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５．自由記述 
自由記述については、項目ごとに分類していますが、複数の項目にわたって記述している場合は、最

初に書いてある記述内容で分類してあります。 

 

Ⅰ 就学前児童 保護者 

１ 子どもの権利を保障する取組 

� 他の子と比べず、自分の子どもの個性、良い所を尊重

して子育てしていけたらと思います。 

� 日々、成長をするわが子どもたち。見逃さないよう、

毎日一緒に悩み、笑い、泣いて、食べて暮しています。 

 

２ 屋外遊び場所の充実 

� 安全面での配慮もあるかと思いますが、公園の遊具が画

一的で、どの公園も似たりよったりで、面白味が感じら

れません。芝生のある広場があると嬉しいです 

� 身体を動かして遊べる場所が都心ゆえ、なかなかないの

で公園を子どもに使いやすいようにより整備してほしい。

利用の多い公園は整備されている印象があるが（フラ

ワーパーク、しいな町公園）、周辺の小さい公園をもう少

し整備すると小さい子どもにとって利用しやすくなる。 

� 安全で清潔で広い公園がとても少ない。体育館での教室

や区民ひろば、スキップなど、この辺りのエリアは充実

していると思う。広い公園が少ないのが、一番このエリ

アで不満に思うこと。（千川・高松・要町エリア） 

� 公園などが古くて暗い印象の所が多く、あまり遊ばせた

いと思わない。緑地が圧倒的に少なく、自然があったら

なぁと思う。道路が狭く、子どもを連れて安心して歩け

ない。自転車などが怖い。駒込の子育てひろばをよく利

用するが、施設が古くて、遊具もボロボロ…。ここしか

ないのでもう少し改善してもらえたらと思う。 

� ボールを使った遊び、自転車に乗って遊んでよい所が少

なすぎて残念です。 

� 高松に住んでいますが、千早フラワー公園のような公園

が近所にあったら理想的です（公園が少ないと思います）。 

� ４歳児の母です。子どもが乳児だったころ、区民ひろば

には、とてもお世話になりました。幼児の時は行動範囲

が限られるので、母子ともに相談もでき、毎日楽しい時

間が持てました。成長とともに外遊びになり近所の公園

に行くようになりましたが、遊具がある公園は数少なく、

池袋４丁目公園によく行きましたが、愛犬家の方たちが、

ドッグランのように使用していて、子ども達を遊ばせて

いると、犬を放せないようで、いやな思いを何度もしま

した。家のすぐそばの公園は猫のふんだらけで遊ぶこと

ができません。公園の整備が必要と感じます。 

� 公園に遊具が少なく、大人の喫煙所・休憩場所でしかな

い。子どもがいても平気で吸い殻をポイ捨てして帰る。

周囲に知り合いもママ友も子どもも居らず、一日中部屋

で子どもと２人きりだと家の中でのイタズラにイライラ

するため、歩けるようになった今、外で遊ぶ時間を作る

ようにしている。 

� ボールを使用できる公園が近所にない。サッカーや野球

禁止などが多く、せっかく近所の公園へ行ってもスポー

ツができない。公園内の見通しが悪く、蚊も多く、遊ば

せづらい。もう少し明るく広い公園があると嬉しい。き

れいなトイレもあると良い。あまりに汚いと子どもが入

りづらい。 

� 広い公園がほしいです。小さい頃は、区民ひろば等で足

りていましたが、子どもが１歳半くらいになると室内だ

けでは物足りなくなるようで、文京区の教育の森、目白

台公園、北区の飛鳥山公園のような広くて子どもをのび

のび、車の心配をしなくても良いような所を作ってほし

いです。 

� 中学生がタバコを吸っていたりして、子どもだけで安心

して公園で遊ばせることに不安を感じます。スキップで

は安心して遊ばせることができるので、とてもありがた

く思っています。区では子育て支援に尽力していただい

て、感謝しています。 

� 東池袋２丁目にある児童遊園（公園）がバイクや自転車

の通行防止により柵ができてしまい、ベビーカーで入る

には遠回りして小路を抜けなければならなくなりました。

行きにくいし、帰りも遠回りだし…。そのせいか最近は

ベビーカーの人たちはいなくなり、大人がたばこを吸う

公園になっています。それならば灰皿を置いて下さい。

大人のための公園ならこれ見よがしに遊具は置かないで

下さい。上の子がかわいそう。 

� 池袋という場所柄、喫煙所でタバコを吸うたくさんの大

人や、不審者がいたりと安心して公園で子どもを遊ばせ

ることができません。もっと、子ども達の笑い声がする

公園にしてほしいです。お願いします。（東池袋西友横の

公園） 

� 公園のトイレを清潔にかつ明るく使いやすくしてほしい。 

� 公園では近隣の喫煙者が数多く集まっていて、吸い殻は

遊具の下に捨てられていることも多く、とても安心して

子どもを遊ばせられない（巣鴨公園は特に）。子育てひろ

ばのおもちゃはあまり充実していない。１回50円くらい

の利用料を徴収して、もう少し新しいおもちゃを入れた

り、衛生面を撤底してもらいたい。 

� 公園の整備があまりされていない。遊具が古い、トイレ

が汚い、不審者がいる。夏期、水遊び場が使えない（水

が入っていない）。 

� 公園が近くにない。少し歩いて行く公園も遊具が少ない（実

家の近くは土地柄もあるが広くてたくさん遊べるので…） 

� 公園で犬を連れている人がいるが、糞尿をさせているこ

とが多く、衛生的にとても気になる。放して走らせてい

たり…。マナーを守るようにしてもらいたい。ドッグラ

ンなどを作ったり、公園に警備員などを在中させても

らって、衛生面を保てるようにしてほしい。皆が犬が好

きなわけではないし、子どもが近づくことが多く、ケガ
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をしたときに、責任のなすりつけになるかもしれない。

個人的には公園への犬の連れ込みを禁止してほしい。人

間を犬と一緒にしてほしくない。 

� 駒込の公園は、他の区に比べて整備されていないと思う。 

� 公園が少ない。あってもホームレスが寝ている。遊具が

ある公園にも喫煙所があるので撤去してほしい（結局吸

い殻が散乱していたりするので）。 

� 球技ができる公園が少ない。子どもが安心して遊べる場

所が少ない（大人の煙草休みが多い）。 

� 都心だから仕方ないのかもしれませんが、緑の少ない公

園ばかりです。公園も小さくのびのびと遊べるという感

じではないです。 

� 夏場、公園の砂場に日よけを付けてほしいです。 

� 西池袋には、のびのび遊ばせられるような公園がない。 

� 待機児童解消に取り組むのは良いと思いますが、今まで

あったものがそれによりなくなるのは、何かが違うよう

な気がします。広く浅いサービスより、狭くて深いサー

ビスが個人的には好みです。また、子どもと遊べる施設

や公園（雨天時も）の充実も期待しています。 

� 公園はあるが、タバコを吸っていたり、住居のない人が

寝起きしていたり…、公園の環境は悪い。 

� 公園の遊具等が古く、不審者が集まりやすくなっている。

公園自体が少ない。 

� 大きな公園を作って下さい。近隣には小さな公園しかなく、

広い土地を利用した公園があると、子どものみならず父兄間

の交流を気転に楽しめるのに…と思います。 

� 西池袋公園、子どもよりも大人のための公園になってい

ます。喫煙スペースをもっと小さくして頂きたいです（遊

ぶスペースと離してください）。無駄に広い植え込み（バ

ラ園？）と誰も使っていない砂場…。とてももったいな

いです。子どもは砂遊びが大好きです。「整備求むっ!!」。

「上がり屋敷公園」は子どもも大好きです。税務署に近

いため、通り道にしている大人から自転車遊びしている

と嫌な顔をされます。近くて、広くて大好きな、よく行

く公園です。もっと過ごしやすくなると嬉しいです。

（ホームレス、うす暗いトイレも子どもだけで利用させ

るには勇気がいる理由です）。（どんぐりのなる木がどん

ぐりがならなくなり親子でショック）。このような要望を

伝える場面をいただき、ありがとうございます。期待し

ています。よろしくお願い致します。 

� ０～２歳の子どもを育てる際に、豊島区内で公園等、空

き地利用が難しければ利便性のいい駅周辺の箱モノ内で

いいので、子育て・子どもを遊ばせる場所がもっとほし

かった。他区に比べて遊ばせる場所が少なすぎ。 

� 区境なので、北区の公園を利用します。文京区・豊島区

より北区の方が子どもの遊び場は充実していると感じま

す。西ヶ原のみんなの公園・中央図書館のいなりパーク

等。駒込の公園は狭くて名前も覚えづらい「桜のナント

カ…」長すぎるし似ている。「染井よしの桜の里公園」の

小屋、いつも鍵がかかっていて利用できず、議員が来た

時だけ開けるってとても腹立たしいです。夏の日差しを

やわらげる等、利用者の声を積極的に聞いて居心地のい

い遊び場作りをしてほしいです。大人の目線で作ってい

る感じ。 

� 公園の植木が多すぎると蚊が大量発生して困る。さらに

死角になり、子どもの姿が見えづらい。かつゴミを拾て

たりと、死角で何か起こらないか心配。伐採に費用もか

かるし多すぎる植木は不要。大塚台公園の話ですが、余

計なオブジェを除いて、見渡し良く清潔にしてほしい。

夏場ジャブジャブ池に犬を入れるマナー違反がいるのも

死角だからかと。水に足を入れたら真赤になりました。

使えません。 

� 公園等が増えたらいいなと思っています。児童館に行っ

ても、あまり同じぐらいの年齢の子たちと会うことがな

いので、もう少し触れ合う場があるといいと思います。 

� 子どもが集う、明るく楽しい公園や施設づくり（巣鴨地

区）。 

� 子どもが安心して裸足、または「はいはい」ができる、

芝などで緑豊かなスペースがほしいです（ネコなどのフ

ンがない清潔な所）。 

� 遊具の充実した公園を作ってほしい。どの公園に行って

も同じ遊具ばかり魅力がない。新宿区や北区の公園を見

習ってほしい。 

� 子どもが思いきり遊べる公園がない。（特に男の子）野球

やサッカーは、私の知る公園ではすべて禁止。騒ぎすぎ

たり、周りに迷惑をかけたりしなければ、少しは、やら

せてあげても良いのでは？と思う。公園でゲームをやる

よりはよっぽど良いと思う。子どもが遊ぶ公園で、ペッ

トにおしっこやウンチを平気でさせている人が多すぎる。

幼児は何かと地面に近いところのものを触りがちなので

不潔でしかたがない。 

� 緑や遊具が充実した豊島区のシンボルとなるような公園

を作ってほしい。きっとその場で家族同士のコミュニ

ケーションが生まれ、地域のつながりが強くなると思う。 

� 大きな公園もなく、外遊びは味気ない。 

� 子どもだけで安心して遊べる見通しのよい公園がほしい。 

� 子どもが安心して遊べる公園が少ない。小さなポケット

パークがあっても遊具が少なく、ホームレスや喫煙者の

たまり場となっていて、安心して遊ばせることができな

い。 

� 公園ですが、他区に比べ狭く、遊具も少なく感じます。

安心して遊ばせられる遊具や区画を作っていただけたり、

芝などあるともっと子どもと一緒に外に出たい、という

気持ちになります。都立公園のように動物がいたり、低

料金の乗り物などがあり、近いとありがたく思います。 

� 公園が狭くて、暗くて、汚い所が多い。錦糸公園のように、

明るくて、遊具がたくさんある公園がほしいです。 

� 公園が狭い（高松）。日当りが悪くホームレスがいたりし

て子どもを安心して遊ばせられない（要町付近）。 

� 豊島区内にもっと安全で綺麗な遊び場を作って下さい。

広い芝生のあるような公園、雨でも体を動かせる場所な

ど。 

� 豊島区の公園の多くは「おどろおどろしい」感のある公

園が多い。もう少し綺麗で明るい公園がほしい。 

� 子どもを持って初めて公園の使いにくさを知りました。

公園での喫煙者。乳幼児用のブランコに小学生が連なっ

て乗っていたり、石を投げた子どもがいて（年長さんく

らい？）、何で石が公園に？とも思いましたが、それを見

た２歳のわが子が真似して石を投げたことがありました

…。（危ない…）子どもが安心して遊べる公園が少ないと

思いました。保育園も充実しているとは思えません。認

定こども園はどうなったのかわかりませんし…。文句ば

かりですみません。入院した時は、子どもを預ける場所

がなくて、存在してはいけない存在のような者だと思え、
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落ち込みました…。 

� 公園で自転車やボール遊び禁止が多すぎる。運動できる

施設が少なすぎて、のびのび遊ばせられない。公園の不

審者やホームレスがいて怖い。公園の環境が悪い（トイ

レが汚い、障害者用のトイレの設置など）。 

� 最近の公園は防災対策に重きがおかれ、見はらしがよく安全

に遊べる遊具が厳選されているように思いますが、もう少し

子ども目線にたった、基地のようなシンボルのある公園（カ

ブトムシやロケットなど）が身近にあると、子どもの外遊び

との増加と体力向上につながると思います。 

� 公園の点検、整備などきちんと行ってほしい。遊具は一

部の鉄板が剥がれていたりして小さい子どもに危険。夏

場には草がすごくのびていたりしている。子どもが安全

に楽しい公園をつくってほしい（他の区の公園など参考

にして考えてほしい）。室内で遊べる所が少ない。 

� 芝が増えましたが、芝の所を利用できない。（養生中）な

ど芝と子どもの遊びと、どちらが大切ですか。夕方のチャ

イムが夏６時、冬５時が、聞こえにくい。もう少し、鳴

る所を増しては。自転車の練習場所はどこでしょう。今

度、旧高田小学校がなくなり、ああいった練習をできる

所も必要ではないでしょうか。 

� 子どもが遊べる広々とした公園も少ない。遊具も充実し

ているとは言いがたく、子育てにはあまりやさしくない

と思う。都心で場所も限られているのでしかたないと思

う部分もあるが、子ども達が安心して遊べる場所がもう

少しあると嬉しい。 

� 公園の遊具が少ない上に、大人がたばこをすっていたり

ゴルフのスイングをしている方までおり、思いっきり体

を動かせる環境にまったくなっていません。他区まで遊

びに行っています。公園で遊びたいと子どもが思うよう

な環境になっているか今一度ご調査をいただきたいです。 

� 子どもが思いきり走り回ったりボール遊びなどができる

広い公園や場所が少ないように思う（旧千川小の校庭開

放はずっと残してほしい）。子どもが好きなように砂いじ

りができる砂場のある公園がない（衛生的な砂場がない）。

武蔵野市は月に２回程度業者が入り、砂をほりおこし消

毒をしていました。砂がサラサラでとても衛生的に感じ

ました。また公園のトイレも時々清掃が入っていました。

豊島区の公園も、もっと清潔で利用しやすい環境にして

頂きたいです。 

� 公園で、自転車の練習もできないし、キャッチボールもサッ

カーも禁止、自由に体を動かして遊ぶことができない。 

� 公園などの遊具が古く遊ばせづらいので、新しく、多く

の子どもが遊べるようにしてほしいです。また、公園で

子どもが遊んでいたら大人が「うるさい！」と叫んでい

ました。安心して公園で遊べる環境づくりをお願いした

いです。 

� とにかく遊び場が少ないと思います。公園や広場など設

備の整備をお願いします。 

� 公園が近くにあるが猫を大量に飼いならしている方がい

るため、公園が猫だらけ、砂場がフンだらけで遊べない。

遊具を増やしてほしい。 

� 公園内にホームレスの方々が昼間休息しており、子ども

達が走りまわっていると「うるさい！」と怒る人もいま

す。酒盛りしている人もいます。安心して遊べる環境に

して頂きたいです。 

� 子ども達が安心して遊べるように環境を整備していただ

きたいです。公園には、犬、猫のふん、食べ物の食べ残

し、ゴミが散乱していて、公園で遊ぶ際は、まずチェッ

クをしてから遊びをさせます。本当の意味で安心して遊

ばせる場は小学校の校庭開放くらいです。よろしくお願

い致します。 

� 公園も練馬区の光ヶ丘公園や、大泉交通公園、足立区の

舎人公園を参考にしてはどうでしょうか。上がり屋敷公

園、椎名町公園…魅力を感じません。いつも他区の公園

へ出かけています。スポーツ公園も遊具少ないですね。

子育てをして始めて子育てしにくい区だとつくづく感じ

ました。 

� 南長崎スポーツセンターのグランドの開放日数が多くな

れば子どもがボールで、のびのび遊べる時間が増えてい

いのになと思います。よろしくお願いいたします。 

� 家の中、家の前で子どもと遊んでいる時に、騒いでいる

と隣り近所からの苦情が時々あることに多少のストレス

を感じ悩むことがある（私が幼少の頃に外で遊んでいる

のが普通の環境）。子どもには遊んでいる中で、ふざけて

悲鳴をあげることがあった場合は、直ちに止めさせてい

る（近所からの苦情を避けるため）。公園、広場等の外で

サッカー、野球、バスケットボール等の球技スポーツが

できる施設がほしいです（気軽に使用できる場）。 

� スペースから難しいと思うが、芝生公園のようなものを

整備してほしい。 

� 北区と豊島区両方の公園へよく行くが、北区の方が設備

も新しく掃除もいき届いているイメージがある。駒込区

民ひろばをいつも利用していて、職員の方々も皆よくし

てくれて、とても助かっているが、備品やトイレなどは、

かなり古くて気になる。清潔にはしているが、壊れる寸

前のようなものも多いので、新しくしてほしい。 

� この数年で、公園の遊具が新しく、活動的なものになっ

たり（フラワー公園など）、遊ばせやすい公園が増えたよ

うに思います。一方、同じ公園で、昼間から酔って寝て

いる男性がいたり、治安は悪くなっているように感じ、

子どもが安心して遊べる状態でないことも。また、雨の

日は支援センターぐらいしか行き場がありません。 

� 公園内に児童遊具がある場合、タバコ不可にしてほしい。

指定の場所で吸うならよいが、実際タバコの煙が届いて

しまう。特に 12～13時頃。 

� 昔（20 年くらい前）は公園に管理の方がいて、子どもに遊

びを教えてくれたり、不審者に対し声をかける等を行ってく

れており、子ども達だけでも遊ぶことができていたが、今は

公園に住んでいる人がいたり、注意する人がいないので、子

どもだけはもちろん、母親の私でも恐いと感じることがある。

シルバー人材の方や警察ＯＢの方を利用して地域の見守り

を強化してほしい。 

� 公園で飲酒する高齢者、犬の散歩のマナーが悪い人が目

立つ。保育園児、インターナショナルスクールの子ども

たちが平日ＡＭに公園を占拠していて、小さい子を連れ

て行きにくい。 

 

 

３ 子どもの居場所・活動の場の整備 

� 雨が続く時や、寒い冬、真夏など、外での遊びが限られ てしまう時に、いつも室内での充実した遊びができるス
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ペースがあればと感じます。 

� 全般的に施設が狭く、汚い（区民ひろば、児童館）。子育て

サークルは充実していると思う。楽しく参加しています。 

� 西池在住ですが、室内遊びができる場所・夏に水遊びで

きる場所がない。福祉会館の区民ひろば２階は、子ども

がのびのび遊べる作りではない（狭い）。子どもがいて、

他区の子育て支援をうらやましく感じます。 

� 子ども服や育児グッズのフリーマーケットがあればと思

います。南長崎はらっぱ公園の近くに住んでいますが、

定期的にポニーに乗馬できるイベントがあり、子どもが

毎回、たいへん楽しみにしています。体育施設での子ど

も向けのプログラムをもっと増やしてほしい。特にスイ

ミングは希望者が多く、長く空きを待っているので改善

してほしい。 

� 子どもスキップの制度は、本当にありがたい制度だと思

います。昔のように安心して遊べる場所が限られている

今、学校と一体となって遊べる場所を提供していただい

ていることに感謝しています。 

� 図書館や児童館、区民ひろば等、どの施設も建物がとて

も古く、もっと快適に過ごせるよう、改築等していただ

けると嬉しいです。 

� 雨の日でも遊べる場所を増やしてほしい。 

� 日・祝日に室内で遊べる場所が少ない。 

� 図書館で子どもスペースは用意されてはいるが、幼児が

少し騒いだだけで注意され、居心地が悪い。親もゆっく

り本を借りれるようにしていただけるとありがたい。 

� 豊島区の図書館に赤ちゃんを連れていったら、泣いたり

大きめの声を出した時、怒られてしまいました。上の子

の本を借りたいのに、赤ちゃんを連れていきづらく、肩

身が狭いです。 

� 広い公園がなく困っています。雨の日は特に困り、思いっ

きり体を動かせません。ボーネルンドのキドキドのよう

な施設を作ってください。利用料金が高くても構わない

と思っている人は、多いはずです。 

� 近所にある児童館をよく利用させてもらっています。マ

マ友もできて、お話しができ、リラックスできる場です。

もう少し、遊び道具が充実していれば、なお良いなと思

いました。 

� 乳児と年長児が一緒に遊べる屋内施設がない（充実して

いない）。２人同時に連れていくと年長児用のおもちゃが

無く、だからといって体を思いきり動かせるでもなく。

屋内施設は乳児・年少幼児には良いが、もう少し上の子

向けのものもほしかった。 

� スキップのない小学校の存在が気になります。進学予定

の小学校にもスキップがないので…（千早小）。外遊びの

時間がないと不満もたまると思いますし、体力的に不安

も出てきそうな気がします。すべての小学校にスキップ

を作っていただけたらと思います。 

� 最近、新宿区の児童館を利用する事がありますが、冷蔵

庫、電子レンジ、食器の貸し出し、おもちゃの充実等、

長時間ゆったりと利用する事ができます。豊島区でも同

じようにしていただけたら、ありがたいです。 

� 渋谷区のこどもの城のような雨の日でも体を動かせたり

できる施設があると嬉しいです。広くて利用料も安いと

ころが魅力です。 

� 上の子が小学生でスキップを利用しているが、放課後こ

ども教室は非常にありがたいです。色々な経験ができて、

助かっています。一度キンボール教室があり、子も楽し

く参加したのですが、一度で終っていて、キンボールを

楽しむ（子ども向け）教室などないのか気になっていま

す。豊島区はキンボールを推進していると聞いたのです

が、授業etcでもやってはどうかと思います。 

� としまアートフェスティバルのような、小さい子どもを

気軽に連れて行けるような芸術イベントを、年一回では

なく、もっと多くやってほしい。 

� 「子どもスキップ」での活動で問題をかかえている場合

は、保護者に報告・指導して頂けないでしょうか。担任

→スキップ職員には連絡や調査をしたことがあるみたい

ですが、主に子どもスキップで暴力・暴言がある場合は、

その場限りの注意にとどまり改善がみられません。先生

の注意も暴言で応酬するか逃げるかです。入学当初から。

今下の子が小学校に入った時には就労予定なので、あま

りに問題がある場合出入禁止等の措置をとっていただき

たいです。子どもスキップの様々なプログラムの充実に

は大変感謝しています。 

� 支援センターはよく行っていたが移転で遠くなってし

まってから行かなくなった。支援センターのような小さ

い子どもが遊べるスペースがもっとたくさんあると良い。

区民ひろばは少し狭いかなと思う。 

� もっと設備の整った施設を増やしてもらいたい。 

� 室内で遊べる所がなさすぎ。 

� スキップの行事、習い事のようなクラスをもっと作って

ほしい。 

� 豊島区の子どもスキップの制度はとてもいいと思います。

校庭開放もありがたいです。雨の日に使える施設が（体

育館の一般開放など）増えてくれると助かります。 

� 未就学児が遊べる場所がもっとほしい。 

� 子どもが遊べる大きな施設がほしい（アソボ～ノの様な

所）。 

� 雨の日も遊べる所がほしい（ギャラクシティみたいに）。

区民ひろばの先生の質が年々悪くなっている。支援セン

ターの先生が良いだけに、ギャップが…。デパート等屋

上がもっと遊べれば…。 

� 就労していると土日に児童館や公共施設が休みの日が多

く、結局行けない。子ども向けのイベントや母親向けの

イベントも平日の昼間が多かったり、「行ってみたい！参

加してみたい！」という企画のものでない。 

� 親子３人の家族で知り合いが誰もいない。保育園に入園

できたのでそのつながりだけ（あと病後児のピヨピヨ保

育）、休日、仕事が休みでも子どもがいるので自分（親）

は休めない。晴れている日は公園があるからいいが、雨

の日が大変。学校や子育てひろばを日曜日も開けてほし

い。土日を対象にした子育てイベントがあると参加した

い。区の職員の対応が良くないと感じた。お役所仕事だ

なぁと感じる。２年前に転入してきたが、子連れは来る

なという雰囲気でした。 

 

４ 妊産婦の健康確保と出産の支援 

� 子ども家庭支援センター、保育所での一時預かりについ

て、利用枠を増やしてほしい、いつもいっぱいで利用で

きず困っている。私は、もう一人子どもがほしいが、不

妊症で妊娠すると注射での投薬をするため、始めの一か
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月は、平日週一で往往３時間かけて通院しなければなり

ません。又、不妊病院だと子どもは連れていけないとこ

ろもあります。病気の検査でも子どもは連れていけませ

ん。親は仕事をしていたり、遠方でいつでもみてもらえ

ません。本当に困っている人用の臨時枠のようなものを

作ってほしいです。また、以前、渋谷区に住んでいまし

たが、通院などでは無料で預けられました。通院など領

収書などで確認でき、緊急性の高いものについては利用

額を減額するなどしていただけると本当に助かります。

私の周りでも、もっと産みたいと考えるお母さんは多い

です。環境が整えられれば、子どもは増えていくと思い

ます。 

� 産前産後の赤ちゃんと母親へのサポートがとてもありがた

かったです。特に、困った時に保健所に電話すると、とても

親身になって話を聞いていただき、何度も救われました。し

かしながら池袋保健所が繁華街のどまん中に立地している

のは何とかなりませんか。妊婦や生後間もない赤ちゃんが利

用するには不安要素が多いと思います。 

� 現在は変わっているかもしれませんが、出産して退院後

すぐに助産師さん等の訪門をしてもらえると心強かった

と思います。私は自宅近くの病院で出産し、自宅に母が

通ってくれていたのですが、退院後の１週間はとても不

安でした。出産の知らせのはがきを区へ送るのも、自分

に余裕がなく後回しになってしまうので、病院から直接

連絡がいくようになったら、訪問も早くなるのではない

かと思います。 

� 母子手帳の受け取りが平日のみなので土・日曜日も受け

取れるようにしてほしい。 

 

 

５ 子どもの健康確保のための取組 

� 小児科が少なくて、たいへん困っている。結局、都立大

塚や医療センターに行かなくてはならない。 

� 豊島区の小・中学校が修学旅行等で、東北方面に行くの

は、やめてほしい。 

� 予防接種を無料にしてほしい（Ｂ型肝炎が０歳でなくて

も受けられるなど）。 

� 予防接種の助成を充実させてほしい。（インフルエンザも

子どもは無料ｅｔｃ） 

� 予防接種は料金負担が大変だったが、次々と補助が出る

ようになり、大変ありがたいです。 

� 予防接種の補助が少なく、他の区に比べ家庭への不担が

多い気がします。水疱瘡やおたふくなども、もう少し区

に援助してもらいたい。 

� 豊島区内の病院の充実。大きくなくても、近隣の区との

連携を充実させてほしい。 

� 新たに補助がでるようになった予防接種のアナウンス等

もまったく徹底されていません。 

� 健診をもう少し頻繁に、もっとしっかり行ってほしいです。 

� 出産・医療などの助成を増やしてほしい。少子化という

ならば、分娩の費用や妊婦への優遇なども考え直すべき。

予防接種の助成を増やす。 

� 当方は双子がいるのですが経済的負担が大きいので改善

を要望します。（保育料２人分…）。子どもがけがをして

大塚病院に夜間行ったのですが、医者がいないとのこと

で対応してもらえず。改善を要望します。他の区で行わ

れているような子育てをしている人に対しての優遇策が

必要だと思います（子育て応援券等）。予防接種が、バラ

バラで郵送されるが、子どもが産まれた際、まとめて接

種票がほしい（板橋区はまとまっています）。 

� 子どもの家庭環境に関わらず、予防接種などの医療を充

実させてほしい。補助がなくても、せめて案内くらいは

全員に毎年してもらいたい。 

� 様々な支援があっても利用していないので実感していな

いのが現状。子育て用品（子ども服も含め）を買える店

舗がもっと身近にあれば便利なのにと思う。小児科耳鼻

科などの一覧の地図があると便利だと思う。一覧表はあ

るが実際の自宅からの距離がわかりにくいので、調べる

のが結構手間がかかる。 

� 子ども専門にしている医療関係が少なく、探すのにいつ

も苦労しています（歯科、皮膚科、内科、耳鼻科等）。小

児専門でないと、先生の子どもに対する接し方があまり

よくなく、親に対しての説明なども、子どもが泣いてし

まうと、あまりないことが多いです。結局、二つ目の医

院へ行くこととになります。 

� 予防接種等の助成対応も遅く、進んで取り組んでいるよ

うな姿勢には見えません。 

� 予防接種（任意）の負担が大きい。できれば全面無償化

をお願いします。 

� フルタイムで働いていると、病院、予防接種、健診が平

日昼間でないと受けられないことが多く困っています。

せめて土曜日などで開催してもらえると助かります。子

どもの病気で年数日休み、保育園の行事、それに具合も

良いのに健診で…とは言いづらいのです。 

� 予防注射等をもっと補助を増やしてほしい。大人の風し

んや子どものインフルエンザの予防注射など。 

� ムダな箱モノを作らず、ワクチンなどの助成金にまわし

てほしい。 

� １歳時健診を行ってほしい。 

� 子を持つお母さん達と話すと、もっぱら放射能対策の悩

みの話題になります。自主的に測定はしていますが、公

園や施設、学校等の線量を随時測定し、掲示していただ

きたいです 

� 予防接種に関して、出産後にでも、わかりやすい表など配布

して貰えたら良かったなあと思います。生後２か月から、受

けられるワクチンの予診票など、自ら受け取りに行くのでは

なく、郵送して頂けると助かると思いました。 

� 予防注射の助成金が少ない。高齢者に出す（インフルエ

ンザ）のであれば、子どもにも出してほしい。 

� 夜間や急救対応できる医療機関をもっと増やしてほしい。 

� 保健所の乳幼児健診を土曜にも開催してほしい。現在は

平日のみで、仕事をしている人が休まなければいけない

ため大変です。板橋区は、土曜日も行っています。 

� インフルエンザの流行時には、保育園、幼稚園、学校等

にもっと意識を高めてほしいです。アルコール消毒を置

くのは当り前になっていますが、今はそんな事は常識と

考え、もっと部屋の環境も工夫して頂きたい。インフル

エンザの予防接種も代金が高く受けられません。受けな

い人もいます。学校などで集団接種を再び行う事はでき

ないものでしょうか。ここまで毎年流行するなら、無料

にしてほしいです。 
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� 外で遊ばせる時に、PM2.5等の大気汚染や、放射線量のこ

となど気になります。どこかで観測していたり、それを

公開などしているのでしょうか。保育園や老人ホーム等

は増えていますが、普通に遊ばせても良い場所がもう少

しあったら嬉しいです。ほとんど家にこもってしまいま

す。近所のママ友が、ひとりなので、家庭支援センター

も年齢層が低く、２歳半だと、みんな保育園にいるので

しょうか。同じくらいの子は、スーパー等で見かけます

が、もっと子どもと遊ばせてあげたいです。 

� 保育園の給食の放射能検査はどうなっていますか。生き

る権利、守られる権利があるのなら、毎日食べる体を作

る給食は一番大切な物ではないですか。どうして、公園

の放射能検査、給食の放射能をもっときちんと検査をし

て、情報提供してくれないのですか。たった３ヵ所で検

査をしてると言う事ですか。今、作っている西巣鴨第二

保育園、の前の道のその辺にある砂を測定したらセシウ

ム 3,077B9／㎏ありました。それはどう思いますか。 

� 休日・夜間に診てもらえる小児科がない。 

 

６ 学習機会・相談支援の充実 

� 復職するまでは西部家庭支援センター、区民ひろばさく

ら、長崎保健所など、色々な施設を利用していました。

しかし仕事をしていると、平日のイベントは利用できず、

土日はイベント自体があまりないので、利用する機会が

減りました。特に保健所の電話相談をよく利用していた

ので、発育のこと、食事の事など、土日に電話相談ので

きるところがあると非常に助かります。元々イベントに

参加していたこともあり、子どもの顔を知っている方に

相談できるのはメリットが大きかったです。 

� 親子で参加できる、また、子どもが楽しめる、といった

イベントや施設を特集した情報を定期的に発信してほし

い。メールや各個別でも構わないので、分りやすくひと

つにまとまったものを届けてほしいです。 

� 気軽に子育てについて相談できる所があれば嬉しい。意

外とママ友には相談できないこともあるので…。 

� 子どもと遊べない、遊び方がわからないお母さんが多い

ので、子どもと遊ぶことの必要性や、楽しさを伝える講

座などやってほしいです。 

� 離乳食の勉強会など定員があり、入れないことがありま

した。次の月を待つよう言われましたが、その時期に聞

きたい事もあるのです。実習など不要で、定員だからと

椅子を増やせばいいだけだと思うのですが。頭ごなしに

人数を切るのではなく。 

� 区民ひろばの育児相談の回数をもっと増やしてほしいで

す（年３～４回だと体調により行けない場合、次回まで

期間があいてしまうため）。 

� 現在保育園へ通っていることもあり、区の情報は入って

きますが、入所前はなかなか得られなかったことが多

かった。健診などのお知らせの中に区の広報なども入れ

てもらえるといいのになと思いました。支援センター等

が近くないと、なかなか情報は入りづらいです。 

� 上の息子の育児相談をしばらく受けていました。どこに

相談をしたらよいかわからなかったので、長崎健康相談

所の方に相談をしていたのですが、聞いていただいたの

は心強かったのですが、直接の解決方法が見つかりませ

んでした。相談員の方の質の向上をお願いします。 

� 高齢での出産・就労者であったので、どうしても同じ環

境で子育てにあるママ友は少なく、情報も入りにくいの

で、これまで手さぐりでの子育てでした。保健師さん、

区議さん、区役所担当の方にも相談してきましたが、就

労母親の保育園対策は進みはじめてきても、私の様に慢

性疾患がある母親に対しての理解はいまだなく対応は無

いに等しいのが大きな悩み不安です。子育て支援サポー

ト系は、予約制や日中のみ等、具合が前もって分からな

い身では利用は不可能です。 

� 私どもは、自分の子育てを終え（まだ終ってなかったか

も…）、孫が生まれましたが、諸事情で、母子家庭となっ

た娘と孫と同居し、孫は大半は祖父母が育てている状態

です。現在４歳５ケ月になり、来年４月から区の幼稚園

にと考えていましたが、母親の病気など他いろいろで、

豊島区の保健所に電話で相談したところすぐに色々対処

して下さり、この 10月に募集していた保育所に入園する

ことができました。ありがとうございました。自分達の

子どもを育てている時はそれ程大変とは思わなかった子

育てが、これから孫育てのことなどいろいろ大変で先が

不安でいっぱいですが、何かと相談事があるかと思われ

ます。これからもどうぞよろしくお願い致します。 

� 希望の保育所に入所できない。待機児童は深刻な問題で

す。区役所では対応の悪い方もいて、気軽に相談できな

い。仕事と子育てを両立しようとしている親へ丁寧に対

応すべき。 

� まだ先と考えていますが保育園や幼稚園の情報が、ママ

友やネットで調べる…という形でしか得られません。区

民ひろば等で気軽に情報を得られたら良いのにな～と思

います。 

� 保育園への情報が少なく、自分で動かないと何もわから

ない。保育園で行っている行事に参加したいが、ＨＰに

も情報紙にも載ってない事があるので、情報を公開して

ほしい。 

� 体操教室や武道教室、ダンスなど、通わせてあげたいの

ですが、土曜日も仕事で、祝日・日曜も仕事の時がある

と、定期的に習い事をするのがとても難しいです。ただ、

本人は「やりたい」という気持ちをもっていますから、

対応してあげたいのですが、勤務の状況でできていない

のが現状です。保育園で、月曜日は体操とダンス、火曜

は武道の日、と教えて下さる方がいて下さったら、とて

もよいと思い、保育園に要望したことがありましたが、

叶いませんでした。 

� 自分１人で必死に育てている感じがする。区の窓口でも気待

ちの理解は得られなかった。現実に無理な状況だったとして

も解決策を一緒に考えるか、制度を変えてほしい。 

� 姉弟での喧嘩が絶えません。姉が弟をつねったりしてい

て困っていて、どうしたらよいのか毎日悩みます。今後

（毎日）、不安で寝不足です。 

� しつけがとても難しく、妻にいつも怒られ、ときにはい

らいらする。食事もゆっくり食べられず、休めないと妻・

父ともに思う。 

� １歳５ヶ月になるが、あまりしゃべらない事が心配です。

集団生活の中でもきちんとルールを守って安心して規則

正しい生活をしている（乳児院で）ように気をつけてい
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る。両親の元に戻ったら、家族３人で仲よくやっていけ

るか不安です。私（母親）が精神障がい者なので、補助

などがあればいいと思う。あるのかないのかわかりませ

んが。海外でも通用するような教育をしてほしい。小・

中・高・大学で。 

� 子育てを楽しんで子どもに優しくしなければと思うが、

子どもとママ友の世界はつまらなくて、つい子どもにき

つく言ってしまって落ちこむ。 

� 時々働くのは気分転換になるが、小学生の子はスキップ

が好きではないし、幼稚園児は延長で昼寝できず、つら

そうなので、かわいそうに思う。スキップではない、か

といってファミサポ等有料サービスでないところがある

といいな。幼稚園でも昼寝できるといいなと思います。 

� 民生委員さんはいるのですか？すごく子育てを、適当に

思っているように感じます。もっと、情報提供を。区役

所だけでなく、もっと色々な所でやっていただきたい。

他所から来て、近所の人とは仲が良くないので、話す事

もできない。小さい子どももいないから孤立していて、

育児うつになりそうな時があります。もう少し育児や、

子どもをしっかり考えてほしいです。インターネット、

電話、相談所とか、情報をしっかり、たくさんほしいで

す。よろしくお願いします。 

� 待機児童が多数いるのにも関わらず、相談できる窓口が

まったくない。保育園の入園係は事務手続きしか対応し

てくれない。とても冷たい対応でした。 

� 豊島区＝池袋のイメージが強く、子育て等には適してる

イメージがなく、豊島区のもっと情報を知る機会なりが

ほしいです。 

� 実家が遠いため、基本的には配偶者に頼るしかないと思

い、頑張っていますが、区のサポート事業を利用したい

と思いながらも概要や手続きの情報がなく、敷居が高い

ように感じてしまいます。一覧で概要や手続き、必要な

ことをわかるようにして頂けると一歩踏み出せそうです

（既にあったらすみません）。 

� 子育てにおける色々な支援やプログラムなどをもされて

いるようですが、少し頑張らなければ、その情報が入っ

てこないのが現状です。子育てに追われていると、新聞

のように細かい字で書かれた情報は、あまり読む気がし

ません…。 

� 区民ひろばの情報など、もっとインターネット（スマー

トフォン）から入手できるようにしてほしい。できれば

pdfはやめてほしいです。 

� ２年前に台東区から転居してきました。台東区は区報の

配布が新聞折込ではなく、ポスティングでしたので、紙

の新聞をとっていない若年層にも区の案内が届いていま

した。豊島区では区報の見逃しが多く、困っています。

最近は若い世帯は新聞を購読していない家庭も増えてい

ますので、配布方法を考えて下さい。 

 

 

７ 父親の育児参加の促進 

� 豊島区に限らず、全国的な問題だが、制度としては男女

共に育休を取れる環境になってきているとは思うが、や

はり男性が育休を取れる、という周りの意識環境はまっ

たくと言って良い程整っていない。意識改革が必要だと

思う。これは専業主婦が過大なストレスを受けているこ

とにもつながっていると思う（自分が働いていないから、

子どものことは私がやるのが当然で、やらなければいけ

ない、と思い過ぎ、自分を抑えてしまっているお友達も

います）。 

� 私には、男の子が３人います（７、５、２歳）。３人もい

れば、いわゆるママ友もそれぞれの子にいて、それなり

に誘いもあったり、情報交換のため会っておしゃべりを

したり、私にはとても必要なことだと思うのに、夫が「そ

んなことは必要ない」と言い、友人と会うことを禁じま

す。また、私は進行性の難病で１種３級の障がいがある

のですが、実母に手伝いをお願いすると夫がキレます。

「お前は甘えている」等いいます。とてもストレスがた

まります。 

 

８ 子育て中の経済支援 

� 手当て等がかなり少なく、特に幼稚園の補助は本当に少

ない。 

� 当方は双子がいるのですが経済的負担が大きいので改

善を要望します。（保育料２人分…）。 

� 他の区で行われているような子育てをしている人に対

しての優遇策が必要だと思います（子育て応援券等）。 

� 幼稚園の入園金の補助金を増やしてほしい。 

� 私立幼稚園に通わせていますが、入園通園に対しての助

成が他区に比べ少ないと伺ったことがあります。元々は

保育園も考えましたが、姉弟で同じ保育園に入る事は難

しいと聞き諦めました。 

� 現在住んでいる所が、板橋区・北区と隣接していて、かつ

通っている幼稚園が北区のため、豊島区に馴染みがない。

とにかく、板橋区や北区と比べると、豊島区は子育てには

向いていない。幼稚園（私立）の助成の額も豊島区はまっ

たくもって少ない。所得制限を設けないで下さい。 

� 私立幼稚園補助金額が豊島区は北区と比較して（他の区

のことは分かりませんが）、少ないと感じました。子育

てをする上で、北区の方が豊島区よりも何かと恵まれて

いると感じました（子育てにかかる経済的負担）。 

� 豊島区の幼稚園助成金が 23区で最下位。 

� 隣の新宿区よりも幼稚園の助成金が少なかったり、イン

フルエンザの助成などもあまり充実していない気がし

てしまいました。 

� 保育園に入れず、認可との差額が大変です。認証でもいい

のですが、横浜市のように認可分だけ個人負担でという事

はできませんか。５年で 150～200万円違ってきます。 

� 認証保育園の保育料も高すぎると思います。区からの補

助金額ももう少し増えたらいいのにと思います。 

� 子育てに関する手当がもっとあればいい。保育園の料金

が高い。 

� 豊島区は、23区の中でも子ども支援や手当等の充実が最

低ランクだと聞きます。今住んでいる駒込は環境が良く、

地域の方々とのつながりも感じられ気に入っています

が、区の補助等が貧しいために、他区への転居を考えて

いるところです。予算のやりくり等、考え直して頂きた
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いです。隣の北区など参考にして下さい。 

� 他の区に比べて子育てに対する支援が少なすぎます。環

境的にも金銭的にも子育てしにくいと感じています。こ

のままでは少子化に歯止めはかからないと思います。他

の地域から転入してきて子育てしたいと思われるよう

にしてほしいです 

� 子どもに対する手当ても少ないと思います（他区と比べ

て）。より子育てをしやすい環境をお願いします。 

� いつも笑顔で接するようにしてます。たくさん抱きしめ

てあげてます。子育て支援でお金の援助などがあると住

みやすい環境ができると思います。 

� 他の区の方が、子育て支援が充実している（例えば電動

自転車の助成等）。 

� 色んな事にお金がかかりすぎる。が、保育園に預けるとさ

らにお金がかかる。働きたくても、働くために預けている

のに、お金が足りない時もあった。池袋にある、認可外保

育施設は預ければ預けるだけ高額になって困った。 

� 幼稚園入園に係る補助金等、子育てを支援する制度内容

が他区と比べて極めて貧弱。“予算の使い方”を抜本的

に見直さないと、子どもを生み育てる世代がどんどん他

の自治体に流出し、豊島区の財政がさらに悪化すると思

われる。 

� 母子家庭で経済的な負担を軽減し、教育を充実させてほ

しいです。正社員で仕事を探しても一人親で、働く時間

が制限されてしまい、アルバイトやパートでしか雇って

もらえない。 

� ベビーシッター料金を区で補助しているケース（他区）

があります。全額とは言いませんが少しでも補助がある

と助かります。 

� 隣接区と比べて、育児、子育てに関する補助金が桁違い

で少ない。残念。学校教育も遅れている。子どもを産ん

で育てるなら新宿区、渋谷区がいいと思う。 

� 子育ての手当の充実など経済的な支援をもっとお願い

します。 

� せっかく会社で保育料補助が３歳まで出るのに、兄弟で

預けていると、下の子の保育料が安くなる事がとても残

念です。合計の保育料が一緒でも上を割引いてくれると、

保育料の負担も減るのに…。 

� ３人子どもがいますが、一番は経済的な事の悩み。病院

など救急に対する事。子どもは、休みの日や夜になると

体調を崩すことがあります。夜間の救急があるのは分か

りますが、タクシー代がないとか（個人的ですが）。 

� 習い事をさせたいがお金がない。美味しいものをお腹

いっぱい、お菓子もいっぱい買ってあげたいがお金がな

い。現在は、子どもがまだ小さく、なるべく同じ時間、

子どもたちとスキンシップをとりたいので就労時間を

減らした。子どもと一緒にいられて幸せな分、その分仕

事はしてないので給料は少ない。もう少し働いて稼いだ

方が習い事などさせられて良いのか…。悩む…。でもお

金がなくとも子どもといたい…。悩む。 

� 医療証が乳幼児だけでなく、中学生まであると、ありが

たいです。他の区では、中学生でも医療証があるので…。

豊島区財政も豊かに感じるので…やれると思います。 

� 出産一時給付金や健診費用、予防接種の補助など、金銭

的な支援をもっとしていただけると、もっと子どもを生

み育てていけると思います。経済的不安から子どもを産

むことに制限が生まれてしまいます。少子化を止めるた

めにも、もっと子どもを産み育てやすい環境が整うとう

れしいです。 

� 私立幼稚園の補助金は兄弟の年齢ではなく、兄弟の人数

で出していただきたいです。 

� ３年保育の私立幼稚園へ通わせていますが、保育料が高

いので区立幼稚園並みの負担で済むように補助金を増

やしてほしいです。区立幼稚園も３年保育にしてほしい

です。 

 

 

９ 子育て支援サービスの充実 

� 「とわむ」のような施設が近所にあるとよいです（現在

は歩くと 20分以上、子どもと歩くと 30分近くかかるの

で…）。 

� 子ども支援センター内「とわむ」の一時保育の予約が取

りにくく、一度も予約に取り付けたことがないため、全

母親に平等に利用できるよう整えて頂きたいです。 

� 子ども家庭支援センター・区民ひろばをよく利用させて

いただいています。本当にありがたく思っております。 

� 子ども家庭支援センターが遠かった。二ヶ所しかないの

はつらい。友達のいる練馬区と比べ０歳から参加できる

イベントが少ない。 

� 日頃、近くの区民ひろば、支援センターを利用していま

す。０歳児も楽しめるプログラムやヨガ・ママビクスな

ど無料で教えていただける場がほしいです。 

� 公立、私立の幼稚園、保育園の利用時間や、利用料金等

もまとめて見比べれるようにしてほしい。 

� 他区に比べ、予防接種等の助成がなくインフルエンザく

らい少し助成してほしいです。待期児童の問題ばかり取

り上げられますが、経済的に困難な家庭の母親のみ働け

れば良いと思います。自分で産んだ子を育てることより

社会に出たいという女性を応援する気がわかりません。

保育園ばかりに税金入れて、専業主婦への配慮なんて聞

いた事ありません。専業主婦をバカにしてる。産んだら

育てる、育てられないなら産まない。あたり前のこと。

あたり前のことをしない人を援助する、ばかばかしい。

税金返して。 

� 保育園を利用する予定はなく、幼稚園に入園予定ですが、

私立幼稚園の補助金が他区よりも少ないと思います。子

どもが小さい内は家庭で育てたいと思っていますが、働

く人への支援ばかりが優先されているように思います。

もう少し支援があれば、働かずに子育てしたい方もいる

かと思うのですが…。 

� 児童館や区民ひろばで一時預かりをしてほしい。文京区

で同様のサービスを見て、いつも利用する施設で預かっ

てもらえると母子共に安心だと思いました。文京区民で

ないので利用できなく残念でした。 

� ファミリー・サポートを利用したかったのですが、「泣く

子は預かることが難しい」とのことで断られてしまいま

した。それ以来、利用したくても利用できません。子育

て支援センターは色々と相談できて、職員の方も優しく

相談しやすいです。 

� 公立保育園の一時保育を１日１名なんておかしい。一時

保育専門のところでもいいので、ちゃんと受け入れてく

れる所を、各地に置くべし。 
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� 西部家庭支援センターの療育についても、スタッフは区

