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Ⅲ 自由意見 

 

■□教育・保育環境の充実など子育て環境や支援に関しての意見・要望□■ 

（１）未就学児童【問 39】 

◆遊び場（公園・屋内施設など）の充実（63件） 

地区 意見 

御殿場 

小さい子どもが遊べる場所はあるが、小学生以上が遊べる所が少なく感じる。昔あった児童館では、割と

大きい子がのびのび遊べたが、ふじざくらでは制限があったりするので大きい子は遊びにくい気がする。

昔のような遊具がなくなっていき、小さい子向けの遊具が増えている気がする。のびのび体を動かせる場

所があったら便利。小さい子、大きい子両方いる家庭には不便に感じることがある。 

御殿場 
ふじざくらは子どもを遊ばせるのにとても良いが、歩いて行くのは大変な場所にあるので、歩いて行ける

ところに支援センターがあったら雨の日の遊び場所に困らなくて良いと思う。 

御殿場 
大きな公園は点在しているものの、住んでいる所からは徒歩などで行ける距離ではなかったりなので、も

う少し公園も増えてくれると有難い。 

御殿場 子連れでの外出環境を整えて欲しい。公園のおむつ交換・授乳室など。 

御殿場 

御殿場には多くの整備された公園があるので子どもたちの遊び場としてよく利用している。特に公園のト

イレがきれいで感心している。自然観察の楽しめる公園はあるので、子どもが動物と親しめるような施設

があるともっと楽しめると思う。 

御殿場 近くに歩いていける遊具のある公園がない。 

御殿場 小さな公園で良いので、色々な場所に欲しい。 

御殿場 近くに公園はあるが、あまり環境が良くない。夏は夜中に中高生ぐらいの子がいたり、遊具が壊れたり。 

御殿場 中央公園きれいにして欲しい。 

御殿場 天候が安定していないので、ふじざくらのような屋内で遊べる所がもう少し欲しい。 

御殿場 
ふじざくらのような、雨の日でも遊べる場所が市内にもっと沢山できたら良い。もっと気軽に利用できた

ら良いと思うが、遠い。 

御殿場 ふじざくらみたいな所が多く、公園もたくさんあるので、外でたくさん遊べて良いと思う。 

御殿場 

もっと低年齢の子どもが遊べる場所が欲しい。現在、ふじざくら内の子ども家庭センターしかなく、0～5

歳が雨の日などひしめきあって遊んでいて大変危険。先日も 0歳の我が子の顔の上を 3～4歳位の子ども

が走った。いつか事故になると思う。しかし、室内で遊べる施設がないため、小山町からも集まってきて

いる。もっと施設を早急に増やして欲しい。 

御殿場 遊具などの遊び場が少ない。 

御殿場 近くに子どもの遊べる場所がない。車で公園まで連れて行かないとならない。 

御殿場 
近所に徒歩で行ける公園がないため、幼児から小学生くらいまで使えるブランコやすべり台、鉄棒などの

遊具のある公園を増やして欲しい。 

御殿場 御殿場市内の公園は整えられていて沢山あるので良いと思う。車がないと不便な所だと感じた（1年在住）。 

御殿場 
公園が少ないので、近所で散歩等があまりできないのが不便。今は車でわざわざ遠くの公園まで行って遊

ばせている。 

御殿場 公園などきれいで整っている所は多いが、小さい子ども向けの遊具などは少なく、遊べないことが多い。 

御殿場 公園の砂場は犬やネコのウンチがよくある。ネットなどをかけて欲しい。 

御殿場 
子どもができて公園に行く機会が増えたが、いつ行っても清掃の方を見かける。きれいな園内を保ってく

