童クラブの１９時門限がかなり厳しい。夕食にもかかわるので、それほど遅くまでとはいわないが多

少の延長は認めて欲しい。 

〇外泊入院（逓信病院入院）の枠を広げるよう、区から助成金を出してほしい。 
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③学校・教育 

〇全ての小中学校に通級指導教室の設置 

〇学校・園の先生方や児童館、学童の先生方のご負担の多さに、気の毒に思うことがございます。先生方

への応援を願います。これがひいては我が子達への教育・支援活動に影響してくると思います。 

〇東京オリンピック開催が決定し、いろいろな形でのボランティア活動ができるような子供に育つように

サポートいただけるとありがたいです。語学力を習い事とした時の援助があるとか、学校の放課後教室に、

多国籍の言語を学べるカリキュラムを組むとか、ボランティアそのものを奨励する事業などなど。 

 

④ 医療  

〇小児科が近所（番町付近）になく、とても困る。仕方がないので耳鼻科に通っている。 

〇外泊入院（逓信病院入院）の枠を広げるよう、区から助成金を出してほしい。 

〇小児科専門医院がほしい。又、小児科等子どもが行く病院は、せめて１９時ぐらいまで外来をしてくれ

る医院があると非常に助かります。近辺の医療機関は、１７：００～１８：００頃まででしかも、土・日

休みが多く、共働き家族は病院に連れて行く事が大変です。 

 

⑤公園・こどもの遊び場 

〇公園や遊ぶ場所をもう少し増やして頂けるとありがたいです。 

〇室外に遊ぶ場ない。ふじみわんぱくにはアリーナがあるが自由につかえない、子供達の体をうごかす場

所が必要。雨の日にも行ける、安心な室内運動場があったらいい。 

〇週に１回くらいは放課後クラブ以外での集団遊びがあると、子供達の友情がもっと育くまれていくと思

います。 

〇放課後に遊びに行ける場所が少ないです。公園はホームレスや喫煙者が多く、ボール遊びも禁止なので。 

〇小川公園や、和泉公園でボール遊びなどを行う会をやって頂いていますが、公園で球技が出来るエリア

の確保をして欲しい。 

〇安心して遊ばせることのできる公園作りをお願いしたい。 

〇ボール遊び、バットが振れる公園が欲しい。せめて、土日など休日は遊べる公園が欲しい。 

〇基本的にボール遊びをする場所がありません。〇公園での遊びが充実したらいいと思います。子どもが

遊ぶのに制約が多すぎる。 

〇公園にタバコを吸う大人が大量に集まっています。副流煙もあり、非常に困っています。 

 

⑥その他 

〇日常品のスーパーを誘致してほしい。〇大型スーパーがあるととてもよい。 

〇若い世帯が住めるような区営住宅の充実。区営住宅・都営住宅、ファミリー向け間取りの住居が少ない。 

〇歩道のない道路がまだまだ多いので、ガードレールやラインを引くなど、整備を強化してもらえると、

安心して道を通れると思う。〇階段をスロープにする（バギーや車椅子に有効） 

〇駅によっては、エレベーターがまだまだ足りなく、ベビーカーでスムーズに通行できない所も結構ある

ので、エレベーターを増やしていってほしいです。 

〇路上禁煙の徹底をお願いしたいです。 

〇街灯を明るくしてほしい（夕方～夜、子供の安全、防犯、事故防止めのため） 