の窓口にいた方だったりと、不安な人事であると感じま

す。支援内容の質を上げていくことも大切だと思います。 

� 自営で飲食店をしています。営業時間が午後 5：00～深夜

までなので、なかなか安心して子どもを預けられる所が

ありません。特に日・祝日預ってもらえる所がない。 

� 保育園はもとより、一時保育所がいつも満員で空きがな

い。また、数ヶ所しかないので自宅から遠く、せっかく

空いている日にやっと申し込めても、大雨だったりする

と、往復で時間をとられてしまう。パーキングがやたら

とたくさんあるので、そのような場所に狭くても一時保

育所を作ってもらえたら、かなりニーズがあると思う。

小さな子どもを（未就園児）育てる環境としては豊島区

は恵まれていないと思う。補助金などももちろん大切だ

けど、身近なところからはじめてほしい。 

� 保育施設（一時保育）を増やしてほしい。現在、ＨＰ上

では一時保育を行っているとされている所に連絡しても、

ほとんど受け入れてくれない。 

� 二人目の育児で話せる友人がいること、色々な人に甘える

図々しさを持てることで少し余裕が持てるようになりまし

た。…が、やはり、育休中の友人は一人目（上の子）は保育

園に預けられるのに、就労していない親（私）は夏休みなど

は二人をみなければならず、保育料を払ってでも預けられた

ら…と思いました（個人的に体調がすぐれなかったことも

あったので）。また、急に私自身が体調を崩した時に頼れる

ところがなく（事前予約なんてできない、夫は仕事休めない）、

そういう時は悲惨です。結局、母親自身の体調管理が一番大

変ってことでしょうか？ 

� 一時保育に関して、子育て支援センターは常にいっぱい

で、なかなか預けられないのが困る。上記以外の保育園

等の一時保育は枠が少なく預けられず、本当に使えない。

それ以外にも区の一時保育を行っているところがあれば

教えてほしい。なければもっと増やしてほしい（土日、

ショートステイ等も）。港区の「みなと子育て応援プラザ

Pokket」など。 

� 今回このような機会をいただいたので、豊島区での子育

てについて色々考えることができました。今後は定期的

に豊島区のホームページを活用しながら子育てに生かし

たいと思います。 

� 子どもを育てている上で気をつけていることは、「子ども

の変化に気づく事」「子どもと会話をする」「約束を守る」

「自ら考える力」を身に付ける事です。親になって子ど

もと共に成長しています。将来の希望が子ども達にはた

くさんあり、その可能性を伸ばしていこうと考えていま

す。豊島区も色々と育児等で考えて頂き、サービスも増

えてありがたいと思っております。アンケートをして頂

き、ありがとうございます。 

� 保育園など利用できる制度（金銭面も）に関しての認知

度が低いのでそこを改善してほしい。 

� 一時保育の預け先がなくて困る。保育園の一時保育は、

１日１名でほとんど無理。また行事等で預かりのない日

があり、学校や幼稚園等の用事や、自分の病院へ行くこ

とが、先延ばしになってしまう。子ども家庭支援センター

は遠くて、不便なため利用したことがない。保育園へ入っ

て、のんびり仕事をしたり、リフレッシュをしたりして

いる人もいるが、定期的な仕事ではないので、結局預け

先がなく、子どもを一日中家で DVD を見せて留守番させ

ておくしかない現状。民間のベビーシッターは高すぎて

現実的ではない。保健所だけでなく、もっと近くに気軽

に相談できる場所がほしい。他の区に比べて、予防接種

なども遅れているような気がする。財政的に厳しいと思

うが充実させてほしい。今は幼稚園に入ったが、その前

に、１年間保育園待ちをしていたが入れなかった。仕方

ないが、点数制度も公平ではないと思う。出産時、上の

子を短期間保育園に入れたくて申し込んだが入れず、家

族が大変だった。もう１人と思っていたが、出産時、入

院の間のことを考えると、家族（祖父母も高齢のため）

も難しいと思ってしまう。近くの友だちで北区の子は出

産時は保育園に入れて助かったと言っていた。 

� 子ども家庭支援センターが遠くて利用できない。 

� 豊島区役所で子育て関係の書類を出すとき、自前で切手を貼

らなくてはならないのが不満。以前文京区に書類を出したと

きは、ちゃんと返信用の封筒（切手が必要ないもの）をもら

えたのに。子育てに力をいれるつもりなら、役所の書類は無

料で出せるようにしたほうが良いでしょう。 

� 突発的な理由で子どもを預けたくとも、予約でいっぱい

で預けられない。人員的な問題もあると思うが、前もっ

てわかる予定ばかりではないので、もう少し一時保育の

枠を増やしてほしい。 

� 出産後に引っ越してきましたが、区役所でも保健所でも

何の情報提供もありませんでした。区内で出産した際に

提供する情報は、最低限提供してほしいです（予防接種

さえありませんでした）。求職中だと認可保育所の申請を

しても無駄だと区役所の窓口で言われました。産休の取

れない会社もたくさんあります。産休・育休中と同じ扱

いにするべきです。幼稚園（区立）を３年保育にしてほ

しいです。在宅で子育てをしている方が心理的ストレス

は高いと思います。理由などなくとも一時預りをもっと

使いやすく、また短期間でも給食のある保育園にもっと

気軽に預けられる環境を整えてほしいです。 

� 体調不良のとき、急に子どもの預け先を探さなくてはい

けなくなり困まりました。その時、はじめて、家庭支援

センターの存在を知ったので、これからは一冊の冊子な

どに、“子どもの保育について”分かりやすいものがあっ

たら嬉しいです。保育園、幼稚園の入園タイミング、探

し方など、自分のライフスタイルに合わせてフロー

チャートになっていたり、見やすいと助かります。 

� 一時預かり保育の充実をお願いしたい。 

� 年中の娘がおります。子どもが幼い時、初めての育児で

相当ストレスでした。子ども家庭支援センターの一時預

りを利用したくても、自宅と離れているのと、センター

も駅から離れているので結局行かずじまいでした。最寄

りの区民ひろばで１日何人かでも時間制で一時預かりは

不可能でしょうか。あと、他区のように区のバス運行の

予定はないのでしょうか。区内には子どもと訪れたい場

所がたくさんあります。ぜひご検討いただきたいです。

いつもお世話になります。ありがとうございます。 

� 子どもを育てる事の大変さと、ありがたさを改めて感じ

る日々の子育てです。楽しいこともいっぱいですので若

い人がもっと子どもを育てることを自分の問題として捉

えられるような社会になってほしいと感じます。自分も

そうでしたが、全く他人ごとと思っていたので。社会が

若者や子どもを大切にする具体的な政策をしっかりと打

ち出していくことを望みます。 
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� 兄弟が多く、学校行事等で下の子を預けなければならな

い際、近所の保育園の一時保育は、毎日１人の枠のため

預けられず、タクシーで遠い所へ預けに行き、不便でし

た。また、兄弟で預けたいのに、１人しか受け入れ枠が

なく、２人同時に預けられませんでした。保育園に預け

られるママばかりが優遇されているようで、納得がいき

ません。子育てをせず、職場で働く方が良い、という風

潮、お金も得られ、子育てストレスはなく、いつまでも

きれいなママでいられるワーキングマザー。彼女達ばか

りスポットを当てる政策はおかしいです。高所得で４人

子どもがいて出費は多大な額なのに、手当ては￥5,000/

人のみ。入園補所も該当なし。夫は休みなく死ぬ程働い

て、家計を助けているのに、楽な仕事で低所得の人ばか

り援助される国・区の仕組みが利不尽です。 

� 働く母親への支援だけでなく、在宅で育児をする母親に

対しての支援にも力を入れてほしい。自宅から子育て支

援センター、幼稚がないので、これらを作っていただき

たい。 

� 孫がやっと 10カ月になります。出生と同時に母親が死亡

し、父の祖母の私がそれ以来面倒をみています。小さい

内は年令制限があり、どこにも預ける事ができず、４歳

児もおり、幼稚園の送迎、食事の準備、買い物と口では

言い表わす事ができません。また、母親死亡により母方

両親が息子（子どもの父親）を恨み、家庭裁判所が介入

する状態なので行き来はまったくありません。私も家に

戻ったり、病院に行ったり、休暇をほしいと思い、保育

所に早く入所できないかと切に切に願っております。 

� 住んでいる所は豊島区ですが、板橋区や練馬区にも近い

ため、幼稚園や小学校、児童館等の情報をまとめて教え

てほしかったです。それとも他区役所に問い合わせれば

「With you」のような子育てガイドを送っていただけま

すか。今さらあまり必要はありませんが。 

� 東部の子育て支援センターが高田地域からのアクセスが

大変悪く利用しにくいです。 

� インターネットで一時保育の予約や、その他情報がもっ

と見られるようになったり、メールマガジンでイベントなど

子育ての情報が流れるようになると、色々知ることが出来て

嬉しいです。是非、ＬＩＮＥを活用してほしい！！ 

� ファミリーサポートは上の子の時よく利用したが仕事以

外の理由で利用できないのが残念。フルタイム 8：00～

20：00 迄で、月～土働いている母親は美容院に行く事も

ゆるされないのか。日曜に気軽に子を預けられる制度を

切望します。 

� 一時預かりの場も増やして、使用料ももっとお安くして、

利用しやすい状況をつくってくれるだけでも、母親の負

担は軽減でき、早い時期に二人目、三人目と子どもをも

つことも考える人が増えるのでは。このままでは、一人

目の子どもで疲れ切ってしまう。 

� 豊島区の一時保育事業の拡充を希望。家庭支援センター

や保育園での預かり人数を増やしてほしい。また預かり

箇所ももっと増やしてほしい。 

� 他の区で行われている保育園の一時預かりサービスを年

に数回程度、親の私用（リフレッシュ等）目的で使用で

きる１日預かり無料チケット…などがあるとうれしいで

す（北区であると聞いたことがあります）。 

� 子ども支援センターは、二人目の利用がしにくいです。 

� 共働きのわが家にとって、一番ほしいのは家事支援サー

ビスです。子どもと過ごす時間が少ないため、在宅時は

家事よりも子どもと遊んだり話したりする時間に、時間

を費やしたいのです。児童館やファミサポは子どもの遊

び場提供や子どもの面倒をみる内容ですが、共働きの場

合それよりも家事を誰かにやってほしい。うちは北区の

民生委員に相談し、ボランティアを紹介してもらい、何

とか危機を脱しました。共働き支援をして下さるなら、

家事援助です。どのお母さんも共働きの家は情報（家事

援助の）を求めています。 

� 子ども家庭支援センターを増やしてほしい（目白からだ

と遠い）。土、日に使用できるので便利。祝日も使用でき

るとありがたいです。 

� 子育てひろばや支援センターの職員の方々には、いつも

温かく声かけしていただいて感謝しています。精神的に

負担が大きくなったとしても、相談できるような環境づ

くりをしていただいていると思います。待機児童対策に

関しては、妊娠中から強い不安を感じていました。保育

ママ含め、保育サービスの拡充をお願いできればと思い

ます。ファミリー・サポートの方に今後お願いする場面

もあるかと思いますが、自宅、サポーターさん宅いずれ

も不安な点もあり、子育てひろばをもう少し長時間利用

できるようにしていただき、そこで預かっていただけれ

ば職員さんの目もあり安心できますので、ぜひご検討下

さい。（延長保育が利用できない時、保育園にあずけるの

に間に合わない時など） 

� 子ども支援センターが、西も東も駅から遠い所で不便な

所にあり、一時預ってもらうにしても、送り迎えで結局

時間がとられてしまう。雨の日も不便。できれば駅近に

してほしい。専業主婦なので保育園などは、まず入れな

いとあきらめているが、そういった支援センターなどに

月に１度２時間程度預かって頂けると助かります。区民

ひろばで一時預かりをしてもえると助かります。 

� 親が急病になった時に子どもを預けられなかった。どこ

に連絡していいかわからなかった（センターなどは、満

員で）。 

� 子育て支援センターで、一時保育を受けたくても、緊急

時にまったく使えない（予約でいっぱいで）。（さくら保

育園も同じ） 

� 子ども支援センターの一時保育を利用しましたが、９時

から預かりが始まるのでは仕事では利用しづらく、例え

延長のお値段が変わっても、せめて８時位から預かって

ほしかったです 

� 私は専業主婦ですが、近くに子どもをみてくれる親戚な

どがいません。時々、仕事を入れたいのですが、一時保

育の枠が少なすぎて、ほとんど保育園に預けることがで

きません。支援センターは遠いので使いにくいです。一

時保育が充実していたら、少しずつ仕事に復帰できるの

に、と思うと残念です。 

� 在宅勤務をしながら３人育児（６、４、１歳）をしてい

ます。就労している、していないに関わらず、子どもの

人数が２人以上の場合の保育（預り）サービス拡充、経

済的負担の軽減を希望致します。 

� 横浜市に妹夫婦が住んでいるか、行政能力の差に憤りを

感じている。区長はもっとスピードを大切にすべき。東

部子ども家族支援センターの循環バスが１日１本とお粗

末すぎる。場所のアクセスが悪く、タクシーで行けとい

うのか。豊島区は風俗店が多く風紀が悪いため、子育て
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に最悪の環境。文京区をもっと見習うべき。周囲の裕福

な家は皆文京区に移住してゆく。自転車が本来車道を走

るべきなので専用レーンを設置せよ。保育園に空きがな

いため、一時保育を利用し就労しているが、常に空きが

あるとは限らず不安定。公設保育園の一時保育実施園を

早急に増やすべき。 

� 何か手続きをするのに、いちいち区役所に行かなくては

いけないのが困る。土、日、祝しか仕事を休めないので、

手続きのためにわざわざ仕事を休んだりする。仕事を休

めば、給料が減る。困る。土曜日は医者に行ったり、区

民ひろばに行ったりするので手続きなどで役所に行けな

い。もっと、出産した女性の事を考えた環境になっても

らいたいと思います。 

� 夫婦共に朝が早いため、朝の園への送迎サービスを有料

で行ってほしい。ファミリー・サポート・センターは朝

の対応が難しく、民間のシッター会社（高額）に頼って

います。学童クラブの帰り道、シニアの見守り事業を行っ

てほしい。近隣区では複数の区ですでに実施されていま

す。同じ帰り道の子がおらず、特に冬のひとり帰りは防

犯上、非常にリスキーだと思います。 

 

 

10 保育サービスの充実 

� 夏休みだけでも利用できる施設があると助かります。 

� 病児・病後児保育を増やし、希望時には利用できるよう

にしていただきたい。 

� 主婦になって６年、子ども２人とどっぷり過ごすように

なって、ようやく「仕事している方が楽かも…」と思う

ようになりました。短時間でも、預けられる場所がもう

少し増えると嬉しいです。 

� 病児保育を充実させてほしい（キャパが少ない、実施し

ている場所が少ない）。 

� 文京区と豊島区の区境に住んでいるので、どの保育施設

も大変利用しづらく、下の子もいるので困っている。文

京区の施設を負担して利用しており、どうにかならない

ものかと思っている 

� 小学生になるといきなり登校時間まで１人で留守番して

登校になります。放課後だけではなく、朝も学童などで

子どもたちを見てくれるようになると、保護者としても

安心できます。何よりも子どもたちが健やかに安心して

のびのび成長できる豊島区の教育であってほしいと思い

ます。 

� 学童保育とスキップの違いがよくわかりません。条件が

あるのかどうか、長期休みの利用時間、各学校の利用状

況・人数は何を見ればわかりますか。 

� 病後保育をする施設を増やして下さい。いつも定員に入

れず、結局、母が休みを取得せねば…という状況です。

他の 23区と比較しても、豊島区は子育て支援に力を入れ

ていない、そんな印象を受けます。 

� 現行の病後児保育はまったく無意味。「南長崎ニコニコＨ

ＯＵＳＥ」ができて本当に助かっている。ただ安価なの

に利用者が少なさそうで存続が心配。区でやる気がない

ならこの施設が存続できるよう助成を手厚くしてほしい。 

� 病後児保育は開所の時間をもっと早くしてくれると嬉し

いですが、大変感謝しています。希望の保育園に入れて

今は満足しているが、入所の保障がないので、出産をあ

きらめている（入所の保障があれば出産したい）。 

� 低所得者対策で、未就業者でも優先して保育園に入れて

いただきたいです。除々に増えていっているのは理解し

ていますが、少人数施策なので就職希望者にはなかなか

遠い道です。他区への引っ越しも考えています。 

� 横浜市のように保育園対策をお願い致します。仕事をし

ないと家賃が払えない。有休延長もできるが、中小企業

で働くには、後々居場所がなくなるので厳しい。少子化

対策を。子どもの数に応じて税金をもっと減らしてほし

いです。「子どもを産んで良かった」そう思える社会を

作って下さい。お願いします。 

� 母子手帳を受け取る時点で産休中かどうか、いつ頃復職

予定か等を調べ、保育所を準備してもらいたいです 

� 認可保育所（区内公立）の布オムツとシーツは紙オムツ

とハンモック型ベットにしていただきたい。朝、自宅か

ら遠い保育所にしか入れないと、保育所での準備が多く、

負担になるため。また、布オムツカバーやシーツの洗濯

も大変。公立認可保育所の先生方の対応が年齢が上がる

につれ、雑になるという声を聞き、不安です。また、入

園説明会で、「なるべく夕方５時にはお迎えにきて下さ

い」と言う保育所があると聞き、フルタイムで働いてい

る人には精神的に不安になる応対だと思いました。小規

模保育施設が増えていますが、事故の不安や３歳以降の

受け入れ先がはっきりせず、そこでまた慣らし保育をや

るとなると親子にとってはメリットがないです。待機児

童の場当たり的な対応にしか思えません。 

� 子どもスキップや学童を、せめて 19時まで延長してほし

い。定時で帰れる人ばかりではないし、職場が遠ければ、

18 時までに帰れない。保育園の待機児童を減らしてほし

い。また、病児保育を行っている施設をもっと増やして

ほしい。 

� 病児保育室が必要。病後児保育室を利用するくらいなら

保育園へ行かせてしまっている。保育園での延長保育の

枠を増やした方が良いと思う。学童保育の終了時間を延

ばしてほしい。 

� 病後時保育の充実。小学生の病後時の世話をしてくれる

所。小学生の学級閉鎖や台風時などのケア。小学生の夜

までの世話をしてくれる所。保育園から小学校になった

ときのケアのギャップが就労を妨げていることがある。

その差を縮めてほしい。 

� 仕事をしていますが、子ども病気になった時の事を考え、

フルタイムで仕事ができません。病児保育の充実が必要

と思います。 

� 病児の子を預かってほしい。仕事を何度も変えなければ

ならない人もいます。変えなければ、収入もあるのに。 

� 子どもが急に病気になった時など支援があるとありがた

いと思います。 

� 認証保育園の延長料金が高く毎月８万円程、０歳児の時

は 10万円近くと、フルタイム社員でも働いて、家賃その

他でマイナスでした。 

� 保育園にはたいへんお世話になっています。小学校登下

校時の見守りなど地域の人たちの協力も充実していると

思います。病後児保育の施設が増えるとありがたいです

（クリニック併設希望）。 

� 保育園の待機児童を解消してほしい。育児ストレス発散
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のためにも働きたいが、ポイント制で受け入れを制限さ

れている。働くために保育園に預けたいのに、実際に働

いてないとポイントが高くならない。じゃあ、働いてい

る間は一緒に職場に連れていけってことなの。週に何日

で何時間以上だと預れないとか、意味不明。仕事は仕事。

保育園に通ってる親でも働いてない人だっているんだか

ら、矛盾してないですか。職場に保育園を作るなりなん

なりして早く待機解消して下さい。 

� 小学生でも病児保育をしてほしい。働いていると休みを

長期間続けて取れないので。 

� 現在、共働きのため保育施設は不可欠です。豊島区は地

域によって保育園の混雑状況が異なるとは思いますが、

自宅付近は保育園が限られているため、子ども２人の入

園が決まるまでは不安が大きかったです。難しいとは思

いますが、いつでも保育園に入れる環境であれば、今後

子どもを産むタイミングで悩まなくてもよいのかなと考

えてしまいます。日頃から子育てはひとりでできるもの

ではないと実感しているので、周囲に家族親族等のサ

ポートが少ない家庭への支援や教育を強化していくこと

も必要だと思っています。 

� 保育園入園の相談に行った時、祖父母等、親族が近くに

居住していない場合は考慮されるのか質問したら「皆さ

んほとんどそうですから（親族遠方）」と即答されました。

実際保育園に通い出すとファミリー・サポートの方では

なく祖父母が送迎している家庭が多数あります。やはり、

祖父母が近い方は何かあった時に頼れますが、遠方だと

緊急時も頼れません。送迎者が母父以外にもいる事で保

育時間も変わってきます。今年度から同一指数だった場

合、考慮される項目に「近くに親族が居住」の項目が加

わったのも承知していますが、もう少し考慮して頂きた

いと思います。保育園入園前、区民ひろばで月一回、赤

ちゃん向けのイベントがあり楽しく参加させて頂きまし

た。今は行く時間がありませんが、０歳児は一時保育も

ほぼない状態だったので、母親の気分転換になりました。

（認証保育園の一時保育は「いっぱい」と何度か言われ、

利用できないのが現状でした）。 

� 第三子を出産するに当たり保育園が２ケ月しか休めない

事に不満がある。私は体質的に出産が合わないので産前

産後ともに長く休まなければいけない＆里帰りなので、

かなり負担。退園するのはかまわないが、次に職場に戻

る際、３人ともに園に入れるか分からないので、上の２

人を退園させる訳にはいかないので、とても不満に思っ

ている。また他の区だと三人目は保育料無料とかの制度

が有るのに豊島区にはなぜないのか疑問。子どもを増や

したいのか、働く人だけ増やしたいのか、後者だけのよ

うな気がしてならない。出産し、保育園にあずける前に

調べてから引っ越しをすれば良かったと切に思います。

豊島区は子育てに関して待遇が良くない。 

� 学童クラブを 19時までとしてもらいたい。病児保育民営

を利用していますがやはり高額です。もっと利用しやす

く経済的にもやさしい支援があるとうれしいです。 

� 豊島区は良い認証保育園がないので評判の良い板橋区の

認証の保育園に入った。少し家から遠かったので雪の日

や雨の日が大変だった。要町、千川辺りに素敵な認証保

育園がほしいなと思います。（子どもを産んだ時も口コミ

を見て板橋区の産院に通って産みました）。豊島区もそう

いう場所があると安心して子育てできます。 

� 現在、フルタイムで働いています。私用のため仕事を休

み、保育園へ子どもを預けた際「お仕事休みなら早くお

迎えに来て下さい」と言われました。元々9：00～16：00

で預ってもらおうと思っていただけに（補足：素直に休

んでいることを伝え、「いつもより、遅く預けて、早くお

迎えをします」と伝えていました）、何だか悲しくなりま

した。また第二子の妊娠中も「たまにはお休みしたらど

うですか～？」と…。産休中も上の子は預けられますよ

ね。保育料を納めているのに、休みを促されるってあり

えないです。終いには、お盆の時期に「お休みとれたら

休んでください」などと。それって全部、先生たちの都

合ですよね。「１人でも少ない方が楽」っていう考え方が

全面に出ていて感じ悪いです。全員がそうって訳ではな

いですが改善願います。 

� 現在、ありがたい事に、認可保育所に入れたことで、職場復

帰もでき、子どもも楽しく保育園に通えていますので、“子

育て支援”を充分に受けられております。今後も継続して利

用できることを望みますが、同時により多くの方が、支援を

受けられるようになることを望んでいます。 

� 保育園（認可）へ入園がスムーズにいくと、保護者とし

ては、安心して仕事と育児の両立ができると思うので、

そのあたりもっと充実して頂けたらと思う。 

� 私（母親）は、医療機関で働いているため、土曜日就労

は鉄則で、月～土でシフト制の勤務です。保育園入園の

際も認可保育園なので、その旨は充分に伝わり理解され

た上での入園だと思っていました。就労時間が長く（時

短が認められない職場であり）、週休一日にして半日勤務

を土曜含め週３日でシフトを組んでもらっており、私と

してはできる限り子どもに負担のないように努めている

つもりでしたが、保育園より「子どもに負担がかかるし、

土曜はできるだけ連れて来ないでほしい」と言われてし

まい、現在、本当に困っています。相談先もわかりませ

ん。このままでは何のための保育園なのかも疑問に思っ

てしまいます。子どもに負担と言われてしまい、仕事を

やめなければならないのかと悩んでしまっています。主

人は自営なので、休みは不定期です。 

� 待機児童で保育園に入れなかった方を多数知っており、

不安で二人目を産む気になれない。基本、フルタイムで

就業している人の保育時間体制になっていない。～18：

00が定刻の場合でも 18：00ぴったりに退社する事は不可

能であり、職場が遠いと 19：15は不便。民間でフルタイ

ムで管理職としてある程度任されている場合もあり、そ

ういったケース、時に選択肢がない（民間のことをもっ

と理解してほしい）。同じ保育園にフルタイムでも入れな

かった人もいるのにパート 10～15：00勤務でも入り続け

ている人がいて不公平。 

� 共働き世帯が増えているなか、とても仕事と育児を支援

できていると思えない。保育施設の拡充や小学校入学後

の夜間の預かり制度や施設を設けていただきたい。 

� 認可保育園を増やしてほしい。保育の延長時間 22 時 15

分までが２園しかないのは少なすぎる。半数は 22時ごろ

まで、残りの半数は 20時半か 21 時頃まで保育すべき。

病後児、病児保育、休日保育をする園も少なすぎる（夜

間）。延長保育の児童・幼児に、園によって定員が定めら

れているが、これでは保護者が思うように働けない。全

く今のニーズに逆行しているではないか。とにかくは保

育園を早急に増設して下さい。大塚に新しくでき、目白
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にスマート保育園ができたのはとてもすばらしい事です

が、まだ足りてないですから。 

� 保育園の見学しやすい体制があれば行きやすい。いつ問

い合わせたらいいのかわからない。 

� 区立保育園で生後８ケ月まで保育時間が 8：30～17：00

と短く、復職しても周囲にたいへん迷惑をかけた。また

自分もとても大変であった。 

� 去年の保育園探しの際に、区のホームページが他区と比

較し使いづらく感じました。また、願書提出も臨時窓口

を設けている区もあると伺っています。インターネット

での願書受付等の効率化を検討していただけるとありが

たいです。 

� 現在認証保育園に通っていますが、両親共に土・日・祝

日の出勤があり、土・日・祝日に子どもを預ける場所が

なくて本当に困っています。土曜は保育園に希望を出せ

ば日によっては保育可ですが、あまり利用されている方

もいなく、子ども１人のために、何人かの先生に休日出

てきてもらう事になるので、非常にお願いしにくい状況

です。また現在Ｂ型の認証保育園なので、この後、どう

なるのか心配です。保育園が満員であるならば幼稚園の

延長保育（働く親にとっては朝の預りも重要 7：30 もし

くは 8：00からでないと困ります）。給食、土、日、祝の

預かりを充実させてほしいです。 

� 保育園の間は、夜間まで預かって頂けてますが、小学校

１年生になって学童に入れたとしても、18 時まででは時

間が短かいです。急な残業などの時に困ってしまいます。

学童の時間（長期休暇の間）を、朝・終了とも延ばして

頂けたらと思ってます。あと２年で小学生なので考えて

しまいます。 

� 認可保育園に入れないかもしれないという不安が、育休

中の子育てに大きな影響を与えていると思います。12 月

から無認可保育園に預けて仕事に復帰しますが、子ども

の安全や成長について認可保育園と比べてしまい不安で

仕方ありません。どうか安心して働らける環境を作って

下さい。これからも豊島区で暮らし、子どもを産み育て

ていきたいと思っております。宜しくお願い致します。 

� とにかく待機児童問題にきちんと向き合ってほしいです。

通勤電車は超満員、道路も混んでいるため、自宅付近の

保育所に入所できないのは厳しいです。区役所の方にお

話を伺ったり、区の新規施策を見ていても、対策は、小

規模で２歳頃までしか預けられない施設の新設や、せい

ぜい 18時までの幼稚園の延長保育など、就学前の６年間、

安心して仕事との両立をできるようなものではありませ

ん。最後の頼みの綱の認証保育所利用者への補助金も金

額が（他区と比較しても）低く、全く納得できません。

新宿区、文京区等近隣の区が賃貸物件を活用してでも認

可保育所を増やし、中野区が認証補助を増額する中で、

このまま豊島区に住んでいては、安心して二人目のこと

を考えられず、非常に不安でいっぱいです。あと、保育

所入所の選考基準について、他区同様、認証ポイントを

「＋１」か「＋２」つけて下さい。※以前、区職員から、

「預け先があるから、まだましだ。」と言われましたが、

復帰の必要性が高いがゆえ、妊娠中から必死に保活をし

た結果として認証を押さえたまでなので、非常に腹立た

しく思いました。 

� 仕事をしているため、学童も 19時まで預っていただけるよ

うにしてほしい。子どもをひとりで待たせるのが不安。 

� 病後児保育などももっと数を増やして、仕事のできる環

境づくりをお願いします。自分の遊び、エステなどのた

めに職場に偽りの証明を出してもらい、認可保育園を利

用している人もいます。きちんと管理して頂き、本当に

生活困難な人が助かる環境を作って下さい。 

� 子育てしながら仕事もしていますが、まだまだ働く母親

にとっては、状況は厳しいです。子育てや仕事をまわり

に支えられていると思うと頑張れるので、行政としてぜ

ひ子育て支援に力を入れて頂き、ずっと住み続けたいと

思えるようにして頂けたらと思います。 

� 西池袋すくすくルームになってからは、遊び方や、食事、

いろんな事を教えてくれるので、すごく助かっている。

こういう保育園を増やしてもらいたい。 

� 学童が現状の 18：15までだと仕事に支障が出るため“小

１の壁”は大きな問題。これが原因で退職する人も周囲

には多いです（子は現状、年中です）。 

� 現在、認可保育所に通っていますが、食物アレルギーが

あり毎日何かしら自宅より持参しています。アレルギー

対応の代替食を提供してほしい（新宿区や中野区等、別

の区では対応してくれていると聞きました）。 

� 子どもが小学校になった場合を考えるととても不安です。

現在共働きで延長保育ができる保育園に子どもは入って

いますが、小学校以上になると学童は 18時まで食事もな

く帰宅することになります。当方は仕事で 20時位になり、

泊まりの勤務もあるため、今後がとても不安です。せめ

て民間でもよいので学童が充実する取り組みに力を入れ

て頂きたいと強く希望します。 

� 学童を民営化させてください。図書館や一部の保育園の

ように民営化されて良くなった施設があります。 

� 保育ママに関して聞いた話ですが、アルバイト代が高い

からといって保育ママをやっている方がいます。子ども

が好きとか、子どもの世話をしたことがあるわけでもな

いそうです。そんな方がいる場所へは預けたくないと

思っていますが、保育園は待機だし、どうしようかと迷っ

ているところです。 

双子の未就園児を育てています。世話をするにも２倍の

時間がかかり、仕事と子育ての両立は難しいと考えてい

ます。３歳になったら働きに出たいと思っていますが、

保育園の途中入園２人同時は難しそうですし、区立幼稚

園は預かり保育の時間が短く、夏休みの保育がないため、

パートでも仕事ができない状況です。認定こども園等保

育施設を増やしていただきたいです。区役所に相談に２

人連れて行くのが大変です。区民ひろばで相談できたら

いいなと思います。 

� 子育て広場など地域の子育て支援の取り組みは、在宅で

子育てをしている保護者を対象としている事業だと思う。

利用時間を考えると働いている保護者は活用できないし、

交流もできない。働いている保護者を対象としたイベン

トや“場”を作ることも考えてほしい。近隣の保育園や

幼稚園に通園していないので、公立小学校に入学した時

に知っている子や保護者が誰もいない…という状況に、

入学当初不安を感じる人もいると思う。豊島区の認可保

育園は子どもに対する対応が乱暴で、子どもが脱いだ服

を保育者がたたまずにロッカーに入れるなど、“しつけ”

の面でも好ましくない職員を多々見ました。私立や認証

保育所と比較すると職員の質が非常に悪いと思います。

指導していただきたい。 



 208 

� 区民ひろばが 18：00までになり、17：00～18：00に利用

していたのにできなくなった。学童保育を 19：00までに

してほしい。特に低学年の時はひとりで下校させられな

い（不安）が、学校から駅までのアクセスが悪いところ

が多く、迎えのために仕事が続けられない可能性があり、

本当に困る。 

� 子どもが保育園で６年お世話になり、来年から小学生で

す。ですからアンケートでは支援センターの利用予定な

しとしましたが、子どもが２～３歳の頃はとてもよく利

用させていただきました。たまたま健康で風邪をひかな

い子どもで、休むことがないため、万か一、そのような

時、遠慮せず休めますが、そうでなければ、病児保育を

活用したことと思います（登録したが、利用せずに済み

ました）。保育園、支援センター、ファミサポ、色々な協

力のお陰で、時短せずフルに働けて感謝しています。 

� パートタイムでは当然認可保育園には入れない。しかし

認可保育園以外は、児童１人あたりの面積、先生の数が

少なく、認可と認可外保育園に通っている子どもが平等

の教育を受けられているとは、とうてい思えない。この

ような乳児、幼児期の頃から教育、保育に不平等が生じ

ているのはあまりに理不尽であり、国政には大変失望し

ている。 

� 保育料が高い。病気でもすぐに預かってくれる場所が近

くにほしい。 

� 来年度、小学校入学をひかえて、学童館の時間が 18時ま

でということ、お迎えが必要でも 19時までに延ばしても

らえると、家で１人でいる時間がなくなるので安心して

働けます。 

� 職業柄、本当は平日・休日の夜や、日・祝日などの保育

が必要だが実際にはかなわないし、ベビーシッターを使

うと働く意味がないくらいの出費でかなり厳しい。せめ

て、休日保育の定員を増やしたり、認可保育所の延長時

間を増やしてほしい（どの保育所でも～22：00までとか）。

入れた所から動かすのもかわいそうで、親としては悩み

どころです 

� 二世帯で祖母が就労しておらず、65 歳未満であっても小

さな子ども男の子２人を育児することは大変です。年齢

だけで決めてほしくない。保育園の申し込みすらできず、

長男は私立幼稚園、次男は認証保育園へ通わせている。

月の教育費の負担も大きい。補助金も新宿区とは大きく

異なり、新宿区へ引っ越しをしようかとも考えた。 

� 園で違うのかもしれないが、定期的に健診をしていただ

いているので３歳児健診で保健所訪問するメリットがあ

まり感じられなかった。聴覚、視覚検査も自宅で行って、

きちんとできているか少し自信がないです。現在、子ど

もが保育園でお世話になっていますが、家庭での育児で

不安になったことをどうすればよいか教えて（助言して）

もらえるなど本当に助かっています。産後に豊島区へ

移ったので分からないことが多く不安でしたが、保育園

を通じて近所の友達ができ、お母さん達と交流すること

もあり、本当に助かっています。フルタイムで働く母親

にとって、平日昼間の子育て広場などを利用する（でき

る）機会はあまりないですが、保育園でかなり補えてい

るように思います。欲を言えば、幼稚園のように保育時

間中に習い事も受けられると嬉しいですが、まずは現状

でたいへん満足しています。待機児童ゼロを目指してほ

しいです。保健所からも予防接種の案内が届くのはあり

がたいです。 

� 現在、長女が（認可）保育園に通園していますが、第一

希望の最寄りの保育園には入園できませんでした。保育

園に入園できただけでも、ありがたいのですが、やはり

毎日の送り迎え（特に雨の日）が負担です。私よりももっ

と遠方から通われている方も大勢いますので、ぜいたく

は言えませんが…。これから入園を希望する方が入りた

いと思う保育園へ入園できるようになればいいなと思い

ます。 

� 小学生の放課後の施設を充実させてほしい。職場で 23区

の別の区の情報を開くことがありますが、学童は 19時～

20 時まで延長できる、４年生以降も学童保育が利用でき

る等、取り組みが進んでいるのに対し、豊島区はかなり

遅れていると思います。仕方なく子どもだけで行動させ

ています。安心な住環境ならまだ分かりますが、治安が

良くなるための取り組みや、バリアフリー化等も見られ

ません。自身は住んでいますが、子のいる知人には勧め

られません。 

� 学童クラブの利用が、新制度により６年生まで対象にな

る予定というのは、仕事を持つ母親として、たいへんあ

りがたいです。是非、早期の実現をお願い致します。 

� 学童クラブの時間延長（保育園の預り時間と差が大きい）。

特に夏休み期間等の受け入れ開始時間を早めてほしい。 

� 幸いにも保育園を利用していますが、子どもが３歳以上

までは、病気も多く、個人でベビーシッターも利用して

いました。病児のケアがより充実しているといいと思い

ます。 

� 保育園生活から小学校へと移行するため、保育園では先

生方と日々顔を合わせ、いつでも話ができるが、小学校

はそういかないので不安。１年生の始めは、なるべくコ

ミュニケーションをとっていき、安心したい。保育園の

ように夕方の迎えがないので過ごし方にも不安がありま

す（8：30、もしくは下の子の保育園での待ち合わせを可

能にしてもらえたら良いな…と感じます）。 

� ５歳の男の子と３歳の女の子がいます。夫婦共働きで、

子ども２人は保育園に通っています。夫は 24時間 365日

のシフト制で、母親の私は７時半から 20時半まで勤務し

ています。現在、保育園は私の勤務に合わせて預かって

いるので、問題なく生活できています。しかし、小学校

にあがると、学童の預かりは長期休みの場合でも 9 時～

18 時なので朝も夜も送り迎えが間に合いません。ファミ

サポを考えましたが、朝１時間半、夜２時間の利用で１

日 3150円。毎日のこととなると、とても払える額ではあ

りません。また、毎日となると預かってくれる人がいる

のかどうかも分かりません。民間学童は月額10万円程度

が相場のようで、こちらもとても払える額ではありませ

ん。豊島区に学童の利用時間の延長を願い出てもみまし

たが、全く取り合ってもらえませんでした。夫婦の実家

は共に遠方で、協力を得られない状況にあります。私た

ちは共働きとはいえ、２人で働いてようやく一般的な一

人分くらいの年収ですので、生活を考えると、どちらも

仕事を辞めることができません。 

� 保育園の延長（スポット）を当日に電話一本でできるよ

うにしてほしい。保育園の運動会を全園共通土曜日にし

てほしい。保育園に園内病児室を併設してほしい。もっ

ともっと、充実してください。働く母、父のために。 

� 保育園入園について相談に行った時に、豊島区は子ども
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の数が急増しており、就業していない母親の低年齢の子

の入園はまず無理と言われた。子どもの数が多い家庭へ

の支援もあまり恵まれているとは思わない。子育て支援

という意味では隣接の文京区、新宿区等に及ばないとい

う印象があり、転出も考えている。 

� 早産まれの子どものため、０歳で保育園に入れられず、

やむを得ず１歳での入園を希望しましたが、両親ともフ

ルタイム外勤でも認可保育園には入れませんでした。何

とか入れた認証保育園も２歳までしか預かりがなく、３

歳以降の預け先を確保するためにまた動き回って“保活”

をしている状況です。区役所の窓口に相談に行っても「ま

ずは０歳・１歳の待機児童解決が優先」と言われ、相手

にしてもらえませんでした。周囲では、０歳入園ならば

求職中の親でも子どもが希望の認可園に入れているのに、

１歳入園は激戦で、大変不公平感を感じています。保育

園に入れるために、産む月を考えたり、育休期間を短く

したりすることを強いられている現状はおかしいです。

安心して子どもを産み、また保護者が仕事を持つことを

サポートする体制を区として本気で取り組んで構築して

ほしいと思います。 

� “子ども子育て関連３法”の目的として書かれていること

が実現できたら本当に子どもにとってよいと思いますが、

“新制度”は本当にそういう内容になっているのかどう

か、大変、不安です。今、認可保育園に預かっていただ

いていますが、“認定”の制度が導入されたら今までどお

り預けられるのかどうか、また、保育時間が“短時間”

と“長時間”に分かれるようなことになった場合、保育

園が大切にしているみんなで経験を共有して育ち合うこ

とや、生活リズムが、どうなってしまうのか、とても心

配です。“支援事業計画”を策定するにあたっては、“目

的”を実現するため、このニーズ調査や、今、していた

だいていることにとどまらず、さらに、一人でも多くの、

子どもの育ちに関わる方そして区民の声を集め、そして

希望を反映することを強く要望します。この調査結果の

“数字”だけでニーズを計り、後は切り捨て、などとい

うことは決して行われることがないよう願っております。 

� 区立保育園への入園の基準と所得の関係はどうなってい

ますか。私の子は３月末に空きが偶然出て、どうにか入

れましたが、入ってみると周囲は所得の高そうな方ばか

りです。私の子は区立に入れなければ私立に入れるしか

なく、経済的に稼ぎのほとんどを保育園の保育料に使う

ところでした。所得の低い人ほど安い保育料で子どもを

預けて働く必要がありますが、豊島区はそういった家庭

に非常に厳しい区であると思います。これで来年度の仕

事が見つからず、追い出されたらどう生活していけば良

いか夜も眠れません。 

� すでに仕事に復帰し、半年が経ちますが、いまだに入園でき

ません。そもそも、区で出生の管理、納税の情報かあるはず

なので、保育ニーズはきちんと予測ができ、対応できると思

いますが、なぜそのようにきちんと運営しないのか。民間企

業に勤める人間からすると不思議でなりません。また現在私

立の保育所に通わせていますが、区立の保育園より先生の対

応はずっとサービス精神かあるようです。区は本当にサービ

スを見直す時だと思います。 

� パート勤務のため来年度の３歳児入園（認可保育園）が

難しく、預り保育のある幼稚園を仕方なく探しました。

豊島区は他区に比べ、幼稚園・保育園の情報が集めにく

く、保育施設も少ないように感じました。豊島区自体に

保育施設が少いので、せめて近隣の区の情報を収集しや

すくしてほしいと思います。下の子を出産し、０歳です

が、預けられないので通院などちょっとした用事も不便

です（品川区では４ヶ月より預けられました）。来年度か

ら上の子は幼稚園（北区）ですが、平日休みの日もあり、

シッターを頼まざるを得ないですが、高くつくので、パー

ト勤務では収入より支出の方が多くなってしまい、何の

ために働いているのか、わからなくなります。児童手当

の類いは近隣の区や品川区に比べ、収入制限が厳しかっ

たり、少ないように感じます。全体的に住んでみて、と

ても子育てしにくい地域と感じています。早急に改善し

て頂ければと思います。中途半端に預かりを実施するの

ではなく、早朝から夕方までしっかり預けられるよう希

望しています。よろしくお願い致します。 

� 病児保育施設を区東部に設置してほしい。今の場所は遠

すぎて、預けて仕事をすることができません。 

� 保育園なのに親が参加すべき行事が平日昼に行われるこ

とに疑問を感じています。休暇を取れないわけではない

ですが、「保育園なんでしょう？」と周囲の理解は得がた

いです。 

� 保育士や保育園のスタッフの質を向上させてほしい。学

童もただ預かる場ではなく、子どもの大切な放課後の時

間を過す場所として、子どもを見守ってほしいです。 

� 認可保育園の行事情報（未就園でも参加できるもの）や、

施設の情報、園庭など、見学しなくても事前にわかるよ

うな資料を見られる機会か欲しいです。２歳から保育園

の入園は狭き門だと思いしり、来年入園できるか不安で

いっぱいです。 

� 区立保育園の保育士さんには、親の仕事内容により、保

護者への対応に格差をつける方がいました。トラウマに

なっています。保育士の負担を増やさないようにして下

さいとのことですが、要求が多すぎるように感じました

し、その方が担任の時に洋服やオムツカバーの紛失が多

く、困りました。区の方より認可保育園は「保育の支援」

でサービスはないので、保育士さんに負担をかけないよ

うにしていると聞きました。そんな保育の状能なら民間

に預けた方がよりサービスとしても向上していくのでは

と思います。保育士の負担になるので生後４ヶ月でも上

下別々の洋服を用意して下さい、と保育園での洋服を何

度も買い直しさせられた。（つなぎやぼたんは着脱が面倒

とのこと）。土曜日出勤かを早めに知りたいので土曜日の

預け入れは保育園に早く知らせて下さい、と言われたが、

急な出勤も多く、連絡に困った。仕事の事情や、詳しい

内容を、他の保護者の前で細かく確認された。主人の祝

日出勤に対する給料支払いの内容、つまり休日手当てが

出るのかどうかを確認された。 

� 延長保育の充実を。時間もさることながら保育内容も。

ただ“見ているだけ”という感じがします。 

� 学童保育の開始時間（夏休み等の長期休暇の間）が９時

～だったと思うが、せめて８時～にしていただきたいと

思う。保育園は 7：15～開いており、８時前に登園する児

童も多いので、ぜひご検討下さい。 

� 現行の保育園入園制度だと常に２～３月出生の子どもは選

考で不利となる。公立に入れないと私立・無認可も探す事に

なるが（当然）入所（満）であるし、経済的負担も大きい。

育休中対象の入所予約制度も募集枠も少ない上に、申込資格
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も納得いくものではない。ぜひ再考下さい。 

� 保育園入園について不公平を感じます。別の区で出産し、

生後３ヶ月で引っ越しをしましたが、スマイルカードを

もらえず、行事等に参加できない。ハンドブック等もも

らえず、ほしいとお願いしたところ、出生届時のみ配布

と冷たい対応をされた。保育園入園の書類を提出した際、

フルタイムで働いていないと入れないから出しても無駄

と言われた。区の職員の対応が悪すぎます。ある人の話、

バイト先で週２～３回勤務を時給を低く書いて週５と書

いてもらいたいとお願いしたら、書いてくれた。自営で

手伝いはしていないが、保育園に入れたいため、書類提

出。入園決定。会社に託児所があるが、先に入園が決まっ

たから、区立へ。他にもたくさんの事例があります。本

当に困っている人が入れないなんておかしい。 

� 有料でもいいので保育園で英語や絵画やピアノの時間が

あるといいと思いました。 

 

 

11 子育て期の住環境の整備 

� 現在２歳と１歳の男の子がいます。賃貸を探した時に「３

歳未満２人は×」「男の子２人は×」「１人が５歳以上に

なればＯＫ」など大家さんがトラブルを嫌がり、かなり

断わられました。ファミリー世帯対象の賃貸を紹介して

くれるシステムがあるといいです。 

� 子どもだけの視点ではなく、高齢者、成人、子どもが住

みやすい環境をつくるにはどうしたらよいか、もっと多

角的な社会で地域をよくしようと考えてほしい。そのた

めに「豊島区の強み」を生みだしてほしい。 

� 子どもが住みやすい、安心できる豊島区にしてほしい。 

� ファミリー向けの戸建住宅は増えつつあるが賃貸マン

ションが少ないので増やしてほしい。 

� 北区、新宿区は、子どものいる家庭がより広い賃貸住宅

に引っこすと助成金が出ますが、豊島区はそういった住

環境の改善を目指す取組みは何かありますか。他の区よ

り秀でている制度が何かありますか。 

 

12 子育て世帯にやさしいまちづくりの推進 

� 池袋駅になぜエレベーターができないのか不満。ベビー

カーで電車に乗る際、階段しかなくて不便。 

� 乳児の時（ベビーカーでの時代）に、池袋西口から東口

に行く時がとても不便でした。ビックリガードは、ベビー

カーではわたる事ができません。東口の外に出るために

はデパートのエレベーターを使用しないとなりません。

西口と東口の流れが良くなるといいですね。池袋大橋も

ベビーカー、子乗せ自転車が利用できません。 

� 池袋駅の東西を横断しにくいので、いずれベビーカーや

歩き、自転車が気持ちよく通れる明るい道がほしい（ウィ

ロード、ビックリガードは危険・構内は人が多すぎるの

で…）。 

� 巣鴨駅近辺のスーパーは、ベビーカー入場禁止など、子

育て世代に親切とは言えません。駒込近辺の古いスー

パーは狭い。冬に第２子が生まれますが、衛生面と利用

しやすさを考えると、文京区まで足を伸ばすか、日常は

ネットスーパー利用になりそうです。毎日のことなので、

広くて綺麗なスーパーが徒歩圏にほしいです。 

� 子どもを育てるようになって、公共の場にエレベーター

（エスカレーター）が少ないのだと気づきました。現在、

１歳～６歳で４人の子どもがいるので、移動手段にベ

ビーカーは欠かせません。道路の段差も気になります。

子どもが安心して遊べる施設（特に公園）を充実させて

ほしい。 

� 町並に緑が少なく、街路樹もない。環状５号にもっと緑

をふやし、歩道をタイルにするなど、オープンカフェが

できてもおかしくないような道路にしてほしい。環状５

号に都電を渡る場所が少なく、大鳥神社と、都電「鬼子

母神」の間に通行人だけの踏切がほしい。 

� 道路の歩道がない箇所が多く、ベビーカーや歩きの時に

怖い（学習院大学の南側の道）。 

� 公共機関にエレベーター、エスカレーターが設置されて

いないことに不満を持っています（特に駅）。 

� ＪＲ池袋駅の地上へ出るエレベーターを東西ともに作る、

もしくは増やしてほしい。その他、公共交通手段の近く

にもエレベーターを多く設置してもらいたい。道路の段

差を少なくしてほしい。芝生の公園を作ってほしい。 

� 医療費控除や予防接種の拡充など、子どもへの手当の充

実を図っていただき感謝しています。子どもを連れて移

動するのに、自転車は大変便利ですが、行った先に駐輪

場がない、狭いなど、不便を感じます。また、池袋駅周

辺にはホームレスや、その方たちの荷物で道がふさがれ

ていたり、リサイクル缶を拾って歩く大きなリアカーで、

通行の妨げになるばかりか、視界も悪くなり、悪臭も漂

い、ひとりで通るのが怖いです（まして子どもはもっと）。

ホームレスの不法占拠は咎められず、私達の自転車は徹

去される。すごく嫌です。道路や街並みの緑も大切でしょ

うが、減らして、使い勝手のよい駐輪スペースの確保を

お願いしたいです。 

� 子を連れて出かける際、現在は自転車が欠かせません。

徹去も結構ですが、歩道の駐輪所は常にいっぱい、店の

前や脇は駐輪禁止。一体どうしろとおっしゃるのでしょ

うか。自転車、二輪車の徹去は、区が保管料目当てで行っ

ているとしか考えられません。いくら何でも頻繁すぎま

す。歩道の自転車を邪魔だ、危険だと多う人の数より、「場

所がないのだから仕方ない。なのに徹去は理不尽だ」と

思う人の数の方が多いのではないでしょうか。よろしく

ご検討下さいませ。 

� 道路の環境が悪い。信号を守らない、飛び出しや接触事

故（自転車と歩行者）が多い。道が狭い。もっと積極的

に育児環境に取り組んでほしいです。 

� 西池袋から南池袋へのビックリガードを通る時、ベビー

カーだとすごく行きづらい。もう少し幅があるとありが

たいです。兄弟の歳が近いため、どちらを優先すべきか

すごく迷うことがあり、不安になります。 

� 板橋駅や東上線など、駅のバリアフリーを進めてもらい

たい。ベビーカーの利用など本当に困ります。踏切が本

当に開きません（特に東上線）。歩道橋は（シスナブの先）

ありますが、赤ちゃんを抱っこしたまま、上の子と手を

つないで歩くのは大変です。安全で利用しやすい歩道橋
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の新設または改築、地下道の新設をご検討頂きたいと、