れて安心して遊ばせることができる。有難い。 

御殿場 子どもが遊べるような施設（公園、コミュニティーセンター）をもっと増やすべき。 

御殿場 自宅から歩いていける距離に公園がないので、あると嬉しい。 

御殿場 公園の遊具が古い、もしくは、あまり種類がないので魅力を感じない。子どもたちがすぐ飽きてしまう。 

富士岡 公園に、小さい子どもでも安心して思いきり遊べる遊具が少ないので、もう少し増やして欲しい。 

富士岡 
富士岡公園の遊具が壊れてなくなってしまったが、新しい遊具がいつまで待ってもできない。もうこのま

ま、何も作ってもらえないのか。 

富士岡 1歳くらいの子どもが遊べる遊具があると嬉しい。公園に行っても使用できない・ない事も多い。 

富士岡 
雨の日でも体を動かして遊べる施設があれば嬉しい。そんな広い施設があれば市外の人もたくさん遊びに

来ると思う。 

富士岡 歩いて出かけられる所に、遊具のある公園や公共施設が無いので充実させて欲しい。 

富士岡 いつも富士岡公園で遊んでいる。遊具がなくなってしまったので早く設置して欲しい。 

富士岡 車を出さないと公園へ行けない。 
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地区 意見 

富士岡 公園に遊具が無い所は作って欲しい。小さくても良いので公園を増やして欲しい。 

富士岡 

御殿場市内のあちこちに公園と遊ぶ場所があるが、富士岡から下の神山辺りには遊ぶ場所が無い。公園が

あれば、もっと色んな人とのコミュニケーションがとれると思う。現に、子どもも休日遊ぶ場所がなく困

っている。車で連れて行くのではなく、子ども同士で集って遊ぶ場所が欲しい。小学校では小さな子ども

が遊ぶには少し無理がある。保育園等はセキュリュティーが厳しいので無理ですか。 

富士岡 
御殿場の富士岡、神山地区にも室内の子どもを遊ばせられる所が欲しい。少し大きくなり、自転車が乗れ

るような所があると助かる。 

富士岡 
児童館みたいな施設を増やして欲しい。ボールプールやおもちゃ等も増やして、体を動かして遊べるよう

に工夫して欲しい。 

富士岡 
近くにある富士岡公園の遊具が壊れてなくなり、公園を利用するのに車移動しなくてはならなくなったの

が残念。 

富士岡 

富士岡公園の遊具がなくなってしばらく経つが、新しい遊具は作られるのか。近所の公園に遊具がないと

寂しく、他の公園へ行ったりしている。また、富士岡公園の砂場の状態が悪く、猫の糞が出てくる。中央

公園のようにネットをかけるなど、対策してもらえると安心して遊ばせられる。 

富士岡 
富士岡公園に子どもを遊ばせる遊具が何も無く、遠い公園まで行かなければならないので改善して欲し

い。 

富士岡 

富士岡地区に住んでいて、ふじざくらが遠い。施設が大きく、もっと利用したいが、車で片道 25 分位か

かり、子どもが寝てしまう。御殿場は、公園はたくさんあるが、天気が悪い日が多いので、雨でも遊べる

室内の施設を増やして欲しい。 

富士岡 
富士岡地区の公園（遊具）が少ない。歩く距離に欲しい。ふじざくらの施設はとても素晴らしい。近くに

あると良い。 

富士岡 

ふじざくらはとても充実していて良いと思うが、家から遠いとなかなか足を運べない。保育園の支援セン

ターは午前中でほとんど終わってしまうので、特に雨の日の午後等、子どもが体を動かして遊べる場所が

ないと感じる。室内で遊べる場をもう少し増やして欲しい。 

富士岡 

今住んでいる所から支援センターや市で開催している教室（子ども絵画等）が遠いため、利用するのに移

動時間がかかりすぎる。もっと近くに市が行う施設が欲しい。子どもたちが自由に遊ぶ広い公園が近場に

全く無いので、友愛パークのような広い遊具等整備されている公園が欲しい。 

富士岡 
支援センターなど利用したいが、場所が遠いことが難しい。周りに公園などもなく、子どもが自分で歩い

て行ける所にない。車での送り迎えが全て必要なのが現実。 

富士岡 
富士岡地区に子どもが安心して遊べる大きな公園が欲しい。「ふじざくら」のような公共施設も行くには

遠いので、気軽に利用できる施設を整備して欲しい。財産区とどうしても比べてしまう（設備面）。 

原里 
大きい整備された公園が市内にはいくつかあるが、小さい公園が少ない。土地が無いのは分かるが、もっ

と子どもたちが遊べる環境を作って欲しい。 

原里 

御殿場市に転居（県外より）してきて、良かったと思ったことは、公園が整備され充実していたこと。子

ども家庭センター（ふじざくら）が広く充実していて、他の福祉事業と併設していたこと。高齢の方や障

害者の方と接する機会があった。 

原里 
休日、雨の日遊べる室内大型施設があると嬉しい。ふじざくらは混んでいて、小さい子どもだと大きい子

とぶつかってしまったりしてしまう。冬も室内の方が安心。 

原里 御殿場市にはたくさん公園があり、子ども達が遊ぶ場所があるのがとても良い。 

原里 

御殿場は子どもが遊べる公園がたくさんあって、近隣の市町村からもわざわざ車で来る程、安心して遊ば

せる場所があり、とても満足している。我が家は 1人っ子だが、幼稚園で他の学年、小学校、中学校と年

齢の違う子達との交流も行事の中に組み込んであり、とても有難い。私は仕事をしていないので、子ども

を預ける時の施設等はあまり詳しくないが、自分が病気になっても、ついつい無理をしてしまう。ほとん

どのお母さんがそうだと思うが、せっかく施設があるならもっと上手に使って、自分の負担も減らせるか

もしれないと、この調査で改めて考えることができた。 

原里 

公園は幼児だけでなく、小中学生も使いやすく、バスケットゴールやサッカーゴールなど置いてあると良

いと思う。公民館では、砂利で遊びにくいとか、自転車やキックボードができないとか、結局親が公園へ

連れて行かなければ遊べない。アパートなどでは自転車禁止の所もある。公民館では、ゲートボールなど

で土・日曜日は遊べないと帰ってくることもある。仕方ないとは思っているが、雨の日は体育館を開放し

てもらえると助かる。 

原里 我が家の近くには公園がない（一番近くて徒歩 15分）ので、気軽に子どもを遊べる場所があると嬉しい。 

原里 
子どもが遊べる（雨でも）施設を増やして欲しい。ふじざくらは、雨の日の午前中に行くと駐車場がいっ

ぱいで結局家の中で遊ぶ事もたまにある。 

玉穂 

まだ引っ越してきたばかりで、友人・知人が少なく、実家も遠く、何かあった時子どもを頼める人がいな

いこともあるが、環境的には土日に遊びに行ける大きな公園があったり公立の幼稚園があったりと、育て

やすい環境だと思う。欲を言えば、以前住んでいた所では小学生の医療費が無料、中規模の公園が周辺に

あったので、もう少し遊び場があると嬉しい。 

玉穂 公園など遊具が少ないと思う。もっと大型遊具があると公園が混んでいても楽しく遊べると思う。 
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地区 意見 