切に願います。今後も長く通学路として、多くの子ども

達が通る大切な道です。 

� 東部と西部を行き来するバスがもう少し気軽に使えるよ

うになるといいと思います。 

� 防災、生活面でのうるおいのあるまちづくりをしてほし

い。道路整備。明治通りの自転車専用レーンの設置。緑

ゆたかな町並み。公園の緑化等。安心安全な町づくりの

拡充。コミュニティバスの運行。 

� 子どもと一緒によく自転車で出かけますが、外出先での駐輪

に苦労します。巣鴨では満車で見つけられないことも多く、

池袋ではどこにあるのか見つけられません。子どもと歩いた

り電車に乗るよりは自転車で動くほうが楽なのでもっと行

きやすくなるとありがたいと思っています。 

� 池袋西口に住んでいますが東口にわたるのに、ビックリ

ガード、ウィロードは子どものせて自転車をひっぱって

階段わきを昇らなくてはならず、とても重くて通行でき

ません。三人乗りの子どものせ自転車に子どもを乗せて、

ぜひ、区の人に実験してほしいです。重くて危険で押せ

ませんから…。ほとんどのお母さんたちが三人乗りの自

転車に乗っている時代に、あの階段わきの道路が改善さ

れないのはたいへん疑問です。絶対改善してほしい。で

ないと、途中で押せなくなって転倒という事故がおきる

と思います（もう起きてると思いますが…）。子育てにた

いへん不親切設計です。 

� ビックリガードは利用が難しい。ベビーカーや車イスの

人の事も考えて下さい。 

� バリアフリーを目指しているまちづくりを行っていると

認識していたが、リウマチの持病がある私が子育てを始

めて、実際街に出歩くと、支援センター、子育てひろば

の施設も含め不自由な事が多く、親族や子どもの父親の

手助けがないと自然と利用が遠いてきました。買い物や

散歩、お茶や食事への外出も同じく公的施設以上に子育

て対応バリアフリーを考慮した施設は非常に少ないので、

子どもを保育施設に預けていない時間も外とふれ合いを

させてあげたくても難しいと感じてきました。地下鉄・

バス等も実際使ってみると、私のような疾患状況には対

応されていないと感じます。 

� 池袋駅（東口）にある駐輸場（パルコの所）は使いにく

いです。入口が狭くて、子どもを乗せ、シートを後につ

けていると必ずひっかかります。ありえません。どうに

かして下さい。 

� 道が狭い。板橋駅下板橋駅にエスカレーターもエレベー

ターもない、改善してほしい。 

� 現住所の大塚駅付近は緑が少なく、繁華街の風紀も気に

なります。道路の整備や子どもが遊びやすい大きな芝生

のある公園などができると良いと思います。 

� 豊島区は 23区内で一番緑の少ない区と聞きました。猛暑

も多くなっており、緑化の街そして緑の多い公園拡充を

希望致します。 

� 駅にエレベーターもエスカレーターもなく、ベビーカー

で外出できない（駅員も手伝う事を良い顔しない） 

� 自転車の信号無視、特に朝の通学時間、取り締りを強化

してほしい。17 号の車道を通る自転車は信号無視が多く

て危ないです。 

� 道路の整備が悪い。家の近くの道路は何年間もずっと「工

事中」状態。 

� ベビーカーで移動する際、駅構内等にエレベーターが不

便な場所に設置（離れた所）されているところがあるの

で、池袋駅には特にエレベーターの設置を多く増やして

ほしい。 

� 自転車を停めるのに、３人乗り自転車などの大きさにも

対応できる駐輪場があると嬉しい。 

� 子どもと一緒に歩いていたり、ベビーカーに乗せたり自

転車に乗せたりして思うことは、路面がデコボコしてい

て段差ができている所も多いので不便。池袋集辺や区役

所をきれいにするのもよいが、もっと公園を（広く）整

備したり道路も直してほしい。 

� まず、区の方の仕事が遅すぎる。一般の会社並にテキパ

キと仕事をしていただきたい。子どもを連れて区役所に

行く母親は暇ではありません。多くの方が待っているの

に、鳴っている電話もとらずに、談笑など言語道断。幼

稚園補助の書類も、他の区に位べ格段に手配が遅い。安

心・安全メールも他の区のものの方が迅速的確。その割

に、補助金額が少ない。税金は高い。北区・文京区など

と位べると豊島区はケチだとよく話しになります。 

� 池袋駅に自転車で行くときに駐輪場を探すのに苦労する。

近い所はいっぱいで遠いと乳幼児を抱き、池袋駅まで往

復するのは困難です。見回りの人に違法駐車で注意され

た事もあるが、満車で入れないことも度々。乳幼児連れ

は出かけるな！と言われているよう。見回りの人を増や

す人件費を新しく池袋駅近くに駐輪場を作る費用に回し

てもらいたい。 

� ベビーカーで散歩中にベビーカーにぶつかってくる人が

時々いて、恐い思いをしています（特に歩きながら携帯

電話を使っている人）。 

� ニュースとかで、電車でのベビーカーが邪魔だとか言う

けれど、シルバーシートなどでさえ、若い人や元気な中

年世代の人が座わって動こうとしない。マナーがないの

は同じ。駅にエレベーターがなく、階段だけだとベビー

カーを持って降りるのがこわい。駅員さんでもイヤな顔

をする人もいるので頼みづらい（たまに親切な人が、助

けてくれるのですごくうれしい！）。中高年の人で子ども

にすごい嫌な顔をしたり、邪魔みたいな事を言われると

悲しくなる。よけもせず体当りしてくる人もいる。歩き

タバコと、人がいるところでの喫煙、踏み切りや信号待

ちで吸っていたり。灰や煙が子どもの顔にかかったりし

て嫌です。子どもがタバコの近くに寄ってしまったりし

てあぶない。喫煙所を減らしすぎても、他で吸う人が増

えるのでしょうか。 

 

 

13 障害のある子どもへの支援 

� 現在、障がい児を育てていますが、保育園への入園が枠

的な意味で大変困難であったり、ママ同士の情報交換に

より父兄に対して不適切なことを言う保育士のいる保育

園の情報が入ったりと、たいへん残念な状態だと思いま

す。希望している園にもよりますが、２年以上待機状態

になっており、仕方なく幼稚園で手を打つ方も知り合い

にいます。障がい児の待機対策、何とかならないでしょ

うか。アンケートが活かされることを願っています。 
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� 障がい児への加配制度も力を入れて頂きたいと存じます。 

� 障がいのある子どものいる家庭の人が公団住宅になかな

か入れなくて困っている。 

� 母子家庭で、うちの子は障がいがあるので来年ちゃんと

小学校に通えるか、この先、色々不安です。 

� まだ子どもは４歳ですが、少し言葉の発達が遅いため、

小学校の進学を今から心配しています。豊島区は少しで

も発達が遅い子どもを公立の幼稚園や小学校は障がい児

や発達に不安のある子どもを拒否する傾向があると聞き

ました。将来に不安を強く感じます。 

� 子どもが３歳の時に豊島区に転入してきた者です。他区

で２歳の頃から発達支援の療育を受けていましたが、転

入時に手続きがなかなか進まず、何度も子ども家庭支援

センターに足を運び、やっと受けることができたのは２

ケ月が過ぎた頃で、しかも人数が多いので月２回のクラ

スになり、納得のいかない思いをしました。“グレーゾー

ン”と言われ一番焦り、われが子を何とかしてあげたい

という時期でした。そういう親御さんは沢山いらっしゃ

ると思います。施設数を増やす等、不安を抱える親子が

満足できるサービスを受けられるよう改善していただき

たいと思います。 

 

 

14 ひとり親家庭への支援 

� ひとり親の家庭の支援を充実してほしい。 

� シングルマザーの会があればいいなと思う。祖母父が死

んだ後、帰宅後、子ども一人で安心していられる場所が

ほしい。 

 

15 保育施設の充実 

� 認可保育所が増え、希園する者が誰でも利用可能になる

と良いと思います。 

� マンションが乱立する中、保育所の人数が少なすぎる。

働いている母親はいつまでも育休が延ばせる訳ではなく、

退職も考えなければいけない状況に陥ります。様々な形

での受け入れを考え、早く待期児童解消を行って下さい。

もう少し保育料は上げても構いません。本気で働こうと

思っている人は、プラス数千円～数万円でも文句は言わ

ないと思います。 

� １歳児で入園できる保育園の定員が少なく思う。もっと

増やしてほしい。 

� 保育園の不足は早くなんとかしてください。会社に復帰

できず困っています。区民ひろば等で待機児童の多いこ

とにびっくりしますよ。自分待機中（フルタイム 20点）

で、認証保育園も欠員なしで、予約も 50～100人ですよー。

どーしたらいいのか悩み、引っ越しも考慮しています。

昨年のような異義申し立てが起こってもおかしくない。

豊島区の保育に対する取り組みに疑問を感じてなりませ

ん。小規模保育も募集人数が少ないため、長期的な計画

（認可園の開園）を強く望みます。 

� 認可保育園の拡充を要望します。早急に待機児童対策の

具体的な方策を明示していただきたい。税金を払ってい

る者が等しく行政サービス（認可保育園）を受けられる

ようにしていただきたい。豊島区の待機児童対策は消極

的としか思えません。なぜ横浜市のようにできないのか

理由を教えてほしい（ＨＰに掲載希望）。今は２歳児まで

の認証保育園に入ってますが、３歳児になった時に認可

保育園に入れないと大変困ります（そういう方が非常に

多いです）。 

� 保育園を増やして下さい。優先順位をつけられると、な

かなか入れません。働かないといけない状況なのに…。

よろしくお願いします。 

� わが家はまだ必要ではないですが、まわりの友人から保

育園になかなか入れない話をよく聞くので、待機児童を

失くす取り組みを進めてほしいと思います。 

� 子ども家庭支援センターや区民ひろばを日頃利用し、子

育て講座や親子イベントが充実していたり、保健所など

も含めて子育てに関する相談の機会も多いため、これま

で安心して子育てを楽しむことができたと思います。一

方で、大きな社会問題である保育所の不足に関しては今

後も不安を感じます。現在無職で、今後自営業をしたい

と考えていますが、保育園には非常に入りづらい状況だ

と思います。様々な就労パターンに適用できるような保

育環境の整備が望ましいです。 

� ２年以上かかって、やっと認可保育園に入れました。が、

フルタイムの人と比べてパートの方が大変な面もありま

す。祖父母の支援は普段受けられず、すべてを自分で何

とかしなくてはいけなかったし、育休もなく７～８ヶ月

のころからずっと努力してきました。保育園に入れない

で困っているお母さんは、もっとたくさんいます。何と

かしてほしいです。 

� 息子は幸運にも認可保育園に入れましたが、Ｂ型の認証

保育園に通っているママさん達は３歳からどうするかの

目処が立っていない方も多く、３歳以降の保育について

もっと対策を取るべきだと思う（もちろん保育園自体の

数も）。 

� もっともっと待機児童対策をした方が良と思います。保

育園が少な過ぎると思います。保育の専問学校があって

先生になる人材がいるのに、施設が少ないため、預けた

いのに預けられないと言う人がいるのです。 

� 今、三人目を妊娠中です。二人目の時は、なかなか認可

保育園に入れなかったので、待機児童が解消されること

を願っています。 

� 子どもと一緒にいたいがために、一度自営を廃業しまし

た。とはいえ、ずっと休んでいる訳にもいかないので、

１～２年後に働きはじめるつもりでいます。まだ小さな

わが子を手放しがたく、このような選択をしましたが、

将来保育園に入れるかどうか不安です。保育園の２歳児

枠３歳児枠を増やしてほしいと思います。 

� 現在３歳児の学年の娘が居り、認証保育園に通っていま

す。認可保育園は去年６月頃より希望し申請を続けてい

ますがフルタイムでないためか入れません。認証保育園

は２歳児までのクラスメインのため、現在も娘１人のみ

２歳児クラスの中３歳児１人です。来年４月は２学年下

のクラスで過ごすことになるため、保育園の先生からも

成長についてご心配いただき、幼稚園もすすめられます

が、勤務時間（9：00～17：00）に合うところがなく困っ

ています。 
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� 保育園や保育施設の拡充が必要である。子どもを産んで

も仕事復帰が出来ずに困る事がある。早急な対応を望む。 

�  私も保育園が決まるまで大変だったので、認可保育園を

増やしてほしいです。保育ママや小規模、スマート保育

だと３歳以降、また違う所を探さなければいけないと、

かなり精神的にも不担になると思います。働きながら毎

日お弁当も大変ですし。 

� 認証保育園に預けていて、毎日ビルの２階の狭い環境に

子どもがいる事を考えると、近所の認可保育園の園庭や

施設をうらやましく思うことがあります。認証は人数も

少ないですし、近くの認可の園庭（小学校の校庭）を開

放してくれたりすることはできないのでしょうか。夏の

プールはビルの裏の暗いじめじめした場所にビニール

プールを広げて、気の毒でした。あと、豊島区の区立幼

稚園を高田方面にもあればと思います。せめて園バスな

どがあれば通えますが、…旧高田小学校、区民ひろばが

高田第１・２とあるなど、建物はありそうなのに何とか

ならないものかと思います。 

� 幸い保育園に入園でき、恵まれた環境だと思います。待

期児童の方々が、１人でも少なくなるようにして頂くこ

とと、とてもよくしていただいている保育園の職員の

方々の給料を upしていただきたいです。 

� 保育園制度の不平等と失望の気持ちで残念に感じる。嘆

願書の有無や議員の口添えで入園できた人がいるという

話があったり、現在育休中で自宅で短期間であっても子

どもを見れる人が保育所に入れている中、本当に就労の

ために必要な人が離職したりせざるを得ないのは、不平

等と言わざるを得ない。小学校の学童も同様のことがお

こるのだろうと危惧している。仕事と育児の両立をすべ

て区の制度に甘えるつもりはないが、フェアでない対応

に改善を望む。多少保育料を上げてもよいので、善処し

てほしい。 

� 保育園に空きがなく２年半以上、待期児童のままです。

子どもも３歳になり、職場の隅で、誰にも相手にしても

らえず、ひとり遊びをしています。子どもの権利なんて、

感じられません。 

� 第二子を出産予定ですが、保育園へ入所できて、復職で

きるか不安です。本当は育児休暇を１年は取得したいと

思っていますが、時期を考えると育休明けに入所できる

可能性が低いと思うので致し方なく育休を繰り上げるつ

もりでいます。十分育休が取得でき、予定通り子どもを

預け、復職できる環境が整うと、親にも子にもありがた

いです。園庭があり、十分子どもがのびのび過ごせる環

境の保育所を充実させてほしいです。 

� 保育施設になかなか入れなかった。来年、こどもは臨時

保育園から出たら、次の保育園はまだ決めてなかった。

もっと保育施設を充実してほしいです。 

� 待期児童問題を何とかして下さい。認可に入れずＢ型認

証に入れていますが、３歳でまた探さねばならないし、

今、０～２歳の小規模が増えているようですが、その子

達が３歳になればまた不足するのではないですか。その

辺どう考えているのかまったく伝わりません。子育て支

援も基本、平日日中にイベントが集中していて使えない

し、結局は役所の考え方でしかなくて残念です。 

� 待機児童が多く保育園に入れないため、働きたくても働

けない状況です。保育施設は少しずつ増えている気がし

ますが、もっともっと保育施設の充実を希望します。 

� 保育園の数を増やしてほしい（認可保育園の数を）。（経

済的負担の多い）認証保育園の数を増やしても助かって

はいるが、でも認可と認証では、預ける側の条件も違う

ので、認可保育園の増設に取り組んでほしい。育休を続

けてとると、上の子が３～４歳になって、仕事復帰のた

め、２人同時に保育園に預けるケースがある。しかし、

３歳以上の枠はほぼないので、その枠も増やすか、２人

同時に預けられる公の施設（認定こども園のような所）

を作ってほしい。 

� ０歳児の頃から仕事をしていたが、認可保育所に入れず、

保育ママを利用していた（１年間）。同じ豊島区の子ども

なのに、片やしっかりとした保育カリキュラムの中で、

発達に応じた保育を受けられる子と、資格のないママさ

んの保育の中で過ごすわが子との保育の格差に不公平さ

を感じていた。これからも待機児童が増えなくてもゼロ

になることはありえない。保育ママ、小規模保育、認証

保育などで、ごまかすのではなく、他区を見習って、区

が責任をもって、認可保育所を作るべきだと思う。どの

子も平等に「育つ権利」を守ってほしい。 

� 集団保育だと、どうしても難しいと思いますが、子の自

己決定を押しつぶしたり、妨げたり軽んじたりしないよ

う気をつけています（かなり忍耐を要しますが…）。今育

休中なので 16時までなのですが、子どもが遊びたがって

（やっとのってきたところにお迎えらしいので）不機嫌

になります。どうしたものか。いちばん困っているのは、

上の子と同じ園に下の子も入れたいんですが、入れてな

いことです。（計 10ヶ所程度外れている。０歳児です）。 

 

 

16 幼稚園の充実 

� 幼稚園も豊島区は制限が多いのか、いい幼稚園が少ない。

特に千川・高松・要町エリア。 

� 周辺の北区、文京区、板橋区に比べて公立の幼稚園が極

端に少ない、補助金も少ない、保育料も高い。住んでい

る所が少し違うだけで大きな差があるのは納得いきませ

ん。調整をお願いします。（１歳の子がジャマをして乱文

すみません） 

� 区内に幼稚園が少なすぎます。東池袋在住ですが、子ど

もの足で歩ける範囲にありません。また、どこも倍率が

高く、バスや電車で区外に通う人がとても多いです。な

ぜ園バスは禁止なのですか。保育園が足りていないので

すから、長期休暇中の預かり保育をもっと実施すべきで

す。入園時や毎月の補助も他区に比べて少ないです。 

� 幼稚園の評判が良くなく、区外に通わせている方が多いです。

私立、区立に関わらず、改善していただきたいです。 

� 予防接種の助成、幼稚園の送迎バスが無いなど、区の子

育て支援体制が他自治体と比較して遅れている。インフ

ルエンザ等任意接種の助成、幼稚園の給食制、送迎バス

の導入など、他自治体ではすでに行われているサービス

を見習って頂きたい。 

� 豊島区は幼稚園が少ない。園バスもない。保育園に入れ

ず幼稚園へ入れたが、幼稚園では保育時間が短く、働き

にも出られない。助成金も少ない。子どもが４歳、２歳、

０歳といるが、教育費で不安だらけ。 
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� 公立の幼稚園を３年保育にするべし。幼稚園のバスを認

めるべし。 

� 幼稚園の数が少ないように感じる。幼稚園入園時やその

後の補助金が隣接している区と比軟するとかなり低い

（少ない）。 

� 来年、幼稚園に入園が決まりましたが、近所に幼稚園が

なく比較的近い場所の２ヶ所で悩みましたが、どちらも

自転車が必要な距離で、近辺のママさん達も「もっと近

くにあれば迷わず済むのに」とみなさん口を揃えて言っ

ていて、毎日通わせる事や災害時を考えると、数を増や

す事や、近辺に幼稚園が無い地域にできるといいなと思

いました。 

� 区立幼稚園を増やしてほしいです。東池袋に住んでいま

すが、どこの幼稚園も遠くて通うのが大変です。下の子

どもたちも入園できるか不安です。どうか、幼稚園に入

園できる人数を増やして下さい。子どもが多いと私立幼

稚園は大変なので、区立幼稚園を増やして頂けるとあり

がたいです。 

� 利用している幼稚園が毎年人数が増え、保育室が窮屈に

なっているように感じられます。募集した人全員を入れ

てしまうため、このような事となっていると考えられま

す。「敷地面積に対し、子どもの人数が○人まで」等の決

まりはないのでしょうか。けがも頻繁にするようでは心

配です。かと言って転園など子どもの事情も大きく関係

してくるため、気軽にはできないので困っております。 

� 支援事業の質的向上をお願い致します。現在、通ってい

る園はとても良いところですが、他の幼稚園の評判等、

良いお話をあまり聞きません。 

� 送迎バスのある幼稚園を探したのですが（私立も含め）、

豊島区には一つもないとのことで、遠方の北区を選び、

行事等の際に不便をしています。私立に関しては区では

どうしようもないのでしょうが…。 

� 区立幼稚園（施設が古すぎる気がします）は、３年保育

にならないのでしょうか？幼稚園にスクールカウンセ

ラーが来る制度は良いと思う。ふだん利用する所で、色々

な制度が利用できれば利用しやすいし、ありがたい。今

は、色々な所に出向かなければいけない事が多くて利用

しにくいです。施設が古いのも気になります。 

� ３年保育希望のため、巣鴨の私立幼稚園を希望しました

が、少し遠いこともあり入園を断られました。他に徒歩

圏内に幼稚園がないため、北区の送迎バスがある園にし

ましたが、近所に３年保育の幼稚園があったらいいな…

という意見は聞きます。ご検討いただけると嬉しく思い

ます。 

� ３歳まで育児休暇を取得する予定なのですが、３歳から

の保育園の空き枠が少なく、近くの保育園は厳しいよう

に思われます。また、幼稚園も近隣の区の方が沢山あり、

少ないように思われます。 

� 豊島区の幼稚園が少ないので、困っています。保育園に

も入れたくても、入れませんでした。 

� 区立幼稚園の充実。区内の幼稚園の送迎バス許可。 

� 最近、幼稚園を探しています。小学校の学区域を知りた

いです。豊島区は、園バスが無いので、他の区で探す方

も多いようです。 

� 上の子の幼稚園は区外ですが豊島区内の幼稚園も園バス

の認可が区から得られないと伺いました。下の子を連れ

ての送り迎えには公共のバスを使っていますが、いつも

混んでいて、ベビーカーも使う事が申し訳ないと思う程

です。また、大声で（下の子が１歳時）泣いたりする事

で、心ない言葉で怒鳴られてしまった事もありました。

園のバスを許可をしたり、ベビーカー優先、通園通学を

優先と言うような公共のバスがあれば、子育てに関して

の移動も安全に行われて助かると思います。 

� 区立幼稚園の増設、もしくは私立幼稚園の補助金の増額。

新宿区や文京区に比べて少なすぎます。私立だけに頼ら

ず区としてもっと子どもの教育を考えてほしいです。 

� 来年度の幼稚園入園のための努力が大変でした。入れな

かった子もいたのではないか。私立の園のことですが。

豊島区の学校教育は充分品質あるのでしょうか。 
 

 

17 幼稚園と保育所の連携 

� 共働き家族でも、小さい頃からきちんとした教育を受け

させたいと思っています。現実的には、子どもは保育園

に預けるしかなく、習い事をさせたくても、土・日に仕

事になることもあり難しい。そうなると保育園で幼稚園

のような教育をしてほしい、と思ってしまいます。保育

園は教育機関ではないことはわかっていますが、親が働

いていると幼児教育は受けられない、と思ってしまいま

す。“子ども園”がそれを補ってくれるかどうかはわかり

ませんが、施設の充実、保育士（教諭）の人数や質の向

上につながってくれれば嬉しいです。 

� 子ども園になることで保護者の収入や就労時間によって

保育内容が変わってしまうのではと懸念しています。子

どもたちに平等な保育・教育をお願いいたします。 

� 認定こども園の推進で、子どもに良質な保育が提供して

もらえるのか不安がある。企業などが運営することで利

益の追求になってしまわないか、豊島区として慎重に検

討してほしい。 

 

18 教育内容の充実 

� 幼稚園・小学校・中学校の連携（新宿区に区立幼・小が

同じ敷地内にある）。 

� 小学校も土曜公開など無意味なことをして休みを減らして、

保護者も行かないといけないしやめてほしい。区立の小学校

に入学させるべきではなかったと後悔しています。 

� 私立幼稚園の多彩な教育を受けさせたいが就労のためで

きない。区立も多彩な教育を望みます。子どもの頃の教

育が、将来につながると思うので、力を入れてほしい。 

� 幼稚園～中学までの教育プログラムをもっと独自に充実

させてほしい。 

� 区での子への教育事業は少なめか、また、ショートステ

イについてもあっても良いのでは？と思います。充実さ

せてほしいです。 

� 育児に関する理念を明確にして、優先順位をつけて計画

的に投資をしていってほしい。公立小学校・中学校の教

育レベルを上げてほしい。私立や国立を受験しなくても
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良い状況を実現することが必要です。 

� 子どもが小学校に行くことになるため、教育面で力を入

れ、学力向上はもちろん心身ともに充実した学校を望ん

でいます。荒川区から越してきたこともあり、あらゆる

点で子育て支援に対し評価が下がる。 

� 教育に対して、まったく力が入っていないように感じる。

保育、幼児教育、学校教育に、もっと力も、お金も使う

べきです。隣の文京区と比較しても劣るものが多い。今、

教育に力を入れるべき時だと思う。教育に対する取り組

みについて、しっかりと反省し、これからもっと積極的

になってほしい。 

� 子どもの教育について不安があります。公共（義務）教

育とは何か。なぜ、“行かせてよかった”と思える小学校

と、思えない小学校が、同じ地域の中にあるのでしょう

か。同じように税を負担している以上、学業レベル、将

来のめざす方向など、違う子どもを同じように伸ばして

あげられる学校であるべきです。 

� 区立小学校の情報が少なくて、どの学校に入学させるか

迷う。 

� 小学校選択に当たり、公立小合同の説明会ではなく、各

学校での説明会や見学会など、事前に学校独自の雰囲気

を知れる機会がもっとあればよいのにと感じました。 

� 小学校の先生が転勤になったりするところが気になりま

す。私立の学校の先生はずっと勤務しますが、公立は転

勤が多く、子どもが良い教育を受けられている気がしま

せん（学校に対する先生の思い入れ、モチベーション等

があるように思えません）。 

 

 

19 教育環境の充実 

� 現在、文京区の私立幼稚園に通っている年中と、１歳の

子の２児の母です。豊島区の公立小学校への進学を希望

していますが、家から小学校までかなり遠く（大人で 20

分弱、子どもだと 30 分以上）、不安に思っています（住

まいは雑司が谷１丁目、周りは文京区で、文京区立青柳

小が目の前に見えます）。少子化により、いくつかの小学

校がまとまって１つにならざるを得ない状況はわかりま

すが、同じ園に通う豊島区在住のママ達は口々に「トシ

マは学校が遠すぎる」と言っています。文京区へ引っ越

していった方もいます。私は生まれも育ちも豊島区で、

ここが大好きなので、もっともっと住みよい、子育てし

やすいまちになってほしいと願います。 

� 小学校の隣接制の廃止。今の時代、選択肢が多すぎて、

何を選んだらよいのか、と悩みます。区立の小学校は、

学区通りが良いと思います。 

� 小中一貫校があれば良いと思います。 

� 小学校が入学する時に二校が一校になるので、校舎が狭

い事、運動するスペースが足りない事。色々不安があり

ますが何も説明がありません。今、幼稚園で子どもがい

じめにあったりします。まだ小さいですが、今後どうな

るのか不安があります。 

� 公立小中学校、トイレの洋式化を期待します。 

� 小学校、中学校の給食の質が知りたいです。保育園は相

当気をつけて下さっているので落差が怖い。 

� 先生が大変気を遣う時代になっていることがとても気に

なる。親への対応は程々にして子どもへの教育に力を注

げる環境になってほしい。環境が整っていても親の考え

が多様化しているので、力を注ぐ点を上手く行ってほし

い（財政の配分など）。 

� スクールカウンセラーの質を上げてください。対話のト

レーニングをお願いします。相談してもよけい落ちこむ

だけでした。子育てに余計行き詰まります。 

� 区立幼稚園の（園長）先生やスクールカウンセラーの方

に不満がある。子どもの教育や成長ではなく行事をこな

す事や、自分の興味のある事に執着しているように思う。

あいさつや礼儀作法についての学びも足りないように思

える。スクールカウンセラーについては、区で適任か否

かを毎年または２年に一度等、定期的にチェック（審査）

してほしい。実態は、人間性にも問題がある人がカウン

セラーになっている。全く税金の無駄使いだ。医療につ

いても、理化学療法に加え、自然療法（代替医療）につ

いても専門家から「自然育児」の観点等からの情報を提

供してほしい。 

 

20 子どもを犯罪や交通事故から守るための活動の推進 

� 踏切が多く、棒だけの遮断器はすぐ下をくぐれるので心

配です。ネットや金網などがガードとして付いていると

いいのにと思います。 

� 車道と歩道が一緒なので、小さい子を持つ親として、出かけ

る際は、特に気をつけている（西池袋、目白の住宅街）。 

� 区の安心・安全メールの不審者情報は、もっと迅速に流

してほしい。 

� 道路の安全性（通学路の歩道橋はなくさないで下さい）。 

� 通学路の整備。 

� 南大塚３丁目は歩道が少なく、信号も少ないので、子ど

もだけで歩くには少し危ない所もあります。 

� 道路が狭く、一方通行が多く、スピードが出すぎていた

り、一時停止をしないで行く、危険な運転の車が多い。

また、自転車の運転マナーがひどく、危険を感じる。 

� すぐそばの文京区等に比べ道路、歩道のゆとりがないと

感じる。自宅の目の前の道は狭い上に対面二車線になっ

ており、子どもと一緒に手をつないで横並びに歩くこと

も難しく、問題だと思う。最近歩行者を守るためか白線

（歩行者用）とグリーンの舗装がされたが、電柱とポス

トがあるところはどうやって通行するのか疑問に思うよ

うな箇所がある。安全対策でそのような舗装をしたよう

だが、相変わらず車は、白線内側まで入り込んで通行し

ている。通学路にもなっているのでもっと安全に歩ける

よう対策をとってほしい（巣鴨３丁目、十文字中高から

清和小手前まで）。自転車走行レーンを作ってほしい（歩

道にしろ、道路にしろ）。場所柄か、高齢者が多く歩道は

非常に走りにくい。 

� 気をつけていることは、やはり交通量が多いので事故に

まきこまれないよう、ルールを守らせたり、又自転車で

自分も加害者になりうることもあると理解させています

（努めています）。 

� スクールゾーンの箇所を増やしてほしい。小学校の前の
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道のみで、朝なので飛ばす車が子どもの横をスレスレに

通る。防犯カメラを増やしてほしい。子どもが安全に帰

れるように、子どもの通学路には必須アイテムだと思う。

子どもを集団登校、グループ登校にして子どもを見守っ

てほしい。 

� 鬼子母神の参道や都電周辺は、大きな道路ができようと

しているにも関わらず、安全への配慮や整備がなされて

いない、不十分であると感じます。子どもが道のはじを

歩いているのに、ひかれそうになるのもしょっちゅうで

す。道を通すならば、環境を整えてからにしてほしいと

思います。教育も支援も、命がなくなっては意味がない

からです。今後ともよろしくお願いいたします。 

� 仰高小前の道路の安全対策（交通量が多いのに、安全ポール

やガードレールの設置がなく、特に夕方など危険） 

� 池袋駅付近の防犯対策をお願いします。 

� 昨年、江東区から転入しました。駒込は落ち着いた住宅街で

概ね満足していますが、タクシーなど狭い道路を車がスピー

ドを出して走行するので（ガードレールは無い場所が多い）、

子どもを連れて歩く時は大変気を遣います。制限速度を守っ

ているか、大通りでない場所も見てほしい。 

� 歩道に柵を必ず付けてほしい。走っている車の速度が、

すごいため。交通と犯罪には特に気を付けている。 

� 仰高小学校前の道路（スクールゾーン）にガードレール

をつけてほしいです。 

� 豊島区の安心安全パトロールカーの巡回に感謝していま

す。なぜか安心できます。 

� 理想は４歳～は子ども同士で誘い合って子どもだけで遊

びにいけるような環境。親がずっと子どもにつきあうの

は負担。 

� 自転車数があまりにも多く、小さな子どもを育てていて

常にけがのないよう神経とがらせて外出するのは負担が

大きいと感じています。 

� 自転車のマナーが悪い。歩道をスマホ片手に猛スピード

で走る人も多く、小さい子どもを連れていると、とても

怖いです。また、小さい子どもを自転車の上に残したま

ま買い物をする母親もよく見かけます。自転車が倒れて

事故にならないか心配です。自転車マナー向上の取り組

みがもっと必要だと思います。防災訓練について。皆さ

ん、３月11日を忘れたのかしら？と思うほど、地震や火

事（住宅密集地が多いので）への関心が薄まっているよ

うに感じます。特に、赤ちゃん、幼児の世帯は、万一の

時に特別な配慮が必要ですし、防災グッズも、子どもの

月齢に合わせて変わります。自治体単体での備蓄も限界

があると思いますので、もっと各家庭での備蓄、準備を

呼びかれてはいかがでしょうか。 

 

 

21 子どもを取り巻く有害環境対策の推進 

� 歩きタバコをしている人が多すぎる。罰則を作り、なく

してほしい。 

� 路上で喫煙する人を減らして安心して子どもと歩ける街

にしてほしいです。路上の喫煙所からは周りに煙がもれ

て、あまり喫煙所の意味をなしていないですし、歩きタ

バコの人も多いです。 

� 20 時以降でも公園で集まっている子どもがたくさんいる

のが信じられない。昼間でも、中学生くらいの子が公園

で喫煙していたり…。自分の子どもがまだ小さいので、

こういった環境の中で育っていくのかと思うと少し恐い。

習い事などで帰宅が遅くなり、友だち同士で集まってい

るのかもしれないが、交番の裏の公園なのに注意もされ

ないで、いつまでも喋っているのはどうかと思う。最近

の親のモラルを疑います。もっとちゃんとしてくれ。文

京区の幼稚園から、豊島区の小学校に長女が入学し、区

民性にびっくりしています。 

� 池袋の風俗の環境を一掃してほしい。 

� 子育てと直接関係ありませんが、巣鴨駅北側の風俗エリ

ア、汚くて残念です。吐しゃ物など。昼夜問わずそのよ

うな看板が出ていて、これから子どもが大きくなったら

どう説明しよう…と思います。 

� 歩きタバコが多い。各店先に灰皿が置いてあるのも理解

できない。 

� 現在育児のため退職しているが、今後復職できるかが心

配です。子どもが大きくなって、携帯電話を持ったり、

ネットで色々な情報がすぐに見れるので心配な点はあり

ます。

 

22 地域住民との協働による子育て支援 

� 要町地区分室には子どもの育児休業期間中、たいへんお

世話になりました。施設はきれいで（たたみの部屋もあ

り）、職員の方の対応もとても良くて、職場復帰した現在

も土曜日などはたまに遊びに行っています。 

� 富士見台区民ひろばが工場中で、５歳の子どもを遊ばせ

る広場がありません、困っています。雨の日、寒すぎる

日、暑すぎる日、やはり目白４丁目の近場に広場が必要

です。 

� 区民ひろばが、日曜と祝日もオープンだと助かります。

一日中家の中にいないよう、散歩などに短時間でも外へ

出るように心がけています。すれ違う見知らぬ方々は、

小さな子どもに対して皆好意的で親切です。あたり前の

事かもしれませんが、親として嬉しくありがたいと感じ

ています。 

� 現在幼稚園の入園準備中ですが、会話が遅いので不安。

日中に母としか過ごせない日が多いからだと思う。 

在宅で子育てしている家庭間での交流もあれば良いなと

思う。しかも在宅で仕事をしていたりするとＴＶなどに

頼ってしまう。私は豊島区で子育てしていてすごく問題

だと感じることは少ない。ありがとうございます。 

� ひろばで遊んでいる子ども達が皆、ポータブルゲームで

遊んでいるので、外で遊ぶよう、昔の遊びを広場に来て

いる高齢者に教えてもらうなど、対応するのも良いので

はないかと思います。 

� 小学校の保護者の方などで防犯パトロールが行われてい

るが、防犯に対して限界を感じる。シルバー人材センター

の方などを大いに活用して、よりプロフェッショナルな

地域防犯システムをつくりあげてほしいと感じた。 

� たまたま雑司が谷に住むことになったが、上の子が小さ

いうちから商店のおばちゃんにお世話になり、幼稚園に
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通うようになった今、朝・夕あいさつをかわしている。

近所の子どもたちの顔を覚えていてくれて、そういう人

が本当に地域を見守ってくれているんだなと思う。コリ

ン・パウエル長官の「身美について」という講演を聞き、

そうやって子どもを「見る」親以外の存在というものは

子どもに他者からの視線を意識させ、なにか行動を起こ

すときも、善悪のブレーキになると思う。商店街が残っ

ていってくれるように願っている。 

� わが家は、両実家とも遠く、核家族なので、できるだけ

ご近所の方や年齢層の違う方と接するように心がけて、

人とのつながりを大切にしようと心がけています。兄（小

学生）の登下校時、ボランティアの方が、毎朝立ってく

ださっていたり、園長先生もご高齢ですが、毎朝門の所

で出迎えてくださっています。西池三商店街の方もよく

してくださります。人の温たかさや、豊島の地域を良く

していこうという気持ちがありがたいです。もっとテレ

ビゲームやカードの遊びではなく、昔なからの遊びを公

園などで教えてくださる人がいればいいのにな、と思い

ます。木登りとかも。 

� 職場の同僚の住む横浜市では、シルバー世代の方が小学

生の登校に付き添ってくれるという話を伺った。子が小

学校に上がると、小学校が開く前に行かせるか、鍵を自

分でかけて行かせるかのどちらかになり不安である。横

浜市の例のように地域の方の協力等があれば大変ありが

たいと思う。 

� 外国人が近所に増えマナーが悪い。ごみだしとか。夜に

大声を出して話すとか。本当にどうにかしてほしい。町

のいたるところで犬の糞がさらに増えている。公園にも

すごく多く、砂場にもたくさん落ちている。 

� 町会、商店街の人や地域の人が「地域の子育ち」を応援する、

参画するような取り組みをもっと積極的にやっても良いと

思う。地域の目は子どもにとって嬉しいものであり、理性、

社会性を身につける上でも、とても大切です。 

� 子ども同士の交流する場だけでなく、他の年代の人たち

と交流できる場、イベントなどがもっとあるといいなと

思う。 

� 地域ごとで育児中の母親たちの公流の場がもっとほしい。

月一回の交流会（ぱおぱお等）では回数が少なく、なか

なか参加できません。働いているママ同士の交流の場も

ほしいです。 

� 子どもと母親は、どこに行っても肩身のせまい思いにな

るので、地域全体が、もう少し協力的になってくれれば

嬉しいなと思います。 

� 地域で行われるお祭りなどの情報を区役所のＨＰで公開

してほしい。夏には各公園で盆おどりなどが行われてい

るが、いつも事前に情報が得られず不満です。 

� 午後 2：30 頃になるとアナウンスで「わたしたち小学生

が下校します。地域の皆さん通学路の見守りをお願いし

ます」と流れるが、不自然に感じる。保育園では大変細

やかな配慮をいただきとても感謝しています。 

� 子育てひろばのサークル利用の許可の基準を考え直して

ほしい。AMに自由に遊べるのは月の 1/3（11 月の平日は

６日のみ）程度で、上に幼稚園の子がいる家庭では、下

の子の遊び場として、制限が多すぎるように感じます。

利用しにくいです。上の子の時は、区民ひろばでママ友

がたくさんできたのに、下の子の時は残念です。下の子

のママ友もほしいです。 

� 区民ひろば等の月一相談は月２回以上にしてほしい。ヨガや

リトミックなど子どもと一緒にできるものを増やしてほし

い。特にこの地域では少なすぎる。お願い致します。 

� 区民ひろばがだんだん狭くなっている、狭い上に使う人

が決まっているので、新しい人が行きにくい空気。また、

ひろばを知らない母親も多い。もっと知らせて、多く来

てもらい、もっと広くしていく方向で考えてほしい（公

園デビューならぬひろばデビュー、ひろばいじめがあっ

てはならない）。一時保育やサークルなど、無料になる回

数券などを作り、利用しやすくしてほしい。 

� 区民ひろばを日曜日も開けてほしいです。毎週でなくて

もよいです。新庁舎できるのが楽しみです。 

� 区民ひろばのイベントの情報、広さや施設、場所等をもっ

と目にする機会があったり、資料があると良いなと感じ

る。乳児健診にの時などに教えてもらえると利用しやす

く、きっかけになる。 

� 子どもを育てていく上で、区民ひろばの存在は、とても

大きく、そこで親子共々、友達をみつけ、スタッフの方々

にも色々とアドバイスを受けられ、とてもありがたかっ

たです。 

� 区民ひろばのイベントについて、子ども向けのイベント

を土・日・祝にもっと開催してほしい（高年齢者向けの

ほうが開催している）。 

� いつもひろば利用させていただいています。大変だと思

いますが、日曜日も利用できたらなぁ～と思ました。 

� 幼稚園へ上がる前に区民ひろばで、大きな声で泣いてし

まったら、高齢者の方が映画鑑賞をしているので静かに

してくださいと言われました。昔は児童館だったのに、

子どもの肩身が狭くなってきてしまったなと残念に思っ

ていました。このようなアンケートがあり、びっくりし

ました。これからも、幅広い世代が上手く生活できるよ

うな、区になっていけばいいなと思います。 

� 複数の区民ひろばのイベントに参加したいが、重なって

しまって参加できないことが多々あるので、同じ年齢で

参加できるイベントをバラつくようにしてもらえると、

ありがたいです。 

� 同世代の交流の場が少ない。 

 

 

23 家庭・地域・学校が一体となった教育力の向上 

� 定年後のしっかりされている高齢者の方々には小学校の

補習や夏休みの学習補習など手伝ってくれたら、助かる

ような気もします。 

 
 

24 ワーク・ライフ・バランス 

� 日頃感じている事は父親たちが長時間の労働で家庭での 団らんを切り売りしてすり減っているという事です。10
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歳以下の子どもがいる父親は６時には家に帰れるような

社会にしてほしいと思います。それから０歳～３歳まで

は母親が働かずに自分の手で育てられるように、女性の

意識「子育て＝かけがえのない時期」に変えていく施策

を望みます。 

� 私は専業主婦で、３歳まで家庭内保育→幼稚園ですが、

もっと気軽に安く預けられる保育園があれば、２歳前か

ら預けて働きたかったです。「働きたいのに保育園が空か

ないので働けない」人もいれば、私のように「保育園さ

え充実していれば働きたい」という人も少なくないと思

います。保育園以外に預け先も多様にあるなら、もっと

情報がほしいです。 

� 下の子どもが幼稚園を卒園したら就労したいと考えてい

るが、子育てと仕事を両立できるか不安である。 

� 子どもが産まれたら育児に専念したいと思っているが、

育休が１年間しかとれない。最低３年間育児休暇が取れ

たら辞職しなくて良いと思う。育児休暇が取りやすい職

場なら良い。 

� 平日働いている分、土、日、祝日はなるべく一緒に。病

気の時もせめて親がゆっくり側についてあげられる制度

（有給が無くなっても）がほしいです。リフレッシュ休

暇も母にとってはほしいです。 

� 子育てと仕事の両立がしにくい。保育園が少ない。遠い

保育園に入園など。（他区に比べ）仕事が休みの日は登園

させないことがあたりまえに言われるが、親のリフレッ

シュする時間がまったくない。 

� 働きたいけれど、なかなか条件があわないこともあるの

で、子育てや仕事の両立が普通にできることが特別な事

ではないような社会になってほしい。 

� 仕事と子育てを両立をしやすい環境づくりをお願いした

いです。土・日・祝日時間を選ばず保育環境があれば、

仕事探し、また、パートから正社員へと選択の幅が広が

り、母子家庭など生活困難な人が潤うと思います。 

� 子育てと仕事の両立が難しい。乳児で保育園に預けられ

ても保育料＝給料の状態になり、パートは厳しい。正社

員になったとしても、病気になったら休みづらく、他の

サービスを使うと別で料金がかかるので利用しづらい。 

� 区役所の子育て支援課の窓口が、働く親が仕事を休まな

いと受け付けてもらえない時間帯なので不便です。 

� 再来年長女が小学校に行くことになりますが、「小一の

壁」の話を身近に聞くことがあり、仕事を続けることに

ついて漠然とした不安があります。ワーキングマザーを

対象とした情報がもっとほしいです。働く女性が増える

過渡期で、まだまだ教育は専業主婦を前提とした制度、

やり方が踏襲されているような気がします。地域・父兄

の参加が学校教育にプラスになるのは理解していますが

（PTA 等）、ライフスタイルの多様化を見込んだ取り組み

を区でも積極的に取り入れて頂くことを切に希望してお

ります。 

� 仕事と子育の両立については常に悩んでいる。子どもが

成長していく時、どのような場を選択できるのか。未来

の予想をたてて目標にできる情報や環境がほしい。 

 

 

26 その他 

� 今回のアンケート、とても分かりづらく、答えづらいで

す。項目ごとにフリースペースで記述にした方が良いと

思います。 

� 本アンケートの表記・表現が分かりにくいので、もう少

し工夫して頂けるとうれしいです。 

� 忙しいのにこのアンケートは長すぎる。 

� 今回のアンケートはわかりにくい上に時間がかかる。回

答しても改善されない。 

� このような大変なアンケートにインセンティブ（Quoカー

ド、図書カード等）無しで実施してどのような回答が集

まると考えているのでしょうか。一部の偏った意見のみ

で、とても子育て世帯全般の意見を吸い上げられると思

いません。他のこういった類いのアンケートとの比較、

子育て世帯の忙しさを想像してみて下さい。 

� 新庁舎なども必要ですが、予算を取られすぎて、他の事

業（介護等）が進まないのではないかと心配です。様々

な方面で、発展していってほしいと思います。 

� 富士見台小学校のたこあげ、もちつき大会を復活させて

ほしいです。 
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Ⅱ 小学生 保護者 

１ 屋外遊び場所の充実

� 花咲公園が近くにあります。花がきれいに咲いていて素

敵ですが、せっかく広い場所であるのに、ボール遊びが

禁じられていて残念です。ソフトボールで遊びたくても、

校庭開放でも禁じられており、遊ぶ場所がありません。 

� 公園が少ないと感じています。緑豊かで子どもたちが体

をたくさん動かすことのできる場があったらと思います。 

� 子どもが思いきり自由に遊べる場所があまりにも少ない

と思います。近くに公園はありますが、遊具もどんどん

撤去されています。また、ボール遊び禁止の公園が多く、

サッカーの練習をちょっとだけするためにも、遠くまで

出かけなければできません。小さい子がいる時に小学生

がサッカーをすると危ないのは理解できますが、誰もい

ない公園で、１人でリフティングをしているだけでも近

所の方に注意されてしまい、子どもがかわいそうです。 

� 公園にゴミ箱を設置してほしい。自然を感じながら遊べ

る公園がほしい（練馬の光が丘公園のようなイメージ）。

ボール遊び出きる場所を増やしてほしい。 

� 野球、サッカーなどボールを使って自由に遊べる場所を

つくってほしい。もっと思いきり元気に遊ばせたい。 

� 野球、サッカーなどができる広場がなく、子ども達がか

わいそうに思えます。 

� 砂場や遊具が汚い、古い。公園で子どもが遊ぶ部分と喫

煙場所（灰皿）が近すぎて困るのではっきりと分けるか、

なくしてほしい。 

� 子どものあそび場がない。公園は禁止事項ばかりで、の

びのびと遊べない。 

� ボール遊びができる公園があると良いです。 

� 都会で暮らし、生活をする事を選択している以上ゆとり

のある子育てとはほど遠い。小学生中・高学年、体を使っ

て遊べる広い公園があれば良いと思う。最近、新しく公

園などできてはいるが、乳幼児中心の施設の物が多いと

思われる。近所に住む友人、知人にも恵まれ、私自身と

ても楽しく、子どもと生活ができている。 

� 広くて、遊具がそれぞれの年齢に合うものが揃っている

大きな公園がないです。 

� 都内の公園は、子どもがのびのびと野球やサッカーをす

ることを禁じている所ばかりです。周りの人々に気づか

いながらも、子どもたちももっとたくさん体を動かして、

一心不乱に遊び込める場がほしいと思います。 

� 魅力的な公園がない（広さと楽しい遊具がない）。 

� やはり…現在も子どもが遊ぶ公園では、犬のリードをつ

けていない方や、タバコを吸っている方がいる。また、

良い方なのか？そうでない方なのか、子どもには判断が

つきにくい方が声かけをしてくるようだ。よって、児童

公園（一般的な）にも、ボランティアの方が、下校後か

ら日没まで、腕章などを付けて、見守ってくれることが

できたら嬉しいです。両親とも仕事をしているので、現

在、（学童）スキップを pm4：30で、おん出され、行き場

がなく（特に雨の日）、グループの数名でマンションのエ

ントランス等のいられる場所をさまよっている状況です。

現状、もう少し、スキップにいられるよう、お願いした

い。（特に冬は…）さまよっている子ども達を想像すると

かわいそうでならないです。なんとか早急に対応してほ

しい。 

� ボール遊びのできる公園を増してほしい（キャッチボー

ル・パス練習等）。 

� 自転車の練習ができるような場所がほしい。 

� 気軽にサッカーボールを使って遊べる広々としたグラウ

ンドをぜひともほしいです。 

� ボール遊びができる公園がないのが悲しいです。サッ

カー、野球が友達とできません。校庭開放は、高学年が

使用していて、低学年は、そのボールが当たったりする

のが怖いので遊べません。近所の公園はすべてボール遊

び禁止、困っています。 

� 公園の整備をしてほしい。巣鴨公園、江戸橋公園、喫煙

所になっている（ブランコの横でタバコを何人も吸って

いる等）。園内にトイレがあるため不審者の出入りがある。

園内ではなく、道路ぞいにトイレを移してほしい。物置

きがいくつも置いており、外からの死角になる。子ども

が物陰に連れ込まれないよう物置きは必要最小限にする。

植木の手入れが悪いので、木を切って広々とした空間に

してほしい。外からの死角になったり、蚊の大量発生が

おこる。遊具が壊れていて事故が起きないか心配。巣鴨

はほとんど使えません。かなり長期間放置されています。

キャッチボール場の利用拡充。サッカーのパス程度は中

でやらせてほしい。子どもが安全に遊べるよう、公園は

禁煙にし、広々と見晴らしのきく空間にしてほしい。 

� 公園はただの広場が多く、遊具もなくなったりつまらな

い。雨の日は遊ぶ場がない。公園は、安全のため、死角

ができにくいように植木の配置、通りから、中が見える

ように木の枝を切って、見通しをよくするなど、するべ

き。うす暗い公園には行かせられません。 

� 野球やキャッチボールができる場所があまりありません。

気軽に取り組める場所があると、体力向上に役立つと思

います。 

� 何が大切だと考えたとき、やはり幼少時がとても大切だ

と思います。もっとのびのびと遊べる場所を作ってあげ

てほしい。高層マンションばかりでなく、少ない公園を

もっと増やしてほしい。あったとしても小さく、遊びず

らい公園ばかりなので、早く改善してほしい。ストレス

のない、笑顔のまま成長していくには、遊び場、公園が

本当に必要だと思う。狭いだけの中では、心も頭も育た

ない。より良い未来を作るのには、今の子どもが活発に

遊べる場所が自由な心のまま遊べる場所が本当に必要だ

と思う。心と頭のバランスが良い大人につながっていく

と思うので…。 

� 子どもの遊び場について。千川駅周辺の公園は、いくつ

かございますが、幼児向けの小さな遊具のみで、小学生

が運動を楽しめるものは、ほとんどなく、また、広さも

十分ではありません。唯一、ボール遊び、サッカーなど

ができていた旧千川小学校の校庭開放もまもなく無く

なってしまいます。乳幼児や高齢者のための施設の建

設・サービスも必要ですが、同時に、子ども達皆が体を

動かして、自由に遊べる広い場所は必ず必要です。近く

には、豊島区の体育館はございますが、区民がいつでも

自由に行って自由に誰でも遊べるというものではなく、
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ほとんどが登録団体や、プログラム受講者向けの、決まっ