玉穂 公園の数も多く、素敵な所が多く助かっているが、鉄棒のある所が少ない。 

玉穂 
公園はとても多く、質も良いと思うが、雪・霧・雨の時に遊べる場所が無い。ふじざくらは必ず後に何か

の病気をもらい通院することになるので行かなくなった。 

玉穂 自転車、三輪車に乗れる公園、施設があると良い。 

玉穂 小さくても良いので、公園を増やして欲しい。 

玉穂 

よくふじざくらを利用している。子どもは小学生と幼稚園児がいるが、ふじざくらの外で遊ぶ時に、鉄棒

があると良いとよく言う。幼児向けに作られた遊具ばかりで少し残念だと思う。他の公園でも鉄棒のない

所が多いように思う。体を動かすことが大好きな子ども達のために、お願いします。 

印野 
休日の子どもの遊び場が少ない。ふじざくら以外に室内の遊び場（児童館等）を作って欲しい。他地区か

ら越してきたため分からない点も多いが、検討していただけたらと思う。 

高根 

これから学校に入学するが、放課後すぐに下校しなければならないので、学校で友達と遊ばせて欲しい。

昔はドッチボール等をしてクラス全員で遊んだが、今は皆で遊ばせる時間がない。習い事をしている子も

いるので全員は無理かも知れないが、体を使うことが減っている気がする。学童保育ではない集まる場所

を作って欲しい。 

高根 

子ども支援センターや子育てサロンがあるのは知っているが、もう少し気軽に子どもを遊ばせられる場所

として、各地区に児童館のようなものがあれば、近所の人や地域の人と密な付き合いや触れ合いができる

と思う。 

高根 
公園など整備されている所も多いが、雑草がすごい公園もあり、もっときれいにしておいてもらえると遊

ばせたいと思える。きれいな整備されている公園に人が集まる。 

◆経済的支援（医療費助成、予防接種の助成金等含む）に対する要望（57 件） 

地区 意見 

御殿場 医療費を無料にして欲しい。 

御殿場 子ども医療費無料化。無料託児付カルチャースクール。 

御殿場 子どもの医療費を無料にしてもらえると助かる。 

御殿場 

未就学の間だけでも医療費の負担を無くしてもらいたい。実質母親一人で子育てしているが、やはり一人

だといざという時（病気など）不安。今は実母に車で 2～2 時間半かけて手伝いに来てもらっているが、

もう少し地域で支援やつながりがあれば、気持ちだけでも楽になる。 

御殿場 

現在、御殿場市が妊婦健診の補助を何回分にしているかは分からないが、里帰り出産をした福島では、平

成 19年当時も 14～15回分補助があった。御殿場は前期後期の 2回分。医療費も福島では 18歳まで補助

（助成）があると聞く。 

御殿場 医療費が無料になると良い。 

御殿場 医療費が無料になればさらに良い。 

御殿場 
医療費助成制度は負担する金額が少なくて済むのでとても助かる。任意の予防接種も、もう少し安くなれ

ば良いと思う。 

御殿場 医療費を、近くの市町のように中学生までは負担を無くしてもらいたい。 

御殿場 医療費を無料にして欲しい。 

御殿場 近隣の市では子どもの医療費が無料だったりするので、御殿場市も考えて欲しい。 

御殿場 
近隣の市や町では、子どもの医療費が中学 3年まで無料という所が多いので、御殿場市でもそうなってく

れると良いと常々感じている。 

御殿場 
同じ市内の保育園でも、地域によって補助（その地域から）があったりするという話を聞いたことがあり

不公平を感た。 

御殿場 

公立幼稚園に入れなかった場合、私立幼稚園に入園することになるが、高額なため補助金等を支給して欲

しい。子育てに非常にお金がかかるため、経済的な支援が欲しい。低所得者でも二人目の子どもを諦めな

いで済むように考えて欲しい。低所得者と高額所得者との教育格差が生まれないようにするためにも。 

御殿場 
子育てにかかる経済的負担が軽くなるようなサポート体制、制度を多くしてもらいたい。またそういった

ものをもっと分かりやすく通知してもらいたい。 

御殿場 私立幼稚園等の援助費は有難いが、年末に戻ってくるのは月々の負担が大変。 

御殿場 チャイルドシートの支援をして欲しい。 

御殿場 任意の予防接種の補助金が出ると良い。本当は無料になる方が嬉しいが。 

御殿場 病院の通院など無料になったら嬉しい。 

御殿場 予防接種（インフルエンザ）の補助をして欲しい。 

御殿場 予防接種の助成金の種類を増やして欲しい。 

御殿場 近隣の市（長泉や裾野）では子ども病院受診料が無料という支援があるが、御殿場市はそうならないのか。 

御殿場 
子どもの医療費の無償化や、同居家族のいる母子家庭でも家計は別のことが多い。もっと母子家庭、父子

家庭が増えてくることが予測されるため、補助やサービスの拡充を図って欲しい。 
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地区 意見 

御殿場 子どもの医療費を無料にして欲しい。 

御殿場 子どもの医療費を小山町のように 0円にして欲しい。 

御殿場 子どもの医療費を他の市町村のように無料にして欲しい。 

御殿場 子どもの医療費はぜひ無料にしてもらいたい。 

御殿場 子どもの医療費を完全無料にして欲しい。 

御殿場 

病院にかかるのに、4 回は 500 円払い、それ以上はかからない制度だけど、実際は多くて 4～5 回行くこ

とはほとんど無い。そうなると、月 2,000円は高いと思う。今、0歳児と 2歳児がいるが、小さい子は色々

かかる事も多いので、せめて 3歳までは無料にして欲しい。 

富士岡 1年ぐらい前に長泉に住んでいたが、子どもの医療費が無料だったので、御殿場もそうして欲しい。 

富士岡 医療費を免除にして欲しい。 

富士岡 インフルエンザなど注射などの金額の負担が大きい。支援をしていただけると助かる。 

富士岡 

御殿場の子どもの医療費の 500円を無料にして欲しい。子どもが 3人いて、もし 3人が月に 4回受診した

ら 6,000円かかることになり、月 6,000円は結構大金で困る。周りは無料が多いのにどうしてかと思う。

私は御殿場でしか子育てをした事がないので比較ができないが、色々な子どもを対象にしたイベントや公

園も多い御殿場は、とても子育てしやすい気がする。医療費だけが気になる。 

富士岡 小山町みたいに医療費を 0円にしてほしい。妊婦健診の費用が高い。 

富士岡 もう少し補助が出ると助かる。 

富士岡 

医療費の窓口負担を 0円にして欲しい。あとから振込まれるなら良いのではないか。市で負担してくれる

予防接種の数を増やして欲しい。水痘、おたふく、インフルエンザ等。病気になったら医療費は負担して

くれるのに、予防接種となるととても高い金額を払わなくてはいけないことに違和感がある。希望者に無

料切符を配布するとか、半額にする等の対策をして欲しい。金銭面で予防接種を見送って、いざ病気にな

ったら医療費を負担してくれるのは、少し怖い。ごみ袋の無料追加枚数を増やして欲しい。思っている以

上に子どものいる家庭ではごみ袋が必要。ごみを減らすためには良いと思うが、やっぱりきつい。結果、

ごみを詰め込みすぎて袋が破れて台無しになったというケースを何度も見てきたし、経験してきた。難し

いことだと思うが、これがリアルな市民の声。検討して頂けたら嬉しい。 

富士岡 子どもの医療費を無料にして欲しい。 

原里 子どもの医療費の負担が 1回 500円なのは高額と感じるので、もっと安くするか無料にして欲しい。 

原里 医療助成額が低いと思う。 

原里 子どもの通院の回数が多いため、医療費が小学生位までは無料だと嬉しい。隣の裾野市が羨ましい。 

原里 
母子家庭への支援がなさすぎて、自立しようにもできない。そのため、母子手当がもらえない。働いてい

ても、実家から出てしまうと生活していけないのが現状。 

原里 インフルエンザの予防接種も補助金が欲しい。 

玉穂 

子どもの医療費について、500 円/回を無償にできないか。御殿場に家を建てるということは、長く住む

予定なのに（つまり税金を納める）、工務店を限定した住宅支援には疑問を感じる。「家を建てる＝現金給

付、さらに御殿場の工務店なら＋αで支給」良いのでは。 

玉穂 ゴミ袋は有料でも良いから、その分、乳幼児医療を無料または引き下げして欲しい。 

玉穂 児童手当を一律 15,000円にして欲しい。 

玉穂 上限 500円の医療費が無料になると助かる。15歳までで良いので。 

玉穂 
転勤族のため、他県でも子育てしてきた。御殿場 3年在住。子どもはすぐ体調を崩したりするが、医療費

が 4回まで 500円かかると、ちょっとした事では病院にかかりにくい。御殿場では受診したくない。 

玉穂 
フッ素を無料でしてくれたら良いと思う。気を付けていても子どもはすぐに虫歯になってしまう。また、

どうせ戻ってくるのなら医療費完全に無料にして欲しい。 

玉穂 小山町のように子どもの医療費無料制度を行って欲しい。 

印野 インフルエンザの予防接種を園でできるようにして欲しい。また、補助金制度があると良い。 

印野 医療費（子ども）無料になると助かる。 

印野 子どもの医療費を 0円にして欲しい。 

高根 
昔住んでいた所は子どもの医療費がかからなかった。子どもが 3人とも喘息で定期薬をもらっているので

結構病院にお金がかかる。発作時、季節の変わり目などは受診回数も増えるため大変。 

高根 小山町や裾野市のように、子どもの医療費が無料になってくれればと思う。 

高根 例え 500円でも、小山町は医療が無料なのに御殿場では払うのはなぜか。 

高根 予防接種を全て無料で受けられるようにして欲しい。高額すぎて受けられない。 

不明 医療費を無料にして欲しい（中学生まで）。 

◆医療機関に対する要望・意見（52件） 

地区 意見 

御殿場 医療機関（市民病院等）の充実。 
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地区 意見 

御殿場 夜間や休日の病院を作って欲しい。 

御殿場 
御殿場市には小児科がとても少ない。また、夜間に熱を出す子どもはとても多いので、夜間も見てもらえ

る小児科があればと思う。 