た予約によるものです。地域の子どもが予約なしにいつ

でも行って遊べるようにしていただきたいものです。 

� ボール遊びもできる公園があると良い（ネットのあるグ

ラウンドみたいなもの）。 

� 南池袋公園がもう４～５年前から遊具はあるのに遊べな

いのはおかしい。子ども達が全然遊んでいないのに、もっ

たいない。雨の日に遊ぶ場所がまったくない。 

� 巣鴨にある公園はうす暗く、いつも目的なく長時間ベン

チに座っている大人がいます。遊具もあるのですが、古

い感じが否めず、あまり子ども達が遊んでいる姿を見ま

せん。もう少し明るく、子ども達が安心して遊べる雰囲

気の公園ができると嬉しいです。広さ的には申し分ない

広さがあるのでもったいないです。もっと上手に活用で

きればよいと思います。 

� 近年、子どもを嫌う大人が増えているように感じます。

子どもなりのルールを守らせながら外で遊ばせているつ

もりですが、通りがかりの見ず知らずの人に小言を言わ

れたり怒鳴られたり…と子どもたちには心当たりのない

事を注意されるなど日々増えています。親が知らないだ

けと思われるかもしれませんが、日頃から子どもの友人

のお母様方と情報交換などもしており、常識のある子ど

もたちのはずなのですが…。子どもの頃に外遊びをいっ

ぱいさせたいと思っていましたが、実際は安心して遊べ

る場が少なく、行き場がなく、家でゲームをすることに

なるような近年です。子どものうちに子どもながらにし

か学べない外でのやりとりができません。ボールを使っ

て遊べる場もほとんどありません。また、私自身も含め

ひとり親や共働きなど子どもに関われる身内が減ったこ

ともあり、子どもの気持ちを理解しているのか…と思う

ことがあります。そして生活習慣は各家庭で違うもので

すが、小学生でありながら夜７時や８時まで友人宅で遊

ばせるという考えの方もいらっしゃいます。子育てに対

しての考えも多様化しており、子ども同士、親同士の付

き合いも難しいと感じることが増えています。 

� 公園は整備されていますが、やはり緑や川が少ないです

ね。全体的に鳩をどうにかしてほしいです。糞も多く、

遊ばせていても気が気じゃありません。 

� 小３の男児がいます。私学に通うため、入学に合わせて

2011 年の春に豊島区に転入してきました。マンション住

まいですが、いまだに同じマンションや近所に友達が一

人もいません。親として、学校から帰ってから一緒に遊

べる友だちがいないことを大変不憫に思います。それに、

子ども達（小学生位まで）が楽しめる遊具のある公園が

どこにもありません。本来、外遊びが大好きな子どもも、

ボール遊びができる広さの公園もないため、家の中で一

人で遊び、テレビを観たり、PC の動画、ゲームにのめり

込んでしまう傾向があります。このような状況をとても

心配しております。豊島区だけの問題ではありませんが、

地域の子ども達が近所の公園で楽しく遊べるような工夫

のある公園があれば有り難く思います。そのような環境

であれば、友達も作れるかもしれません。地域の見守る

目も温かくなるのではないでしょうか。それが、外で元

気に近所の友達と遊ぶ楽しさを覚え、コミュニケーショ

ンや運動能力をつけ、未来に生きていくための資質を養

うことにつながるのだと思います。地域の取り組みを積

極的に行いたいし、人と人とのつながりを大事にしてい

きたいと思います。子ども達にもその大切さを伝えるこ

とができれば、大好きな地として根付いてほしいと思い

ます。子どもに、近所の地域の友達を作ってあげたいで

す。何か他に方法はないものでしょうか。 

� お年寄りが多い区ですが、もう少し公園の遊具に気をつ

かったりしていただきたいです。 

� 高齢化が進む中、また、高齢者のみの世帯が増える中、

子どもがのびのびと遊べる環境が少なくなっていると感

じる。まず広場や公園が非常に少ない。子どもが日常的

に歩いていける範囲内の広場も、他の用途（例えば学校

の建設）のためになくなることになり、また、新しくで

きた公園も球技はフェンス内に限られる。集合住宅の共

用スペースは、管理規約により、ボール遊びができなかっ

たり、自転車の乗り入れ、駐輪ができなかったりして、

小学生の子どもが集まったり遊んだりするのには向いて

いない。さらにこうした公園や共用スペースでの子ども

の遊び声を「うるさい」「こっちは寝てるのに」と注意す

る高齢者もしばしば見かける。本来、子どもというもの

は、ちまちましたルールをきちんとまもって落ち着いて

遊べない生き物なので、こうやって空間的にどんどん子

どもの居場所をなくしていくことが、子どもの発達やコ

ミュニケーション力、社会性などを著しく損うと思う。

誰もがのびのびと遊べてその中でゆずり合いなども守れ

るような「広場」公園スペースはたいへん重要だと思う

し、最も区に欠けているものだと思う。 

� 子どもが外遊び（野球・サッカーなどの球技が特に）を

する場が少ない。低学年のうちはよいが、高学年・中学・

高校に行くと特に遊ぶ場が少ない。校庭も部活で使用さ

れているし、小学校のグランドは中学生はダメと言われ

て遊べないと聞いている。少年野球チームに入っている

が、活動をする場も少ない、他区のグランドを放浪して

いる状態。サッカーチームもそのような状態。グランド

を作ってほしい。 

� 子どもがボールを使って遊べる所が校庭しかありません。

公園は小さい所ばかりで近所の人がうるさくて、元気に

遊べる所があると良いと思います。「大人が子どもの遊び

場を無くしている」と言われました。色々ありますが、

年々充実していって頂けているのは知っています。今後

も少しずつ改善をお願いします。 

� 子どもが外遊びできる場が大変少ないと思います。小学

校低学年までは公園遊びは親が付き添わないと危ないで

す。公園までの距離、公園にたたずむ大人の人の多さ（た

ばこを吸う人と、恐らくホームレスの人）を考えると、

子どもだけで外出させるのは不安があります。また、公

園内での制約が多いのも不便です。狭い所が多いので仕

方ないですが、球技可の公園がまったくありません。隣

接の新宿区や文京区の公園まで遠出しているのが現状で

す。小学校の校庭開放時に、週に何回かでも球技（おも

ちゃレベルの軽いボールではないもので）を許可してい

ただきたいと思います。区全体、学校での子育てに関わ

るイベントは現在すでに多すぎるのではないかと思いま

す。むしろ企画、運営に関わる人の負担の方が大きいか

と。減らしても良いのでは、と思います。 

� 子どもが思いきり体を動かして遊べる公園が身近にはな

いため、その整備を望みます（私の近隣で言えば、旧高

田小学校の跡地利用に期待しています）。その際、サッ

カーなどのボール遊びを禁止することなく、また、すべ
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てではなくとも地表面は天然芝または人工芝にしてもら

えることを期待しています。 

� 路上や公園で生活している人をいなくしてほしい。 

� 特に夏場は、子ども達が遊べる所がないため、とにかく

遊ぶ場、居場所がありません。特に男の子は身体を動か

したいけれど、近所迷惑になると嫌がられ室内でのゲー

ム遊びになってしまっています。働いている親は、夏に

外で遊んでいると水分補給や熱中症など、とにかく心配

でした。 

� 外遊びできる場所がないです。雨が降っても遊べる所がある

と良いと思います。白山通りにかかる陸橋、（巣鴨地蔵商店

街と巣鴨信用金庫のあたりにかかる陸橋）が古くサビついて

いるので、心配です。 

� 小さな子どもが遊べる公園がない。いつも北区の公園を

利用している 

� 豊島区の公園はまったくおもしろくないですね。普通す

ぎです。・小さい公園ばかりで暗くてあればいい…とりあ

えず作った…にしか感じません。・フラワー公園と椎名町

公園しかパッとしませんね。・元長崎中学校の公園も、小

学生はちょっと…という感じですよね。小さい子むき。・

プールも行きますが、子どもプールをもっと充実させて

ほしかったです。・池袋のプールは深すぎて、歩くの大変

です。・うちのおばあちゃんにはまったく無理ですね。・

足が悪いので、プールで…と思っても深くて歩きづらい

です（男性には良いですが）・芝グラウンドなのに、中学

生の試合ができないなんて話になりません。・楽しみにし

ていたのに…小学生しかみていないのはとてもショック

です。私は生まれも育ちも豊島区ですが、子どものお友

達が豊島区より、○区の方がいいからお引越し、○県に

お引越しと、仲良しがいなくなる事が、残念です。私は

仕方ないとあきらめています。私は今のところ豊島区か

ら出られない（両親がいて、主人の母と同居しているの

で）ので、良くなってくれる事を祈ります。 

� 子どもが遊べる場が少ない。特にボール遊び（サッカー、

キャッチボール）ができないため、子どもたちは部屋の

中で遊ぶようになる。もっと自由に遊べる場が必要。 

� 子どもが行かない場所に喫煙所を作ってほしい。公園内、

特に遊具がある公園内に作るのはやめてほしい。 公園

内にホームレスが常にいるのも、怖くて遊ばせにくい。

不衛生。 

� 豊島区内にはサッカーできる公園が少なく、友達とサッ

カーや野球をして遊ぶこともできない。だから子どもは

キャッチボールも上手くできない。スポーツレベルの低

下はやはり場所がないからではないか？からたち公園で

遊んでいれば４時に掃除にくるおじいさんが乱暴な言葉

で砂場から出ろと言って子どもを出して掃除を始める。

もう少し、子どもの気持ちがわかる老人でないと子ども

たちも心を開かずコミュニケーションすらとれない。大

塚公園もあんなに広いのにボール遊び禁止。ネットでも

つけて子どもたちが安全に人をけがさせないように気を

つけられる、場所を作るというのはどうでしょうか？子

どもたちがこれから豊島区に住んで子どもを育てたいと

思える環境がないと皆、この区内には残らないと思う。 

� 小学一年生の子どもがいて、サッカーをしています。近

くの公園は、どこもボール使用禁止になっているので、

なかなか、練習できない。通っている高松小でたまに週

末などは、父親と校庭を利用しているが家があまり近く

ないので、ちょっと１人で練習するには、あまり使えな

い。もう少し広びろしたボールの使える公園があったら

いいなあと思います。豊島区は特に、大きな公園がない

区だと思います。 

� 近隣の区に比べて公園の遊具がお粗末である。球技の練

習の場所がとても少ない 

� 豊島区への要望としては、もっとボール遊びができるよ

うな公園を増やしてほしいです。雨の日でも、おやつが

自由に食べられ、ゲーム等も使用できる場所があると助

かります。高学年になると、スキップとかでは、特に雨

の日は、遊びに充実感が持てないように感じます。 

� サッカーをしたり、バスケットをしたり、ボールを使っ

て体を動かせる場所がゼロ。子どもたちはいつも板橋区

や新宿区など遠い所まで、自転車ででかけて遊んでいま

す。車の事故など心配です。豊島区は、全く子どもの生

活を考えているとは思えません。公園は禁煙にもなって

おらず、ブランコにのっている赤ちゃんの横に灰皿ス

ペースがあり、スパスパと大人がたばこを吸っています。

児童遊園と大人の公園と分けている様ですが、両者に

とって居心地のよい環境を本気で考えてほしいです。と

りあえず「ボール遊びをやめましょう」の看板ははずす

ことから始めて下さい。又、公園とつく場所には必ず鉄

棒の設置をお願いします。子どもたちが低学年の際、気

軽に練習できる所がなく、校庭開放に行ったり面倒でし

た。緑を増やし、子どもがのびのびできる環境を！ 

� 小学生の運動能力が低下していると言われていますが、

運動する又は遊ぶ場所がないと感じています。児童館等

の場所はありましたが、敷地も狭く、ボールは禁止のと

ころばかりで、集団で何かをするといっても出来ず結局

は集団で並んで、ゲームをするという事になっていたよ

うです。公園は幼児と、犬を連れた飼い主に占領され（特

に犬）、子どもたちのエネルギーを発散させるためには、

お金を払って、スポーツクラブや、習い事をいくつもし

ているという方向にいっても仕方がないのかなと感じま

した。 

� 近所に行きたいと思える公園がありません。つまり、そ

んな公園がないからお母さん達が出会う場が少なくなっ

ている＝子育てで不安を一人で抱え込む人が増えるとい

う状況が生まれると思います。悩みは専門家に相談する

より、まず身近な人に相談できる環境づくりが必要なの

ではないでしょうか。 

� 子どもが小さい時、補助なしの自転車を練習する場所が

なく、板橋区の交通公園まで練習に行きました。できる

ことなら、豊島区にも交通公園みたいな場所があるとい

いと思いました。 

� 少子化を問題視している割には子どもそのものにも、子

育て家庭にもお金をさいて下さっているとも、世の中の

目が優しいとも感じない。豊島区で子育てをぜひしたい

と思わせるような施策をぜひ考えていただきたい。子ど

もが外でおもいきり遊ぶ場所がないという事は、体力の

低下及びしいては学力の低下、将来の収入の低下につな

がる大きな問題だと思う。また体育館も個人利用日がほ

とんどなく、子どもがただいって遊ぶ事はできない。子

どもが大人の監視の中でしか遊べなくなっているのは、

問題で自主性も養われず、また隠れて悪い事をしそうで

怖い。 

� 東京都全体にいえることですが… やはり屋外で子ども
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があそべるようなところが少ないなと思います。特に豊

島区は。緑も本当に少ないですし… 今後の街並みが不

安になります。しかし、ジュニアリーダーや町のイベン

ト、区民ひろばの皆様からのヘルプなどなど、人の面で

は本当にありがたいと思っています。ありがとうござい

ます。 

� 大きな公園がない、北区には、飛鳥山、西ヶ原みんなの公園

などありますが、豊島区、特に東部地区には大きな公園があ

りません、積極的に対応してほしい。 商店主などが自主的

にベンチなど置いて休けいできる場所を作ってくれたのに、

「道路だから」という理由で撤去されている、営利ではなく

みんなのためであるのに一義的に「道路だから」と撤去され

て、不便です。商店主がダメならば、区にて設置するか、許

可を出すべきだと思います。 

� 南池袋在住、広い公園がない、南池袋公園はいつになっ

たら利用できるのか知りたい。遊具は設置してある状能

なのに鍵がかかっており中に入れない３～４年はこの状

態おかしいと思う。もったいない ボール遊びのできる

公園がなく電車に乗って遠くの公園まで行っている。子

どもの遊び場をもっと充実させてほしい。 

� 他の区と比べると子どもが遊べる公園が少ない気がしま

す。場所的に無理なのかもしれませんが大きな公園があ

ればお弁当を持って出かけたりとかできると思います。

遊具もありきたりでもう少したのしそうな遊具を取り入

れてもらえたらと思います。  

� 公園でボール遊びや、自転車の乗り入れが禁止されてい

る所が多い。（野球、サッカー以外のボール利用や、自転

車の練習時の乗り入れも出来なくなっている）ので、も

う少し出来るスペースをふやしてほしいです。 

� いろいろな遊具よりも原っぱがほしいです。 

� ボールを使って遊べる公園があるといいなと思います。

通学路は歩道と車道がきちんと区別されている所にして

ほしいです。この様に真剣に子育てに対して取り組んで

下さり、感謝申し上げます。その上で個人として思うと

ころを少しのべさせて頂きます。・区内に大型の公園がな

い。→小さな区だからやむを得ないのかもしれませんが、

大きな公園がほしいです。休日をファミリーで過ごした

いと考えても、お弁当を持参して１日、のんびり過ごせ

るような公園がないため、区外にでて、遠方へ出かけて

いるのが現状です。室内での子育て環境の充実はありが

たい程ですが、屋外への取り組みも是非ともお願い致し

ます。思い切った取り組みを期待いたします。 

� 小５男子の母です。男の子が体を動かして思いきり遊べ

るチャンスが少ないと思います。公園でボールは使えな

いし、スキップ児童館はもの足りないようです。（低学年

女子にはよいようですが）図書館に小中生の自習スペー

スや学習補助などあると楽しく利用できるのでは？ 

� 子どもたちが近所の公園に遊びに行った時のことですが、

ヒモを離した犬がいて、その犬に子どもがおいかけられ、

大泣きをしたことがあります。そのことがあって子ども

は犬が大嫌いになってしまいました。犬を飼っている方

へルールを守るよう、願いたいものです。道路にある「フ

ン」もそうです。 

� 近くに公園はあっても「ボール遊び禁止」「花火禁止」な

ど、公園でしかできないものもやってはならないとあり

ます。子どもたちは一体どこで遊べばいいのでしょうか。

それを満たす場所が、校庭開放になっているとは思うの

ですが、実際、使えない日、（芝の植えかえなど）が多す

ぎる。団体として校庭を借りても大人の事情などで、子

どもの事を考えての判断をされないことが多い。本当に

困っています。それでいて、世の中では「子どもの体力

が落ちている」「外で遊ぶ子が減っている」などさわがれ

ています。それは大人がつくった環境にあるのではない

でしょうか。「やってはならないこと」が多すぎて子ども

の行動を狭めているのは大人です。学校などの施設を

もっと有効にだれもが利用しやすくすることで子どもも

大人もお年寄りも地域全体仲良く安全に暮らしていける

ようになると思います。団体利用の時も何かとつまらな

いことで注意を受けて、気持ちよく利用できません。

ちょっとした嫌がらせみたいなことをされ、何か腑に落

ちないし、なぜ子どものための小学校を子どもが利用す

るのに嫌な気分にならなければならないのか…考えてし

まいます。校庭開放、団体利用は誰のために何のために

あるのか根本的な改善を願います。高齢化社会、今の子

どもたちに優しい気持ちを教えないと将来「お年寄りに

優しく」と言われても自分たちが理解できなくなるので

はないでしょうか。それがいちばん恐ろしい事です。 

� プレイパーク（池袋本町にあるようですが）が、あちこ

ちにあると嬉しいです。 

� 体育館を開放してほしい。 

� 校庭開放は安全だし広々とした子どもを遊ばせられるの

でとてもよいと思う。土曜・日曜の午前中も遊ばせてく

れたらより良いと思う。 

� 公園や緑の保護など土地柄で難しいこともあるかと思い

ますが、都会だからこそ、充実させてほしいところです。

ふるさと豊島とうたっているのだから、ほっとして、子

どもを育て、遊べる場所を大切にして下さい。プレーパー

クなど空き地こそ、実は大切な空間だと思います。 

� 自分たちの小学生時代は、公園や空き地で、ボール遊び

（ソフトボール、ドッチボールなど）やかくれんぼや鬼

ごっこなど、体を思いっきり使って夕方、外で充分遊べ

ました。でも今は、公園はすべて「ボール遊び禁止」と

なっています。小さな子や高齢者も多く利用するため、

危ないし、ご近所迷惑などの理由からだと思います。空

き地も管理責任が問われる等の理由でしょう。外で遊び

場を失った子どもたちは、自宅や友人宅でゲームなど他

に夢中になれるものを探し出したのだと思います。子ど

もたちの体力の低下や引きこもりを生み出した原因は、

大人たちの管理責任回避の動きが大きいのではないかと

私は考えております。行政は、放課後の子どもの遊び場

を学校内に投げようとしています（校庭開放・子どもス

キップなど）。これらの制度は、子どもたちのためのもの

ではなく、大人たちの責任範囲の線引きのためと思えま

す。子どもは、学校が終われば、先生や大人の監視から

逃れて自由に遊びたいのです。学校以外で遊びたいと

思っている子は多いと思います。自由に遊べるからこそ、

子ども自身に自主性やリーダーシップ、危機回避能力（問

題解決能力）、厳しい社会のルールやマナーを学んでいく

のだと考えます。区に対しましては、子どもたちの自由

な遊び場への提供、働きかけを要望いたします（例えば、

区所有の空き地の開放、ボール遊び解禁の公園の指定（防

護ネット等の近隣対策）、また時間指定（午後３時～５時

まで）等）。 

� 公園の清潔さや、遊具など、子どもが行きたいと思える
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公園が１つでもあれば嬉しい。 

� わが家のある池袋本町は本町公園あり、プレパークあり、

小学校には子どもスキップがありと、子どもが安心して

遊べる場所があり、恵まれていると思いますが、それは

小学生までで、中学生、高校生が遊べる場所が少ないか

なーと思います。中学生、高校生が体を動かせる場所が

あるといいと思います（例えば時間制で小学校の校庭を

使用できるとか）。 

� 学校の体育館を子どもが使用できるように（週末や放課

後など）、開放してほしい。 

� 小学校・中学校の体育館開放をしてほしい。卓球やとび

箱など子どもとやりたい。子どもと一緒に遊べる空間が

ほしい。 

� 現在目白に住んでいますが、子どもが遊べる公園が少なく、

自然と外で遊んだり、自転車に乗る練習をする機会が減っ

ています。 

 

 

２ 子どもの居場所・活動の場の整備 

� 子どもスキップを時々利用していますが、ＤＳなどの

ゲームの持ち込みが許されているのはなぜですか？学年

があがるにつれゲームへの関心も強くなり、スキップで

ゲームをしている子がいると、それ以外の遊びをしたが

らず、ゲームを持って行かないならスキップも行かない

と言い、だんだん足が遠のいています。親としては、ス

キップではお友達と体を動かしたりボードゲームなどで、

遊んでほしいなぁという思いが強いのですが…。 

� タンブリングバーンのある施設がほしい。少ないが、競

技用のトランポリンを開放している施設もある。長い場

所も必要だし、競技人口も少ないので、厳しいと思うが

希望だけ。都内では町田くらいにしかないらしい。静岡

県は力を入れているらしいが、そこまででなくて良いの

で。１年生の息子と３年生の姉の２人兄弟そろってタン

ブリングにはまってしまった。遊びの習い事でなく、大

会を狙いたいらしい。今ついている先生には、本気でや

るなら練習を増やした方が良いといわれるが、２人分だ

し、一回６千、８千円と練習一回当たりにかかるので、

金銭的にもキツイ。親としては、低学年のうちは、公園

でのびのび遊んでほしいと思うのだが、子どもが本気な

らやらせてあげたい。が、お金もキツイし、かといって

場所・施設もないので選択肢もない。今はタンブリング

の先生にもお願いし、平日２日は補強メインで技術の時

間を半分にし、金額も一回４千円にしていただき、日曜

で本格練習の週３行い、週４日、自分達でトレーニング

を 45分し、その他の時間は公園で遊んでいる。施設があ

れば、もう少し金額もおさえられ、練習もできるのでは

ないかと期待している。多分無理なことも分っています。

すみません希望だけ。 

� プールなど子どもの利用できる施設も少ないです。 

� 図書館を閉鎖して、違う建物をつくったり文化的から離

れていっている。もっと街全体を魅力的にするべき。商

業ベースで物事を考えないで下さい。 

� 中高生にも遊び場をもっとほしい（ジャンプをもっと増

やしてほしいです）。 

� 豊島区立教育センターなどの、小さい子ども連れの方が

利用するような施設を、もっと交通の便の良い所に移転

して頂きたいです。雨の日など子連れで通うには大変で

す。利用を考えていても、手軽に行けるような所でない

と足が遠のきます。 

� 雨の日は行く場がなく、ゲームでも、ライフ、ビックカ

メラなどで。もう少し、親と一緒に行ける、ゲームもし

て、買い物も一緒にできるショッピングセンターみたい

なものがあると、子どもも大人も楽しんで行けるかな～

と思います。 

� 幼児園の時、児童館でのびのび遊ばせようとしたら、こ

の部屋ではこれはダメ、この部屋では、走らないとルー

ルがすごかった。職員の方の中には、大勢で行くとあか

らさまに嫌な顔をなさる人がいたり、注意もしないでい

きなり幼児園の方にＦＡＸがきて、もう、利用してほし

くないと言われました。私たちも、利用の仕方が悪かっ

たとは思いますが、一方的に児童館から使用してほしく

ないと言われてしまうと行き場がなくなります。もう少

しコミュニケーションをとってくれると、ありがたいで

す。それ以来、行くのをやめました。職員の方全員がそ

うでなく、とても良い方もいます。難しいですね。 

� 子どもが高学年になりましたので細かいことはないので

すが、上の子が育つ際、中学生以上の子どもの遊び場や

集う場所のないことが気になります。部活動や関連する

活動をしていたので上の子の時は深刻に悩む事もなかっ

たのですが、娘が部活動などの課外活動を選択しなかっ

た時の遊び場所というのが知人の家くらいしか思い浮か

びません。これは行政でぜひ考えていただきたい事です。

赤ちゃんや乳幼児も大事ですが、思春期の子どものこと

も含んでいただけると助かります。 

� 大都会のまちという環境なので難しい所もあると思いま

すが、子どもを遊ばせる施設をもっと増やしてほしいで

す。特に雨の時や、小さいお子さんが安心して過ごせる

所を希望します（例えば、図書館と併設した、室内に柔

らかい素材でできたアスレチック施設のような施設）。ま

た、スポーツのできる公園（無料）もあると、子どもの

体力向上にも、とても良いと思います。 

� 学童、スキップ、放課後子ども教室の利用について。私

どもでは、子どもは私立の小学校に通っておりますので、

区立の小学校の子のように、学校にそのまま残って放課

後を過ごすということはできません。利用するには学校

から一旦帰宅して、学童、スキップのある場所まで一人

で行く必要があります。１、２年生のうちは、まだ心配

もあり、なかなか現実には一人で行かせることもできず、

利用できませんでした。駅のすぐそばにもそのような預

かり場所があれば、一人でそのまま行かせることも考え

られたと思いますので、安全に・安心して子どもが行け

る立地も考慮いただけましたら助かります。 

� 雑司ヶ谷図書館を復活してほしい。また、図書館を利用

した子どもを安心して行かせられるサービスを充実して

ほしい。 

� 図書館での自習スペースの充実。 

� 雨の日に子どもが遊べる場所がない。 

� 子どもと安心してすごせる場として図書館をよく利用し

ます。蔵書などさらに充実させていただけるとありがた

いです。 

� 中学生以上が安心して遊べる場所をもっと作ってほしい
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と思います。 

� 小学校高学年の子どもたちの放課後の過ごし方が気にな

ります。高学年にもなると、中学受験をするかしないか

で放課後の過ごし方も大きく異なるようですが、受験を

しない子どもの居場所が少ないのでは…と感じることが

あります。学童保育はもちろんありません。児童館で過

ごすにしても、学校が６時間目まである日が多く、一度

帰宅してからの来館では 4時 50分の閉館時間まで３０分

くらいしかありません。高学年の子どもは６時まで遊ん

でいてもよい子が多いようですが、家で遊んでよい子は

少ないようで、外でぶらぶら過ごしています。最近、近

所に試食コーナーがあるスーパーが開店したのですが、

５時過ぎになると連日のように、試食を繰り返しスー

パー内をうろつく小学生数名を見かけます。また、塾に

電車で通う子どもが多いせいか、電車に乗って出かける

ことに対するハードルが低いようで、塾でもないのに親

にも知らせず、友達だけで池袋に遊びに行くこともある

ようです。学校では盛んに道徳の授業があり、崇高（？）

な教えで導いているようですが、現実にそぐわない気が

します。 

� 子どももだいぶ大きくなり子育ても落ち着いた時期です

が、最近の中学生などの活動場所が少ない気がしました。

公園なども小学生などにとっては少し窮屈になる体格で

すし、児童館的なものも、あまりないような気がします。

そうなると、カラオケ、ファミリーレストランなどで集

まる機会が増え、交際費など、大人並みにかかったりす

る時もあります。部活などで学校にいる時間が長いです

が、休みの日などは以外に場所探しに困っていたりする

場合もあったりします。都内などで中々難しいとは思い

ますが、今後、そういう場所などがあってもいいなあと

感じました。 

� 児童館からスキップに移行してから、スペースが狭くな

り、遊具も減ったため、学童以外（４～６年生）の居場

所がなくなったように感じる。晴天であれば、校庭や公

園でも済むが、雨天となると「行く所がない」とよく子

ども達が言っている。平日は共働きの家が多く、防犯上

あまり子どもだけで家に置きたくはなく、休日は平日仕

事で忙しいこともあり、家で子ども達が騒がしくするの

もできれば避けたいという所が多いようで、結果わが家

に集合することが多い。高学年は塾通いが多いからとも

言われているが、実際、学童に預けていた保護者は、安

全面からも４年生から塾にでも行かせないとひとりでは

置けないという声が多い。本当は友達と宿題をしたいが、

する所がないという話も聞いたことがある。例えば児童

館ぐらいのスペースで、小さな図書室と一緒にテーブル

があったりすれば宿題もできるし、他にも卓球やちょっ

としたボール遊びができると、家でひとりで TVやゲーム

をしているよりもずっといいと思う。そこに学生やシニ

アのボランティアの方がちょっと勉強を見てもらえると

もっと良い。図書館は静かにしないといけないので、お

しゃべりをしながら、勉強もできるスペースがほしいそ

うだ。平日も休日も子どもが行ける所がほしいそうだ。

又、放課後子ども教室は、学校のクラブ活動と連携をす

るなどの継続的な工夫が必要だと思う。 

� 小中学生が気楽に質問したり相談したりできる場所が必

ずある所も１つあっても良いのではないかと思います。

暇を持て余す子ども達は、ゲームセンター、マンガ、DS

等にはまり、どこへ行ったら良いのか。楽しい事も変わっ

て来ているようです。 

� 今、小学３年生の男の子を育てています。以前より気に

なっているのは、子どもの遊びのこと、つまりゲームの

ことです。子どもには、特にこの年代の子どもには、学

校から帰っても、できるだけ友達と遊ばせてあげたいし、

出来れば外で自由に元気に遊んでほしいと望んでいます。

でも、友だちと遊ぶということは、ほとんどの場合、家

の中で“３ＤＳ”をするということらしいのです。仕方

がないのかな…と思いつつも、もったいない気がしてな

りません。我家はまだゲーム機をもたせていません。もっ

と魅力的な遊びや遊びの場があったらと願わずにはいら

れません。新しく利用できる“子どもスキップ”が、そ

ういった子どもが子どもらしくこの年代に大切な“遊び”

をすることのできる場にぜひなってほしいです。 

� 来年は４年生になりますが、塾のことも気になります。周

囲にも通う子が増えて、それこそ“遊ぶ”どころではあり

ませんね。子どもの“遊び”の場だけでなく“学び”の場

も地域にあったらいいですね。図書館の延長のような形で

も良いと思います。塾とは違った自由に子どもたちの集え

る場が今の子どもたちには必要だと考えます。 

� 公立小学校に行っていれば、もっと子どもの為にお留守

番をさせる際にも色々な方法が見つかったかも知れない

と残念に思っています。母親が毎日働いているので留守

番させるのが一番心苦しく、今では無理に入れてた日々

の塾も週２日におさえてもらい家や図書館にいる様にし

ています。 

� 図書館が出張所というような形で区民広場などに設置さ

れるともう少し利用しやすい。他区から豊島区へ来て１

番不便に思ったことは図書貸出袋がなかったこと。絵本

等は大きいので貸し出す時にあると便利。子ども用だけ

でもあると良いと思います。 

� 近くの図書館の自習室で、学習していたら、本を借りて

ないと使えないとおこられ部屋を出された。子どもが図

書館で一人で静かに勉強しているのに。図書館とは区民

が自由に学習できる場でもあると思っていたので、不満

です。図書館の辞書を借りて勉強するならＯＫと言われ

たがその考え方はおかしいのではないでしょうか。公園

はボール禁止…など、子どもにとって必要なルールを学

べないばかりでなく理不尽な対応が多すぎます。弱い子

どもに全部しわ寄せが来ています。図書館で雑誌片手に

半分寝ているような大人はよいのでしょうか。子どもの

権利をうばわれていると思います。 

� 中学生以上になると行くところが突然なくなってしまう

感じがする。池袋が近いと特に繁華街ということもあり、

不安要素が増える。南長崎に出来た新しい広場も小学生

以下対象なので今後は、もう少し幅広い世代間で交流で

きる場所を作っていってもらいたい。いずれにしても子

どもが少ない自治体は活気を感じないので、住みやすい

街として豊島区が認知されるよう人を大切にした街づく

りを目指してほしいと思う。 

� 子どもスキップを当日急に中止する事をしないでほしい

（当日、急になくなってしまっても親が必ず帰宅できる

とは限らず子どもが行く場をなくしてしまうため）。 

� 北区では、滝ノ川体育館で子ども向けの体操教室とかが

安くできる。私は（子ども）豊島区だから参加出来ず残

念。又、児童館ではダンス教室もやっている。豊島区で
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は、区で何かやっているのはないのでしょうか。高い月 謝を払うのではなく安く利用できる所が欲しい。 

 

３ 妊産婦の健康確保と出産の支援 

� 産婦人科の病院が少ない。子どもを産むところが少ない。

小児科も他の区にくらべると少ない。 

� 近くにお産ができる病院が少ない。 

 

４ 子どもの健康確保のための取組 

� インフルエンザの予防接種を子どもだけでももっと助成

してほしいです。 

� 予防接種の接種計画の相談にのってほしい。 

� 発達障害等の早期発見のため５歳児検診（就学相談は早

期発見に対応しているとは思わないため…就学について

は有効だと思いますが…）。スキップなどは他の地域より

先行的なところもあると感じており、感謝しています。

また、大塚病院の夜間診療も助かっています。土、日も

お願いしたいところです。子どもたちにとって、子育て

家庭にとってよりよくあるように、支援をよろしくお願

いします。 

� 息子の病気で休日診療を利用したところ、苦しくて泣い

ているのに、診察してもらえず大きい病院に行くように

言われ、診察室では医者が新聞を読んでいました。その

日の担当の医者をネットで確認したら、どうやら美容が

専門のようでした。休日診療であっても、きちんと診察

できるレベルの医者を配置していただきたいです。 

� 目白在住ですが、小児科が少なく感じます。いざという

時の待ち時間がとても長く、いつも困っています。医療

機関がもう少し充実してくれれば助かります。 

� 以前、上の子が小さい時（12年位前）、ジンマシンができ

日曜の夜だったため、都立病院に電話した所、個人病院

に行って下さいと見事に断わられました。日曜の夜に

やっている皮膚科があったら、とっくにそちらを選択し

ているのに、総合病院にあってはならない対応の仕方だ

と思いました。一番近くで、夜間受けいれてくれる病院

と思っていただけにショックでした。幸い、命にかかわ

る病気ではないので、次の日まで待ち病院へ行きました

が、これがタライ回しの現状かとも思われました。子ど

もを支援したいのなら、まず夜間きっちり受けいれてく

れる病院を確立してほしいです。５年位前腕の骨折が怪

しかった場合も、レントゲン技師が不在だ、整形の医師

が不在など色々な病院から言われ、結局豊島区では受け

入れ病院がなく、隣りの日大板橋病院で気持ち良く受け

入れて頂きました。誰も好きで夜間診療を受けたいわけ

ではないのですから、きっちり対応してくれる病院を豊

島区に設立してほしいです。 

� 娘が産まれ何ヶ月かの健診の際、保健所の保健師さんより、

育児相談をしましたら「こういう子は将来大変ですよ、困り

ますよ」と言われ、ひどくショックでした。そんなことには

ならず、とても良い子どもに育っています。保健師さんの目

には、たとえ困った子どもにみえても、もっと前向きな声か

けをして頂きたかったです。皆さん全員とは思いませんが、

子育てに不安はつきものです。まして初めての子どもの健診

で心に針をさされた思いをいたしました。どうか保健師さん

も研修なりなんなりして頂き、励みになるような声かけをお

願いしたく存じます。 

� 毎年のように学級、学年閉鎖の噂を聞くので、希望制を

とりつつ、インフルエンザ予防接種の学校での一斉接種

を行い、予防を強化すべきだと思う。助成もしてほしい。

子ども３人×２で毎年かなり負担。 

� 新宿区では区からインフルエンザの予診票が届き安く予

防接種がうけられると聞きました。豊島区でも実施して

ほしいです。 

� 予防接種などの手当てが、他区と比べてない。 

� 産後すぐ～半年くらいとても体力的に辛く、授乳で悩み

もあり、保健所で保健師（婦）さんに相談しましたが、

全く役立ちませんでした。おなかの抱っこひもを見て「息

ができなくなっちゃうわよ～」ゲラゲラとか。離乳食が

進まず、体重が増えない悩みを相談しても、（10ヵ月～１

才のころ）「大丈夫、大丈夫」と、無責任にはげますだけ。

３才のとき、専門医に見せたら、離乳期の食事のとり方

が足りなかった子によくある低身長、低体重と言われま

した。10 才になっても、やはり小さいわが子を見て、１

才のころに真剣に話を聞いてくれる方があの中にせめて

１人でもいらしたら…と思ってしまいます。保健婦さん

には、もっとちゃんと知識を身につけていただきたいで

す！看護の資格だけで努まる仕事ではありません。 

� 職場で他のエリア（豊島区以外）に住んでいる人と話す

と、豊島区は子どもに関する様々な、制度が充実してい

ることをよく実感します。休日診療などは大変助かって

います。（次男がぜんそくなので。） 

� 毎年の事ながら秋 10月頃～インフルエンザ予防接種が推

奨されますが、その助成がないことに少々驚きました。 

� 学校からイベントのお知らせ等の配布物がありますが、

有料の場合に使用できるチケットのようなものがあれば

と思います。特にインフルエンザ接種は自己負担ですが、

他の自治体では、チケットにて接種できます。他から引

越して間もないですが、子育てしていく上での補助が少

ないように思います。 

� インフルエンザの子防接種は、子どもは２回なのでできるな

ら補助金がほしいです（できることなら義務教育中は）。 

� インフルエンザ等の予防接種（すべて）は小学６年生ま

では無料にするか、助成があっても良いのでは！！値段

が高いです。子どもが多いと負担も大きいので大変だと

思います。 

� 子育てをしている新米の母親を孤立させないため、横防

接種（保健所のもの）の時にエリア毎にシールを貼る。

名札を付ける等をしてほしい。 

 

 

５ 学習機会・相談支援の充実 

� イベント（専門家による…など）や講演など、平日日中

が多いように思われ、仕事をもっている親はなかなか参

加しにくいので、何とか工夫をしてほしい。 

� 「区報としま」の子育て欄によく記載のある「スマイル
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カード」について、できましたら該当者には検診等の際

でかまわないのでインフォメーションをしてほしい。 

� 思春期（特に中学生）における悩みを気軽に相談出来る

場所を作ってほしい。親がすぐ相談にのって頂くと気持

ちが落ち着き安心して子育てができます。中学生でも、

近くにある卒業した小学校にて相談できる場所等があれ

ば、身近になり親子そろって向き合える時間もとれます

ので、小・中連携ができたらと思います。 

� 私立学校に通っているので、スキップや学童の情報も届

きにくく、近所の親切なママさんに日曜日の校庭開放の

お話を聞き、最近公立小学校におじゃまし、色々な友達

と遊べる様になり良かったです。小学６年生になるまで

は、区外の私立学校に通学してる関係で地域で孤立感が

ありました。区が発行している新聞だけをたよりにすみ

ずみまで読んでいましたが、ほしい情報が多く揚載され

てはいなかったです。 

� 子どもが３歳の時、区立保育園に初めて入園。いつも一

人の女の子にいじめられ、先生に相談した。気をつけて

もらいたかったが、走る時に女の子に押されて前歯が折

れ、鼻も傷だらけ。子どもは“押された”と言っても、

先生は自分で転んだと言って認めなかった。当時私はい

なかったので何とも言えないが、子どもが言うことを信

じています。私を傷つけ一生忘れられない。当時相談し

たかったが相談する場所も分からない。そういう悩みを

相談する場所がほしいです。 

� 本当に子どもの視点に立った支援が行なわれているか立

案者に再考していただきたいと思うことがあります。相

談窓口を増やしても問題は解決しません。子どもが、保

護者が困っていることを見極めてほしい、と思います。 

� 相談したいことがあっても、どこが窓口なのかわかりづ

らい。また、あまり大ごとにならないように気軽に話の

できる相談機関がよくわからない。 

� 保育園について子育て支援課に相談のために電話をした

が、たらい回しの上、シッター等を調べるように言われ

た。とても子育てを支援するという態度ではなく、事務

処理が主務のように感じる。職員が本気で支援しようと

思わずして何のためのアンケートなのか、意味があるの

でしょうか。 

� 子育て（しつけ）で悩んだ時、主人にも相談にのっても

らえず、カウンセラーや相談員に相談にのってほしいと

思ったことが何度もありました。ただ、どこに相談した

らよいかもわからず、わかったとしても、そういう場に

居る、向かうところを誰かに見られたらどうしようとも

考えます（地域社会はうわさが広まるのが早い）。ですの

で、訪問などで、悩みを気軽にきいてもらえるカウンセ

ラーの方などがいたら良いと感じています。 

� 同居する父（宛て名の子からみると祖父）が区民ひろば

千早で活動しています。その父がよく口にするのが「広

場は老人と中学生ばかりだから、小さい子を連れた親に

もっと利用してもらえないか」 自分の子が小さい頃、

時々西部子ども家庭支援センターまで散歩に連れて行き

ましたが、そこで出会った母子に「この公園（庭）で、

小さい子ども達に会うのは珍しい」と言われた事があり

ます。その頃は隣の板橋区に住んでいて、区では、図書

館の和室を利用して育児相談を月１回のペースで行なっ

ていました。そこに行くと、月齢毎にグループになり、

悩み事を話したり、友だちを作ったり、なかなか充実し

た時間を過ごす事ができました。その頃知り合った友人

は保育園でも同じクラスになり、今でも交流がある位で

す。そういうサービスは、産後、区の担当者が電話をく

ださって知りました。板橋区では子育てが孤立しないよ

うな取り組みがなされているのかな、と思いました。豊

島区ではどうでしょうか？そのような支援が充実してい

たとして、それを皆さんに知ってもらい、利用してもら

う努力はしているのでしょうか。 

� 主人との別居問題で当時、就労しておらず、支援等の相

談に伺った際の担当は冷たかった。またその時の発言に

関して、後に「そんなことは言ってない」と言い、上司

も「確認したがそのような事実はない」とのことだった。

以来、区政には一切期待していないし、協力したくもな

い。まわりの方々に助けてもらい、今は、自営に近い形

で働いている。豊島区には１円たりとも納税したくない

思いであるが、住民税を払っている。腹立たしい限りで

ある。その後きちんとやさしく対応してくださる方もい

たが上記２人が税金から給与を支給されていることに納

得いかない。公務員が悪く言われる原因は上記２人のよ

うな人材が多数いるからではないか。ふさわしくない人

間はやめさせるべきだと思う。 

� 子育てについての相談には、子どもが小さい頃にはとて

も親切に話を聞いていただけたので、区の方々にはとて

も感謝しております。中学生、高校生になっても相談で

きる窓口があればと思います。 

� これだけアジア圏の人たちがいっぱいいるのだから中国

語教育（英語も含め）など語学を無料で常時学べたり、

困った時の通訳などを常時お願いできる場所なり、電話

相談なりをつくってほしい。 

� 豊島区の作成した子育て支援やサービス、公共機関に関

する冊子、内容はとても良いのに、必要な人に行き渡っ

ていないとゆうことをこの６年の間に何度か感じました。

インターネットが充実しているとはいえ、せっかく作っ

たのなら予防接種などの度に配られてはどうでしょう

か？人数分はないのかな…自ら情報を収集することが難

しい環境の人もいらっしゃるので、ここぞと言う時に、

おせっかいでもいいから伝える努力をしてほしい。人付

き合いの苦手な人はとり残されてしまいそうです。子育

てには情報の共有がとても必要だと思います。 

 

 

６ 父親の育児参加の促進 

� 父親が子育てに参加する社会体制も色々なことがすすん

できている世の中なのに、たいして昔と変わってない

なぁと思います。子どもは母の愛を一番に求めます。幼

児期ならなおさらです。それは答えようとは思うけれど、

父親は日本全体で就労時間がながすぎて、子育ての負担

を母が負いすぎていると思います。父親が子育てに体力

的にも精神的にももう少し自然に加われる社会体制をの

ぞみます。 

 
 



 227 

７ 子育て中の経済支援 

� 子どもが小６、小５、３才と３人おりますが、昨年、主

人（父親）が倒れ、手術入院に（２カ月入院）なった際、

私（母親）が、仕事と、病院へ毎日行かないといけない

状況になりました。そこで、区や西部こども支援センター

等に相談しましたが、結局保育園にはスムーズに入園で

きませんでした。小５の子は、肢体不自由児で、下の子

は２歳で手がかかる状態で、同居の母も 82 歳と高齢で、

本当に大変で、しかも同居の母からは「年寄りを頼らず、

区を頼りなさいよ！！」と言われた事も含め、必死で相

談したのですが、何も手助けしてもらえませんでした。

ショートスティや一時預かりはどうですか？とのことで

したが、高額のお金がかかり、経済的に大変だから、私

（母親）が仕事に行くことにしたのに、そんな高い預け

料がかかるなら、自分が面倒見るしかない…という感じ

でした…また保育料等も昨年の年収で計算されるので、

今年、収入がなくても昨年年収があれば、とても高額な

保育料になるのも、本当に大変なので、病気や失業の場

合は特例でその時点での収入に見合った料金にするとか、

減額や無料にするとかで、保育料や一時保育代やショー

トスティ費用を考えて、本当に困った時、利用できるよ

うにしてほしいです。本当に困っているのに、金額が高

くて利用できないなんて意味がないと思います。 

� 豊島区の保育園でお世話になりました。わが家は夫婦と

もに、しっかり源泉徴収票で所得が出ますので、ほぼ満

額に近い保育料を払っていました。友人は、実家の会社

で働き、所得はわが家より高いにもかかわらず、お給料

を少なく申告していたので、半額以下の保育料でした。

また、実際は働いていないのに、働いているようにして

保育園に預けているなど、不公平だなと思うことがあり

ました。家庭ごとの多種多様な事情を、線引きはして、

枠にはめなければいけないことは理解していますが、「正

直者がバカを見る」という言葉が、ピッタリだなと思う

ことが多くありました。よい改善策があればぜひお願い

したいです。 

� アンケートを頂いた子どもには、特別支援学校に通う兄

がいます。兄に対する区の支援もほとんどありませんが、

兄弟に対する支援はまったくありません。小２にもかか

わらず２、３時間の留守番をさせなければいけない日も

たくさんあります。目白には学童はあってもスキップは

ありません。まして、障がいのある子を学童に入れるの

も大変な状況です。働いていなければ何の支援も受けら

れない。近隣の区は状況が違います。豊島区に住んでい

て働いていないと支援が受けられない。今は、親身に助

けて下さる友人に支えられています。なぜ区は支えて下

さらないのですか。豊島区に住んでいるからですか。真

剣に区外への転居を考えます。高齢者に税金がかかる現

状も理解できますが、未来のある子ども達（障がいがあ

るなしに関係なく）にもっと税金を使って下さい。 

� 健康保険料が高すぎ。子ども手当をいただいてもマイナ

スです。 

� 教育費の援助を増やしたり、と少ないからこその対策を

考えてほしい。 

� 子どもが多くても税金面での配慮のない国政及びその他

行政に全く期待できません。日本はどんどんダメな国に

なっているという危機感が国民全体にない。 

� 児童手当を、子どもの人数で金額を決めてもらいたい。

年収による手当であるが、子どもの人数が多いと、それ

なりの教育も、出来ない。３人目以降は…など、手当を

ふやしてほしい。 

� 児童手当の支給について、所得に応じて、低い方には多

くする。高い方には支給しない。くわしく分けて、支給

してほしいです。月額をもっと増してほしい。医療証は、

中学３年までではなく、高校３年まで発行してほしい。

よろしくお願いします。 

� 国民健康保険料、国民年金保険料、住民税等負担が多過

ぎます。今後教育費がたくさん必要なのに貯蓄が全くで

きません。子どもを増やすには、子育てにお金がかから

ないようにしないと増えないと思います。子どもがいる

世帯には、もっと色々優遇すべきと考えます。 

� 子育て手当など、給与上限があり、該当しないことが、

幼稚園の頃よりありました。主人は一生懸命、働き、か

せいでくれたため、給与を、いただいていますが、「該当

なし」となると、いっぱい税金も、とられている上に…

とやるせなく感じます。高校無償化の話にも、年俸上限

があるようで、なんだかなぁと思います。どうしようも

ないこととわかっていますが、「該当なし」と決まった家

族も、決して裕福ではないということを、ご理解いただ

けたら幸甚です。 

� 子ども手当をもっとつけてほしい。保育園に入れる枠が

少ないから働けないので手当を増やしてほしい 

� 高校生の医療費も無料にしてほしい。 

� 豊島区は他の区に比べて経済的支援が少ない。そのため

豊島区から出たいと常に思っている。まずそこを他の区

より多い位にしてほしい。豊島区に住んでいて得したと

思いたい。現状では損していると思う事ばかり。 

� 家賃補助、または、区民住宅など。 

� 子どもに専門的な知識を持った方からの支援が必要だと

感じていても、それを受ける為には時間とお金の両方が

必要になるので十分に受けることはできていないし、子

どもに対して支援してあげられなくて申し訳なく思って

います。対象となっている子どもは小学生ですが、将来

がとても心配です。健康面では予防接種も費用がかかる

ので十分に受けさせていません。学費も保育費も年々上

昇していて、１０年前に比べると、経済は悪化している

のに費用は１．５倍～２倍になりました。とても負担が

多く、このままいくと１０年後はどうなってしまうのだ

ろうと不安に感じています。親の勉強不足が子育てに悩

む原因の一つとも思うので、自ら情報をもっと集めて学

んでいくことが必要だと感じています。今はこの先、豊

島区の子育てへの資金状況をみていると豊島区での子育

ては難しいと感じているので、他区又は他県への転居も

考えています。私は人からの支援ばかりを期待し、あて

にしているわけではないので、自分でできる子育ては何

かを考えて情報を得て外へも配信しながら模索していき

たいと思います。できることなら豊島区が子育てへの必

要性をもっと考えてほしかったです。結局のところ悪化

しているわけですから。 

� 住民税、固定資産税、所得税、法人税、健康保険料、国

民年金と国や地方に払う分だけ大きく、子育て支援を受

けようとすると手続きが複雑であきらめた。有名大学も

多く、有名塾も多いのだから、もっと子育て支援を充実

させ、低所得でも塾に行かせられたり、進学できる環境
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を整えるべきだと思う。そうすれば未来の人材育成にも