御殿場 私の子どもはなぜか土日など休みの日の病気になりやすく、小児科の病院がやっていなくていつも困る。 

御殿場 

小児科専門医のいる病院がもっとあると安心。第 2子出産後に母が亡くなったため、3人目を諦めている。

夫の仕事柄、育児休暇等の取得が難しいため、出産時＆入院中の子どもの面倒を見てもらえるような産科

医院等があれば良いと思う。 

御殿場 

1歳の時に沼津市立病院に運ばれた。小児外科が御殿場にはないということで沼津まで通院。発達障害の

ため静岡市のてんかんセンターまで通院。県外出身者にとって土地勘のない場所ばかり遠くの病院に行か

ないととみてもらえない。御殿場にも大きな病院が欲しい。 

御殿場 
安心して子どもを見せに行ける医療体制の整った病院、心のない流れ作業的な医療はいらない。1人 1人

親身になって見てくれる医者がいる小児科。御殿場市に限らず静岡にない。 

御殿場 良い病院がなく心配である。子育てしにくい。 

御殿場 

御殿場市には、小児科専門医が少ないような気がする。人気の小児科医は、いつも混雑している。また、

医療に関しては市立病院などの大きな病院が少なく、今後、就学してから子どもがかかる病院を考えると

少し心配になる。診療科が幅広くあり、常勤している医師がいればと願う。 

御殿場 救急の小児科の先生が 10時でいなくなるのは困る。 

御殿場 御殿場市に産婦人科が少ないと思う。 

御殿場 
御殿場は全体に病院が少なく、患者側に選べる権利がない。医者も何となく上からの言い方の先生が多く

昔のまま。もう少し医療環境を整えて欲しい。 

御殿場 小児科が少ない。救急当番医の質が全体的に良くない。病院自体が暗いので明るい感じにして欲しい。 

御殿場 小児科が少ないので、誘致して欲しい。 

御殿場 

裾野市にある大橋小児科のように、夜間や休日にも看てもらえる小児科（病院）があったら良いと度々感

じる。裾野まで行けば良いが、近くにあるととても助かる。市の救急センターもいつも小児科専門の先生

ではないので。子どもは病院が閉まった時間に調子を崩すので、1つそのような病院があると、とても安

心できる。 

御殿場 

転勤などで御殿場に転入した時に医療関係が全く分からず、また子どもが小さいので体調を崩しやすく、

夜間に急遽診てもらいたい時に、夜間救急の体制が小児にはあまり良い印象を受けなかった。医師不足で

大変という難しい面があるとは思うが、安心して住める土地であると長く居住したいと思える。 

御殿場 病院がいつも混んでいる。 

御殿場 
病院が少ない。救急のとき不便。全ての診療科がなく、曜日によって先生がいたりいなかったり、もっと

しっかり対応してほしい。 

御殿場 

病院は沢山あるが、内容が不充分に思う。理由としては、子どもがアナフィラキシーショックを起こした

時、御殿場救急センターに運ばれたが何でもないと帰され、その後再び意識障害を起こしまた運ばれた。

順天堂では早急に手当てし大事には至らなかったが、死と隣り合わせで危なかったと言われた。このこと

は救急センターへ話をし、謝罪の電話はあったが、もし「死」ということになっていたら謝罪では済まな

い。友人からの評判も実に悪く、救急センターがこのような対応だと良くないと思った。 

御殿場 

子どもに関しての医療機関の不十分さは特に目立つ。大きな病院もない。ＥＲも。結局緊急時は自分たち

で消防に電話をし、当番医を教えてもらい、沼津や大きな病院へ自分たちで連れて行くという感じ。医療

機関は子どもだけの問題でもなく、大人も病気になるので、やはり切実である。 

御殿場 病院が少なく、子育てセンターなど充実した施設があるのに 30分以上歩いたりなかなか利用できない。 

御殿場 
夜間の小児救急の不安が大きい。平日の 22 時以降の救急は、内科医が見てくれるが小児に対する責任感

がない医師がいる。 

富士岡 

子育てをするにはすごく育てやすい環境だと思うが、小児科の病院が少ないため、1ヶ所に集中しがちな

気がする。また、救急病院も対応があまり丁寧でないため、夜中に子どもの具合が悪くなったら御殿場の

救急へとは思わない。子育てサロンが盛んな所はすごく良いと思うが。 

富士岡 産婦人科、耳鼻科、小児科が少なすぎる。 

富士岡 

子育てサロンや地区ごとの行事など、身近な方や同年代の子ども達と触れ合う機会があるのは良いと思

う。しかし、御殿場市の小児科専門医が少なくいつも混んでいて大変。また、弱っている子どもを連れて

行くと、違う病気までもらってきてしまうこともある。もう少し余裕をもって、安心して受けられる医療

があると良い。 

富士岡 
御殿場には小児科、耳鼻科の専門医が少なく、利用しない月はないので、小児科は大変混み、耳鼻科は裾

野、現在は三島まで通っているが、苦痛になる時がある。もう少し増えると助かる。 

富士岡 市内に小児科が少ない。そのために、いつも混んでいて病気の子の負担になる。 

富士岡 
小児科医が少ない。救急センターに、小児科医を必ず置いて欲しい。子どもは、夕方から体調を崩すこと

が多いので、夜間救急を充実させて欲しい。 

富士岡 予防接種等、病院の充実性が欲しい。働いていると時間帯が合わない。救急病院も小児科の先生が欲しい。 
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地区 意見 