つながるし、教育区として豊島区のイメージもかえられ

ると思う。 

� 子どもが小さい時は大変でいろいろ相談したところとに

かく、他の区に比べ豊島区は子どものサポートが充実し

ておらず引越し考えたことも…双子や三つ子のサポート

料金も考えてほしいし、そういう身動きの取れない方へ

の優先もいろいろ考えてほしい。 

� 北区・板橋区に隣接する豊島区に住んでいます。私立幼

稚園へ通う家庭への助成、子どもの医療費無料（北区は

高校生まで無料だと聞きましたが…。）など、他区に比べ

て、対応が遅いと思います。幼稚園の母親の会話の中で

も、よく話題になります。 

� 豊島区で子育て世帯が住み続けられるよう、住宅ローン

を組んでる世帯には、住民税の免除もしくは軽減するよ

う考えてもらいたいです。もしくは住宅手当として補助

金の支給など必要だと思います。少子化の時代ですので、

さらに豊島区内の高齢化が進んでしまい、今後かたよっ

た世代構成となってしまうのでしないでしょうか？ 

 

８ 子育て支援サービスの充実 

� 以前から感じていますが、住宅街と児童館や子ども家庭

支援センターを結ぶコミュニティーバスがあると悪天候

の時も家にこもらず、子育てできてストレスが軽減され

ると思います。ファミリー・サポートの受付を郵送も可

能になると申し込みやすくなります。 

� 現住所の近くに託児施設がほしい。 

� ファミリー・サポート制度を利用したいと思っていても、

子どもの同意が得られず、登録前にサポーターとの交流

の機会があると嬉しいです。 

� 子育て支援をして下さる方の研修制度を充実させて頂き

たいです。 

� ファミリー・サポートの質、量を上げてほしい。子ども

が小さい頃お世話になったことがあるが、担当して下さ

る方は、他の利用者の情報をぺらぺらとしゃべり、子ど

もに厳しくの価値観をおしつける方だった。ボランティ

アとはいえ、守秘義務というものを、身につけてほしい

と思うが、以来、怖くて使えない。早朝対応いただける

方があまりいなかったので、こちらが涙を飲むしかな

かったが、ベビーシッターに切りかえ高額な出費をした。 

� ２人の子どもが小学校にあがり、少し楽になりましたが、

２人とも小さい時は大変でした。一時保育に預けようと

思っても、保育料が高いと思います。区の子ども家庭支

援センターを使うにしても、預け場所が少ない上に家か

ら離れている為にまず預ける為に一苦労。例えば、美容

院や買い物に行く為、リフレッシュも兼ねて９時～17 時

まで預けたとして、８時間で 4000円。そのうち、１時間

半は送迎と弁当作りについやされます。4000 円も払うな

らば、一緒に連れてまわり、ぐずられた時用のおもちゃ

やお菓子代にあてた方がいいかと考え、結局やっぱり一

緒にいることになる。幼稚園にあげるまで、これも母親

の勤めかと結構がまんしてしまう親も多いと思います。

もっと、気軽に特に金銭的なことがクリアになれば、色々

やりようがある気がします。（１年に１回の無料券など） 

� 父親は子育てに協力的だが、家にいないことが多く、日

常の手伝いは期待できないし、祖父母も近所ではないの

でなかなか頼れない。ファミリーサポートをお願いして

いたこともあるが、家の中を片づける時間もなく家に

入って手伝ってもらうことがためらわれるようになり、

家の中のこと、子育てのことをすべて抱えこみがちであ

る。子ども２人でそれぞれに時間をかけてじっくりして

あげたいことも、片方しかできなかったりまた両方とも

中途半端になってしまったり、日々時間と手が足りない

と感じる。 

� ２番目の子を出産の際、入院するに当たり１人目の子を

預けておくのにお金がとてもかかるのでとてもこまりま

した。主人の母に見てもらいましたが体が不自由で遠く

に住んでいるので来てもらうのも大変でした。最近西部

子ども支援センターの一時保育が２週間前に予約の電話

をしても満員な事が多く困っています。ファミリーサ

ポートをお願いしてみましたが、子どもがうんちをして

いてもおむつを代えてくれなくて、かなり時間が過ぎて

から家でとりかえましたが、おしりが真っ赤でかわいそ

うでした。とても助かりましたがやっぱり支援センター

の定員を増やすなどしてもらいたいです。 

� うちは上池袋ですが、東部家庭支援センターが大塚に

あった頃、子どもが２才前後下の子は赤ちゃんから、幼

稚園に入ってからは時々、遊びに行っていました。児童

館とはまたちがった雰囲気でのんびりと過ごせ、たまに

相談にものっていただきました。近所にあったので大変

助かりました。区内にもう少しセンターを作れればいい

なあと思いますが、なかなかむずかしいですよね。１日

中過ごしている方も時々いました。子どもが乳幼児の時

は母親はイライラすることが本当に多いです。ベビー

カーや自転車では遠くまでは行けないので、区内の多く

のお母さんが利用できるよう、センターを増やしてもら

えれば、と思います。とはいえ、最近は働いているお母

さんが多いようなので、保育園を増やしたほうがいいの

でしょうか。私はセンターには大変お世話になり、いい

思い出になっています。 

� 一時保育もいつも満員で予約がとれないことが多く、両

実家ともに遠方で、主人がなかなか休みがとれない我が

家にとっては、つらいです。通院の際も下の子をつれて

いかなければならず、なんとか粋を増やしてほしいです。

よろしくお願いいたします。 

� 区から預いたスマイルカードがイマイチ活用できずにい

る。ベビーマッサージは定員オーバーで断わられてしま

い残念でした。 

� 職場で他の区の子育て環境についての話を聞きますが、

豊島区はそういったことにあまり重きをおいていないの

だなと感じています。子どもが少ないししょうがないか

とも思いますが住んでいる者としては改善を望みます。 

� 豊島区としての子どもに対する支援に力を入れているよ

うに思えません。地域の方々、保育園、小学校の先生方

という現場の人々が頑張っていますが、区がはたして保

育園や小学校に支援をしているのが見えていません。 

� 子どもの数が他の区に比べて少ないためか、子育てに関

する環境が整っているとは言えない。子どもが参加でき

るイベントをもっと増やしたり対策を考えてほしい。 
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９ 保育サービスの充実 

� 共働きのため、学童クラブを利用しております。利用時

間が 18：00まで…というのが、とても困ります。なぜな

ら、定時で仕事を終えても 18：00までには帰宅できない

ためです。そのため、いつも大丈夫かどうか心配しなが

ら電車に乗っています。ぜひ、保育園と同じ位まで預かっ

て頂けるようにして下さい。よろしくお願いいたします。 

� 学童クラブを 19：00まで延長してほしい。また、夏休み

等はＡＭ8：00～にしてほしい。 

� 学童クラブの預り時間を 18時から 19時に延長してほし

い。冬場、暗い帰り道を一人で帰宅させ、そのうえ、一

人で留守番させているため。19 時であれば、学童クラブ

へのお迎えが可能であるため。費用がかさんでもよいの

で、是非実現させてほしい。 

� 病児保育を行ってくださる病院が少なすぎるので増やし

て、定員も増やしてほしいです。 

� 子どもスキップは、子どもにとっても親にとっても、安

心して遊びに行かせられて、とても助けられており、大

変お世話になっています。ただ、11 月～は 4時半までと

時間が短くなってしまうため、仕事や家の用事で、どう

しても 5 時頃まで帰宅できない場合がある時には、あと

30 分…何とかならないかなあ、と思っています。学童と

スキップの中間のようなものがあったら良いなぁと思い

ます。定額ではなく、１回￥100ぐらいでスキップ終了時

間プラス１時間ぐらい…とか。暗くなると、安全面で心

配もあるので、保護者の迎えは必須にするなど…。近隣

の区では、シルバーさんが送ってくださる制度もあるよ

うです。 

� 学童保育が 19時までだとフルタイムで働く家庭でも、お

迎えに行くことができ、特に小１の時は、親子とも安心

です。 

� 子どもスキップの放課後子ども教室をもっと充実させて

ほしいです。いろいろな経験ができる場になるといいと

思います。待機児童を減らす取り組みをぜひして下さい。

周囲に困っていらっしゃる方が多々あります。 

� 以前、目黒に住んでおり近所に病児保育（病後児ではな

い）があり、子どもが、０歳～３歳くらいまでは大変お

せわになりました。仕事と子育てを両立する上で、病児

保育はとても心強かったです。豊島区に越してきて、病

児保育もなく病後児も数が少なく不便です。病児保育を

充実させてほしいです。現在、池小のことばと聞こえの

教室にお世話になっていますが、平日しかやっていない

ため、私が仕事を休んで送迎しています。子どもの授業

（本来の学校）に出られないのも気がかりです。私はた

またま職場の理解があり毎週休めていますが、仕事があ

り通級を断念しているご家庭もあるのではないでしょう

か。土曜の通級ができるようにしてほしいです。 

� 子育て支援については、乳幼児ばかりに重きが置かれて

いるように感じるが、育てていて思うのは小学校以降も

共働き家庭の子どもを見てもらえるところを充実させて

ほしい。防犯の面からも小学生の子を夜ひとりで家にお

いておくのは心配。学童で小６まで見守ってほしいです。 

� 学童のおやつの時間を17時→15時くらいに変更してほし

い（学童に要望を出してみたが変更してもらえなかった。

夕食に響くのでもう少し早い時間に変えてほしいです）。

豊島区は皆 17時なのでしょうか。世田谷区は 15時と聞

いていますが…区の決まりなのかな…？ 

� 裏道に入ると街灯が少なくすごく暗い。学校の就学時間

とスキップの時間（始まる）が違うため、長期休暇（夏

休みなど）の時に困っている。学童と保育園との考え方

の違いに戸惑う（保育園の時は熱がある時に職場に電話

が来たが、学童では不審者が出たからお迎えに。頭が痛

いと言っているから、36.8 度だけどお迎えに、等、よく

電話がくる）。学童の開いている時間が少ない（18：00ま

で）。保育園の時は 19：00 まで開いていて利用していた

が、今は、習い事に行かせたり、家で待たせたりしてい

て不安もある。新制度になり６年まで預かってもらえる

のはたいへん喜ばしいが、あの狭いところで６年生まで

…では、無理がないかと思う。学童クラブ・保育園に勤

務する人が少ないのでは？パートさんばかりで、職員が

少なくて、かなり不安です。 

� 小４から学童がなくなり、学校後、家で１人で留守番さ

せるのが心配です。学童の学年延長と、時間の延長を希

望します。 

� 学童クラブの利用時間について、学校が休みの日は学校

が有る日と同じ位に家を出ても、学童で受け入れて頂け

るようにしてほしいです。学校への通学時間を中心に勤

務時間を調整しているため休みの日のみ遅く出勤するこ

とは出来ず、子どものみで家に居て、又、子ども１人で

学童へ出発することになり不安です。ぜひ、朝早い時間

の受け入れをお願します。学童からの直接習い事等へ行

けるようにしてほしい。特に学童利用が高学年まで可能

となるのであれば、ぜひお願したいです。習い事等の終

了時間が遅くとも、迎えに行ければ、行かせられると考

えます。スキップの利用時間も学童位までにして頂けれ

ばと思います。長期休みの早い時間帯からの利用があれ

ば、とも思います。（またスキップ利用の子は先に帰るた

め子どもが学童の子のみ残されるようで嫌がったりもし

ています。） 

� 子どもスキップ利用時間を、親のお迎え有なら 18時まで

にしてほしい（季節に関係なく）。上の子の塾送迎が終わ

る 17：30ぐらいまで下の子をスキップでゆっくり遊ばせ

てあげたいが、17：00 までだと結局使えず、家でひとり

で遊ぶことになってしまい、残念。 

� 最近になってから、子どもの学校にスキップができ、上

の子ともどもほぼ毎日お世話になっています。もっと早

くできていたら良かったのに、と子どもも言っているの

ですが、我が家はシングル世帯で、下校時に家が留守に

なります。上の子が学童を嫌がったので、学童には入れ

なかったのですが、治安も絶対安全とは言えない中、鍵っ

子にするのは最初とても抵抗がありました。やっとス

キップができてくれたおかげで気持ちの負担が減りまし

た。欲を言えば、時間を延長できるシステム（もちろん

有料でよいので）があると、フルタイムで働いた場合、

助かるな、と思います。慣れている学校で預かっていた

だけると人見知りをする子でも安心して預けられるので

今後そういったシステムも検討していただけると助かり

ます。 

� 現在学童クラブを利用していますが、他の区地域では、

19時までなどですが、娘が行っているところは 18時迄で

もう少し長いと助かります。また休暇（夏休み春休み冬

休み）中は、９時からで勤務に支障があります。通常小

学校へ登校する時間と変わらない時間（８時 15分頃）か
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ら預かっていただけるとよいです。新制度では学童が６

年生までになるとのこと。早期に実現していただきます

よう強く希望致します。また学童における自習スペース

の充実もお願いします。高学年も利用できるのであれば、

静かに学習できる場所が確保されるとよいです。 

� 区民ひろばや子どもスキップを日曜日にも開けてくださ

ると子育てが充実する 

� 母親の仕事がサービス業だった為、夜間保育園が豊島区

（家の近く）にあったのが一番良かった。その為他から

転居してきた人たちが多くいました。しかし、小学校か

らは色々難しく、土・日も夜 10：00頃まで仕事だったの

で上の子の小学校入学を機に仕事をやめました（２年間）。

小学校の学童（スキップ）も 18：00までが最長なので１

～３年生位は保育預かりがもう少し延長できると良いと

思ってました。今は学年も上なのでほったらかしてるこ

とが多いですが、自分で電車に乗って習い事にも行くし

行動範囲も広がっているので時々心配ですが、基本的に

夜勤明けで寝ているが昼間（～21：30）は父親が居るの

で何かあれば起こせるし、逆に夜～朝は母親が在宅して

いるので何とかできていると思います。祖父母死亡、親

せき、他兄弟も居ないので他に頼る人がいないのも不安

ではあります。 

� スキップの時間延長を希望します。冬になると利用時間

も短くなり、子どもの居場所がない。保育園はあずかり

が長く安心して仕事もできたのに、小学校に入り本当に

心配事が増えた。長期休暇中のあずかり開始も保育園く

らい早いと助かります。 

� 保育園から私立小学校を受験し通わせております。子ど

もにとってみると、保育園時代の地域の友人と遊べる学

童クラブの存在はとても大きいようです。下校が遅くな

り、学童に満足に通えない日もありますが、私達親子に

とってみると大切な場所となっています。又、私学ゆえ、

休みが公立と合わない事も多いですが、学童の先生が柔

軟に対応下さり、朝から預かって頂いたりして大変助

かっています。先生方も子どもとの距離感を大切にして

下さっているようで、子どももとっても居心地が良さそ

うです。学童の設備を整えて下さった方々に感謝いたし

ます。ありがとうございます。下に保育園児がおります

が、希望の園に入れないことだけが残念です。もう少し

保育園の枠をふやしていただければと思います。 

� 待機児童をなくしてほしい。保育園の民営化とてもいい

ことだと思います。 

� スキップをよく利用しているが、子どもからの話から聞

いた情報しかないので、お知らせや通信など、様子がわ

かるといいと思う。 

� 新制度の学童保育は、卒室してからも通えるのでしょう

か？また、通えるのであれば、区から通知は来ますか？

今年の３月に卒室して以来、仕事、学業をセーブした毎

日が続いています。通えるのかどうか一刻も早く知りた

いです。新制度はいつからスタートするのか、どのよう

な希望者が通えるのか知りたいです。 

� 豊島区外に住んでいた経験から、学童クラブが１８時ま

でというのは、早過ぎて使えないと感じました。その代

わり、一人で児童を帰らせるという中途半端な制度のた

め、職業との両立が可能となっています。夏休みなどの

休日の９時開室も同様です。 

� 仕事と子育ての両立を支援する保育サービスの充実に関

しては、小さな会社では制度があっても無意味。退職し

て出産することになる。→自宅で仕事をしていると、保

育園入所の順が後に回される。自宅で子どもを見ながら、

仕事することの不可能さを理解できる人を役所に配置し

てほしい。背負いながら、農業をするより、机に向かう

方がはるかに難しいことを分かってない。スキップの職

員の方は、本当に良くやって下さって、感謝しているが、

６時までというのは非常に中途半端。私立の保育園で遅

くまでやっている学童があったので、お願いしたが、役

所側から、区でやっている学童との差が出てしまいまず

いからと、その学童を閉めることになり、非常に憤りを

感じました。 

� 平日学童保育の対応時間をせめて 19：00までにしてほし

い。19：00までの区もあるとのことなので。働く親にとっ

ては、「子がいること」はお金がかかるばかりで、また、

時間の制約が常にあるので、「子がいること」によるメ

リットは何もない。税務上子を扶養控除にするとか、で

きないならもっと手当てを出すとかしてほしい。働かせ

たくないのか？と思う。また、正社員勤務で、９時に送

り出して１８時に迎えに行ける仕事はそうそうないと思

う。ということをちゃんとわかって学童の対応時間を決

めているのか非常にギモン。これからの季節、夜道に１

人子どもを歩かせても事故、事件は起こらないという自

信でもあるんでしょうか…？ 

� 母が育休明けで職場復帰しようとしたが、保育所に入所

できず、困ったことがあった。結局北区の認証保育所に

入所することができ、当初より３ヵ月遅れで就労再開と

なった。北区の認証保育所より、保育料助成について案

内をもらったが、所得の関係で、豊島区の基準に該当せ

ず（北区の基準をあてはめると助成されたと思われる）。

自治体の差を感じることになった。認可保育園に入所で

きなかった理由は、同一指数内での所得による判定だっ

たと入園係の人に聞き、一定のルールのもとに判断され

ているので仕方がないと思ったが、子育てについては、

低所得者を助けるだけの視点ではなく、区内の地域的偏

在を解消し、全体的に底あげをはかってもらいたい。 

� 例えば週３回午前から午後にかけて４時間のパートでも

学童を利用できたらありがたいです。夏休み冬休みの間

は子どもの居場所がないので。難しいとは思いますが。

親が仕事を続けるために子どもが我慢するだけでなく思

いっきり走りまわって遊べるような広い空間を確保でき

たらなと思います。児童館で、いろいろな制約と狭さの

中ストレスを感じながら遊ばせるのは仕方ないことだけ

ど、やっぱり不憫に感じます。 

� もっと設備の整った施設を増やしてもらいたい。保育料

に差をつけてもよいと思う。３歳まで近所の保育園を利

用していたが、あまり満足いかなかったので、現在の私

立幼稚園に入園させました。豊島区の保育レベルはとて

も低いと思いました。 

� 学童は、帰りが遅く寂しい（だろう）、甘えたいで（あろ

う）、子どもの心を満してくださっています。感謝してい

ますが来年からスキップ利用だけになるのが心配です。 

� 保育園や子どもスキップで預かって頂ける時間が遅くま

で設定できると安心です。6：00に帰れない方もいて大変

な話をよく聞きました。 

� 仕事も多種、多様になっている現代において土・日・祝

日や夜間仕事をしている女性も多いと思います。私自身
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も日によって勤務時間が異なり休みも不定期だったりし

ます（正社員で働いてますが）そんな中で、保育園や学

童保育が、日・祝日で休みの時は、ベビーシッターさん

に子どもを預けその保育料金は正直とても負担となって

います（今も下の子どもがいるのでその状況は続いてい

ます）以前、豊田市が、トヨタに勤務している女性も多

いので日・祝日の保育園での預りを行なっているような

内容の放送をテレビで見た事があります。早く、豊島区

だけならず、行政が、保育園学童保育の日・祝日での預

りや夜間預りの方向で子育て仕援に取り組んで頂ける事

を期待してやみません。 

� 千川に住んでいます。病児保育施設が近くになくて困

まってしまう場合がある。施設の充実をお願いします。 

� ４～６年生も利用できる学童保育があったら良かったと

思いました。現在５年生なのですが、できれば４年生ま

で利用してみたかったと思っていたので。子どもが安心

して放課後遊べる場所があったら良いと思っています。

１～３年生の頃子どもスキップの放課後子ども教室のフ

ラダンス、ヒップホップ、茶道など楽しんで参加してい

ました。４～６年生の場合宿題もして、遊べることがで

きる場所もあったら良いです。放課後子ども塾（チュー

ターの教えてくれる方もいてくれたらありがたいです）

など。 

� 保育園選びの際、兄弟が同じ園に入れるよう配慮してほ

しい。 

� 学童スキップに男性の友達か先輩かのような若い先生が

居ると男の子のあこがれ的存在となり反抗的な気分に

なってる時もおちついてくれます。細かいことに気づく

女の先生より、しかってくれたり、みとめてくれたりドッ

シリと構えた男性先生か女性でもサバサバした先生の方

が子ども達は好きです。先生の対応で子どもの態度や学

力がかわってしまいます。できればみんなが同じように

楽しく授業受けられたら、よいと思います。学童では、

保育園出身の先生がいらっしゃった時は、子どもがイラ

イラしている時もうけとめてくれてやすらぎをもらって

いました。子どもは認めてもらってる時輝けるのだと実

感できた事があります。担任の先生の変化、学年がかわ

り担任が変わった事あつかわれ方の変化で別の人のよう

に変わりました。認めてくれる教育をしてほしいです。

チャンスを与えてくれる先生でいてほしいです。よろし

くご査収下さい。 

� 子育ては小学生になっても大変です（他のお宅は違うか

もしれません）。学校の長期休暇の間、子どもを預かって

くれる施設がなかなかなく、あっても短いですし、しか

も送迎をしなければならないので、かなり困ってしまい

ます。学校を利用して、何かプログラムを開いて下さる

と助かります。 

� 豊島区内の公立小学校に子どもが通っております。学校

内に放課後に遊べるスキップができて、親は安心して子

どもを遊ばせる事ができるようになりました。子どもも

いろいろな事を企画して遊ばせてもらえることを喜んで

おります。今後もより充実した活動が行えるよう、よろ

しくお願い致します（すべての小学校が校内に学童保育

やスキップができると良いと思います）。 

� 普段、就労のため学童クラブを利用しています。このた

びＰＴＡ役員となったことで度々会議などで学校へ行く

機会が増えたのですが、PTAの仕事で来校する際は、学童

クラブは利用しないで下さいとクラブから通達がありま

した。「学校へ来てる＝就労の都合がつく。クラブはあく

まで就労のためのもの」という理由によるものです。フ

ルで就労していますが、たしかに可能な限り PTA の仕事

に参加できるよう時間を調整し、それについては苦労も

あります。クラブの理由も理解はできます。しかし PTA

のために学童は利用するなというのは学校附帯の PTA 活

動を難しくしています。PTA役員の誰もが就労していない

方々ではありません。現在ではむしろ就労している方が

多いくらいです。働きながら時間を調整し、子どもたち

のためにサポートする親達の運営業務に際し、学童クラ

ブの利用ができない…という現況は理解できません。た

だでさえ役員になってくれる方が少ないのに、よりこれ

を助長することにもなります。学校と学童クラブは行政

の管轄が違うから…と言う縦割り行政を理由にされてし

まっては、学校活動は円滑にいくはずはありません。PTA

活動のたびに子どもを見てもらえる所を探すのに先ず苦

労しています。学校（学校活動）と学童クラブのあり方

を、現場レベルで見直す必要があると考えます。何が主

体か。「子ども」です。学校と学童クラブはもっと密着し、

連携するものでなければならないと思います。早期改善

を強く希望します。 

� 学童の預り時間が短いと思います（19時希望）。 

� 「あゆみ保育園」にお世話になりました。すばらしい保

育園でした。３歳まででしたが、就学まで預かって頂き

たかったです。 

� ファミリー・サポートさんには、たいへん良くして頂き

助かりました。ありがとうございます。 

 

10 子育て期の住環境の整備 

� 住宅が高い。 

� 区営住宅、都営住宅が他区に比べ少ないと思います。 

� 住環境についてですが、私は現在「コレクティブハウス」

という長屋のような住居に住んでいますが、これがとて

も子育てする上では、ありがたい事になっています。わ

ざわざファミリーサポートをお願いする煩わしさもなく、

お隣さんに子どもを預けることもでき、また、長屋的環

境なので、隣近所の人とよく話し、自分の子育てやその

他の悩みも、一人で抱え込むことがないような環境です。

もちろんそのような住居が好きな人と好きでない人に分

かれるとは思いますが、子育てを支援する上でコレク

ティブハウスの誘致もかなり大きな支援になると思いま

す。全国発、豊島区でコレクティブハウスの誘致をした

ら話題性もあるのではないでしょうか？とにかく、今は

孤立した個々の家で育児することが、育児をしにくくし

ていると思います。それをハードの面から整備すると、

色々な所で行う育児相談サービスのようなソフト面を整

備するより効果が高いと思います。ハードとコレクティ

ブハウスの「話し合いをする」「夕飯を共働化し、皆で食

べる」という仕組みがあれば、本当にご近所さん同士の

つながりができます。町会は子育て世代が入りやすい場

ではないし、子育て世代の繋がりをつくるには、適して
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いると思います。ヨーロッパで、「コレクティブハウス」

が住居を選ぶ際の一つの選択肢になっているように豊島

区でも一つの選択肢になるととても素敵だと思います。

是非ご検討下さい！！ 

� 区が何を目指し、改善しようとしているのかを提示して、

そのことをアンケートした方が双方わかりやすいのでは

ないでしょうか？子育て以前…２０代単身者へ２ｋ以上

の格安家賃の住宅提供→結婚・出産を豊島でしてもらい

→待機児童は完全にゼロだったりすると若い人たちが住

みたい区になるのではないでしょうか？ 

� 子育て家庭に家賃援助などがあればうれしいです。月に

１万５千円、５年間補助して頂けるのは知っていますが、

豊島区は家賃が高く毎月の負担が大きいです。区営住宅

も増えることを願っています 

� 豊島区内にファミリー向け、ひとり親向けの区営、都営

を増やしてほしい。入居しやすくしてほしい。 

 

11 子育て世帯にやさしいまちづくりの推進 

� 道路の段差。今はもう関係ありませんが、ベビーカーを

使っていた時、段差（なだらかになっている所が）があ

り非常に使いづらかった。脇道や細い道に街路灯を増や

してほしい。 

� 大塚駅近くにあるスーパーの前の自転車がすごい。ベ

ビーカーが通れなかったり、子どもが自転車にぶつかり

そうになるなど危ない場所となっている。スーパーの前

はスーパーの土地なのでしょうか。隣では駐車場を経営

しているようですが、駐輪場の場所を増やすなり、自転

車を整理する人を置くなり、スーパーが対応するべきな

のではないでしょうか。 

� 希望要望は自転車放置が駅前以外、明治通りなど１本中

に入った道路に多くみられ、バイクの夜間放置も気にな

ります。子どもが自転車でも通る事ができません。 

� 子どもが安心して心豊かに育つ環境になってほしいと思

います。 

� 区内バスがあったら良いと思います。（小学校が徒歩 10

分以上かかるので雨天の時に利用させたい）。交通量の多

い道路に自宅があるため。自転車などの乗り方、通学時

の歩き方。 

� ベビーカーを押している頃、安心して休憩できるお店は、

ファミレス、ファーストフード、スーパーくらいだった。

お店の入口に禁煙や赤ちゃん welcome など、おきまりの

ステッカーが貼ってあると小さなお店でも入りやすいの

になと思う。また、そういう Mapがあるといいな、と思っ

ていた。 

� 豊島区というより都内全域で感じることは、自転車の放

置、緑が少ない等あります。先日友人に「はじめて池袋

に来たよ」と言われました。しまいには民度が低いよね、

とも言われました。この何とも言えないイメージを変え

るべきだと思います。 

� 他の区と比べると豊島区は子育てしやすい区だとは思え

ません。どちらかと言うと大人にとっては便利な区のよ

うに思えます。子どもがもっと安心して過ごせるような

環境づくりを期待します。歩道の整備、歩きタバコの防

止、緑を多く、使いやすい公園づくり（意味のない広場

が多い）。子どもが楽しめる公園づくり。学校の教育の充

実など。 

� 下板橋駅（東武東上線）にエレベーターがないのがもの

すごく不便です。８年前に上の子をベビーカーで外へつ

れて行く時も全く今と同じでまるで変化していない。他

の東上線のどの駅をみてもエレベーターのない所などな

いのになぜいつまでも設置されないのでしょうか。大山

方面へ行く時は、わざわざ北池袋駅で降りて向かいの

ホームに乗りかえていますし、池袋からの帰りは、一つ

手前の北池袋駅で降りて歩いています。１日も早く設置

してほしいです。 

� 豊島区に隣接している北区や文京区には巡回バスが運行

されているので、豊島区も是非、検討して下さい。 

� 双子を出産で双子用のベビーカーが入れない店が多すぎ

…両親も近くにおらずベビーカーを店の外に放置も出来

ずその立場になればどういう状況なのか分かるはず。 

� エレベーターを増やしてほしいです。（主に駅の）ベビー

カーと赤ちゃんをかついで階段をのぼるのは本当に大変

です。 

� 幸い、居住地域周辺は子どもの数が多く、子どもを育て

る分には区内の他の地域より恵まれていると感じます。 

� 東池袋はイトーヨーカドーやイオンなどのスーパーがな

いので子ども用品など手軽に買う所がないので不便です。 

� 長崎地区は、池袋から近いにもかかわらず、落ちついた

町で住みやすいと思います。大きな道路建設の計画があ

りますが、今の町の雰囲気がこわれないことを望みます。 

� 体の不自由な子なのでエレベーターを使う機会が多いが、

どこにあるのか、分かりにくい。表示を大きく、見やす

くするなどしてもらえないか。悩んでいることをどこに

相談していいか分からない。 

� 子育てをしていて、感じる悩み事は日々たくさんあるの

ですが、個人的な事、ささいな事（他人からすれば）が

ほとんどで、（例えば、子どもが、お友達にいつも手をあ

げられている、保育料が大変、自分の時間が持てない、

急用の時、子どもを預ける所がない…どこも予約が必要、

ママ友との人間関係の事、仕事を再開する上で、パパと

子育ての役割分担、介護の事などなど） いつも、信頼

している友人に相談する事がほとんどで、それで乗り越

えてこられたと思っています。でも、母親になったばか

りの頃は、身近に友人もあまりいなかったので、今より

不安が大きかったように思います。行政にお願いしたい

事は、公共の場で、子どもに対する世間の目が冷たい事

や、危険が多い事、に配慮して、町の環境を整えていた

だきたいです。昔は道ばたにラクガキしたり、石けりや

なわとびを外でやっていたものですが、現在は、一歩、

玄関を出たら、自転車、車が通り、ちょっと子どもが走

りまわっただけで、白い目で見られ、危険も多く、母親

は常に神経を使い、疲れています。何かやっていただけ

るとしたら、母親へのサービス、例えば、マッサージ券、

タクシー券、子育て商品券、美容院券など、そういうも

のがあれば、子育てを応援してもらっている、あたたか

く見守られている、苦労をわかってくれている、という

実感がわき、ストレスも減り、子育てをもっとがんばろ

うという気持ちになると思います。 

� 豊島区も敷地がある「ＪＲ板橋駅」は、１日に３万人以

上が利用する駅であるにも関わらず、階段があるのみで、
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ホームも１面２線と、子ども連れや老人、ベビーカー、

車いすなどにとって大変危険。しかも埼京線は混雑時の

乗車率は 200％近い。この状況で「ワーク・ライフ・バラ

ンス」「子育て支援」と言われても、子どもを電車に乗せ

ることそのものが危険を感じる現状であるため絵空事に

聞こえる（通学させること、子ども連れで移動すること

がナンセンス）。事故が起こる前のバリアフリー化、出口

増設によるホーム上、混雑の緩和、ホームドアによる安

全強化を切望する。 

� 公共施設（図書館、スーパーマーケット、デパートなど）

で、子どもが大きな声を出したり、走ったりして、不快・

危険な思いをします。大人も注意しなかったり、大きい

声で注意するので、子どももそのままの大きさの声で話

しています。子どもばかりではなく、大人のマナー向上

を推進して頂きたいです。 

� 西口に駐輪場が少なく、公のものははなれているので子

どもが使いにくいし、駅までのわずかな道のりでも犯罪

を心配させるような場所にあり使用することはない。 

 

12 障害のある子どもへの支援 

� 発達面がグレーゾーンの子どもが多いのに適切に対拠で

きる先生が少ない。 

� 現在就労しておらず、今後も就労しないのは必要がない

からではなく、できないからです。子ども３人、夫は単

身赴任中、夫の両親が埼玉（日帰り可）在住で介護が必

要、と家庭内のことで外で働きたいと思ってもできない

からです…。今、特に行政にお願いしたいのは子どもの

理学療法、作業療法できる施設を作っていただけないか、

ということです。３人の子どものうち２人学習障害があ

り、教育センターに行っています。うち１人は末梢神経

の障がいも指摘されていますが、区内に治療リハビリで

きる施設が見当たりません。板橋区の施設を案内されま

したが、初診まで時間もかかり、予約もままならない状

態です。このままでは治療を始めることも困難で、他の

家事、育児、介護に忙殺されて、何もできないままになっ

てしまいかねません。気になったのはそういった施設が

絶対的に不足しているということで、これは他の施設の

不足よりも緊急性が高いと感じております。ぜひ区民の

ための発達障がいのリハビリの施設がない、ということ

を心にとめておいていただきたいのです。 

� 障がい児受け入れ可能な中学の増設を切に願います。 

� 障がい者の学校送迎を利用できるようにしてもらいたい

（区外の学校含む）。就職はしていませんが、持病もあり、

体調の悪い時などに利用できたら助かります。 

� 私立小学校に通っていると地域の通級サービスを受けに

くいと聞きます。今のところ利用しませんが、改善して

頂きたいです。 

� 二人兄妹の内、障害がある子どもがいます（親にも障害

がある）。学校の送りむかえや用事がある時のサポートを

充実させてほしい。まだまだ子育と障害のある人のサ

ポートが、一貫して連動するような支援が少ないと感じ

ます。親子で障害があると小学校の通学もとてもたいへ

んです。さらに兄妹がいたら大変です。 

� 子どもに障がいがあり、仕事と子育ての両立が、とても大変

です。障がいのある子どもの、移動支援、余暇活動支援など

の条件を緩和して頂けるとありがたいです。（親が働いてい

ないと支援が受けられない。また、通学支援は 30分以内な

どの条件の緩和）よろしくお願いいたします。 

� ３人家族（母、父、子どもはダウン症）。特別支援学校、

特別支援級のどちらかを親が選択できるが、うちは区外

の特別支援学校を選択した。社会ではグレーゾーンとい

われる子どもが急増していてニーズはあるのに、支援級

も支援学校も不足している。もっともっと増やさないと、

自己を肯定できない親子が増えてしまうと思う。夫も自

分も若くないので、両親が死んだらこの子は生きていけ

るのか？施設で虐待事件が多発しているので将来が不安

だ。今の子育ては楽しい。もっと多くの地域の人と娘と

関わりを持たせたいと思うが、親の自分が不安でついつ

い過保護にしている。地域の人と関わらせる勇気を問わ

れいているようだ。今後、成長するにつれて放課後の居

場所についても考えなくてはいけない。アフタースクー

ルの会があるが、遠いので移動が心配だ。中学生まで、

送迎の支援をしてほしい。（現在は親の就労家庭のみ支援

があるが、うちのように母も高齢で、その上この子の面

倒をみるには体力的にも仕事はきつい。でも仕事をして

いないので送迎の支援は毎月決まった回数のみしか利用

できないか、有料になる）色々要望や不安はあるが、目

の前のことでいっぱいいっぱいの日々で、そういうこと

を考える余裕すらなく、ただ不満と愚痴で終わってしま

う。確かに、不満と愚痴から前進しないこと、それが問

題なのかもしれない。今日はいろいろ整理して、あきら

めていたことを要望として口にだせたことが良かった。 

� 区立保育園では発達障がい児を受け入れてくれ助かって

いる。しかし、園長含め保育士の皆さんに、障がいの特

性、対応の仕方（適切な）など、知識と技術がほとんど

ない。また、こうした子どもを育てている保護者の精神

的・身体的負担がほとんど理解されず、「親子で厄介者と

思われているんだろうな」と感じてしまう。保育士、園

長の態度がストレスになる。保育所・幼稚園・小学校の

管理者の方々の中には、保護者や子どもたちと積極的に

コミュニケーションを取ろうという姿勢が感じられない

人もいる。事務所にこもる、ずっとＰＣに向かっている

等々。障がい児を育てている知人が、延長保育が認めら

れず、病気を持ちながら無理して子育てしている。もう

少し各家庭の状況に合わせて、柔軟に対応してもらえな

いものか。豊島区に限らず全国的に格差社会となってい

るように感じる。生活保護を受けるところまでは行かな

いが、生活はギリギリ。他の家庭の様に、子どもの望む

ように習い事をしたり、家族で外出、外食をすることが

難しい。区営・都営住宅も家賃が民間より高額なため手

が出せない。世帯の所得や家族の状況（障害・疾病・家

族構成）に応じた施策や支援を、もっと充実させてほし

い。精神疾患、発達障がいなどは、外見上は普通と変わ

らず、故に誤解、差別、いじめ等の影響を受けやすい。

行政としても「こんな人もいるのです」と、広く区民に

理解を求め、保育・教育者側にも、適切な対応ができる

よう研修等を充実させてほしい。気軽に子どもを預け、

母親も思うように就労できるようになるといい。待機児

童が多いため審査が厳しくなるのは仕方ないが、各家庭

の状況を、もう少し個々で考慮してほしい。表に出ない
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生活弱者は、案外沢山います。今後の区政に期待してお

ります。 

� 発達障がいの子どもが多い中で、区の支援が少ない。軽

度の障がいの場合、一見すると障がいだと分からない事

が多く、支援級への通級を利用したいと思っても、いつ

ものクラスを１日お休みしなくはならず、他の子どもた

ちの目もあり（高学年になるといじめのネタにされるの

では？との親の不安もあるので）、利用を断念するケース

も多々あると思う。放課後や土・日での利用ができれば、

安心して利用できるのにと、残念。 

� 上の息子（11 才）が、通級を利用しています。全児童の

人数からすると通級を利用するタイプの子どもは、少数

派だとはおもいますが、各学校に、一定数いると最近明

らかになってきているので、通級指導のようなカリキュ

ラムが、普段級在籍校で受けられる事が理想です。しか

し、急に理想が現実化するとは考えられないので、現状

では、普通級で困り感をかかえる児童の授業中のサポー

トをして下さる人員の配置を希望しています。 

� 子どもは普段、通級学級を利用できる立場にありますが、

親が仕事をしているため、送り迎えができず、通級に出

席できていません。せっかく、良い制度がありながら通

学できないのは残念なことです。様々なところで送迎ボ

ランティアをお願いできないか聞いてみたのですが、な

かなか引き受けてくれる方がいません。他の方の手ばか

りをお借りすぎるのも申し訳ないとは思いますが、送迎

の手間もかけずに通級に通学できるようになると良いと

思います。 

� 小学校で支援学級に通級しているが（ＡＤＨＤの診断受

けたため）、中学になり、通級を継続できるのか悩んでい

る。週１回の通級で抜けた授業の内容を通常級でフォ

ローしてもらえるのか心配しています。以前、中学校の

校長先生との面談の際、質問したが、「抜けた分の授業内

容はプリントで生徒に渡す。担任がフォローする」との

解答に落胆しました。ＡＤＨＤの子どもが自主的にプリ

ントで学習できれば、通級が必要ないからです。また、

担任の先生がどのようにフォローするのか、具体的な返

答がなかったことにも教師の方へのＡＤＨＤアスペル

ガー等の発達障がいの子ども達への理解を深めてほしい。

各学校に専任の教員が必要なのではないかと思います。 

 

 

13 ひとり親家庭への支援 

� 今年３月にひとり親家庭となり、子ども（障がい児ダウ

ン症含む）２人と私を含む３人での生活を始めました。

豊島区役所からは、ダウン症児出産以来、様々な支援を

頂載し、大変感謝しております。子ども２人のうち１人

は、私立小に通っており、近所付き合いがあまりなかっ

たが、ダウン症児（現在、支援学校１年生）が、近所の

区立保育園へ行っていたお陰もあり、ご近所のご理解、

ご協力を受けられた事は大きな恵みでした。また離婚の

際、この場所（自宅）を、手放さない決断は、今まで息

子のために培ってきたご近所のご理解、ご協力、支援、

そして、ゆきわりそう（ＮＰＯ法人）が近所にあったた

め、ここを動かない事を死守しましたが、今、その決断

で大変良かったと思っている。子どもたちにとって、離

婚は大きな傷であるが、子どもたちにとっても住居と学

校が変わらない事は大変良かった事だと思っている。子

育て支援課（豊島区役所）の方々、ファミリー・サポー

トの方々も、皆様いつもご親切にして下さりたいへん感

謝しております。これからもここ豊島区で地域のご支援

を頂載しながら生活していけたらいいなと願っておりま

す。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

� うちは母子家庭で、子どもの帰宅時間に間に合う時間ま

でしか働けません。近くに助けてくれる方もいないので、

フルタイムで働くことが難しいです。きっと父子家庭の

方も同じような悩み（長く働きたいけど、現実的に無理）

があると思います。もう少し援助があると、すごく助か

ります。 

� 母子家庭（離婚で孤立、母は中国人）で２人暮らし。母

は現在無職（生活保護利用）。にぎやかなところ、人がた

くさんいるところが苦手なので、学校の保護者のおしゃ

べりとか苦手。子どもは、母が病気がち、鬱の薬の副作

用なのか寝ていると、怒ってばかりいる。母子家庭は力

が弱い。弱い立場なので、ケースワーカーにもいろいろ

言われても、反論できなくて悔しい。理不尽な対応をさ

れて、生きる気力さえなくして、子どもを育てる気力が

なくなってしまうことが良くある。なぜなら、自立して

強くなりたくてもなれない自分はダメな人間だと思い、

すべての人が怖くなってしまい、家から出られなくなり、

自信を無くしてしまう。それが、子どもに伝わっている。

中学卒業後、高校に入れなかったらどうなるか今から心

配だ。高校に入るために、どのように頑張ったらいいの

か確認したい。卒業式に、何を着ていけばいいのかも、

今日までかわからなかった。正装していくと聞いたけど、

子どもの正装は持っていないのでどうしたらいいかわか

らない。お金の面だけでなく、精神的な面でも支えてほ

しい。 

� 母子家庭で生活保護一部利用、小学５年子ども、成人し

ている子ども２人（別居）。子どもたち２人は大学進学を

して将来の夢を叶えたいと志したが、生活保護世帯とい

うことで、大学進学をするためには世帯分離をせざるを

得なかった。その結果大学進学のための奨学金に加えて、

一人暮らしを維持するための費用が必要となった。学業

に加えて、寝る間もなくバイトバイトの生活で、３年生

まで頑張っていたが、もたなくなり、結局辞めなくては

ならなくなってしまった。結果、奨学金という多額の借

金を背負うことになり、自分自身も保証人として生活保

護の身でありながら返済を続けている。子どもが貧困世

帯から抜け出すために必要な大学進学の際に、世帯分離

を義務づけることの過酷さを実感した。結局は貧困層を

増やすだけのこと。今もそれは変わっていないという。

いつまでそんなことを続けているのかと思ってしまう。

シングルマザーになったことで、貧困に陥ったことで、

疲れ切っていた。全く気力が湧かず、自己肯定感も低く、

どこにも出て行くことができないままに、引きこもって

いた。生活保護ということの負い目も大きかった。子ど

もにもそれは伝わっていた。子どもとの極度の密着状態

にあり、親子二人で引きこもるような状態。ひどい虐待

のニュースとかも時々流れるが、全く人ごとには思えな

かった。色々な支援制度はあったのかもしれないが、自
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分でそれを探しに行くような気力もないような状態。そ

もそも外に出ることが難しかった。お金がないので、外

に出るための交通費、洋服、髪型、化粧品どれもなかっ

た。交友関係をするのでも、お茶をするのにだってお金

がかかる。それを出すことも難しかった。結果相談でき

る相手もいなかった。親一人との関係なので、子どもの

育て方もどうしても偏ってしまう。子どもも社会と離れ

た存在になってしまう。さまざまな支援制度があるとい

うことは知らなかった。こちらから出かけていき、一生

懸命探し、助けを求めなければ、何もない。しかし、そ

のような気力を出すことも難しい。役所に行って、堅い

カウンター、値踏みされるような雰囲気も嫌だった。自

分に関係のある、何か助けてくれる制度があるとは考え

ることもできなかった。疲れて閉じこもってしまってい

る人たちに、自然な形で、そこから引き出してくれるよ

うな人や制度があると良いと思っている。例えばスー

パーやコンビニといった生活上必ず行かなければならな

い場所にきっかけがあり、またお茶が飲めたりホッとし

たりするような場所が入口になると良いと思う。また正

社員に踏み出せないのが、やはり子どもを一人にしてし

まうから。急に遅くならなくてはならない時、あるいは

子どもが病気の時などにちょっと気にかけてくれるよう

な人を派遣するとか、そういう場所があるといったこと

があると、自分自身も正社員等への道に踏み出せると思

う。幼児は病児保育等があるが、少し大きくなるとそれ

がない。発達障害やアスペルガーを抱えた子どもも少し

成長すると居場所がない。そうしたケアをしてくれる場

所もほしい。不登校の子どもたちが大勢いるが、その子

達を受け入れるオルタナティブスクールを公立で作って

ほしい。それは、そういう存在でいても良いのだという

承認につながるし、また費用的にも貧困層でも行けるこ

とになる。 

� 母子家庭で生活保護、（小学３年、小学１年、乳児、実母）

の５人暮らし。昨年、赤ちゃんが生まれたが、母子家庭。

上の二人の父親から養育費はもらっていないし、生まれ

た赤ちゃんの父親からも貰えない。自分は中学しか出て

ないため、今までも水商売で暮らしてきた。（子ども２人

は親が面倒をみていた）赤ちゃんが生まれて、現在生活

保護を利用している。正規の社員になれる仕事があれば、

安定した職業につきたいが、育児も大変で手に職つける

制度を利用しにくい状況だ。歯医者の受付は、憧れの職

業だ。子育ては上の２人の面倒はイライラして怒ってば

かりいるので辛いが、赤ちゃんはかわいいし、癒される。

言うことを聞かない上の二人は、口で言ってもダメなの

で行動で教えている。学校でもいろいろ問題を起してい

るようだが、経済的な支援や精神的支援があれば親のイ

ライラも少し安定すると思う。将来の教育、就職なども

今から心配だが、塾に行くのは嫌だと聞かない。はじめ

から行かせておけばよかった。日曜は、板橋のサティに

連れて行って子ども用ゲームコーナーで遊ばせてやろう

と思うのだけど、言うこと聞かなくて、イライラして怒

鳴っても、さらにイライラする行動をとるので、結局プ

レーパークにでも行って来い！ということになる。でも

プレーパークがあるからありがたい。うちの子どもをか

わいがってくれるし、褒めてくれるし。２人とも、携帯

電話を持っているが、歩きスマホをしている大人はやめ

てほしい。本人も、まわりの人にもあぶない。大人がやっ

ていれば子どももそのうちにやりだす。だから、大人も

歩きスマホを禁止にしてほしい。 

 

14 不登校・ひきこもりの子どもへの支援 

� 不登校児童に対する教育を受ける環境が、まったくなく、

親が自力で子どもに環境を与える努力をするしかないと

感じる（家庭教師や私立の学校）。もっと少人数制にして

ほしい。現状では、担任の先生も、生徒ひとりひとりを、

細かく見るのは無理だと思う。子どもも、大人数の中で、

やっていけないと、もう、教育を受ける場がないように

思う。今、心が健康でない子が、案外多いのではないか

と思います。そういう子のための、その対応に特化した、

公立の学校をつくってほしいと思います。 

 

15 保育施設の充実 

� 保育園も少ないし、幼稚園はほとんどなく、まわりはみ

んな区外の幼稚園（地区）に行っている。もう一人産も

うと思ったが、保育園に入れそうもないし、幼稚園も遠

いので考えてしまう。 

� 保育園の入園が難しく復職できない人が多いと感じる。

園庭が狭い。小学校で夏休みや冬休みに補習を行ってい

るが、子どもにより習い事をしている子どもと、そうで

ない子どもがおり、差が出てきている。 

� 保育園・公園が足りない。子ども達は、放課後は親と連

絡がとれるように携帯を持って遊びに行くので、なかな

かスキップ等（学校の校庭開放）をイヤがります。なの

で１つの公園に他学年の人数が集まるそうです。そこか

ら交流を持って仲良くなったりとメリットもあるようで

すが、好きなようには、遊べないようです。 

� 今年度に急激に増えた待機児童の問題も大きな問題だと

思います。私は本当に運良く保育園に入れることになり

ましたが、２才児を持つ方でフルタイムで働きながらど

こにも入れない方が身近にいらっしゃいます。次の４月

まで待っても、３才児クラスの募集自体が少なく、入れ

るとは思えない状況だそうです。認証保育園に入れたと

しても、認可との料金の差がありすぎて負担が大きすぎ

ると思います。認可を増やす、認証への補助を増やす、

をしてほしいです。３歳児で入れない人の受け入れがど

こにもない…という問題も乳児クラスだけでなく注目し

てほしいです。 

� うちも待機児童だが、保育園が少なすぎ！！・区議が活

動しやすい、区政より、区民が、生活しやすい区政を！！ 

� 保育園について、入園の基準をもっとみえるようにして

もらいたい。兄弟児は特に同じ園に入園できるよう配慮

して頂きたい。３人の子どもを同時に保育園に預けたが、

同じ所に入れず一番大変な時期を、さらに多くの労力と

時間をかけることになり、育児の中で一番つらかった。

認可保育園は同じ利用料金にもかかわらず、内容に差が

大きいように思う。園の個性かもしれないが…せめてセ
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キュリティ面だけでも同レベルを保ってもらいたい。 

� 待機児童がまだまだ多すぎます。マンションを次々と健

てるなら、保育所も増やすべきです。できれば認証では

なく認可の。 

 

16 幼稚園の充実 

� 区立幼稚園の数が少な過ぎるし、２年間保育であること

が、経済的負担になっていると思う（３年保育の区立幼

稚園を希望）。 

� 幼稚園の先生、保育士さんの仕事は本当にきつくて、大

変で、責任もあって、子どもの教育という大切な大切な

仕事です。もっと先生方、保育士さんの就労環境、収入

を良くするべきだと思います。 

� 幼稚園の園バスを作ってほしい。 

� 区立幼稚園を３年保育へ！！ 

 

17 幼稚園と保育所の連携 

� 幼保一体化大反対。保育園の先生も嘆いています。誰の

ための法案でしょうか。 
 

 

18 教育内容の充実 

� 近くの文京区や港区、千代田区と比べて教育や保育環境

がよくないです。学童も民間では様々な内容のものがあ

り、前述の区では内容の充実したものも多いです。 

� 公立小学校の学習内容を充実させてほしい（宿題を増や

す、教科書の範囲外でも学習内容と関連性があるなら指

導要領等に縛られず、教師の裁量で授業できる等）。 

� 学校の勉強もとても大切ですが、道徳・モラル礼儀といっ

た、人としての常識や習慣をしっかりと身に付けてもら

いたい。その上で、集団生活順応性・思いやり等、社会

で生きることを行ってもらいたいと思っています。 

� 豊島区立高南小学校に娘は通学しています。小規模校な

らではの家庭的な学校で先生方、保護者、児童も、大変

落ち着いていて良い学校です。サポートもしっかりして

下さり、ありがたいです。このまま小規模校のままであっ

てほしいと思います。 

� 子どもの自転車の乗り方をもっと学校で指導して、事故

防止につなげてほしい。交通に限らずルール・マナーを

まもるように取り組んでほしい。 

� 同級生の親と認識（面識）があるのにきちんと挨拶でき

ない子どもが多いと思います。わが家では挨拶「おはよ

うございます、こんにちは」等をきちんとできるように

子どもに常日頃言っています。他人の迷惑をかけないよ

うに指導しています。区立幼稚園の充実、私立幼稚園保

育料を充実してほしい。小中学校にて、新人教員の教育

指導を充実してほしい。１人でダメな場合は副担任をつ

ける等してほしい。いじめ等の情報を適切に伝えてほし

いです。 

� 学校の先生方が、子どもたちの心に寄り添う余裕をなく

しているように感じることが多い。頭脳を伸ばす教育に

偏るのではなく、心を伸ばす教育を望みます。 

� 専門的なことはよく分かりませんが、学校教育等での心

の教育、人としての思いやりなどを育てることや、子ど

もを育てるということは尊い経験ではあるけれども、特

に乳幼児を育てる数年というのは特に母親にとっては周

囲の人の協力や援助が必要なことを教えて頂きたいなあ

と思いました。 

� 学校の授業だけでは、受験することができず、受験する

ためには高額な料金を支払い塾に通わなければならない

のはおかしいと思います。志がある子どもには教育費が

必要としないで、ステップアッブした教育を受けられる

ようなシステムを考えてほしいと思います。 

� とにかく愛情たっぷりに育てること。社会のルール・マ

ナーはしっかり教えること。やりたいと思ったことはや

らせてみること。 

� 秋田県など学力テストで上位の都道府県をとてもうらやま

しく思います。芸術などに力を入れるのも大切ですが豊島区

学力全国一を目指して、がんばってもらいたいです。 

� 区立小中学生の帰宅後の過ごし方について、各家庭の問

題と考える方も多いが、学校としても指導があって当然

と思われるが、実際学校は消極的であり、宿題も少なく

塾に頼らざるをえない学習状況は経済的にも負担です。 

� 先日、次年度の小学校（学区内、対象校）へのお知らせ

の通知を頂いた際、各校の公開参観日が記されておりま

した。該当校への参観をすぐに調べたところ、到着日（通

知のあった日）にはすでに終了しており、残念ながら見

学、参観することができませんでした。９月上旬～参観

を開始する学校があるのでしたら、遅くとも８月中には

通知が届くように今後はして頂けたらと思います。 

� 以前は、違う区に住んでいたが、この区に越してから、

余り良いと思う事がない。区役所にしても待たされる時

間が長く、相談に行く気になれない。学校にしても、校

長等、自分で責任を取りたくないのか、すぐ、他の方に

回して自分の身だけを考えているように思える。もっと

小学校の校長という立場なら、色々と問題があっても、

「私の元で、大きく育ってほしい」ぐらいの気持をもっ

てもらいたい。 

� スポーツや教育向上に工夫をしてほしいです。 

� 親の経済状況により塾や習い事に制限がでてしまい、子

どもの伸びる力を出してあげる事が出来ない。 

� 子どもたちを見ていると、毎日忙しいスケジュールに縛

られ疲れていて、何か新しい事に挑戦しようとか、想像

力が培われている様には思えません。大変でしょうが、

これからの時代を開いていく子どもたちのために「教育」

に力を入れていただきたいと願います。防犯については、

豊島区は、力を入れてくださっていると感じとても、あ

りがたく思っています。 
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19 教育環境の充実 

� 40 人１クラスは多いと思う。せめて補助の先生をつけて

もらいたい。 

� ゲームや携帯を持たないことで、いじめられないか心配

である。 

� 小学校の先生の質に疑問を感じます。ペンで頭を叩いた

り、怒鳴ったり、脅したり、児童虐待とも取れる言動が

相変わず行われています。厳しければいいというのはど

うかと思います。もっと、子どもの声を聞いて、話し合

いで解決してほしいです。さらに、先生の中には、テレ

ビやテレビゲームの話題を授業中にするため、知らない

子にとっては不快になったり、それを見たがったり、欲

しがったりするため、家でトラブルの１つに発展してし

まい、困惑させられます。民間企業の人材教育関係者の

方などに指導して頂きたいです。小学校の授業で、コミュ

ニケーションの大切さを指導してほしいです。親が自分

の親にされた子育てが良いとも限らないので、学校での

子育ての授業を作ったり、悪しき方法は立ち切ることが

できることを教えるといいと思います。来春、区立中学

に進学予定ですが、クラブ活動について不安があります。

学習後、部活動を充実させて、学校中心の生活であって

ほしいと思っておりました。しかし、現状は、中学の教

員の不足などの理由でクラブ活動が貧弱であると感じて

おります。経済的に習い事をさせてあげられない子の放

課後の居場所（場所や精神の）を中学校内に期待したい

のに残念です。 

� 小学校選びが難しかった。参観日だけでは上辺しか分か

らず…。今の小学校は、今年から２クラスになったせい

か、先生方の体制が整っていないように思います。隣の

クラスはトラブルが多く新任の担任が夏休み明けに辞め

てしまい、学校側はそれをその担任のせいにしているよ

うな感じを受けました。一年生の担任にするなら、以前

からいる先生をつけるなど学校側で配慮すべきだと思い

ます。私の子どもの担任は、とてもいい先生で、クラス

も落ちついているので、２年生も同じクラスがいいので

すが、どさくさまぎれに（？）、２年でクラス替えすると

いう噂も広がっていて心配です…。同じように思ってい

る親も多いと思いますが、なかなか学校には言いにくい

と思います。中学校は、もっと色々ありそうで、今から

心配です… 

� 昔と違って小学校の先生との連携や協力体制が希薄で、

学校を一歩外へ出たら後は家庭でお願いします的な感じ

がします。また、子ども達に注意する時も、○○さんと

注意するため、特に男の子は教師の言う事を聞いていな

い事が多いですし、先生方も親からのクレームが怖いの

か、昔の教師のように、しっかり注意ができていないと

感じます。もちろん、躾は家庭で行うものですが、学校

でも家庭と同様に同じ方向性で指導して頂けたら助かり

ます。 

� 小学校の一部の先生が頼りない。子どもがかわいそう。 

� 小学校の新任教員の教育をもっとしてほしい。 

� 公立小学校の教師の手腕に疑問を感じることがある。公

立小学校の教師のＴＰＯを全く考えない服装に首をかし

げる。（これも子どもへの教育の一部だと思うが） 公立

小学校の教師の自分の感情で授業を進め、立場保全に必

死な姿は、子どもの気持ちを無視していて、子どもに恐

怖心を与えている。このような意見をいう場がない→学

校アンケートも記名式で保護者は正直な意見を出せない。

→どうにかならないものでしょうか。本質を知るべきだ

と思いますが。 

� 小学校の先生で笑顔がない方が多い。授業中フラフラ歩

きまわるお子さんもいらっしゃるし色々日々大変なのは

分りますがもっと楽しく笑顔でアットホームな感じで接

しても良いのではないでしょうか？子どもともっとスキ

ンシップを取ったらいいのでは？私は区立の１年生の娘

がおります。中・高学年を抱きしめたらセクハラになる

かもしれません。でも１年生でまして女性の先生なら抱

きしめても良いのでは？何故なら、共働きの方も沢山居

らして、子どもはガマンしています。本来親がしなくて

はいけない行いですが、先生も抱きしめてあげても良い

のでは？30 名やったら疲れると言うのなら幼稚園の先生

はどうなるのでしょうか？おんぶに抱っ子しながらの保

育です。大変です。もちろん学校は学業の場、集団生活

の場です。そこにスキンシップはイケナイのでしょう

か？学校は心を育つ場でもあると思います。温かい大人

の心、教わる楽しさ、知る楽しさ、これらは愛情のもと

でしか味わえないと考えます。先生方の表情を見ると戦

場に行くかのように感じます。これは、学校のマネージ

メントの問題かもしれません。モンスターペアレントの

せいかもしれません。言ってもきかない生徒のせいかも

しれません。でも、もう少しアットホームでも良いので

は？と思います。しかし区立の小学校はひどいですね。

私立は退学も有るので、そこまでひどい生徒はいないと

思いますが、区立の生徒さんは、親は何教えているん

だ！！と思うぐらい躾のなっていないお子さんがいらっ

しゃる。ほったらかしのお子さんがいたり、子どもがか

わいそうです。区立は退学がないので子どもも調子に乗

る。あれでは、先生が本当に大変、かわいそうだと思い

ます。私達、親は子どもが、人としての道をはずさない

様、親が勉強し、子どものお手本にならないといけない

と思います。本当に色々な家庭の色々なお子さんが居ま

す。中には将来、非行に走る子もいると思います。自分

の子どもが、そうならない様に・・・それが１番の心配

です。愛を沢山感じられる心豊かな日本になると良いで

すね。先生でも、サービス業でも一緒だと思います。笑

顔が大切！だと思います。 

� 牛乳が身体に負担を与えるという話の本が（お医者さん

が書いてます）、たくさん出ています。日本人には乳糖を

分解する酵素が１歳からなくなり下痢をする事や、牛乳

にはカルシウムは多く含まれていますが、飲む事により

身体の中でカルシウムを取り込む時に身体の栄養を奪っ

てしまったりという本が出ているし、動物濃縮といって

放射線量や農薬、各薬物が牛乳に含まれるのも分かって

問題になっています。そこで、「牛乳選択制度」を設けて

いただき、牛乳を飲む飲まないのアンケートをとり、牛

乳を無駄に廃棄しないようにしてほしいです。学校の高

学年になると太るからと飲まない女子もいるようです。

カルシウムは他の野菜でもとれるし、一般家庭にも多く

ある食品だと思うので、あえて給食についている必要を

感じません。ご検討よろしくお願い致します。 

� 保育園や学校の先生で時 「々えー！」と思う方がいます。

教員自身も情熱を持ち続けてほしいです。 

� 学校での役員業務もやり、学校への出入りもかなりある
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が、先生のレベルが低く、悲しくなる。保護者に何か言

われないかとビクビクして、ロボットみたい…。子ども

が大好きで、温かく、熱い、やる気のある先生はいった

いどこにいるのでしょう。 

� 中学校に対する要望。同じ先生が５年以上いらっしゃる

というのが嫌だなと思ったことがあります。子どもの交

友関係で、先生に相談しましたが納得のいく対応はして

もらえませんでした。その先生が学校で主みたいにふる

まっているという噂を聞き不愉快になりました。この地

域に通わせたいと思っても、下の子は行かせたくないな

と思ったくらいです。公立の小、中学校であるからには

先生は同じ人が長く留まることがないようにしていただ

きたいです。区の方針さえしっかりしていれば、先生個

人の個性はそれほど問題にならないかもしれません。で

も、先生と親、先生と子、相性の問題で嫌になることは

度々あります。そんな時、どうしても先生の立場が強く

なるのはやむを得ないことかもしれません。せめて、同

じ先生が何年もいらっしゃるということがないようにし

ていただきたいです。 

� 小学校に関わることで落胆することが多い。むやみに担

任を変えたり、（１年の担任Ａ教員が妊婦となり２年の６

月で産休育休入りするのは快く受けとめたが、２年に進

級時、別の妊婦Ｂ教員（５月に産休入り）が受け持ちと

なった。Ａ、Ｂ教員双方の意向でもなく、子どものこと

を考えてのことか、強く疑問に思った。目くばりが効か

ない。今の担任の授業力にかなり不安をもつ（参観して

みて）。子ども同士のトラブルなど、信頼でき結局頼って

しまうのは（養護教諭には頼るが）、学童クラブの職員。

本来学校が対応すべきことが力不足と怠慢によりできな

いので、学童職員が精一杯対応して下さる。その学童職

員が所長を除き、非正規顧用なのは、理不尽だと思う。

学童の方が、親がトラブルや悩みの相談をしやすいので、

いっそ、職員の待遇を含め充実させて、その機能を強化

してほしいと思う。また、小学校の親についても悩まし

い。授業参観や学芸会など、私語が多く、どうしたらい

いんだろうと思う。 

� 子どもの学校で、教室内に先生が携帯を持ってきていま

す。気になり、去年理由を聞きました。納得できるもの

ではありませんでしたが、一度言ったので先生の方も気

を付けるかと思いました。しかし、言わせてもらったの

を気にもしていないようで毎日持ち歩いてるようです

（使っています）。たまたま数日前、国会議事堂見学の予

約日だったようで、授業中にも関わらず電話し始めたそ

うです。子どものために予約してくれているのはわかり

ますが、職員室の他の先生方がやるべきだと思います。

そして、教室に携帯を持ってくる事自体おかしいと思い

ます。少し前に他の区から転入で入りましたが、区が違

うだけでこんなにも違いがあるのかと驚いているし、で

きれば転校したいと子ども達も言っています。しかし、

少しずつ受け入れていくしかないと思っていますし、良

い所もあるので、子ども達にも良い所を言うようにして

います。このアンケートも、自由に書かせていただけて

ありがたいと思っています。豊島区の子育てが良い方に

なるよう、これからもよろしくおねがいいたします。 

� 区内小学校は土曜登校が多く、また代休もないため、回

数を減らしていただきたい。土曜日は、家族で過ごす時

間と考えているため、学校行事や登校が多いと都合がつ

かない。平日は、仕事があり、子ども関わる時間が少な

いため、土・日は家庭の時間としたい。 

� 区立の小学校へ通っている子どもがおります。少子化の

影響で、１クラスあたりの生徒数も、１学年あたりの生

徒数も、とても少ない状況です。友達になりやすい同学

年の子どもの母体数が小さいと、様々なタイプの友達と

知り合いになれる機会が奪われていると感じます。学校

の統廃合によって、教職員の数が減らされることへの抵

抗があるのだとは思いますが、かつての日本の学校が 40

人学級だったり、さらにその前には 60人学級だったこと

を考えれば、30 人以下でないと学習環境として良くない

とは言えないと思います。ぜひこの点を改善していただ

きたくお願いします。 

� 月に一度の土曜日の登校日は、なくてもよいと思います

（旅行や遊びの計画が立てにくかったりする等）。 

� 子ども達が走り回れるグランド（競技場）があれば良い

ですね。小学校のグランドは狭くて思いっきり走れない

ので 400ｍとは言わなくても区民が使用できるグランド

がほしいですね。 

� 学校のセキュリティを強化してほしい（だれでも自由に

校内に立入りができるため）。小学校の先生の人員を増や

してほしい。 

� 区立の小学校に通学させております。上の子が入学した

時は、先生、保健の先生、スクールカウンセラーの先生

に色々と相談させていただきましたが、三者共、大変忙

しそうで、（特に担任の先生は）、相談しづらかったです。

また学校にはベテランの先生が少なく、親から見てもた

よりのない若い先生が多いように感じました。定年され

た先生を再雇用するなどして、若い先生のサポートに

入っていただくなど検討いただければと思います。 

� 学校でキレやすい子、授業中に暴れる子、等、他の子ど

もに迷惑になる子どもの対応をどうにかしてほしい。学

校はその場だけとりつくろって、何の解決にもならない。 

� 支援センターや幼稚園に行っている頃は先生に日々の様

子を聞いたり、悩みを相談したり、気にかけておいてほ

しいことをお願いすることが、簡単に出来ました。小学

生になると、低学年のうちは先生も学級便りなどで様子

を細かく伝えてくれましたが、高学年ともなると、学校

での様子がわからなくなりました。本人に聞いても自分

に都合が悪いことは隠すので、本当のところはどうなの

だろう‥？と思うこともあります。担任の先生もとても

忙しそうで、気軽に相談に乗ってもらえるふんいきはあ

りません。副担任の先生を配置したり、スクールカウン

セラーの先生を常駐していただいたら、もっと子どもの

様子を見てもらえるのではないかと思います。子育てに

熱心な親をもっと学校に呼んで授業のサポートに入らせ

るなど、担任と親との連絡を密にすると、モンスターペ

アレントの問題も良くなるのではないかと思います。我

が子だけでなく、他の子どもの成長も感じると、またち

がった目で子どもを見ることができると思います。 

� 小学校の登校時間を以前の様に８時前にしてほしいです。

友達や先生とのコミュニケーションの時間をふやしてほ

しいからです。責任問題や先生方の就業時間の問題もあ

ると思いますが、子ども達の生活を朝日をあびて、遊ん

でから、学習できて、下校は 17：00まで１時間は、ある

様にしてほしいです。毎日、いそがしすぎます。仕事を

していると、夜に子どもと話をしたいのですが宿題他で
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夕食→風呂→寝るで、ほとんどできません。（朝はどう

やっても無理です。） 

� 小学校低学年だけでなく、中・高学年でも 30人学級を実

現させてほしい 

� 小学校にスクールカウンタセラーの方が月に何回か来て

くださっているのですが、面識ないし、何だか気軽に相

談できるという感じがしないので利用しづらいです。カ

ウンセラーの方から月に一回でも便り（子どもからこの

ような行動、サインがみられたら注意して下さい等）が

あると、お互いの距離が近くなるような気がします。親

の方は、これぐらいの悩みでカウンセリングを受けるも

のじゃないとか思っておられる方が多いように感じます。 

� 区立小・中学校の改築が計画的なのは良いと思うが、も

う少し先々まで案内してくれたらさらに良いと思う。最

近平成 30、31年度の計画を目にして、驚いたからである

が、知っていれば違った学校の選択もあったのに…。と

思った。 

� 学校カウンセラーがほぼ２年ごとに勤務地が変更されま

す。慣れ親んだのに担当者が変わるたびに、子どもの様

子を一から説明しなければなりません。最近はカウンセ

ラーが忙しいようで、気になる子たちを観察する時間も

なかなかとれないようです。現在、１ヵ月に３～４回の

来校ですが、もう少し回数を増やすことはできないので

しょうか。新年度は始まりを早くしてほしいものです。

教育センターは部署がいくつかあって、例えば就学相談

のあと、通常のカウンセリングも受けたいと思っても部

署が違うので担当者も変わることになって、利用者側か

らは不便を感じます。担当者の指名ができると、何度も

同じ説明をしなくて済みます。 

� 豊島区での中高一貫の学校を作ってほしい。 

 

20 子どもを犯罪や交通事故から守るための活動の推進 

� 交差点で信号が青になり、横断歩道を渡ろうとしたとき

に、信号が赤である道路を走行していた自転車が止まり

もせず、走りさっていきました。そのとき、子どもにぶ

つかりそうになりこわい思いをしたことがあります。最

近、自転車の方が多いですが、車道を走行している自転

車は赤でも止まらず走りさっていく方が多く見られます。

自転車も車と一緒で走る凶器です。いつ子どもが事故に

まきこまれてもおかしくありません。ルールを徹底して

いただきたいと思います。 

� 狭い道が多く、歩道の整備がされていない場所があるの

で、事故が心配です。 

� 通学途中にある、ラブホテルや風俗店を少なく規制して

ほしいです。環境が悪くなるだけでなく出入りする方も

どのような方かわからず、不安です。人通りの少ない場

所に、防犯カメラなどを取りつけてほしいです。 

� 不審者（子どもへの声かけやつきまといなど）が怖いの

で、公園や人気の少ない場所に防犯カメラや街灯の増設

などをしてほしい。 

� 目白に住んでおります。最近は住宅、道路、施設整備が

され、道にゆとりが増えありがたく思います。子どもの

交通事故が心配です。自転車道や、ガードレールなどを

充実させて下さい。駅から離れると、夕方以降、道に人

も少なく、暗い細い道路が目立ちます。街灯（LEDの青色

など）の設置を増やして下さい。 

� 江戸橋通りの安全確保につとめてほしい。いつ事故が起

きてもおかしくない状態です。歩道に緑で色をつけて下

さいましたが、もう一歩進めて、ポールやガードレール

の設置、スピードをダウンさせる工夫をしてほしい。 

� 路上喫煙者の取りしまりの強化。すれ違う時危険だし、

ポイ捨てなど迷惑。子どもにルールを教えなければなら

ないから、大人のルール違反をまずなくすよう社会全体

でもっと取り組むべき。 

� 通学路には、ぜひともガードレールを…。朝も車の行き

来が激しいので、ぜひともガードレールつける、決まり

を法律を作ってほしいです。社会全体で、子どもを守り、

子どもを本当に本当に大切にしてほしい…。お願い致し

ます。 

� 三業通りは歩道がないのに、さらに最近は工事している

ところが多く危ない（狭いのに大きなトラックが入って

くる） 

� 自転車の信号無視、危険運転、路上喫煙、スマホ歩きが

ひどく、子どもが安心して歩ける状況ではありません。

何とかならないものでしょうか。 

� 通学路の危険箇所を再度見直し、現在は「危険箇所」と

されていない場所でも、例えば歩道を自転車がスピード

を出して走行していたりするので、登下校時には常時、

警備員等の配置を希望。 

� 歩道が狭く、段差が目立つため、危険に思う事がよくあ

ります。又、夕方になると治安が悪く、子ども１人での

帰宅は危険に思います。子ども駆け込み 110 番の場所を

わかりやすく表示、増やして頂きたいです。以上、よろ

しくお願い致します。 

� 公園に不審者がいる事もあり、安心して外で遊ばせる事

ができません。住宅街のため時間帯によって人通りが全

くない時に、子どもが事件に巻き込まれないか心配です。

防犯カメラの設置なども有効に思います。 

� 公園やスーパーのトイレの中で待ちぶせするという話を

聞いたりすると、子どもを安心して遊ばせられる世の中

ではないと感じる。週末にはなるべく自然にふれさせて

あげたいので、車で遠出するようにしている。猛スピー

ドで走る自転車が多いため、子どもがひかれないか、い

つもヒヤヒヤしている。 

� 子どもを出産した時と比べ、交流の場や、育児支援がと

ても進んでいるように感じます。公園内の喫煙や安全対

策に関しては、不安が残る部分もあり、不審者への対策、

ホームレスへの対策をもう少し、してほしいと思います。

こども１１０番の看板を出しているお宅が、物事の判別

がつかないお年寄りだったりするので、基準をきちんと

設け、安心して駆け込む事が出来るようにしてもらいた

いと思います。 

� 巣鴨駅周辺の駐輪場をもっと充実させてほしいです。常

に満車状態で、買い物にも行きづらいです。折戸通りを

整備してほしいです。歩道と車道の段差は自転車では行

き来しづらく、車道の端もコンクリートのつなぎ目のよ

うなものがあって車輪がはまってしまいそうで怖くて走

れません。車道も車が結構スピードを出しているので怖

いです。歩道も人が歩いています。自転車では折戸通り

はとても通行しにくいです。大塚駅スーパーの前の駐輪
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を厳しく取り締ってほしいです。歩道にも駐輪されてい

て、人同士がすれちがうのもやっとです。そこに自転車

が通ったりするととても危険です。通学時に子どもが通

るのでとても不安です。 

� 街中が安全とは思えず、一人歩きは怖いと思ってしまい

ます。 

� 通学路近辺での交通取締り強化。おまわりさん１人立っ

ているだけでも、随分違うと思います。一般の保護者で

は威嚇効果はありません。 

� 公園周辺でのホームレスの空き缶収集をなんとかしてほ

しい。 

� 公園、高架下にいる浮浪者への見回り等を行ってほしい。

安心して子ども達が遊べないです。 

� 各小学校に区の職員や元警察ＯＢの方などが１人ずつ常

駐し、暴力的な言動の子どもを遠くからでも見ているこ

とで抑止力になると思う。 

� 公園に不審者が現れたり、自転車に乗って通行中の児童

を脅かす不審者がいたり、不審者情報が多くなっている

ように感じます。学校でも保護者の防犯パトロールが行

われていますが、豊島区全体でもっと意識を高め、安全

な町づくりを進めていってほしいです。 

� 子ども達が安全に学校に通えて、安全に公園で遊べる環

境であり続けてほしいです。地域の方の見守りはとても

ありがたいです。 

� 東通り商店街を通学路にしているが、歩道が狭すぎて危

険。今すぐに安全な歩道に拡張してほしい。ガードレー

ルも設置してほしい。豊島区の中学受験率は 30％などと

言われていますが、高学年の子は塾の勉強で夜遅いし、

とても疲れている。学校の宿題が負担。宿題は減らすか、

学校でやってもＯＫにしてほしい。また、土曜授業も体

の負担になるので減らしてほしい。 

� 防犯パトロールは、夕方暗くなるあたりに強化してほし

い働く保護者にとってこの時間帯が一番気掛かりです。 

� 犬をリードなしで散歩させているのをやめさせてほしい。

歩きタバコもやめさせて欲しい。もっと区が積極的に禁

止運動をすべきであると感じます。街灯が暗いのも気に

なる。もっと明るく、数を増やしてほしい。大人でもこ

わくて歩けない。 

� 春、夏、秋、冬、それぞれの時期により、夕方、家に帰っ

た方が良い時間に放送をかけてほしい。「良い子のみなさ

んは帰る時間です。気をつけて早く家に帰りましょう」

…のようなアナウンスを流してほしいです。冬は５時で

もまっ暗です。夏は、７時でも明るいです。子どもは、

明るさだけで平気でおそくまで遊んでしまいます。よろ

しくお願い致します。 

� ウチの前の道路千川通り～二又交番へ抜ける一方通行の

バス通りで、歩道にガードレールがありません。通学時

間帯にもかまわず路上駐車をしているドライバーがあと

を断たず、それをよけて通ろうとする自動車や自転車が、

大きくふくらむ形で走ってくるため、かなり危険です。

２～３年前には小１の女の子が接触事故にあう事態も発

生しました。せめて通学時間帯だけでもスクールゾーン

として、路駐を全面禁止にする措置をとれないもので

しょうか？ 

� 冬期の帰り道の暗さが気になります。街灯を明るくする

か数を増やさないと危険です。大学等の環境学の研究者

とタイアップして一度調査されてはどうでしょうか。高

齢者が多く、細い道を自転車が通ったり、高校生が道一

杯に広がったりしている状態なので、死角を作らない環

境整備が必要だと考えます。 

� とにかく車道を走る自転車の信号無視が多すぎ青で渡ろ

うとしても赤で突っ込んでくるので非常に危険… 子ど

もだけで渡らせるのが不安… 大人がルール無視してい

るのではどうしょうもない。  

� 平日は学童クラブに行っていますがお休みの時など、兄

といっしょにお留守番していることも多いです。でかけ

る時は、どこに行くのか、暗くなる前に帰るようにと、

前もって必ず確認するようにしています。また子ども達

だけで自宅にいる時は、父母以外の電話にはでないよう

にしています。防犯の為です。 

� 豊島区のスキップ制度について、いつでも自由に利用で

きる点など大変ありがたいと感じております。一つお願

いですが、仰高小前の道路が狭く、スピードを出して走

る車が多いためその改善をご検討いただきたいです。是

非お願いいたします。このようなアンケートを実施し、

少しでもよりよくしたいと取り組んで下さる姿勢が、豊

島区に住んでよかったと思います。 

 

21 子どもを取り巻く有害環境対策の推進 

� 小学生になった早い段階で、電子メディアとのつき合い方

について指導していただけたらと思います。テレビやスマ

ホ、ＤＳについてそのリスクも含め学ぶ機会を学校でつ

くってもらえないでしょうか？ 

� 巣鴨駅南口前の風俗店の呼びこみをやめさせてほしい。

黒服の呼び込み、ガールズバーの女性。近くには塾が多

いので夜に子どもたちがたくさん歩いています。風紀を

乱さぬよう指導をお願いします。 

� 区立の幼稚園を増やしてほしい。緑の多い町にしてほし

い。繁華街は子ども達にとって悪影響を及ぼす所、なる

べくなくすか、緑を増やしてきれいにしてほしい（池袋

駅周辺、北口等）。女の子の親にとっては池袋駅前はとて

も心配です。私の子はまだ小学生ですが、高校生になれ

ば一人で駅に行き、通学するようになります。その時が

とても心配です。本当に何とかしてほしいです。女子高

生も安心して一人で歩ける駅前にして下さい。よろしく

お願いします。 

� 駅周辺では、たまに歩きタバコをしている人を見かける

ぐらいですが、ちょっと横道や住宅街に入っただけで歩

きタバコの人がたくさんいます。小中学校の周りでも平

気で吸って拾てていきます。たまに見回り？の人を見か

けますが、ただ歩いてるだけのように思います。もう少

し強く、歩きタバコ禁止を目立たせる事はできないので

しょうか。 

� 10 才においては、インターネットやスマホの使い方、指

導が難しくなってきている。そのような相談を受けて下

さる、テレホンサービスが夜にでもやってくれていると、

嬉しい。 
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22 地域住民との協働による子育て支援 

� 区民ひろばや児童館等、区の施設が地域によって偏りが

あるように思います。（西池袋は広いのでそう感じるのか

もしれませんが…）。この周辺は治安もあまり良いとはい

えないので、積極的に町会のお祭りやイベントに参加し

て、子どもと地域の年配の方の接点を増やすようにして

います。そのせいか通りであいさつを交わすことも増え、

安心につながっています。特に登校時のパトロールには

大変感謝しています。 

� 他県から引っ越して来て、あまりにも“子育てのしにく

い土地”だと思いました。安心して遊べる公園や児童館

はないし、町内の子ども会なども組織されていないし、

幼稚園の数もないし、特色のある所もないし…。子育て

家庭を受け入れようという考えはないのだなぁと思って

いました。子育てに魅力のある区になってほしいと思い

ます。 

� 豊島区から発信される不審者メールがもっと早く届いた

ら…と思います。運動会の時、近隣の方への迷惑などを

考えてだと思うのですが、音楽は小さすぎ、ピストルは

小さく、スタートが聞こえない子はスタートが遅れ、一

生懸命子どもが何かを言ってもマイクを使わず、全く聞

こえない…。盛り上がりに欠ける運動会がとても残念で

した。日頃から学校と地域の方とのコミュニケーション

を取る…というのは難しいのかもしれませんが、せめて

行事の時には、子どもも、観ている側も、満足のいくも

のになるような進行ができるような関係になれていれば

良いのにな…と思います。 

� シニアの方々はじめ、地域で子どもの面倒を見るような

システムを構築してくれれは、自分も参加してみたい（我

が子の面倒を見てもらうだけでなく他人の子どもとも交

流したい）。 

� 子育てに悩んでいるお母さん達が多いと思う。もっと地

域で子育てをするような環境になってくれると良いと思

います。 

� 子どもに厳しい目を持つ人が多いです。温かく見守り、

地域で子育てしていこうという意識を定着させるのは難

しいように思えます。 

� 区内の高等学校の（敷地内ではあるのですが）公道に接

する所で、職員の方がタバコを吸っています。公園がす

ぐ脇にあり、近隣には幼稚園が二園あります。喫煙所の

設置について、配慮が足りないなぁと感じています。教

育関係者の喫煙ということで、とても残念に思ってしま

います。そういう小さな不安や気がかりは日々沢山あり

ますが、どこへ届ければ良いのかわかりません。こんな

小さなことで区が動いて下さるとも思えませんし、お手

をわずらわせても申し訳ないと思ってしまいます。『地域

で子どもを育てる』というのは、とても高いハードルで、

遠い理想に感じてしまうのが、正直な気持ちでしょうか。 

� 区民ひろばの読み聞かせの内容はシニア向けだった（お

しょうさんが泥棒に殺され息子４人が相続争い、 息子

の私財がおしょうさんのたましいひの玉によって焼かれ

るという話）。アンケートが実施されるわけでもなく、今

後の参加はありえないと思いました。うるさくしたらシ

ニアに迷惑かけるので２階のみの利用を５才児に強要し

たが、そこで出されたおもちゃは乗って足でこぐ車（対

象年齢３才以下）６台とゴムボール。幼稚園児があそべ

る学べる施説が充実してない。区民ひろばは運営側がシ

ニア層なので子育て世代の意見をもっととり入れるべき

だと思います。 

� ２年前に引越しをしてきて、古い下町の色が濃い地域で

最初はとけこめるか不安でしたが、町内、御近所の方

（ずっとそこに住んでいる方）がとても親切に沢山声を

かけてくれて、町内行事等に誘って下さったので、本当

にありがたい事だと思いました。小学校も地域ととても

密着した感じなので子どもも楽しく、通学しています。

ただやはり狭く、入りくんだ所が多い上に、車の進入が

あるのでその点では少し不安なところがあります。 

� 私達の住んでいる西巣鴨は巣鴨に近いということもあって

か、老人が多いですが、老人の中には子どもを疎ましく思っ

ている方もいらっしゃる様で、優しく声をかけて下さる方は

ごく少数。こちらとしても迷惑をかけない様にと努めていま

すが、老人、初老の方は、顔や態度に出す方が非常に多いと

感じ、時々不愉快です。こんな地域に住んでいれば、地域活

動等参加したくなくなるのは当然だと思います。考えてもの

をおっしゃっていないのか、それともわざとなのかは知りま

せんが、「少子化なんだから、子ども産みなさい」「二人目

は？」といわれた事が何度となくありますが、じゃあ子育て

に協力してくれるの？それなら頑張りたいですと言いたい

です。そういう風に言う方に限って、いざとなると「私、用

があるし、年だから面倒みれないわ」と言われると私は思う

のですが。豊島区は池袋という大きな街もかかえて大変だと

思うので、子どもが良い環境で…とか、そういう思いは私に

はあまりありません。ですが、そこに昔から住む老齢の方に

は、もう少し子どもに対して優しく頂けたらと思う日々です。

自己中心的な老人が多すぎます！！ まだ若い人の方が常

識ある行動ができています、私から見たら。 

� 近所に祖父母、親戚はいませんので、積極的に地域イベ

ントに参加しています。その中でかなり地元の大先輩の

方々と知り合いになることができ、子どももよくしてい

ただいています。町内会イベントがもっと子ども寄りだ

と参加しやすいかもですね。 

� 商店街など地域が子どもの見守りを行うための助成。イ

ベントにもっと力を入れることが住みよい町づくりにつ

ながると思う。・他区での取り組みだが、ハロウィンのイ

ベントで「子ども１１０番の家でおかしを配布する」と

いうのかあった。子どもたちに１１０番の家をおぼえて

もらうのがねらいとのこと。豊島区でもやってもらえれ

ばと願う。よろしくお願い致します。 

� 区民ひろばになってから、小学生が遊べる、スペースや

時間が限られていたりしてとても邪魔者扱いされている

ような気がする。お昼ごはんをもってひろばに行っても

大人がいないと食べるところがないなど不便を感じたこ

とがある。 

� 区民ひろばが近くにありますが、子どもが遊びに行っても

職員の方は遊んでくれず、結局子ども達は持ってきたゲー

ムで各自が遊んでいる様子が見られます。新宿区の区民広

場では、子どもと遊ぶ職員が何人かいて、一緒にボール遊

びをしたり、すごろくやこままわしをしたりしてくれまし

た。親がいつもついていかないと子どもをほったらかしに

されてしまう近所の区民ひろばには小学生になってからは

行かなくなりました。他の区のように、場所を提供するだ

けでなく、子どもと一緒に遊んでくれる児童館や区民ひろ

ばがあったら良かったなと思っております。 
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� 区民ひろばで、もう少し小学生が遊べる場所がほしいで

す。小学生は１部屋のみで遊んでいる事が多く、幼児優

先になっているので、子どももあまり行きたがらなくな

りました。 

 

 

23 家庭・地域・学校が一体となった教育力の向上 

� 無駄なＰＴＡ活動の廃止。暇な大人のサークル活動なら

任意で各自やれば良い。 

� 保育園での教育がどんどん充実し、親の就労に配慮した

役員活動であるのに対し、小学校では PTA 活動が重い。

役員を受けたが、実際、平日開催が多く、お手伝いでき

ない状況となってしまった。 

� 学習塾などの教育費が多くかかるため、学校の中で勉強

の取り組みを是非行なってほしい。放課後の特別授業の

様な形で、学習スペースをもうけるなどして全学年自由

に参加できる事が望しい 生徒同志で教えあうのもいい

し、先生に聞ける形もいいと思う。ただ先生の負担が多

くなるなら当番制など決めて行なうのはどうだろうか。 

� 他人のお子さんが危ないことやいけない事をしているの

に注意することをためらってしまいます。その子の親が

他人から注意されたと文句を言われるのであればしない

方がよいと見て見ぬふりをしてしまいます。色々な考え

があるので難しい世の中ですが、どんな状況であれ危な

い事や悪い事をして、それを注意することを非難された

り、「うるさい奴がいる」と言われることのない世の中で

あってほしいと思います。 

 

24 地域特性を生かした取組 

� 様々な家庭環境がある中で、「地域で子どもを育ててい

く」という意識を持ち、子をもつ保護者自身、子ども世

代とは無関係の住民まで、双方の意思疎通を図り、納得

できる、互いの顔が見える地域環境の形成に力を入れて

もらいたい。多岐に渡る施設制度（区民ひろば、スキッ

プ、青少年育成委、ファミリーサポート、etc）があるの

だから、相互の連係を強化し、つながりを持てれば、新

しい支援のスタイルが生まれるかもしれませんね。 

� 近年、外国人も多く見られるようになり、通っている小

学校でもいます。ますます、国際化が進むのに、英語教

育の時間の少なさを感じます。あわせて、ますます貧富

の格差も進んでいくであろう時代にお金をかけられる子

だけが民間の教室で教育を充実させ、そうでない子は、

知るすべもチャンスもない。親の格差が子の格差を生み、

色々な悪を産むのではないかとも思っています。休日に

ボランティアでも安いチケット制でも、外国人と英語で

ふれあう時間を設けたり、お年寄りで特技をお持ちの方

がいたら、先生になってもらい、何かを教わったり、お

金をかけなくても色々なことを体験させられるルームを

作ってはいかがでしょうか。 

� 土・日のスポーツクラブの参加もいいが、地域のイベン

トに無とん着なクラブが多く、参加をする様、話をして

いただきたい。 

便利で都会に住んでいる感はあっても緑が少なく家に

帰ってもにぎやかで休んだ気がしない。23 区の中でも豊

島区のイメージはあまり良いものではないと思われます。

教育＝文京区のような強みがあると良いのですが。 

 

25 ワーク・ライフ・バランス 

� 子どもが小学生になり、私なりに子どもなりに仕事への

理解をしながら二人で生活してきました。残業になるこ

ともあります。ですが、子どもと話し合い、子育てサポー

トはせずに残業の時も二人で相談して対応（食事のこと、

連絡のことなど）しています。利用したい方もいるかも

しれませんが、ひとり親であっても祖母祖父と同居して

いなくても、子どもと二人で話し合いながら対策をたて

ながらここまできました。今後望むことは同じようにひ

とり親であっても子育てと仕事を両立できるような保

育・教育を充実、安心できる環境であってほしいと思い

ます。 

� 国、都、区の余裕ある雇用で頼れる人材が育まれてきた

のが崩れつつある。現在、子や孫を安心して預けられる

状態ではない。公立の子育ての歴史を大切にして受け継

ぎ、雇用を増やしてほしい。安心して核家族やひとり親

でも預けられる、人材、人員を増やしてほしい。 

� 自分も子どもを授かるまでは、そういう意識は少なかっ

たと思うのですが…、小さい子どもや子育てをしている

母親に対して、もう少し温かい社会になるといいなと思

います。今の世の中、皆生きていくのに精一杯なのかも

しれませんが、特に大人世代の人の自分本位といいいま

すか、自分さえよければという風潮を強く感じずにはい

られません。それは、高齢の方や身体が不自由な方に対

しても同じだと思うのですが…、少子化といわれて随分

時間が経ちますが、もちろん特に女性が働きながら子ど

もを育てていける体制づくりに力を注いでいただくこと

も重要だと思いますが、社会全体で今後日本の未来を担

うであろう子ども達を育てようという意識を強めていく

ことが必要なのではないかと思います。 

� 小学校に入学して半年が経ちますが、今現在、私も仕事

がとても忙しくなかなか目が届かずにいます。２学期に

入り、やはり学校の生活状態がよくないと担任の先生か

らお話しがあり、参観でみても、全く集中できない姿を

目にして、まずいなと感じています。兄の時には、なかっ

たことなので、このまま常勤だと…という悩みをもって

いる所です。ただ仕事を辞めた所で変化があるかどうか

は、わからないのですが、私自身に時間のゆとりもない

状態ですので、両立ができるか不安で迷っています。もっ

と甘えさせてあげるべきと思いつつ、できていないなあ

と日々反省です。同居の為、祖父母に助けられているの

で、大分違いますが、本人の様子に変化がないので…。

今は、担任の先生と毎日連絡帳でやりとりをしながら過

ごしています。お忙しい中、真剣に向いてくれているこ

とに、とても感謝しています。家族で話しもしながら、
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少しでも良い方向になるよう、頑張っている所です。ま

とまりがうまくできず、すみませんでした。 

� 仕事と育児・家事を両立させることが難しいと感じなが

ら、祖父母の協力を得ながら生活しています。特に祖母

が病気等で倒れたら仕事は難しくなるだろうと思います。

また、経済状況について、収入面と子育てにかかる費用

を考えると共働きをせざるを得ないと感じている。仕事

に対し、生きがいややりがいを感じている人が就労する

ことは良いことだと思うが、専業主婦となりたい人が専

業主婦を選べない環境にあることには疑問に思う。 

 

26 その他 

� こうしたアンケートをとるなどの取り組みは、大切なこ

とですが、その結果をホッチキスにしてまとめるだけで

はなく専門家（統計学者等）による分析を踏まえて、具

体的な事業化に結びつけることがなくては無意味なだけ

でなくかえって現状を間違って（自分の都合のいいよう

に解釈するなど）捉えて、悪化させることになりかねな

いのではないかと心配です。 

� 子どもが思っている事や感じている事を話してほしいの

で、まず自分から自分の事を子どもに話すようにしてい

ます。仕事で帰りが遅いので、食事が外食やお弁当等が

多いので食事・食べ物について気になるが、まともに料

理として作って食べさせているのは朝だけです。学校の

給食をあてにしてます。 
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Ⅲ 中高生保護者 

１ 子どもの権利を保障する取組 

� 子どもの権利のチラシを学校で配られて持って帰ってく

るが、自分では目を通していない様子。ただ配るだけで

なく、内容について講議しなくては、意味がないのでは。 

� 子どもの権利に関する条例について知りませんでした。

どちらで発表しているのでしょうか。３年前に転入した

ので区のこともまだよく分かりません。 

 

２ 屋外遊び場所の充実 

� 子どもがおもいきりボールを蹴って遊べる場所が学校以

外にまるでない。体力の低下を指摘するなら遊び場を老

人施設にしないでほしい。 

� 子どもの体力低下が問題となりながら、ボール遊びなど

がのびのびとできる公園が全くありません。区内に数ヵ

所でもよいので、家から徒歩圏内にぜひ作ってほしいで

す。公園が無理ならば、校庭などを利用するのもよいの

では。 

� もう少し公園や運動場・プールなどの施設を充実させて

欲しかったです。（子どもが小さい時） 

� 小学校生がのびのびと安心して遊べる公園や施設が少な

すぎます。この地域の子はとなりの区の公園をよく利用

しています。中学生はいる場所が学校しかないので池袋

をふらつく子が多くみられます。 

� 高校生になった子どもと、豊島区へ転入したので、子育

て支援のことについて、あまり気にせず過ごしていたの

で、わからずすみません。小学生の頃なら、遊べるとこ

ろが少ない気がします。有償のスポーツクラブのような

ところへ集まっている子どもが多く、場所が難しいのか

なと、思いました。 

� 放課後に、キャッチボール（軟・硬式）や、サッカーな

どのスポーツができる場所を増やしてほしい。閉校と

なった小中学校の校庭を開放するなど。 

� 公園が少なく、遊具もつまらないものしかない。ケガを

する可能性がある遊具はどんどん無くなり、子どもの軟

弱化が加速している。親（大人）の過保護、過干渉が子

どもが社会に出た時に苦労をつらく感じさせるのだと思

う。大人の見守り（監視管理ではなく、危険がないよう

見守るのみ）の中で自由に遊ばせるのが良い。 

� 中学生が安心して遊ぶ場所をもっと作ってほしいです。 

� 子どもの遊びの場が少なすぎる。犯罪が多発するような

環境が多く、とても子育てがのびのび出来たとは思って

いません。私が子どもだったらゲームなどやるしかない

と思う。 

� 子育て中、体を使って遊べる場所が近くになく、（ボール

だめ）１人で公園に行ってらっしゃいとできず、困りま

した。公園があっても小さくて暗かったりします。不衛

生だったり。 

� 子どもが小学生の頃、外で遊ぶ場所がないと感じました。

都会では、仕方のないことですね。高校生となった今は、

友だちと外で遊ぶということはなくなりました。 

� 池袋本町地域での子育ては、不便です。公園は、板橋区

や北区に自転車で行きます。区内の公園は遊ぶ前提の場

所ではないと感じます。ほとんど利用しませんでした。 

� 休日は主に子ども達と小学校、中学校の校庭や体育館で

スポーツをしています。しかし千川や旧明豊、旧平和な

どが使えなくなり、年末や年始なども豊島区はすべて使

えなくなりました。子ども達はカラオケや友人達とゲー

ムをする等しかなくなってしまいました。子ども達が安

心して遊べる学校をもっと開放してほしいと思います。

人件費が高いなどと言うのであれば保護者や地域住民に

まかせてはいかがでしょう。よろこんでやると思います。

特に年末年始などは家族や友人達が集いやすいのでもっ

と区の施設を使えるようにしてほしいです。 

� 子どもは今は高校生で区外に出ていますが、小学、中学

と区内公立に通っていました。学校は問題なく、地域と、

係わり合いながら、いろいろな行事をしていたと思いま

す。遊ぶ場所がないので子どもスキップはとても助かり

ました。とはいえ近所には小さい公園があります。あま

り手入れがされていないように思えるので明るい、子ど

もが楽しめる公園にしてほしいと思います。 

� 中学一年生のクラブ活動が始まるまでの四月の一ヵ月の

間、今まで小学校の校庭開放で遊んでいた子は、突然行

き場を失います。何か良い方法はありますか？ 

� 私の住む千早、長崎地域には公園がいくつもあり、子ど

もが遊ぶ姿を見かけますが、他の地域で子どもたちが安

心して遊べる場所が少ないように思います。 

� 公園の整備。・土・日・祝祭日の中・高生の安全な遊び場。 

� 親子でキャッチボールを楽しめるような広い公園を作っ

てほしい（西ヶ原みんなの公園（北区のような）。 

� 遊び場がない。行き場がない。大きくなると、お金を払

わないと運動も出来ない。 

� 公園が有っても子どもがボール遊び出来なかったり、…

外で遊ばなくなったと言いながら遊びが自由じゃないよ

うに思います。スポーツは区営グランドに行かないと出

来ないみたいです。何気ない運動をすることによって体

の発達が進むのに…。何かが違うような気がします。野

球も地域のクラブみたいな団体に入らないと出来ない。

『子育て支援』…幼児のためのものなのでしょう

か？？？すみません、私には分からないことのようです。

親が親らしくなれることが一番の早道のような気がしま

す。立派な大人を増やす、利己的な大人が多いと子ども

も自分の事だけになりますよね？乱筆になりました。ご

めんなさい。 

� 公園は、小さい子か老人のために整備されていて、中高

生が仲間と過ごせる場所が全くない。バスケやサッカー

野球など、広くなくてもいい、壁打ちなどできる、バス

ケットコートの広さのオープンスペースを町に必ず１つ

は作ってほしい。ストレス発散の場が必要。今は、カラ

オケか友達の家に行くしかない。区民体育館は中高生に

は利用しにくい。いつでもぶらっと行ける場が必要。公

園近くに住む住人の小さなことの反応にいちいち対応し

すぎて、公園は中高生が遊べる場所でなくなっている（夜

7：00頃、手持ち花火をバケツに水入れてこじんまりと遊
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んでたのに、警察に通報されたり、水風船で遊んでて通