原里 産前産後ケア 

原里 
病院、小児科に併設した診てもらえる施設を増やして欲しい。夜間診てもらえる小児科を作って欲しい。

24時間体制。安心できない。 

原里 産婦人科をもっと増やして欲しい。回りの方や自分も地元に帰って生んでいる人が多い。 

原里 

市内に小児科がもっと充実していたら良いと思う。小児科専門医院が少なく、また、夜間の救急外来が受

けられない。子どもが体調を崩した時にサポートしてくれる体制が欲しい。風邪が長引いて、買物にも困

ることがある。子どもが 1人体調を崩すと、もう 1人の子どもの送迎や世話にも困る。 

原里 小児科が少ないので病気になった時に不安。 

原里 
小児科が少なく、とても不便に思う。具合が悪くて病院へ行っても 2～3 時間待ちだと本人にも保護者に

も負担が大きい。総合病院も少なく、大きなケガ、病気をした時はどうなるのかと不安に感じる。 

原里 御殿場市に転居（県外より）してきて残念だったことは、子どもの医療施設がとても少ないこと。 

原里 信用できる病院や医者がいない。 

原里 大きな総合病院がないので、ぜひ建設して欲しい。 

玉穂 
いざという時（24 時間）と頼れる病院（特に小児科）が無いので困っている。大きい病気にも対応でき

る病院ができると良い。 

玉穂 救急センターをもっと頼れるようにして欲しい。現在の状況では不安が多い。 

玉穂 出産時を含め、安心して通える質の病院が少ない。 

玉穂 病院が少ない。皮膚科・耳鼻科・眼科など市内に行きたい病院がない。 

玉穂 

御殿場へ嫁いで 4年以上になるが、小児科や救急医療センターの医療体制に不満を感じている。幼稚園の

お母さんからも同じ意見を聞く。たうち小児科の先生はとても良い先生だが、小児科を増やすことが御殿

場の子どもたちを守ることに繋がるのではないか。たうち先生の体力を心配してしまうほど。混んでいる

時は院内や外にまで人がいる状態の時がある。玉穂地区からでは遠い。 

玉穂 
小児科の専門医がいる病院が増えると良い。裾野の大橋医院のような 24 時間体制、休日もしている小児

科があると良い。 

印野 
小児科が少ないので増やして欲しい。夜間に病院に行きたい時、市の救急医療センターに行っても小児科

の先生がいない。 

印野 もっと大きな病院があると、安心して過ごせる。 

高根 小児科医院を増やしてほしい。誘致して欲しい。 

高根 医療機関が充実していない。特に総合病院、小児科。 

高根 

妊娠し出産するにあたり検診費と出産費の免除制度はとても助かった。ただ、御殿場市内で出産できる医

院が一つしかないとのことで、通院や今後（2人目以降）のことを考えるといずれは出産できる医院の選

択肢が増えてくれればと思う。また、妊娠中や出産時、子育ての中で何か緊急なことや重病を患った場合、

整備や体制が整った病院が市外なのでやや不安を感じる。私自身、出産時に異常が生じ沼津の病院に緊急

搬送になった。もし今後子どもに何かあった場合、市内に対応して頂ける場所があればと思う。医療サー

ビスと質の向上希望。 

高根 良い病院が少なすぎる。 

不明 病院、産婦人科をもう少し充実させて欲しい。 

◆保育園・幼稚園での、保育の内容・質等の向上（制度の見直しを含む）（45 件） 

地区 意見 

御殿場 
保育園に在籍する時の要件を緩和してほしい。第 2子妊娠、出産に際し出産した日に第 1子が 3歳になっ

ていないと退園等。 