報（夕方））。その他いろいろ体験や話聞いています。公

園周辺の人に広い心を持ってもらうことも必要。地域全

体で、見守ることができる心地良い地域の環境が、子ど

もたちには何より大切です。 

� 子どもの遊び場に関して、以前からずっと思っています

が、公園でも、ボール遊び禁止だったり、木登りをする

と叱られたり…身体を思い切り動かせる場がない（学校

の体育館とか、予約が必要だったりする場しかない）。夏

も、公園の中で手軽に入れるプールが以前はあったのに

小さい子が楽しめるプールもない… 遊び場がなくて、

公園や室内でゲームしていると、今の子どもは、ゲーム

ばかり…と言われる… 子ども達も、かわいそうだと思

います。のびのびと、遊べる場がほしいです。（スポーツ

公園も、週に１回しか自由に使用できない…平日の午後

はどうなっているのかわかりませんが…）。 

� 公園でのボール遊びが出来ない、親子でキャッチボール、

サッカーも出来ないので出来る公園がほしいです。 

� 今は中学生なので関係ありませんが、小学生の時は、放

課後、学校に残ってそのまま校庭で遊べるシステムがな

かったので、不便だった。公園で遊ばせるよりは、校庭

で遊ばせる方が親としては安心だったので。中学生に

なってからは、池袋が繁華街なので、遊びに行かせるの

が気になる。 

� 公園があっても、大きくなってしまうと行くことがない。

広い公園があっても野球が出来る程ではない。体育館が

あっても、校庭があっても制限があるｅｔｃ。高校生に

なると部活で体を動かす以外場所がなくなるのが残念に

思います。 

 

３ 子どもの居場所・活動の場の整備 

� 幼児・小学生が集う所はあると思うのですが、中学生は、

どこで遊ぶのでしょうか？ 

� 子どもの居場所づくりも併せて望んでいます。 

� 児童館は残してほしかったです。 

� 子どもが赤ちゃんの時に児童館で知り合った母親たちと

は、子どもが成長した今でも良き友人ですが、児童館や、

小さな子どもが集まる場所が減っているのを見ると、今

の小さな子のお母さんはどうしているのか心配になりま

す。科学、運動、知育などを体験できる区立の施設がな

いのも、テーマのある施設がないのも、他の区と比べて、

子育てに弱いなと感じます。ただ、地域の方々が、子ど

もたちを見守る環境があるのは、この地域の良い所だと

思います。 

� 豊島区は、保育園が多く充実していると思う。子どもも

成長して社会の一員となるので、社会経験をつんで社会

生活にマッチ出来るような仕組みがあるとよいですね。

今年の夏は、ボランティアに 10日間位参加させて頂いて、

とても喜んでいました。部活や勉強も大切だけれど、そ

れだけじゃなくて、家ではなく社会でも普通に役に立て

たというのは大切なのではないでしょうか？自然に参加

できると良いですね。 

� 雑司が谷で児童館がなくなってから子どもが安心して遊

べる場所がなくなってしまいました。児童遊園では子ど

もの声がうるさいと苦情を言う方が近所にいらっしゃっ

たりするので、中・高年が健全に遊べる場所はまったく

ありません。ＪＵＭＰは校区をまたぐため、心配です。

児童館があったころにとれていた学年をこえたおつきあ

いがなくなり、学校でも先輩後輩の溝が大きくなってし

まったと思います。メールやネットに依存しない人間関

係が自然にできる場があればよいと思います。 

� スキップ（児童館）とひろばのたて割の施策はいかがな

ものかと常々感じてきました。同じ子育て支援の場とし

てもう少し歩み寄り考え方や対応を統一すべきだと思い

ます。 

� 南長崎スポーツセンターでは区でスポーツ指導をしてほ

しい。例えば、バレーボール週１回３ケ月とかシニアサッ

カー週１回３ケ月など 

� 学校のクラブの他に学校施設を利用した、安めの習い事

が少ないと思う。又、小学生が遊ぶ場が限られているの

で、例えばきらいな友達がいると行き場がない。児童館

は日曜日休館のため、日・祝に雨が降ると遊ぶ場所がな

いと思うので、充実させてほしい。 

� 隣接の文京区と比較すると図書館のサービス（時間、蔵

書数）公園（金あみの中で球技が出来る）などが見劣り

する印象。 

� 子どもが遊びに行ける場はすべて、日祝日は閉まってい

る。 

 

４ 妊産婦の健康確保と出産の支援 

� 婦人科は有る様ですが、産科及び病院が減っている様で

す。対策はいかがなのでしょうか？子育て以前の問題も

考えて頂いているのでしょうか？お願いします。 

 

 

５ 子どもの健康確保のための取組 

� 近所に小児専門医がいない。子どもが小さい時は熱を出

す度に文京区の病院に連れて行った。子育て支援とは、

単にイベント開催や相談窓口を作ることだけではないは

ず。せめて夜８時まで診てくれる小児科クリニックがほ

しい。 

� 中学以上の子が予防接種が中止になったり、副作用が出

たりするワクチンなどがあったりで、本来受けてなくて

はいけないものの情報などを正確に、伝えてほしい。 

 

６ 学習機会・相談支援の充実 

� 来年度、高校受験をする母子家庭ですが、周りの子ども 達は、学習塾などで学校での学習を受ける他に学んでい
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ます。我が家の場合、経済的な面から塾へ通わせること

が不可能です。どこかの区、市では、学習ボランティア

ということで、行っている所もあるようです。豊島区で

も是非とり入れ開催してほしいと強く思います。 

� 小・中学校を含め、成績の低い人に対する、向上対策が

ない。進学相談は、成績の良い人だけで成績の悪いのは

家庭の責任という考え方の様だった。親は成績が悪くて

も、子どもを高校へあがらせたいと思うもの。悪いのは

本人が悪いから、家庭が悪いからと、どこも相談に乗っ

てくれない。もっと親身になる、子どもの将来を考える

教育がほしい。自己を守る為の、学校を守る為の教育制

度になっていると思う。どうやったら成績が上がるか勉

強に興味を持つかを学校で相談にのってくれるべきなの

ではないか。教育のプロが先生ではないのか。 

� 私は心理カウンセラーの資格があり社会貢献を考えた事

があります。ですがスクールカウンセラーは臨床心理士

の資格がなければなれません。また、臨床心理士はカウ

ンセリング専門家ではありません。以前スクールカウン

セラーに相談に行きあまりに非道なスクールカウンセ

ラーだったので２度と利用しませんでした。ユーザー目

線に立った間口の広さとユーザビリティがないと子育て

環境は充実しないと思う。 

� 豊島区の子育て支援について色々な取り組みがなされて

いると思いますが、その取り組みに参加されている方達

は、考え方が前向きで、心配なこともその場で相談出来

ていると思いますが、参加に踏み切れない方は、子育て

に悩み父親も育児に参加せず、誰に相談して良いのかわ

からず、子どもにあたってしまう場合があったりします。

参加しない方の相談の場を作って頂き、やや虐待に近い

子どもへの対応を防いで頂けたらと思います。 

� 子育てに限らず、区の相談窓口は、土・日、休みの事が

多く、フルタイムで働く者にとっては使用しにくいです。 

� 豊島区の子育て支援とは何か！！ほとんど情報がなく、区役

所に行って相談しても、こちらの話を追求することばかりで、

対応してくれない。なんの為の窓口か、わからない、親身に

相談すれば、逃げ口上ばかりだ。こんな形ばかりの支援窓口

に税金を使って、人を雇うのは無駄だ。 

� 思春期の子どものかけこみ寺、犯罪から守る大人の目を

増やす、道徳の時間を徹底するなど…携わっている人達

の自己満足で終わってしまっているのでは？と感じるこ

とがあります。形だけで、実際に本当に支援しているの

は表だっている人々ではなく、違う所で骨身を削って尽

力していると思います。それは、窓口であるはずの機関

が実働していないからで、組織が機能していないのだと

思っています。諦めて耐えながら頑張るか、他を探すか、

いずれにしてもがっかりする事が多い、形だけのものだ

と思います。相談したい人は、皆切実な思いで（まれに

そうでない人もいますが）電話なりメールなりしていて、

一刻も早く解決したいと思っています。それなのに、た

らい回しにされたり、回答が得られなかったり、まして

や電話が繋がらないなんて、落胆なんてものではありま

せん。受け側の尺度で重要性を決めるのではなく、小さ

なうちに問題の芽をつむくらいの気負いで支援に当たっ

て頂きたいと切に願います！ 

� 悩みがある時に相談に乗る体制は必要だと思うが、介入しす

ぎになることは、逆に生活しにくくなる面もあると思う。

困ったら受けとめる、でも干渉しすぎない、地域、ボランティ

アにゆだねるには難しい部分があると感じます。 

 

７ 父親の育児参加の促進 

� 夫は企業戦士ではありますが、子育てに協力的で、現在

も父娘たち関係は良好です。 

 

 

８ 子育て中の経済支援 

� 医療費の助成については大変助かっております。 

� 今は、教育費が大変です。大学生の子どももいるので、高校

無償化はとても助かります。（子どもの成長に伴って、必要

とするサービスは変化します。）。今は、子どもの数が少ない

ので、中学生まで医療費を負担しなくても財政はなんとかな

るのかしら…。大変だと思いますが、是非続けてあげてほし

いです。お財布を持たずに小児科へ行ける制度があり、とて

も幸せなことを感じます。３人目の子どもは「社会の子」と

して、特にあつい支援をしてもよいと思います。豊島区とい

うより、日本としてですが。 

� 医療費の助成は現在もうけていますが、とても助かりま

す。それ以外では特に子育ての支援をうけている、とい

う印象は残念ながらありません。少子化一方の日本、ぜ

ひ頑張っていただきたいものです。 

� 豊島区に転入してまだ１年ですし、子どもが私立中のた

め地域のお付き合いもなく、区内の子育ての状況がよく

わかりません。回答が「わからない」ばかりになってし

まい申し訳ありません。中学生まで医療費が補助されて

いるのはありがたく思っています。 

� 医療費を助成して頂けるのはとてもありがたく思います。

インフルエンザの予防接種も、いくらかでも援助して頂

けるととても助かります 

� 高校生医療費を無償化にしてほしい。 

� 個々の家庭において、さまざまな事情があるにもかかわ

らず、所得が高いからと補助金等がすべて受けれないこ

とは不公平の様に思います。所得税、住民税等で判断す

ること不公平です。経済的事情は個々の家庭ではすべて

同じではないはずです。 

� 中、高と大きくなると教育費がかかるのに、子ども手当

の所得制限はやめてほしい。どこで線引きしているのか

よくわからない。 

� 区立小中学校に通う生徒が、学校での費用すべてが無償

であると良いですね。 

� 私立校に通う子どもの学費を少し豊島区で負担して頂け

たらとても助かります。 

� 伝統工芸や地域の子育てへの支援等、感謝しています。高校

生の親としては、やはり、金銭的補助に期待します。医療や

私学授業料等についてもご検討願えたらと思います。 

� 子どもの支援はとても良くやっていただいていると思い

ます。中高生を持つ世帯は幼稚園の子どもよりも、一度

に出る金額が大きいです。何か手当を他に考えていただ

けたらと思います。 
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� ５人兄弟、父母の７人家族、生活保護利用。夫は仕事を

しているが糖尿病のため、いつ倒れるかわからない。左

目はもうほとんど見えない状況。生活は大変。給食費を

いつも滞納してしまう。そうするとすぐに学校から電話

かかってきて気まずい。せっかくお金払っているのに、

中学の給食がまずい。小学校はおいしい。中学はもっと

工夫してほしい。家が狭く、子ども多いので児童館とか

外で過ごしてほしい。中学生が遊べる児童館があるとい

い。児童館など、公共施設は終わる時間が早すぎる。中

学生の遊び場は、遅くまでやってるといい。子どもが短

大に行きたいと言っている。自分で働いて、自立して行っ

てもらうしかない。生活保護を利用して、親戚中に「恥

だ」と責められてつらい。生活保護制度でなく、充実し

た子育て支援としてもっと経済支援があればいいと思う。 

� 子ども５人、祖父母、父母の９人暮らし。旦那の給料が

下がり、生活が苦しくなり１０年前から実家で同居して

いる。同居の際に、リフォームしてその返済と、子育て

の両立は大変だ。自身もコンビニでバイトしたが、現在

はヘルパーをしている。近所の人には、大変なら昼も夜

も働け(昔はみんなそうしていた)と言われて、つらい。

就学援助は本当にありがたい制度だが、卒業式シーズン

でお金がかかるときに、制服や体操着の出費も重なり、

４月に申請しても制服代などが振り込まれるのは７月く

らい。双子もいるので、本当に大変だ。就学援助はでき

れば１月くらいに申請して、卒業、入学準備金は必要な

ときに支給してほしい。上の子の友だちがいるおかげで、

ランドセルも服もみんな知り合いのお下がり。中学では

塾に通わせることもできず、都立高校に行ってもらった。

長女は、働きながら夜間大学に通っている。長男は高卒

で就職してもらった。両親が元気なだけましだと、自分

に言い聞かせて仕事頑張っている。 

� 高校１年、小学６年、父母の４人暮らし。長男が中学３

年の１月に、初めて就学援助を申請した。この制度は、

何度か受けようと思ったが、申請しにくいし、よく知ら

なかったし、仕事を休めないので聞きにも行けずにずっ

と受けていなかった。長男のママ友に聞き、卒業準備金

だけでも受けたほうが助かると思い、昨年１月３１日に

申請に行き、ぎりぎり１，２，３月分の援助を受けた。

長男は、高校受験のとき塾には行かずに勉強した。ママ

友に、チャレンジ支援のことを聞き、相談に行った。う

ちの場合、収入的にも支援を受けられた。高校受験料が

免除になるが、すでに振り込んだ後だったので申請でき

なかった。２万円は大きいので残念。就学援助は、長男

は小学１～中学３年１２月まで約１２万×９か月分、長

女は小学１年から５年１２月までの約１０万×５年分、

制度をよく知らないために、もらいそびれた。このお金

があれば、地域の野球にいるときに、エナメルバックを

買ってやれた。新しい運動靴も買ってやれた。私の虫歯

も治療できた。学校から就学援助やチャレンジ支援の手

紙が配られているのに、ちゃんと調べられなかった親が

悪いんだといわれているようで情けない。もっとわかり

やすい情報だとありがたい。旦那は毎日４時に家を出て、

２０時すぎに帰宅。自分も８時４０分に仕事に出かけて

遅いと２１時～２２時ころ帰宅。生活に余裕ないから、

友だちとゆっくり話とかしない。情報と、簡単な申請と、

いろいろアドバイスしてくれる人はありがたい。旦那と

同じ職場で、旦那は雇われ店主で、私はパート社員だ。

近所に両親がいるので助かる。もし両親の支援がなけれ

ば安心して仕事に行けなかった。でも両親がいなくても

せめて８時ころまで預かってくれる児童館があれば安心

して仕事ができると思う。高校生の息子は、大学は行き

たくないけど専門学校で手に職をつけたいと言ってます。

高校みたいに、学費の援助があればいいと思います。専

門学校はお金がかかるので、ためています。子どもは小

遣いもあげてないので、お菓子はじいちゃんに買っても

らい、学校に必要なもののみあげてます。ゲームセンター

やカラオケなどは行きませんね。携帯電話も買ってあげ

る余裕はないです。お金かかるから…。子どもの就職の

ことも、とても心配です。 

� ３人の子どもを育てながら高い税金を払い、子ども手当

も対象外。保育園に預けると高い保育料をとられます。

これでは日々の暮らしにきゅうきゅうします。学校教育

も、計算、漢字などの定着を図るミニテストや宿題も少

なく、必然的に塾への依存が発生します。豊島区固有の

問題ではありませんが、政府は子どもをあまりつくらな

い様に促している様に見えます。税は収入に応じてしっ

かり取るが、サービスでは差別しない欧州モデルの政策

が必要です。高い税金は高齢者に大部分使われ、払って

いる家庭は子どもの教育費の工面に苦しむのはあまりに

も理不尽です。 

� 豊島区の設備が整っていたとしても個々の家庭の中で歪ん

でいて子どもに自分の将来を絶望させている所もあります。

夫の扶養でも家庭内別居で母親の少いパート代で高校生２

人の食事・衣類・雑費で収入だけでは生活出来ずＷワークを

するにも、パート代103万越えても控養範囲の時、年末調整

などの時妻の収入を言わないといけないのかが心配もあり

ます。労働時間を103万越えて働いても夫に取られてしまい

そうで不安です。夫の兄第、従姉妹が未婚で、姑は孫に見る

んだよと念押すように言って親族のために息子の家庭をお

かしくしてしまいました。子どもが将来を否定的な見方をす

る様になりがちです。夫の自分勝手、夫の姑姉妹のやり方が

子どもを苦しめます。 

� 中学で手当てが終わりますが、本当にお金がかかるのは、

その先の高校と大学です！！その年代の子が２人も３人

もいる家庭は、本当に本当に大変です！！学費、塾代、

部活代、そして、何より、よく食べる！食費！←いちば

ん削ってはいけない！ 

 

９ 子育て支援サービスの充実 

� 子どもが小さい頃は（就学前）母親が積極的に外へ出な

いと、なかなか子育てへの不安を解消するのは難しいの

で、区の子育て支援が、今以上に充実する事を願います。 

� 子どもに対する支援が、乳幼児にばかり向けられている気が

する。実際、小学校高学年～中・高生はお金もかかるように

なるし、反抗期で子どもとの接し方に悩んでいる人も多いと

思う。もう少し何か出来ないものでしょうか？ 

� 子育て支援をしていたとしても、あまり世間に伝ってい

ないと思う。誰もがあたりまえのように知られていない

といけないのではないか？個人が支援を受けるかどうか
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ではなく、内容を知らず、受けたい人が知らないまま我

慢しているかもしれない。情報の得方がわからないとか。 

� 子育て支援の活動内容を、もっと区民にアピールして（広

報としま等を使って）区民が積極的に利用できるように

すれば良いと思う。 

� 清潔さがほしい。子ども本人の力になってくれる専門家

が、休日を問わずかけつけてくれるような制度が必要。 

� 豊島区には私が小さい頃から住んでいて結婚後も豊島区

に住み、数年程文京区に住んでいましたが、ここ数年は

豊島区に又住んでます。子どもも２人いて色々な施設を

利用していますが、特に子育てしやすいと感じた事が今

までありません。文京区の方が子育てに向いている部分

もあります。役所の方は以前よりとても対応がよくなり、

何でも相談しやすくなったように感じますが、せっかく

子ども子育て支援新制度というものをやっていくなら

もっと子育て世代に伝わるようにしてほしいのと（実際

にこういう計画がある事も知りませでした）もっとアン

ケートでも口頭でも良いので子育て世代の意見をどんど

ん聞いてほしいです。 

� 家事を手伝ってくれる人がいれば、子どもともっと余裕

をもった生活ができる。 

� 結局のところ予算がしっかりと回らず、必要としている

ところに活用されてない。事情がそれぞれ違うのだから

ニーズに合う様にしっかりと調査等するべき。 

� 区立の学校に通っていないと、区で行われている子育て

支援の情報がなかなか入って来ないので、地元の同年代

の友人をつくるのが難しいです。電車通学されているお

子さんもたくさん見かけますが、皆さん、どうなさって

いるのか気になります。 

� 子育ての支援が将来を支えることに繁がる大切なことで

あると思うが、最終的にはお金も動くことなので、どこ

までをどのような人をどんなことを対象に、支援してい

くのか難しい問題だと思う（老人の問題もあるので）。 

� 今、若いママたちの子育てサポート（短時間）に協力で

きる場があれば、参加したいです。 

� 他の区にくらべ、新しい事への取り組みが、遅い気がし

ます。子どもへの支援が、いつになっても、あまりかわ

らないと思います。 

� 職員の人件費をカットし子育て支援に廻せばよいので

は？ 

� 独身の時に、会社の先輩から「豊島区は延長保育が進ん

でいる」と言われ、現在の住まいに引っ越してきました。

それから 20年近く経ち、当時より様々な施策も進んでい

るように思いますが、それ以上に働く、働き続ける女性

が増えましたね。区としては、最低限のレベルを担保す

るという大命題がある事でしょう。そういう意味では今

後経済的弱者をサポートする方向にいくのでしょう。そ

れは大切な事だと思いますが、一方でフルタイムで２人

共働いている私のところのように、税金は２世帯分払っ

ている割には世帯収入という単一の規準で様々な援助を

受けられず、ずるいなーと思う事は時々あります。一人

で二人分稼ぐ医者や弁護士と違い、フルタイムのサラ

リーマンは、かなり時間も仕事にとられ、毎日必死です。

もう少しこういった中間層を考えた施策があると、嬉し

いのですが…。 

� 子どもは既に２人大きくなってしまいましたが、小さい

頃は一時預かりを気軽にできることが望ましいと思って

いました。現代社会（特に都心部は）において核家族化

しており、週に２回ぐらい、２～３時間預かっていただ

けると、母親が休まると思います。 

� 空いた時間に小さな子どもを預かる子育てボランティア

制度のボランティアなどできるのに、豊島区は導入され

ていないのでしょうか。思うままに書きました。 

� 夫婦正規職員で共かせぎなので収入の割に納税している

と思うが、区の子育てサービスを利用したと実感したこ

とはないが、何か利用しているのだろう。都会ではニー

ズが多すぎて一つひとつ対応できないのだろう。幸い、

母と叔母が近くに住んでいるので、保育を補ってもらえ

たことも影響している。 

 

 

10 保育サービスの充実 

� 就学前は保育園でお世話になり、とても充実した子育て

を行うことができました。残念ながら小学校へあがって

からは、地元の公立ではなく国立小学校へ通っていたせ

いか、２年生から学童保育にいれてもらえず、とても困

りました。また上の子の時も途中から学童保育の運営や

内容などが変更され、とても「よくなった」とは言えな

かったことを記憶しています。おさんじを５時に出すな

ど理解できませんでした。現在のことはよくわかりませ

んが、更に悪くなっていないと良いのですが… 

� 子どもが小学生の場合で、夜間に預かって頂ける場所が

あればいいと思います。区の方でやって頂ける施設が既

にあるなら、その情報も広く教えて下さると助かると思

います。 

� 子どもが感染性の強いインフルエンザ等にかかった時、

保育園も学校も行けません。予防接種も 10,000円をこえ

る金額を払って受けても確実でなく、その上、仕事を休

まなくてはいけません。職場でイヤミを言われたり、就

職できなかったり、と、辛いコトも多いです。学校や、

保育園も、そういう子どもたちをあずかれる様な施設を

つくることはできませんか？看護士をつけて、完全に隔

離された部屋で、という様な。休めない父母が結局、イ

ンフルエンザをかくして預けてたり、という話も聞きま

す。仕事は簡単には休めません。区役所の方は、どうさ

れてるんでしょう？簡単に３日、４日と休める体制なん

でしょうか？ 

� 以前学童にお世話になっていた時におやつの廃止や職員

の削減があり、説明会に行ったことがあります。その時

は「説明会」と名を付けていながら、「もう決定事項だか

ら利用者の意見はきかない」といった姿勢にとても不信

感を抱きました。児童館の方は何とか今まで通り、おや

つの提供（利用者よりおやつ代を集金して、ヤリクリを

してくれていました。）を続けようとしてくれていました

が、区は「廃止」の方向から考えを変える気は全く無い

様でした。子どもが幼い頃から保育園や学童にお世話に

なっていて、現場の方々には本当に感謝の日々でしたが、

あの体験から豊島区の保育に対する姿勢には今でも不信

感をぬぐえません。 

� 保育園の庭が狭いため、広くするか、近隣の学校をかり
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て遊べる時間をつくれるといい。  

 

11 子育て期の住環境の整備 

� まだまだ教育が必要な子どもに、安心して暮らせる住宅

の提供を受けられる日を待っている次第です。 

� 子育て世代が一番広い住居を必要としている。しかし経

済的に難しい。 

 

12 子育て世帯にやさしいまちづくりの推進 

� 子育てにかかせない自転車の駐輪場があまりにも少な過

ぎです。駅から遠い場所にあっても利用出来ません。住

人が気持ち良く生活出来るように整備を考えてほしいで

す。短時間の買い物で自転車を持って行かれるのは非常

に気分が悪い。子育て中は料金のかかるバスやタクシー

は使いません。どこへ行っても自転車の駐輪で気苦労が

絶えません。 

� 幼少期を北区ですごし、公園が少くないこと。車の交通

量が多く、小さいお子さんは大変だと思ったことがあり

ました。高校生、大学生、大人になれば、北区よりは生

活しやすさはありますが。私は子どもが大好きで大切で

す。たくさんの経験の中で伝えていけることを伝えられ

たらと。 

� 子育て世代が住んでくれる町、住みたいと思う町にして

活気ある区になってほしい。緑を増やしてほしい。小学

校で近所迷惑になるからと遊具で遊ぶ時間が限られるの

はおかしいと思う。学校は昔からあるのだから、近所の

人に理解していただけないものなのでしょうか 

� 住民同士が明るく、声をかけあう環境に出来たらと思い

ます。まずは、自分自身からと、子どもの学校でのＰＴ

Ａ活動のおかげでたくさんの友人が地域に出来たことが

何よりの宝です。豊島区には感謝しています。少しでも

恩返し出来ればと思っております。 

� 豊島区は子育てがしやすい環境ではないので。 １．緑

を増す。 ２．公園を増す などをしてクリーンなイメー

ジを大切にするともっと家族の方が多く住むと思います。

特に西口などせっかく整備されても駅前に緑が少く公園

もとても安全とはいえません。行政ももっと高い意識を

持ち、イメージ戦略など街づくりのプロの意見を聞いて

行うことが大切であり、またそのことにより豊島区を豊

かにすると考えます。 

� 子どもが中学生になり、乳幼児の頃の育児の大変さをな

つかしく思い出すことが度々あります。私達夫婦の実家

が遠方のため、24 時間、365 日、当時帰宅の遅い主人と

共に子どもを何とか１人育ててこれたなぁと実感してい

ます。子どもはいくつになっても、手がかかり、誰かの

あたたかい眼差し無しには、子どもの成長は、難しく思

います。どんなに社会が過ごしやすく変化していったと

しても、子育て中の家庭が、又は母親が孤立しないよう

な街であってほしいと思います。 

� 本当に困った時は、すぐには役に立たず、民間を利用す

ることが多いように感じられます。困っている人には、

すぐに手がさしのべられる区政であってほしいです。 

� ３人の子どもを育ててきましたがすでに大学３年、高３

（アンケート対象）、中２になっており、赤ちゃんから小

学生の時期だった頃とは求めるものが違ってきています。

また４年前に現在地に転入してきたため豊島区の子育て

支援はほとんど関わらない年齢になっており、また私が

専業主婦で、子ども達３人が私立で他の区に通学してい

ることもあり、あまり参考にならない回答になっている

と思います。配偶者の転勤で今まで住んできた地域がた

またま自然の多い、小さな子ども達を育てるには恵まれ

た環境でしたので（名古屋、新百合、札幌、湘南）、その

点で問３３はからい点数になりましたが、既に中高大に

成長している子ども達には要町は便利で都会で住みやす

い環境で、みんな喜んでいます。予防接種など医療に関

しては充実していると思います。私達は社宅にいました

ので（現在は戸建）常に情報も入り、親同士も仲良く大

勢で子育てをしてきたのでとても助かりましたが、戸建

だとなかなか友人も遊ぶ場所も見つけにくいと思います。

また、働くお母さんがほとんどになりつつあり、昔とは

環境が変化していると思いますので、ぜひ若い新米のパ

パママの力になってあげて下さい。 

� 最近高層ビル、マンション等の建設が多く見られ、豊島

区は区の商業都市化を目指しているように思い、従来の

住宅地域が住みづらくなって来ている感じがしてます。

そこでの子育ては今後、厳しい環境になると思います。

今後、豊島区はどのような方向へ行くのかを明確にして

もらいたい。東池袋の再開発もなにか中途半端のような

感じて、このような事が続くと若い人たちが住まなくな

り、子どもも増えず子育て支援以前の問題になりえると

思う。一時的にマンションが増え子どもが増加している

と思いますが、今まで住んでいる人たちは住みづらく

なったと言っています。 

� 子育てに力を入れた、いい区だとは思わない。知っている人

に、豊島区へは来ない方がいいと言っている位だ。区民が他

区の人に自慢できるような区になるようしっかりと予算を

つけて、区民の為の区政をしなければならない。 

� 環境がよいことにこしたことはないので、例えば、サン

シャイン通り付近の道路で、横断歩道をわたる際、喫煙

者が多く困っています（けむりがもくもくして大変くさ

い）。こういった所をお願いしたいです。公園も汚ないイ

メージが大きいです。 

� 東上線下板橋と埼京線板橋駅の近くに住んでいますが、

どちらの駅も階段があり、エレベーターがないため不便

です。駅のバリアフリー化は鉄道会社の問題なのかもし

れませんが、子連れや年寄りには不便だといつも感じて

おります。また東上線下板橋近くのカーブでよく驚笛が

鳴り、子どもが驚いて起きてしまうことがありました（家

にいても）。最近は少し減ったかもしれませんが、引き続

き朝や夜 10時以降の驚笛は控えてほしいです。良い点と

しては電車の見える公園が整備され、とても気持ちが良

いです。きれいな街づくりがとてもありがたいです。治

安をよくするためにも、これからも街づくりをよろしく

お願いします。 
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13 障害のある子どもへの支援 

� 下の息子が、小学校５年生のときに不登校になりました。

発達障害があり、お友だちと上手にコミュニケーション

をとることが出来ません。こだわりも強く、何か儀式の

ようなことをしないと次の動作に移れないといった症状

も出てきました。通級には何とか通っていたものの、ク

ラスの方には通えない状態が続きました。料理が得意な

ので、地域のお料理教室のイベントに参加したりしたと

きには、とても元気になりました。中学校に入ってから

は、登校できるようになり、通級も必要ないといい、友

達もできて、以前のように元気になりました。ジャンプ

もよく利用させてもらっています。通級は週１回だけ

だったので、不登校だったときに、毎日開いていて、息

子をありのままに受け入れてくれる居場所があったら良

かったのにと思います。 

� 発達障害の子どもがおります。幼稚園にすべて話をした

上で入園させてもらいましたが、保育料は他のお子さん

方と同じだけお支払いしているにも関わらず、午前中の

み、お昼ごはんまでいさせてもらえませんでした。他の

子と同じ教育も受けさせてもらえず、迎えに行くといつ

も１人で別の事をさせられていました。他の子ども達や

保護者との関係は悪くありませんが、園の代表がとても

差別的で、「こういう子がいるから困る」「嫌ならやめろ」

と毎日のように暴言を吐かれました。当時はなかなか他

のお子さん方と関わりを持てる場もなく、それでも通い

ました。「さわぐから卒園式には出るな」と言われ、運動

会も「できないから」と、他の同じ年のお子さん方の演

技を見守るばかりでした。小学校も普通学級に入れたい

と願うだけで、負担は相当なもので、入学通知が届いた

のは３月の終わる日でした。入ってからも付き添いを強

要されたり、母親は働くどころではありません。パート

ですら、つとめ先の理解が相当あっての事でした。子ど

もの権利を考慮される場でも、この様な事について今一

度深くご検討いただけませんでしょうか。中学校の先生

方は、とても良くして下さっておられます。 

� 母子家庭で生活保護、小学４年、６年、中３、内縁夫と

５人暮らし。下の子どもが前の小学校（学校選択制で家

の校区でない小学校）でいじめられた。家のある地域の

小学生にもいじめられて、「いじめられたらいじめ返しな

さい」と叱り、私自身も孤立していた。下の子は発達障

害と診断されて支援学級のある遠い学校に転校した。通

学にかなり時間がかかるが、いじめがなくなったのでよ

かった。特別支援学級があるせいか、子どもを理解して

くれる子が多い小学校だ。いじめをなくすため、通学時

間が短くなるために、特別支援学級がある小学校を増や

してほしい。学校の送り迎えを毎日しててしんどくて、

仕事辞めた。以前は水商売。無料学習支援は、無料なの

でとても助かる。子どもは勉強が苦手なことが、不安だ。

地域にもアパートにも知り合いがいない。地域に子ども

がいると、いじめられるから、子どもを外に出さない。 

� 小学校はスキップで障害児も健常児も一緒にすごせます

が中学～大人で共に過ごす空間がもっとあったら良いと

思います。 

� 東京都の副籍制度を区の中学校の先生方が充分に理解さ

れていないように思います。 

 

14 ひとり親家庭への支援 

� 豊島区は、その名の通り、豊かな町で教育熱心と感じま

す。反面、我が家のようなひとり親家庭は片身が狭く思

います。支援を受ける＝貧困＝かかわりたくない…概ね

その様に感じます。先月、大学生の娘の収入と私の収入

を合わせる事で家賃を支払って行きたいと不動産屋に伝

えましたが入居拒否されてしまい、賃料を下げるため、

娘とは別々の暮らしをせざる得ませんでした。まだ未成

年である娘と一緒に暮らしたい思いを込め、都営住宅の

ポイント申込を始めて３年以上経過していますが願いは

叶いません。昨年、ガンを患い治療の中、毎日が不安だ

らけです。生活保護を受けるにしても未成年であっても

大学に通いアルバイトをしている 19才の娘に親を養う責

任があると言われ、朝からアルバイト、夜大学に通う娘

に申し訳無さでいっぱいです。 

� 子どもにも友人との繋がりがあり地域で暮していく権利

がある。高齢者の住宅などはあるが、母子家庭が住む環

境が限られている。困っているし、都営住宅には６年ずっ

と申し込んでいるが落選している。助けてほしい。子ど

もには学区があるのだがらその地域で住めるようにして

ほしい。もしくは電車通学を認めてほしい。子どもを転

校させたくない。 

� 父子家庭（高校３年、中学３年、祖母）で４人暮らし。

離婚してから私（祖母）が子育てをしている。何でも安

心して話せる友達がいるので、なんでも相談している。

長男が高校受験の時は、他の子もみんな行っているので

学習塾に行った。ものすごくお金がかかり、負担が大き

かった。次男は、幸い中学３年の夏休みから無料学習支

援に行き、休まずに楽しく行ってくれてよかった。無料

な上に、祖母ではちょっと無理な学校見学とかにもボラ

ンティアが連れて行ってくれて、申し訳ないくらいだっ

た。このような支援は、あったほうがいい。長男が中学

の時は、友だちに恵まれず１１時ころに呼び出されたり

していた。本人も困っていても相談できなくて、祖母も

心配で、どうしていいかわからなかった。自分の親友（70

代）でなくて、子育ての仲間に相談したかった。ＮＰＯ

の食料支援がありがたかった。食べ盛りだから。次男は

中学で先生も友達にも恵まれていた。しかし、高校以降

の成績、就職など不安だ。 

� 一人親の自分にしたら、もう少し教育費の負担をしてほ

しい。いくら頑張っても貯金ができない。まして一人だ

から自分が倒れたら子は生活ができない。収入があるか

ら良いでなくて、一人親手当ての充実が必要。お金を出

すのではなく、何か教育にかかる物の減額補助がほしい。 

� 母子家庭で１人親で下の子は勉強に取り組む力が不足し

ていて、家計的に塾にも行かせてあげる事も出来ず、こ

れからどうしていいのか分からない事もあります。子ど

もが自立して行けるのか親の収入できまってしまう事に

申し訳けなく思う事があります。 

� 私立中学の補助金（ひとり親）制度の充実 ・大学入学金な

どの補助金制度（高校～大学卒業までの補助がない）一番お

金がかかる時期に子育て手当みたいのがあるとよい。 

� 母子家庭（母、専門学校１年、高校３年、祖父)４人暮ら
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し、パート勤務。自身が中学生のときに、母が病死。姉

は高校を中退して、父の中華料理店を助け高校卒業させ

てくれた。その後、結婚したが１５年以上前に離婚。実

家に戻り父と４人暮らし。持家だが、仕切りなしの２間

（かなり狭い）に４人で暮らす。父は腰痛で中華料理店

を閉じ、現在はご自身のパート収入で生活。父は、現在、

再び腰痛で入院。風呂はないので銭湯利用。年頃の子ど

も２人なので銭湯代がかかる。姉は高校中退して自分を

育ててくれたので、父のことで苦労をかけられない。父

が退院したら、パートの仕事は時短にして、介護もやる

覚悟。ここまで育ててくれて、離婚後親子３人を支えて

くれた父なので、恩返しなくてはいけない。しかし、経

済的に苦しい。現在専門学校１年の長女は、医療系の学

校のため毎日テストがありバイトできない。しかし、学

費も高くお金の心配で安心して勉強できない状況。まも

なく、長男が高校卒業して就職するので少しは楽になる

といい。本当は、長男ももっと勉強したいが、経済的に

働くしかない。高校、大学、専門学校は小中学校の頃よ

りもっともっとお金がかかるのに、就学援助や子ども手

当は中学まで。母子家庭でも医療費は高校までしか無料

でない。しかし、１８歳以降でも、生活を切り詰めて大

学や専門学校に行っている子は子どものようなもの。で

も制度がないので、予防接種も、医者も我慢している。

専門学校に通うために、無利子の奨学金をもらっている。

しかし、卒業とともに借金を抱えるということ。特別成

績優秀ではないので、もちろん返済免除の奨学金は申請

できない。「勉強したいならしなさい」と世の中は言うけ

ど、お金がない家庭の子どもは勉強できない環境という

ことを知ってほしい。どうにかしてほしい。本当に、お

金がないことでこんなに子育てが切ないことなのか…と

いうことを子どもが高校生になると実感する。悔しい。

中高生、学生にも支援を充実してほしい。ＮＰＯが支援

してくれるお米、調味料などの支援は本当にありがたい。

助かる。行政でもやってほしい。母子家庭の支援制度な

ど、情報少ない。聞きに行かないと情報提供してもらえ

ない。自分のことなど考えている暇ない。私に何かあっ

たらどうなるのか不安。 

� 母子家庭（DV で離婚）で、３人暮らし。母は現在無職で

長女はバイト、長男は都立高校２年。長女は専門学校進

学が決まっていたが、入学金が払えないまま、高校卒業。

専門学校進学は叶わず、間もなく居酒屋バイト１年にな

る。長男は、都立高校２年。部活とバイトの両立ならず、

現在週６回、回転すし屋でバイト。テスト期間でも休ま

せてもらえない。月収１０万以上だが、高校の積み立て、

副教材、身の回りの用品などを購入。母の実家に仕送り

もしている。豊島区の子育て支援環境は充実していると

あまり感じないし、情報が届かない。DV でやむなく住む

ところを転々として、現在のところに落ち着いた。その

時点では子どもは高校生と中学生だったので、色々不安

なことやお金のことで相談したかった。このような環境

は、ハンデを背負って生きていると同じだが、必要なア

ドバイスを積極的に届けてくれない。最後の手段として

区の窓口に行くが、その時の心境がどのような状況か、

窓口の人はわかっていない。専門でない人に、相談して、

しかるべきところに繋いでもらえない、理不尽な対応に、

もう二度と窓口に行きたくなくなり、子育てがつらくな

る。シングルマザーや低所得の家庭が使えるサービスの

一覧とか、情報をあらかじめ開示してほしい。ホットラ

インで気軽に相談する窓口がほしい。私たちのサポート

は、行政だけでは無理だと思う。しっかり役割分担して、

専門的なアドバイスがほしい。話を聴きとり、専門的な

アドバイザーにつないでくれる人がほしい。軽自動車を

所有しているので、生活保護を受けることはできないが、

生活は苦しい。 

� 母子家庭（母、中学３年、中学１年）鬱病、パート勤務。

１０年前に離婚、将来の不安から１０年前から２週間に

１度、心療内科に通院、抗鬱剤を服用している。一番話

を聴いてもらえるのは、心療内科でのカウンセリング。

アパートに暮らして、町内会に入ってないし、新聞をとっ

てないので区の情報がない。仕事はずっとパートのため、

収入は上がらない。しかし、帰宅も遅く、図書館などに

行くことがないから区報は手に入らない。区報を気軽に

手にいれられるところがあるといい。学校では先生はゆ

とりがないようで、子ども自身を見ていないと思う。補

助の先生を増やすとかして、先生が子どもに関われる学

校になってほしい。友だち同士うまくいかなくても、先

生との会話がないし、どうしていいかわからなった。仕

事や家事で、子どもの成績まで関われない。養育費をも

らっているので、他のシングルマザーの方よりは、経済

的に恵まれているかもしれない。でも、養育費の制度が

あっても７～８割の人が支払ってないらしい。パートで

なく、シングルマザーが正社員として安心して働ける

チャンスを行政で担保してほしい。それがないと、親は

いつも不安で子どもは安心できない。行政制度の支援を

受けるときに、仕事や収入など変わらないというのに、

毎年毎年現況届で家賃や、名義、支払いなど取り調べの

ように、細かく提出している。それ自体、仕事を休んで、

窓口の人に冷たく対応されて本当に気分も沈む。せめて、

紙ベースをやめてほしいし、行政で確認できることは確

認してほしい。シングルマザーはお金だけでなく、時間

も余裕ないことわかっていないと思う。子どもの進学、

奨学金などに不安を感じている。 

 

15 児童虐待防止対策の強化 

� 小さい頃から幼児教室等に通っていたので、区の子育て

施設は利用しませんでしたが、高校生になった今まで何

事も危ない目に合う事なく過ごす事ができました。長女

は区立の小学校に通いましたが、先生方も目をかけて下

さり、充実していたと思います。ありがとうございまし

た。ニュース等で、児童虐待をよく見ます。赤ちゃんや

小さい子が親から虐待される事はとてもかわいそうです。

もっと児童相談所が強制的に引き離し、安全な場所に連

れていき守ってあげる事ができるようにしてほしいです。 

 

16 不登校・ひきこもりの子どもへの支援 

� 息子が中学に入るときに引っ越しをしてきました。母子 家庭です。小学校までは、何の問題もなく友達もいて活
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発で明るい子でした。ところが、入学してすぐにいじめ

にあい、登校できなくなってしまいました。学校での指

導はありましたが改善せず、今はほとんど家にひきこ

もっている状態です。担任から「柚子の木教室」を紹介

されましたが、息子は「学校」が関わるところは拒否し

ます。地域の中に、不登校の子が気楽にいける居場所が

できることを望みます。私が仕事から帰ってきたら、家

ではごく普通に会話をしています。このまま中学生の間、

家で過ごして欲しくない、友達とも遊んでほしいと切に

思っています。民間のフリースクールも考えましたが、

会費が高く、ダブルワークをしないと費用が捻出できな

いのでどうしようかと悩んでいます。 

� 一昨年、夫と離婚し、豊島区に引っ越してきて中学２年

の娘と２人で暮らしています。まったくお金がなかった

ので、生活保護を申請しました。仕事を探そうと思って

いたのですが、娘がネットにはまってしまい昼夜逆転で

不登校になってしまいました。何とか朝、起こして登校

させようと頑張るのですが、全然起きてくれません。父

親がいたときは、厳しい父親だったので、遅刻すること

も許されず、毎日登校していました。ネットでは、共通

の趣味をもつ年上の人たちとさかんにやりとりをしてい

るようです。大学生くらいのお兄さんかお姉さんが家に

訪問して、話をしたり勉強を見てくれたりしたらありが

たいなあと思います。他区ではそのようなメンタルフレ

ンドの制度があると聞きます。豊島区でもぜひやってい

ただきたいです。来年は高校受験を控え、都立しか絶対

無理なので心配です。 

� 17 歳の息子と両親の３人で暮らしています。小中高と私

立の一貫校でしたが、小学校の４年生くらいから学校に

行けなくなり、中学校はまったく行けませんでした。そ

の間、近くにあった「大正さろん」に通うことで、大学

生のお兄さんお姉さんや商店街のおじさんや地域のおば

あさんなどにかわいがっていただき、少しずつ外に出る

ことが出来るようになっていきました。高校からは、少

しずつ学校に復帰。本人にも行きたい大学ができ、今、

受験に向けて猛勉強をしています。私自身も親の会に参

加することで、随分助けていただきました。たまたま家

の近くに、息子が行ける場があったので良かったのです

が、その「大正さろん」もなくなってしまいました。子

どもが不登校になると、親もひきこもりがちになります。

地域の中に、不登校の子が安心して通える場が必要だと

思います。 

 

17 保育施設の充実 

� 近年、保育園への入園がますますきびしくなっているように

思われますので改善していただけるとよいと思います。 

� 保育園が足りないです。次男は１年待ちでやっと臨時保

育園に入った。もっと保育園を作ってほしい。 

� 保育園、学童保育の施設が少ない。子育てをする環境が、

あまり良くないと思う 

� 母親がフルタイムで安心して働けて子育てができる環境

の整備をお願いしたいです。子育てには教育費などお金

が必要となります。フルタイムで働きたくても保育園な

ど環境が整っていなければ子どもを産んで育てていくこ

とができません。 

� 保育園の充実、８年前に埼玉県から越して来たが子ども

を保育園に入れるため、何度も何度も区役所に足を運び、

事情を説明し、とにかく大変だった。とてもこれ以上子

どもを産むことはできないと思った。 

� 保育園の待機児対策では、基準に合った定数見直しをし

てつめ込み過ぎないようにお願いします。 

� 待機児童が多いと聞きます。只今妊娠中で、出産を控え

ている方達が、大変と話していました。そういう待機児

童の問題が解決すると、働く女性には、有り難いんだろ

うなあと思います。 

� 保育園に入れませんでした。保育園に入いれる様に人数

を増やしてほしい。子どもが小さいうちは「子育て支援」

は興味ありましたが、中学生となると、あまり、「区」へ

の要望はないです。 

� 以前廃園にしてしまった保育園を復活させれば待機児童

も少しは減るのではないですか？ 

 

18 教育内容の充実 

� 公立小・中学校の楽しく充実して授業、等基本的な部分

に力を入れてほしい。他の区を調査研究し、モデルとな

るような区にして頂きたい。 

� 子どもは公立小に通っていたが、学校は面白くない、と

言って中学は私立に進学し今は、楽しそうである。 

� 子どもを３人豊島区で育ててきました。隣接する、文京

区や新宿区にも良い学校が多くあるので教育の環境や母

親の意識は高いと思います。公立（区立）学校に二男を

通わせていますが、道徳的な指導が細かくされて良いと

思います。 

� 中学進学の時、学校見学に数校行って失望した。新宿区

の方が様々な面で充実している。 

� 小、中学校で勉強を習う場合、わからないまま、上の学

校へ上がってきて、意欲の低下につながっていってしま

う。できる子とできない子の差が大きくなっている。放

課後等、もっと補習の様な形で理解させてあげる努力が

必要なのではと思います。塾にいける子はいいが、いけ

ない生徒は先生しか頼れない。教師も常にレベルアップ

していく気持ちをもってほしい。数を増やす事（先生の

補佐でも良い）。 

� 豊島区の教育レベルを、文京区に近づけてほしい 

� 小・中学校の教職員のレベルアップというか、もっと授

業のわかりやすく教えられる方お願したいです。結局、

塾へ行かないと… 

� 学校教育が充実するかどうかは、教員の能力、やる気、

保護者の協力が大事だと思います。公立・私立関係なく子ど

も達には平等にクオリティの高い教育を受けさせてあげた

い。経済力の差が子どもの学力の差にならない様に、公立の

教育内容の充実に力を入れてほしいと思います。 

� 子どもを３人豊島区で育ててきました。隣接する、文京

区や新宿区にも良い学校が多くあるので教育の環境や母

親の意識は高いと思います。公立（区立）学校に二男を

通わせていますが、道徳的な指導が細かくされて良いと

思います。 
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19 教育環境の充実 

� 中央以外の図書館の本の充実。中高生の調べ学習にはも

のたりなさを感じます。 

� 図書館の閉館時間が早すぎる。ＰＭ8：00までにしてほし

い。 

� 中学校に入ると人数も増します。１人１人の生徒の事を

把握していない気がします。（高校も同じ）どこの小・中

学校出身、どの辺りに住んでいるか家族他、面談に最低

限の情報を調べてもらいたいです。 

� 国を支えるのは、教育だと思っています。教育というと

勉強のことが強く印象になってしまうが、人間性を育て

ることだと思う。子どもたちが伸び伸びと遊べる（ガチ

ガチでない）環境づくりが必要に思う。 

� 固定級にもクラス分けが必要です。学習面、社会面、等、

様々な問題がある子が一緒では教育が成り立っていない

と感じます。「その子に合った教育を…」と固定級を勧め

られましたが、現状に失望しています。普通級ではつい

ていけない、しかし固定級のレベルの低さに今、子ども

はどこへも行けない状況です。不登校をなくすには、い

わゆる“グレーゾーン”の子どもを支援する事が必須だ

と感じています。 

� 中学校において、勉強ができない子へのフォローがまる

でなされてないと感じます。もっと勉強ができない子へ

のフォローがあってもいいのではないかと思います。 

� 30 人以下の学級を実現させてほしい。教室が狭いのでゆっ

たりと育ってほしい。小中が設備、人材を高めたら国私立に

流れないと思う。保育園も狭き門だと聞いている。行政の力

を今こそ発揮すべき。新庁舎なんていらないので未来を作る

子の育成に区長はもっと熱くなるべき。アンケートも税金を

使っているので有効に分析してほしい。 

� ０才から保育園でお世話になり、計３ヶ所の保育園を豊

島区内で通いました。先生達には本当に感謝しておりま

す。小・中学校と、個性的な先生方が多く、大変な時期

もありましたが、今では無事高校生となり、学校生活を

楽しく過ごしています。 

� 定年退職者が増えたせいか、公立校の教員の質が下がっ

ているような気がする。 

� 豊島区独自の魅力ある、また学力の底上げが期待できる

学校づくり。 

� 区立小学校、中学校の先生の指導力が低いように思う。

子どもに寄りそった先生が少なくなっているように感じ

る。子どもが卒業したのはもう４、５年前になるが、そ

の時にすごく感じた。熱心な先生が少なすぎる。区立だ

から仕方がないと言われれば、そうかもしれないが、子

ども達が信頼をよせる先生が本当に少ない。 

� 公立の中学校、小学校の先生のレベルを上げていただき

たいと思います。 

� 学校ホームページのさらなる活用。ＰＴＡのページ、部

活動（ＰＲ）。 

 

20 子どもを犯罪や交通事故から守るための活動の推進 

� 道路の安全、交通事故が減るような安全教育と道路・交

通の整備などを是非お願いします。 

� 防犯についてのチラシなど、他にもその傾向がある。 

� 千登中で今、工事をしているので、子ども達の登下校時、

とても危険です。特に雨の日などは、かなり危ないです。

又、トンネルが完成したら、環境汚染が心配です。 

 

21 子どもを取り巻く有害環境対策の推進 

� パソコンやスマートホンによるネット利用の危険性・注

意点について親も子も情報を得られるよう、いろいろな

場を提供してほしい。（専門家を招いての授業、セミナー、

ポスター、チラシ、子どもも読みやすい冊子など） 

� ゲームもどんどん多様化し、スマホが現れてからのここ

数年で子どもを取り巻く環境はかなりのスピードで変化

していると思います。ネット依存症になっている子ども

も多いと聞きます。それと同様不安を抱えている保護者

も多いのではないでしょうか。そういった相談窓口やそ

れに関する講演会などの情報をもっといただければと思

います。 

� 繁華街に中・高生の姿も目にしますので、区で規制をか

けるなどした方がいいと思います。 

 

22 地域住民との協働による子育て支援 

� この地域は、私立・国立に行かれるお子さんも多く、同

じ年代の子どもをもっていても横のつながりが全くない

です。地域の子ども会があればと思います。小学生の見

守りの方々、朝寒くても立っていて声をかけて下さり、

大変ありがたいです。違う学校に通っていましたが、地

域で見守られている思いがいたしました。 

� 子どもたちを守るには大人の目が必要です。「地域で…」

というと、どうしても町会や育成委員会など、どちらか

というとお年寄の力に頼ってしまいがちですが、子育て

中のお母さんやお父さんが日常的に気軽に利用できる場

所をたくさんつくり、そんな中から何かが生まれてこな

いだろうかと思います。→区民ひろばは機能しているか

疑問です。 

� 子どもが２人おりますが、２人共豊島区外の小学校・中

学校に通っているため、子育てや地域に関する情報がほ

とんど入りません。子どもが小さいうちは近所の同年齢

の子どもと遊ぶこともありましたが、学年が上がるにつ

れて疎遠になります。災害などのいざという時に地域で

助け合える仕組み（ネットワーク）の必要性を感じます

が、「子育て」という視点から見たのでは、具体的な解決

策は見えてこないのではないでしょうか。我が家のよう

に子どもがいても地域と接点の少ない家庭や、子どもの

いない世帯、単身者、独居老人、などのすべての多様な

家庭が組み入れられるシステム作りに期待しています。 

� 小学校や中学校が選べるので、地域とのつながりが無くなっ

てしまったように思う。中学校によって部活にバラつき（あ

る部活とない部活）があり、入りたい部活のある方に行って

しまう。公園とか区民ひろばとか子どもが遊んで保護者が集
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まれる所がもっとあるといいと思います。 

� ご自分達が育った地域で今も子育てなさっている方が多

くいらっしゃる地域のようで、自分の子だけでなく目を

向け関心を持ってる人達がたくさんいるように感じます。

都心に居ながら、無関心な他人事ではなく地域で大事に

されていると思います。 

� 私の子どもが小さい時は祖父がいてくれたおかげで子育

てを手伝ってもらってとても助かりました。今、核家族

が多い環境の中で、子育て中の親も、働かざるをえない

経済状況の方がたくさんいると思います。仕事と家事を

両立させるのは並大抵のことではないと思います。きっ

と両方やっている親は、心も体もくたくただと思います。

そしてそういう親元にいる子どもたちはどんなふうに

育っているのか？私は家庭環境に恵まれていたのでよく

わからない部分もありますが、子どもたちの未来のため

にどうしていったらいいのか、次の世代を背負っていく

子どもたちのためにどうしていったらいいか、考えて

いってほしいと思います。 

� 高校３年生なので、子育てという概念から外れてしまっ

ていて、質問がピンときません。理想を言えば行政が介

入しなくても、自然と地域で子育ての体制ができていれ

ばいいと思います。古くから住んでいるので親（祖父母）、

親せき、近所の人の助けがありましたが、移住してきた

方は、事情が違うでしょうし、何とも言えません。 

� ノ－マライゼーションは子どもが小さい時から大人に

なったあとまで自然に助け合える、理解しあえる環境を

作っていくことだと思います。 

� 横のつながりがあまり無くなってきたように思うが、小

学生のお母さん達の話しを聞くと、若いんだなとジェネ

レーションギャップをすごく感じるので、押しつけると

うるさいと言われ、難しい。 

 

23 家庭・地域・学校が一体となった教育力の向上 

� 親・学校の先生以外で、大人と話したりする場所がない

ような…小学生の時は、学童の先生など、気軽に相談で

きる方がいたのでよかったのですが、今は親と学校だけ

になってしまいました。 

� 地域力のさらなる活用。保護者、（現役はもちろん、卒業

生、ＯＢＯＧ母父も！）、ご近所さん、中高年層。大学と

の交流。 

� 豊島区ほど、多様な人々が高密度に集まって住んでいる

所はなかなか見つからないでしょう。そういう多様な家

庭の、子どもの、多様なニーズを汲みとっていくのは大

変なことです。行政が主導でやることにも限界がありま

す。医療や専門家の技術が必要なところは行政が、それ

以外の多様なニーズには、住民組織やＮＰＯ、個人ボラ

ンティアなど、地域で実際に活動している人たちが、応

えていけるよう、財政支援を行ってほしい。実動の人た

ちと行政をつなぐコーディネーターにも是非、活躍して

もらいたい。自由度が高く、効果のある、支援をしてほ

しい。 

 

24 ワーク・ライフ・バランス 

� ワーク・ライフ・バランスの点で言えば、行政はもっと

企業や事業主にはたらきかけができるのではないかと思

います。共働き子育て世代は、母親の負担が大きいと感

じます。ノー残業デーの実施など、父親も家にいて家事

をする、家族で外食へ行ける日、などができる環境づく

りを豊島区には、お願いしたいです。 

� 豊島区職員給与高すぎます。しかも豊島区職員なのに他

の地域に住み、そこへ税金をおさめている。ワークライ

フバランスなど言ってるのはお役所だけです。一般企業

は表向きだけ言ってますが裏にまわればそんなの完全無

視、子どもがいる正社員はお荷物扱いです。 

 

 

25 その他 

� 中学生の職場体験を受け入れてくれる企業・会社などを

紹介してくれるシステムがあればいいと思います。 

� 子どもに対しての教育があまりに薄い。又、親も親とし

ての教育、常識がなさすぎ。一人親でも、夫婦であって

も頑張っている人といない人がいる。 

� 待機児童の解消大いに結構だと思うが、親の側が「支援され

てあたりまえ」と要求を拡大し続け、本来親が荷うべき役割

（責任）迄も、行政或いは支援者に押しつけていると感じる

こともある。ヨーロッパ滞在中に各地の子育ての実際も経験

したが、日本の親は子どもと過す時間が圧倒的に短い。特に

乳幼児期の親子関係はそれ以後の家族のあり方を決定する

大切な時期だと思うが、早くから集団に子どもを入れ、子ど

も本来の生理を無視した生活時間で子どもを育てることが、

本当に子どもの権利を擁護することになるのか大いに疑問

に思う。まず、子どもの養育の責任は親にあることを自覚さ

せた上で、子どもの視点にたった支援をするべき。「親に都

合が良いから」夜間の延長保育・病児保育等子どもは幸福な

のか？せっかく授かった子どもなのだから、育てる過程が楽

しかったと思えるよう、親自ら知恵も絞り体力も使って忍耐

も覚えつつ親としても成長できるようなサポートを望む。 

� 子どもを老人ホーム等で有償ボランティアとしては？ 

� （中学）職場体験（高校、大学のバイト先のような業職

に１週間は長いのでは？）。地域のボランティアへの参画

（老人施設の体験もいいかと思います）。時代のニーズを

感じられるような取組（親子とも）。 

� 子ども達が豊島区のお手伝いが出来たらいいですね。 

� 私は、子育て中でもありますが同時に介護もしておりま

す。子育てと、介護の両方をやらなくてはならい方達も

多くいると思います。区に対してはそのような人が、負

担にならないような対策も考えて、取り組んで、行って

ほしいと願います。※この調査の内容に“仕事と子育て

の両立”が書かれていますが、両立の中には“子育てと

介護の両立”もあるという事を忘れないで下さい。 

� 子育て支援が本当に子どもにとっての良い事につながっ

ているかと感じる。我が子が小さい頃と現在とでは、常

識が常識でなくなっている。都が推奨している“ベビー
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カーへの見守り”はそれが支援につながるとは思えない。

電車が混んでいてもあたりまえのようにベビーカーを広

げたまま乗り、お子さんが乗っているならまだしも、子

どもは抱っこしていてベビーカーに荷物をのせている姿

をみかけることが多く、あきれてしまう（両親そろって

乗っていて…）。スーパー等でも「ダメよおこられるから」

と子に言っている親をよく見かける。「○○だからダメよ、

いけない事」と伝えられる親育てに力を入れていく方が

良いのではないでしょうか。 

� 子どもの権利条例は何項目もありますが、一体どの権利

について質問しているのですか？質問自体があいまいで

全く理解できません。設問した意図は何ですか？今回の

調査で“子どもの権利”について区民にアンケートをとっ

たとは言えない状態だと思います。 

� 社会に出る前に、必要な経験が出来ないのでアメリカの

ように、ベビーシッター等、バイトとボランティアの中

間のようなものを増やしてあげてほしい。 

� 何でも行政まかせにしている親の教育が必要では？・モ

ンスターぺアレンツにビクビクしている先生、やる気の

ない先生を、つくっている事が問題。 

� もう高２になっていますので、学校と部活でほとんど、

家に居ません。朝食をきちんと取って出かけることで１

日が終ってしまいます（身の回りは自分でできますから

‥）。最近の若いお母様はお子さんのことを「かわいいで

すね」など話かけても何も答えてくれません。ベビーカー

で遠慮なくつっ込んで来るのにはハラハラします。自転

車に子どもを乗せ赤信号で道路を渡ったりします。子ど

もが一人で行動するようになったらやはり赤信号で渡っ

てしまうのではないかと思います。いくら金銭的に助成

しても、自分が一番可愛くて大事だと思っている方に複

数子どもを産ませようとしても無駄な気がします。子育

ての支援をするのも大事ですが、それと同時に親の教育

もしてほしいです。すべての方がそうではないですが、

残念な方がたくさんいます。 
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Ⅳ 小学生児童 本人 

１ 子どもの権利を保障する取組 

� 私の母親と父親が離婚調停中で、自分の心があっちいっ

たりこっちいったりでスクールカウンセラーの方や学校

の先生に相談するまで心が不安定だったが、このような

事で悩んでいる私のような子どもは多数いると思います。

なのでこのような事を発見していくのに先生や地域の方

とも親しんで何でも話せるようにしていってほしいし、

私のように不安定になるのもいやなのでなるべく最高の

ことをして防げたら良いと思います。思い思いで書いて

しまったので文が変ですが、少しでも分かってくれれば

いいです。 

 

２ 屋外遊び場所の充実 

� シーソーやターザンロープ（アスレチック）のある公園

をつくってほしい。校庭と同じように、体育館解放をし

てほしい。 

� 今より大きな公園があると良いです。大きくて、きれい

なホールや区民ひろばができれば良いです。 

� もっとあそべる公園を増やしてほしい。 

� サッカーができる場所を増やしてください（公園でサッ

カーができません）。スポーツができる場所を増やしてく

ださい。 

� 芝生の公園を作ってほしい。 

� 野球やサッカーができる広いグランドを増やしてほしい

です。 

� 芝生がたくさんある大きな公園を作ってほしい。 

� 公園にごみばこを作ってほしい。・公園を広くしてほし

い。・公園でキャッチボールやサッカーがしたい。・公園

の遊具をもっと大きくしてほしい。 

� 公園にボールが跳ね返ってくる壁があったらいいなと思

います。透明な素材ならいいです。投てき板というそう

です。危なかったらだめです。 

� ボール遊びができる公園をもっと作ってほしいです。 

� 遊具のいっぱいある公園がほしい。 

� 公園を広く遊び場を多くする。 

� 公園を作ってほしい。もっと安全にしてほしい。 

� もっと公園を広くしてほしい。遊具を増やしてほしい（中

学生でもおもしろいもの）。サッカー、野球、バスケが出

きる場所を作ってください。大人も過ごせて、涼しい場

所を作ってください。ロッククライミング、ターザンな

ど、アスレチックを作ってほしい。水の流れる公園を作っ

てほしい。ローラー滑り台が欲しい。 

� 大きな公園を作ってください。 

� 野球のできる場所を作ってほしい。 

� 公園にバスケットゴールをつけてほしい。 

� もうちょっと公園や子どもが遊べる場所を作ってほしい。 

� ぼくは、野球チームに入っているのですが、いつも北中

やこま中で練習をしたり、荒川区の河川敷などで練習し

ているのですが、豊島区には、荒川区みたいに広い野球

の練習場がないので、作ってほしい。 

� スポーツができる公園やアスレチックがあるといいです。 

� 公園でサッカーをすると怒られる＝自由に遊べない＝自

由に遊べる所を増やしてほしい。 

� 公園にもっとおもしろい遊具が欲しいです。  

� 人工芝のグランドを作ってほしい。 

� サッカー教室。 

� 公園がとても汚いのできれいにしてほしいです。 

� 南大塚公園のホームレスさんが怒るから遊びにくい。 

� 公園をきれいにして、変な人が住んでることを、やめて

ほしい。 

� 公園の遊具を増やしてほしい。 

� 公園でサッカーをできるようにしてもらいたい。 

� 公園のトイレをきれいにしてほしい。 

� 公園のトイレを清潔にしてほしい。・公園のボール遊びを

許可してほしい。 

 

３ 子どもの居場所・活動の場の整備 

� 児童館がなくなってしまい、色々と大変、不便になって

しまった。だからもう一度児童館をつくってもらいたい。

公園もせまい。広くしてほしい。学区域をもっと広くし

てほしい。 

� 目白駅付近にも図書館をつくってほしい。 

� 子どもの遊び場をもっと増やしてほしい。 

� 図書館にパソコンやＤＶＤを増やしてください。 

� 旧千川小学校をつぶして、老人ホームにするのは、やだ。 

� もっと町をきれいにして公園や図書館などみんながいっ

しょに楽しめる公共の建物をもっと建てて、図書館など

の本でもっと学習したいので本の種類をもっと増やして

ほしい。 

� 中央図書館の休みが多い。子どもの新しい本をなかなか

買ってくれない。 

� 屋内で、スポーツできる所を作ってほしい。 

� 自然を増やして、子どものスペースを作ってほしい。普

段学校で緊張しているから子どもスペースがあって管理

がゆるい所がほしい！お願いです。 

� 雨の日に遊べる場所がほしい。体育館をだれも使ってい

ないときには、開放してほしい。広い遊び場所がほしい。

（バスケットゴールあり） 

� 区民ひろば以外で雨の日でも安心して遊べる所があると

いいです。 

� 子どもだけが集まる所も作ってほしい。悩み相談所も

作ってほしい（子どもだけ）。 

� ２年のときにいじめにあってから、学校は苦手なので、

フリースクールのようなところがあればいいと思う。 

� バスケ大会をしたいです。 

� スキップを高学年も楽しめるような場所にしてほしい。 

� 公共の施設「児童館」などがありますが、あの場所は、

少し幼い子向けのようなので、中学が来ても遊べるよう

な、年齢層の高い施設にしてほしいです。 

 



 257 

４ 子育て世帯にやさしいまちづくりの推進 

� 自転車のスピードを出しすぎないようにしてほしい。 

� 自転車と歩行者の通る場所を分けてほしいです。又、も

う少し大人がマナーを守ってほしいと思います。 

� 東通りにガードレールを作ってほしい。 

� 道路でたばこを吸っていていやな思いをすることがあり

ます。だから、たばこの禁止をきちんとして下さい。あ

と、ポイステがあるので、これもきちんとしてください。 

� 東長崎駅で、朝（電東に乗り込むときの方）使える改札

をもう少し増やしてほしい。 

 

５ ひとり親家庭への支援 

� かあさんは仕事で８時頃帰ってくる。でもアパートは一

部屋しかなくて、そこに２人でずっといると息がつまる。

勉強のこととか言われると、むかついたりするし、夜に

ほっとする場所があっていいと思う。みんなで食べるご

はんは、おいしい。いつもは母さんと２人だけでご飯食

べるから。 

� 母と２人暮らし、生活保護利用。困っていること、別に。

困ってないし、別に関係ない。中学になったらサッカー

やりたい。友だちはクラブチームに入るから誘われて、

行きたいけど、たぶん無理。え？中学校でやる部活のサッ

カーもお金かかるの？ママ知ってるかなあ…？親が勉強

とかばかり心配して、たまに切れてしまう。テレビない

けど、パソコンでいろいろ見られるから別にいい。中学

になったら勉強会に行こうかな…。 

 

６ 教育内容の充実 

� 家庭科で肉料理も作れるようにしてほしい。  

 

７ 教育環境の充実 

� もっと充実した設備が学校にほしい。 

� 図書室に東野圭吾の本を置いてほしい。 

� 図書館の本を新しい物にしてほしい。昔と情報が違うか

ら。学校の取り組みを大事にしてほしい。 

� 学校の先生が、もっと子どもの心がわかってほしい。 

� 学校に新しい楽器を買ってほしい。学校のパソコンを早

くタブレットパソコンにしてほしい。学校のトイレをき

れいにしてほしい。家庭科室のミシンを使えるものを増

やしてほしい。（こわれているものが多いから）学校の机、

いすを新しくしてほしい。学校のエアコンを新しくして

ほしい。お誕生日給食を行ってほしい。『学校でちがう』

をなくしてほしい。学校の水道の水が冬冷た過ぎるのを

なんとかしてほしい。給食のデザートを増やしてほしい。 

� 帰りの会が長い（早く帰してほしい）。・夏休みを８月いっ

ぱいにしてほしい。・修学旅行は夏休みにやらないでほし

い。・校庭が狭い（芝生で転ぶと服や靴が汚れて困る）。 

� クラスの問題のある子がいて、その子を中心にクラスが

荒れていてみんなが、がまんしている。授業もなかなか

進まない。先日、お楽しみ会をクラスでやったのだが、

そこで遊ぶ遊びをみんなで決める時もその子が中心にな

り意見を言えば否定され、その子達の意見に反対ができ

ず「自由時間」に決まった。せっかくクラスでの会なの

に自由時間ではみんなで遊ぶことができない、それに、

お楽しみ会当日の自由時間でその子は自分の気に入らな

い女子にボールを投げつけた。ふだんの生活でもクラス

のほとんどの人達がその子達を気にして行動している。

学校生活が楽しくない。なんとかしてほしい。 

� 休み時間をふやす・運動会を春にする 

� 中学校で、部活が多い所と少ない所の差があるので、だ

いたい同じぐらいの数にしてほしいです。 

� 土曜授業をなくしてほしいです。なぜなら、土曜授業が

あると、塾のテストをずらさなければならないからです。 

� 担任の先生にちゃんと挨拶をかえしてほしいです。無視

したり、私があいさつをしたら鼻で笑ったりしないでほ

しいです。 

� 第２土曜日に学校があるのがあまり好きではない（ダメ

だと思う！）（生活リズムがくるう）。 

� 学校を朝早く開放して前みたいに遊べるようにして下さ

い。朝、遊べなくなってすごく不満です。学校で、友達

と遊ぶ時間が 20分休みの 15分ぐらいです。校庭でです。 

� 蛇口で水遊びをしないでほしい。 

� クラブ活動の時間を増やしてほしい。 

� 土曜授業はやめてほしい。学校の宿題が多くて塾の勉強

ができない。 

 

 

８ 子どもを犯罪や交通事故から守るための活動の推進 

� 自分の身を自分で守れる方法などを、放課後子ども教室

などて教えてほしい。 

� 道幅が狭い所が多いので、車や自転車が怖いです。 

� 変な人がいると怖いので、夜のパトロールをしてもらい

たい。 

� 家の近くは坂があるのですがとても暗くて恐いので電気

をたくさんつけて明るくしてほしいです。 

� 最近不審者が多いので登校や下校の時におまわりさんと

か大人の人に見回りに来てほしいです。 

� 防犯パトロールなどをお願いしたいです。 

� 不審者が出ると恐怖だから、下校途中に窓からでもいい

ので見守ってほしい。 

� 子どもに八つ当たりをするお年寄りが増えているようで

困る。「キレる老人」なんてニュースで話題になったがそ

の通りだと思います。何度か怖い思いをしたそうです。

いつか事件にならなきゃいいな…と心配している。 

� 安全な町にしてもらいたい。 

� 地域の大人の人に、最近不審者が多いので、もっとパト
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ロールをしてほしい。学校帰りの時間に、低学年だけで

なく、高学年の時にも多くの地域の人にいてほしい。 

� 犯罪をもっと少なくして安全な地域にしてほしい。 

� 学校の登下校の道に、ホームレスの人がいて、怖いです。

１年生も横を通らなくてはいけないので心配です（千登

世橋下）。 

 

９ 地域住民との協働による子育て支援 

� みんなに会ったら、あいさつを必ずする豊島区になって

ほしいです。 

� 盆踊りを町内でもっと力を入れてほしいです 

� 小学６年、母と２人暮らし。ママは昼仕事をしてて、金

曜日は夜も仕事をしています。金曜日は、地域の人がご

飯食べにおいでと言ってくれて嬉しい。ママも助かると

嬉しそうにしている。その人は、お米とかも持ってきて

くれる。前は親友と子ども食堂も、モンブランも、ＷＡ

ＫＵＷＡＫＵ勉強会も行ってたし、楽しかったけど親友

が施設に行っちゃってからなんとなく行かなくなったけ

ど、また行きたいと思います。おかえりチャイムが６時

になったら行きます。 

� もっとごみを拾ったりして豊島区をもっと住みよい地域

にしてみんなが（豊島区にすんでいる人全員）毎日気持

ちよく暮らせるようにしたい。 

� もっと大人として、責任をもって行動してほしい。 

� たまにお菓子をくれたらうれしい。 

� 10 月に家の近くで、祭りがありました。最後の日だった

ので、私の塾の前まで太鼓の音が響いていました。もう

少し、静かに祭りを行ってほしいと思います。 

� もっと子どもが参加できるイベントをやってほしい。 

� 地域のお年よりの方と交流したり、ボランティア活動な

どをしたいので、そのようなイベントを開催してほしい

です。 

� マンションなど近所の子たちが集まってスポーツクラブ

やボランティアなどをしたい。 

� ユニセフの募金や、ペットボトルのキャップ集め、缶の

ブルタブを集めるボックスを設置して、ボランティアを

したい！！（自分自身も） 

� 困ったとき大人の人が相談してくれたり勉強を教えてく

れるなどをしてほしいです。 

10 地域特性を生かした取組 

� 科学館や江戸についての博物館を地域ごとに建ててほし

い。 

� 地ぞう通りが大好きなので、もっと活性化させてほしい

です。 

� 豊島区には、満足な点がたくさんあります。ジュニアアー

ツアカデミーに入っているので、ずっと続けてほしいで

す。スポーツの町として栄えるのもいいと思います。 

� 今のままでもいいと思います。でも、もう少し、Ｃｏ２

の事を気にしてほしいです。この夏、私のクラスでは、

とてもあつかったけれど、クラス全員でＣＯ２を少しで

も減らすために、ほとんど毎日エアコンをつけなかった

です。また、担任の先生もきょう力してＣＯ２のお話を

して下さったりとても心がけてくれています。私たちも

こうしてがんばっているので、大人にも、できるだけし

てほしいです。 

 

11 その他 

� なんで役所の人は給料が高いのですか？税金のむだづか

いだと思います。 

� 大人に何を言っても何もしてくれないと言って何も書き

たくないと言っていました。 

� 消費税の増税をやめてくださいと言ってもらえれば幸い

です。 

� 特にないけれど区の中が平和であってほしいと思う。 
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Ⅴ 中学生生徒 本人 

１ 子どもの権利を保障する取組 

� 子どもの権利条例があるなら「広報としま」に載せてほ

しいです。どのような条例があるか全くわからないので

アピールをしてほしいです。 

 

 

 

２ 屋外遊び場所の充実 

� バスケットゴールをつけてほしい（公園などに）。 

� ボール遊びが手軽にできるような公園が欲しいです。 

� サッカー（球技）のできる公園を増やしてほしい。 

� 近頃、遊び場のない中高生が多い。例えばサッカーをや

りたかったらどこへいくか考えたときに、自分で思いつ

く場所は近所の学校や廃校となった小学校くらいのもの

だが、いざ行ってみると中学生以上は立ち入りを禁止さ

れていることがほとんどだ。それで行き場を失った中高

生たちは道路（人通りの少ない）でサッカーをし、たむ

ろする。 

� ボールが使える公園（広い）。 

� バスケットゴールがある所を作ってほしいです。 

� 家に近くに緑が少ないので増やしてほしい。 

� ボールなどが使える広い場所が少ない。公園が少ない。・

楽しく遊べるプールがほしい（流れるプールやスライ

ダーなど）。 

� 公園などにもっと野球やサッカーやバスケなどができる

設備、スペースを作ってほしい。 

� 公園の整備をしてほしい！ 

� サッカーができるくらいの大きな公園を作ってほしい。 

� 公園が少く近くにない。あったとしても、小さく、砂な

ので、ボールが汚れる。→練習ができない。・公園には、

キレイなトイレ、トイレットペーパー、上から見えない

トイレが欲しい。 

� サッカーができる場所を増やしてほしい。 

� バスケットが出来る公園、施設をもっとつくって下さい

（バスケットゴールがほしい）。スポーツ大会にバスケも

やってほしい。 

� 豊島区の公園によく行くのでもっと設備をよくしてほし

い。公園のお手洗いが汚いことがあるので清潔にしてほ

しい。 

� 安全で、広くて、きれいな公園を作ってほしい。使いや

すい場所に区の施設を作ってほしい。 

� もっとたくさんの自然が欲しい。広い公園なども欲しい。

電線をなくしてほしい。 

� 公園のトイレをきれいにする。 

� 公園のトイレを清潔にしてほしい。公園のボール遊びを

許可してほしい。公園（巣鴨公園など）のクリーン化。

はっきり言うと汚い。それに加えてホームレスをどうに

かして頂きたい。 

� 神田川をキレイにしてほしい。公園に行っても町に出て

もホームレスが目につくので、なんとかしてほしい。公

園等にいられると子どもが遊べないと思う。 

� 巣鴨に中古のゲームソフトがいっぱい売っている場所が

ほしい。公園にテニスコートとサッカーグラウンドがほ

しい（巣鴨）。 

� 少年野球など施設が少ない。 

� 自由にスポーツのできる場所がほしい。 

� スポーツのできる施設を作ってほしい。 

� スポーツができる場所を増やしてほしい。 

 

３ 子どもの居場所・活動の場の整備 

� 中高生の遊ぶ場、勉強する場が少ないから増やしてほし

い。 

� もちろん、都合の良い場所が思いつかなかったり、知ら

なかったりするだけで、場所はきちんと用意されている

のかもしれないが、当の中高生たちがその存在を知らな

ければ意味がない。情報をしっかりと伝えるべきだ。座っ

て友だちと語り合える、たったそれだけのことができる

場所がない。座ってしゃべるだけでいい。また、特に高

校生は、勉強場所の確保が難しい。とりわけ夏場は家の

中で１人でクーラーを使って勉強するのは電気がもった

いない。それに、同じ場所で長い間集中力を保つのは難

しいから、気分転換のためにも場所の確保は急務といえ

る。しかし図書館くらいしか思いつかない。図書館も、

開館の１時間前から並ばないと席が取れない。（そもそも

図書館での勉強は禁止されているから文句も言えないの

だが）とにかく、落ちついて勉強できる場所が少ない、

限られている。 

� 図書館の本をきれいにしてほしい。・子どもでも豊島区の

ことがよくわかるわかりやすい新聞を作ってほしい。 

� 駒込にゲームセンターや、もっと遊べる所を作ってほし

い。 

� 中高生が利用できる施設をいっぱい作ってほしい。 

� もっと中学生のいれる場所があるとうれしいです。 

� 図書館に自習室のような勉強スペースが欲しいです。 

� 千早図書館の蔵書をもっと増やしてほしい。ＣＤを置い

てほしい。 

� いろんな電気屋みたいに無線が通ってあり、ゲーム（３

ＤＳ、ＰＳＰ）をすることができ、交流を深める施設、

場所を提供してほしいです。理由としては、池袋などの

危険に巻き込まれる可能性のある場所に出ずに、安全が

保障され、安心することができ、楽しむことができる居

場所をものすごく欲している子ども達がとてもたくさん

いると思います。また、家でゲームばかりして引きこもっ

ている子達が、外に出ていろんな人と、かえがえのない

同志と出会うきっかけとなると思います。よって、無線

でゲームをすることができる場所というのは、豊島区の

子ども達にとって必要不可欠だと思います。 

� 体育館みたいなとこは、お金を払わないと入れないので
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大変。・ジャンプは、人がたくさんいて、使えないと聞い

た。・公園は雨では使えないから無料のスポーツ施設がほ

しい。 

� 図書館のＣＤに新しいものを増やしてほしい。 

� 家の近くに、図書館がないので、大きい図書館などを増

やしてほしいです。ショッピングモールや、大きい本屋

などがある所だけ、にぎやかで店が集中してて、私の住

んでいる要町の近くでは、大きい本屋や、ショッピング

モール、スポーツセンターがなく、あまりにぎやかでは

ないので、このような施設を増やし、便利に、にぎやか

な町に、もっとしてほしいです。落ちついて、勉強がで

きる場が欲しいです。無料で勉強を教えてもられる場が

欲しいです。 

� 児童館を増やしてほしい。旧雑司ヶ谷保育園を小中学生

の遊び場として開放してほしい。公園は球技ありにして

ほしい。千登世橋の下にいるホームレスさんをどうにか

してほしい。 

� お金がかからないで、遊べる施設がほしい。 

� 千川２丁目の近くに図書館ができてほしい。 

� 中高生が遊べる場所がないです。 

� 近くに、もっと、本当に自由に簡単に、人目を気にせず、

友達とかと、楽しく勉強できるところが欲しい。誰でも、

誰とでも（１人でも）行きやすい、そんなに高くない雑

貨屋が近くにあったらいいなぁ、と思う。（やっぱり気軽

に、人目を気にせず！） 安く、楽器を習える場所。 

� 勉強できる施設をもっと目白に作ってほしい。 

� 来年からバンドを始めようと思っているが、ドラムセッ

トが家になく、買っても防音された家ではないので、買

うことも出来ず困っていた。今回ジャンプに防音完備で

楽器も揃っていると書いてあったので、のぞいてみよう

と思う。家では音の問題で楽器の演奏は難しいので、こ

の様な施設を増やしてほしい。 

� 千早図書館をもっとキレイにしてほしいです。そして、

閉館時間をもう少し長くしてほしいです。スポーツセン

ターの料金を安くしてほしい。 

� 豊島区立巣鴨図書館を中央図書館のようにもっとたくさん

本やマンガ、雑誌などがおいてある図書館にしてほしい。 

� バスケができる室内スポーツセンターのような所をもっ

と増やしてほしいです。 

� 図書館の利用時間がとても短いと思う。平日は８時まで、

休日は７時までにしてほしいです。あと、図書館のトイ

レの巡回を行うのは良いことだと思うが、男性用のトイ

レを女性に巡回させているのはどうかと思う。変な人が

いたとして、いざという時、男性の方が良いと思う。ま

た、トイレに入っている男性が女性に見られるのも気ま

ずいと思う。だから、女性は女性用トイレ、男性に男性

用トイレの巡回をしてもらいたいです。 

� 図書館は１日に４、５回は発送してほしい。 

� 図書館に不潔な人の出入りがあるので人の迷惑になる行

為は規制してほしい。もっと勉強しやすい設備を設けて

ほしい（夜まで利用できるなど）。 

� 区立中央図書館の学習スペースをもっと増やしてほしい。

そして、蔵書数は申し分無いがたまに好きな作家の本が

無いので文庫本の数を増やしてほしい。 ・公衆トイレ

が汚ないのとよくトイレットペーパーが無いので工夫を

してもらいたい。 ・区立中央図書館では常日頃お世話

になっているので心から感謝の意を申し上げます。毎日、

ありがとうございます。 

� 満足してます。無料で使えるスタジオみたいなのがあれ

ばもっと良くなると思う。 

� 図書館の開館時間をどこも中央図書館のように夜 10時まで

にしてほしい。休憩スペース（飲食可）を作ってほしい。 

� 図書館で大学生のレポートは可なのに、学生の勉強は固

く禁止されている事に不満です。 

� 音楽活動ができる場所や、参加できる機会があれば良

い。・ジャンプは、日曜、祝祭日もやってほしい。 

� 母と私と妹（小６）と弟（小４）とで暮らしています。中学

３年になって、クローバーに通うようになりました。みんな、

やさしいし、楽しく勉強できました。自分が一番上なので、

年上の仲のいい人たちは初めてです。妹や弟はプレーパーク

でよく遊んでいます。公園じゃなくて自由に何でもできそう

な感じのところです。中学校は卒業したくないほど、楽しい

です。以前から、下の２人の面倒をみたり、洗い物や洗濯、

片づけなど家の手伝いをしています。弟とかは家でうるさい

ので、勉強しにくいです。クローバーがあって良かったと思

います。ジャンプという場所はクローバーに来るまで知りま

せんでした。高校になったら、バンド練習で利用したいと

思っています。 

� 中学の時から不登校で、児童館などは利用したことない。

たまに、図書館は利用する。無料学習支援には中学の時

から行っていて、そこは安心できる居場所。大人も関わっ

ているので、親も安心で、いじめなどもない。しかも夕

食を一緒に食べられる。(母は多忙だし、２人分作るのは

不経済なので夕食はほとんど弁当です。たまに僕がつく

ります。)いつでも行ける場があるといい。知り合いが大

明ブックカフェに連れて行ってくれた。なかなかいいと

思います。区への要望は特にない。 

� 要望特にない→期待していない。子ども食堂は行けると

きは毎回行きたい。 

� 図書館の自主学習スペースがもう少し確保出来たら、休

日にも多くの人が使えると思うので、増やしてほしい（目

白図書館）。 

� 自宅の近くに本屋がほしい。 

� 総合運動場の弓道場を綺麗にしてほしい。 

� 豊島体育館を、もっとジュニア大会で使えるようにして

ほしい。 

 

 

４ 学習機会・相談支援の充実 

� 豊島区長崎２丁目に住んでいるげど、ジャンプ長崎の事

は全々知らない。もっといろいろな情報を子ども用に

作って下さい。 

� 父子家庭、クローバー(水曜、木曜)にて勉強し、高校合

格。クローバーのようなお金がかからない塾、中学生の

遊び場（ジャンプ）をもっと作ってほしい。 

� 弟、母、祖父母と暮らしている。父は家を出た。祖父が

厳しい。祖父母は仕事関係の人の知り合いがいるが、学

校とか地域ではあまり関わらない。母が病気で、祖父母

が母と孫の私たち兄弟の面倒を見てくれているから、あ
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りがたいけど、厳しすぎる。いつも怒られている。認め

てくれない。祖父が、勉強ばかりしても困るし、商業高

校で資格をとりなさいと言われた。弟は、高校に行かな

くていい。勉強しなくていいから手に職をつけろと言わ

れている。しかし、弟は高校に行きたい様子。でも勉強

は嫌いだし、成績はよくない。無料学習支援で勉強を教

わり、ボランティアと仲良くなった。門限が 17時なので、

学習支援の日は唯一外出が許されていたこともよかった。

ぐんぐん成績がよくなり、祖父母も今では行かせてよ

かったと言ってる。人生というか、いろいろなことを変

えてくれたのはプレーパークに行ったからかもね。 

� 弟と両親と３人暮らし。母は５年前から鬱で、今は昼も

お酒飲む。鬱で、家から出ないし、昔はヘルパーをして

テキパキしていたが、今は寝てばかりいて、いつも朦朧

としている。学校から帰っても寝ていて、９時すぎに起

きてご飯を作ってまた寝てしまう。この状況で、受験勉

強するのは結構きつい。安心して過ごすには、ママが元

気にならないとだめだと思う。相談する人もいないし、

おじいちゃんとおばあちゃんにいろいろ話す。ママも私

も、相談する人がいたらいい。聞いてくれてありがとう。 

 

５ 子育て中の経済支援 

� 高校生も医療費を無料にしてほしいです。 

� 電車代を中学まではタダにして下さい。 

� 進学したいと思っていても、経済的に厳しく、進学をあ

きらめざるをえない人が、一生懸命就職活動をしている

のに報われない現状が悲しいです。できれば、高校生の

就職活動のサポートをもう少ししてほしいです。お金が

無いと、大学へも行けず、良い就職先にも恵まれない。

結果、お金に困る生活が待っている。先のことを考える

と、何も希望がなく、暗くて恐しいです。豊島区の職員

の方々はとても親切で優しいので、私の要望を叶えて下

さると信じています。よろしくお願い致します。 

� 豊島区が、高校進学を応援してほしい！ 

 
 

６ 子育て世帯にやさしいまちづくりの推進 

� 今以上に緑化を進めてほしい（道路、公園、空き地等整

備して）。 

� 何かの工事をしたり、新しい家や店を建てる時に、大き

な木や植物を残してほしい。 

� 現在住んでる住居が中途半端で池袋駅まで 15分位かかる。

自転車駐輪場の充実を早急にして下さい。 

� 大塚のアトレができ、さらによい大塚ができたと思いま

す。ただ、中学校の雨もりやエアコンの劣化が目立ちま

す。又、池袋へ姉と出かけると必ず出会い系サイト（お

店）のティッシュを配っている人を見かけます（ＪＲの

サンシャイン方面の出口を出た通りです）。 大塚や巣鴨

はあまり見かけませんが、池袋は少し危ない所（人）が

多い気がします。そういった意味ではもう少し安心して

暮らせる環境づくりが大切だと感じます。バラのイベン

ト等、素敵な取り組みが多いのでこれからはさらにパ

ワーアップした町づくりに期待しています。 

� 自転車置き場をもっと作ってほしい。 

� 駐輪場を増やしてほしい（道にあふれていてじゃま）。 

� 無料の駐輪場を増やしてほしい。 

� 池袋駅（特にＪＲ）のバリアフリー化。 

� 自転車を気軽に駐輪できるようにしてほしい。小さい駐

輪場（コイン式でもいい）がいろんな所にあるといい。 

� 駐輪場を増やしてください。池袋に少ないと感じていま

す。例えば東急ハンズの前の道路沿いはいつも自転車が

ずらーっと停められているので、あそこが全部駐輪場に

なったらいいのになぁと思います。サンシャインのまわ

りも駐輪側の方面にないのでその東急ハンズの前にでき

たらいいです。駐輪場が少ないのに撤去されたときに払

う料金が 5,000 円は高すぎます。5,000 円は高すぎます。

もっと安くしてください。放置したくて停めたわけでは

ないのに 5,000円は高すぎます。 

� 地震でも、逃げられるように地下道を作ってほしい。踏

切は危険(中学の近くにあり、いつも冷や冷や見ている)。

踏切でない横断方法を検討してほしい。 

� 大塚駅の道路が変わってしまいとても不便です。前の方

がずっと良かったと思います。 

� もっとごみを拾ったりして豊島区をもっと住みよい地域

にしてみんなが（豊島区にすんでいる人全員）毎日気持

ちよく暮らせるようにしたい。 

� 豊島区だけとは限らないけど、ゴミ拾てや、ポイ拾て禁

止と書いてあるにもかかわらず、よく拾ててあるのが気

にいらない。 

� 池袋集辺で異臭がするので、ぜひ改善してほしいです。

また、公園などゴミなどがたまに落ちているので気を付

けてほしいです。 

� ところどころに糞が落ちてるのが最悪です。どうにかし

て下さいおねがいいたします（飼い主マナーの啓発）。 

� 池袋本町に店がなさすぎる。路地（？）が多い。火事の

ときが大変。 

 

 

７ ひとり親家庭への支援 

� 母、姉の３人暮らし。不安なこと、いつも考えることは

お金のこと。非常にまずい状況だと思う。バイトのため

に部活も辞めたので、母がやりたいことを習ってもいい

と言ってくれた。テコンドーを習い始めた。以前は週６

回のバイトだったが、テコンドーを始めてバイト３回、

テコンドー３回の生活になった。しかし、テコンドー月

謝 9,000 円を払い、バイト代が減って生活が苦しいので

たぶんテコンドーはやめる。バイト代で、自分の生活費

（高校での昼飯（約 300円）、衣類、下着、学校の積み立

て、定期代、教科書など）とにかくお金を支払うことは

すべて自分のバイトでやりくりしている。学校の積み立

てとかは無料になればありがたい。バイトは 10万以上稼

いでいたのに、税金がかかることが分かった。生活に困っ

ているからバイトやっているのに、税金でとられること

を知らなかった。必要でバイトして、そのお金で自分の

ことやってるのに、税金とられるなんて、ひどい。高校
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生のバイトには税金辞めてほしい。２年前に無料勉強会

の学生ボランティアの人に山に連れて行ってもらって、

山が好きになった。だから、山岳部のある大学に行きた

いと思っていた。高校に進学してから、成績もよくなり、

そのまま頑張ろうと思っていたが、結局バイトバイトバ

イトで成績も下降気味だし、昨年は学校で資格を取る受

験をしたが落ちた。お金ないし、お金がかかる大学進学

は現実的に無理だから、今は就職したい。不安から逃れ

たい。 

 

８ 不登校・ひきこもりの子どもへの支援 

� 父子家庭、不登校。３１１の震災のとき、ひとりで家に

いた。おびえている猫が２匹いるからマンションから逃

げられなくて、ベランダに出た。道にいる人が、外に出

ろ！と叫んでいたが、猫がいるからにげられなかった。

それから家にひとりでいることが怖い。昼も外で過ごす。

しかし、小学校とか児童館からもよく思われていない。

みんなそんなもん。２年前に父が失業して、今は熊谷に

通勤。15 時頃出かけて、始発で帰ってくる。欲しいもの

がたくさんある。区への要望、何もない。 

 

９ 教育内容の充実 

� 芸術だけでなくスポーツにも力を入れてほしい。 

� 私の母校は文成小ですが、あと少しで統合してしまいま

す。なので、統合しても学芸会の時に、高学年は劇団四

季をしてもらいたいです。 

 

10 教育環境の充実 

� 学校が汚いので立て直して下さい。  

 

11 子どもを犯罪や交通事故から守るための活動の推進 

� 暗い道（夜）に電灯が欲しいです。 

� 緑道の街灯を増やしてほしい。以上です。 

� 暗くなるとライトが少なく、こわい。・知らないおじさん

がいっぱい公園にいて、タバコがくさい。・ホームレスの

おじさんに話しかけられて、困る。・暗い道が多い。 

� 誘拐されそうになって怖かった。危ない人は捕まえて下

さい！ 

� 道を広くしてほしい。自転車が安心して通れる道がほし

い。街の灯りをＬＥＤにしてほしい。 

� 家の近くの電灯が暗くて、よる怖いので明るいものにし

てほしい（古いやつなので殆ど明かりになっていないと

思います）。 

� 周辺の治安が悪く、怖い思いをした事が何度もある為、

何とかしてほしい。 

� 池袋４丁目の辺の街灯を明るくしてほしい。もっと治安

が良くなってほしいです。 

� 池袋駅の芸能事務所の人のしつこい勧誘と池袋駅のホー

ムレスをどうにかして下さい。 

� 治安も良く、住みやすくて快適です。これからも区の皆

様方、区のためにがんばって下さい。よい町づくりを目

指しましょう！ 

� 路上での勧誘、スカウトがどれだけ放送でかけても減ら

ないので、もう少し警察が見回り、注意など呼びかけを

する。 

� これからも平和な豊島区であって下さい。 

� ①緑が少なく、公園やスポーツできる場所も少ないので

増してほしい。ただ増すだけでは治安が悪いので、ライ

ブカメラなり監視してほしい（前につけられたことがあ

るから）。②イメージが悪い、池袋、豊島区と言うとキタ

ナクてコワイ街というイメージである。学校が港区なの

でまったく違うと感じる。変な人も多い。③西口の緑が

少ししかなくせっかく立教大学があったり素敵なのに、

駅前に行くと残念である。④カメラを取りつけて犯罪が

減少したと見たことがあるのでそういうところにもっと

お金をつかってほしい。⑤唯一目白は素敵な街並なので、

豊島区なら目白に住みたい。⑥このキタナクてコワイと

いうイメージをもっと区の人もなんとかする努力をして

ほしい。できないのならもっと民間にまかせ、素敵でみ

んなが住みたい街に選ばれるように努力してほしい。 

 

12 子どもを取り巻く有害環境対策の推進 

� 池袋が汚くて危険。一人でも歩けるようなきれいで安心

できる池袋にしてほしい。裏道が怖い。 

� 歩きタバコの撲滅。喫煙所を増やすだけでなく、ちゃん

と取り締ってほしい。ここ以下のものはそれほど強く望

むものではないです。 

� 最近、大塚駅周辺の路地裏や細い道で煙草を吸っている

人がいて、とても困っています。煙草の灰がらも道のあ

ちこちに落ちていて町が汚れています。煙草を吸ってい

る人とすれ違うと、たばこのにおいがして嫌です！受動

喫煙の危険があり、健康に悪影響を及ぼすので是非対策

をしてほしいです。商店街など大通りだけでの対策では

なく路地裏でも路上喫煙禁止のポスターを貼ったり、道

のコンクリートに書いてある喫煙禁止の表示を再度目立

つよう塗り直すなどしてほしいです。又、路上喫煙禁止

地区で喫煙をしている方への注意もより積極的にしてほ

しいです。 
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13 地域住民との協働による子育て支援 

� 高校を中退し、就労。学校は楽しかった。高校がきらい

で辞めたのではない。安定した収入が欲しかった。居場

所はいくらでもある。ゲーセン、カラオケなど。ただス

リルがないとつまらないので、悪いことをしたくなる。

地域に自分を褒めてくれる大人がいることは、だいぶち

がう。仲間内で、人とふれあうことがない仲間はまた悪

いことをしてしまう。みんな認めてもらったり、褒めて

もらいたい。褒めてくれるのは、親でもいい。ボランティ

アなど含めて人（おせっかいな人たち）と触れ合う場は

あるけど、うまく繋がらないだけ。知らないだけ。 

� もっと地域のつながりを深めていける活動をしてほしい。 

� 豊島区民が気軽に参加できる、大きな行事をしたい。 

� ボランティアとか、豊島区の子たちと仲良くなれる企画

があったら嬉しいです（増やして下さい）。 

 

14 地域特性を生かした取組 

� オトメロードの充実。アニメの店を増やす。アニメの聖

地巡礼イベントなどをする（例）デュラララ！！を池袋

でやるなど。 

 

15 その他 

� アンケートが長い。 

� 税金の節約をお願いします。今回の「ご回答の御礼」の

ハガキにしてもわざわざ送らなくても良いのでは…と思

いました。 

� 都立現在高校３年生です。（区外）学校行事・スポーツ・

勉強に熱心な学校です。その為、現事点（11 月）は、受

験勉強まっ只中のため、本アンケートの回答にややかた

よりがあります。区外の学校に通って、初めて『区』を

意識しました。（品川・目黒・太田・板橋・文京…23区以

外からも通学）「豊島区の医療手当てが中３まであって、

本当にありがたかった」と、よく母が言っています。子

どもである期間は短いですが（笑）子どもを育てやすい

豊島区であってほしいと思います。 

� 豊島テレビをＪ：ＣＯＭにしてください。回線がとても

悪いです。 

 

 

 

 

※「自由意見欄には、子どもの成長をサポートする区内の活

動団体による聞き取り調査の結果も併せて掲載しています。

（保護者17人、子ども本人13人、計30人）  
 

 

 