御殿場 御殿場幼稚園は、人数が多すぎる。 

御殿場 

私立幼稚園が少なすぎで、公立とは入園希望の人数が多かった場合など、融通が効かず、不安を抱える親

もいると思う。また、「保育園は保育時間が長いから楽」と安易な気持ちで入所させている人も多いと思

うが、逆に本当に仕事をしなければ生活できない人が入所できなかったりと、不公平さも感じる。 

御殿場 気軽に預けられる施設の充実、公立幼稚園でも英語、音楽、スポーツ教育を積極的に行って欲しい。 

御殿場 

アンケート対象児の兄・姉が、市立幼稚園に通っている。教育方針や園運営が、園長先生によってがらっ

と変わる。信頼でき、共感できる先生が非常に少ない。異動も頻繁で、良い先生がすぐ異動してしまう。

安心して任せられない先生もいる。せめて園長級の先生は、年功序列でなく、まともな方を選んで欲しい。

世間体よりも、子ども達を一番に考えてくれる園長を望む。先生に当たり・外れのないような運営をお願

いしたい。 

御殿場 土曜日に保育園を利用するのに気が引ける（預けにくい）。英語をもっと取り入れて欲しい。 

御殿場 
御殿場市の幼稚園は、数字、平仮名などをしない。みんなとの触れ合いがとても多い（月に 1度あり、祖

母には少し大変）。自然と触れ合い、体を鍛えるのはとても良いと思う。 

御殿場 午前保育とかで、昼に返すのはやめて欲しい。 
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地区 意見 

御殿場 

保育園の申込に行った時、窓口で「難しいかも」と言われた。会社とも話をして、書類に印を押してもら

った。働くのも厳しい世の中、時間短縮しての記入なのに、そんな事を言われ頭にきた。保育園の見学も

行ったが、いい加減。園長先生が来客のアポを知らずにいた。先生達の連絡ミスだと認めていたが、そん

な人が園長。しかも保育を行う服装ではなくスーツ。安心して行かせられない。ある保育園では運動会の

練習をしていて、のろのろ歩きの年中さんの頭を叩いて、「さっさと行く！！」と怒っていた。手は出し

ちゃ駄目でしょ。子どもなのだから、口で言えば良いのに。 

御殿場 

入園待ちをしている子がたくさんいると思う。それでも御殿場市は保育園も多く、入園しやすい方だと思

う。日々、保育園の中でよくみていただけていて感謝している。人手不足の中、本当によくやってくれて

いて、その負担の方が心配。マンパワーの充実を、ぜひ積極的にやっていただきたい。 

御殿場 
保育園の数は増えていると思うが、先生の負担軽減や子どもへ目が届くよう、人数、給与面を考慮して欲

しい。子どもへの教育、養育にも繋がるのではないか。 

御殿場 

保育園希望だが、園服（えんぷく）などが無いため非常に不便。昔はあったと思う。一時保育・延長保育

など、保育園紹介などの書類に大々的に記載している割に、いざお願いすると、渋った感じだったり条件

をつけられたりして頼みにくくなっている。全ての保育園ではないが。 

御殿場 

保育園と学校で出される給食にとても疑問を持っている。「手作りのものを」と謳いながら、おやつでは

市販品が出され、子どもの脳の発達に悪い白砂糖を使ったお菓子が出されているのが現実。おかずも添加

物の危険度で“高い”とされるものが含まれる食品を多く使っているように思う。乳幼児期に味覚を発達

させ、そこで養った味覚で大人まで生きていく。この時代にすべて完全に自然なものを食していくのは難

しいかもしれないが、せめて「おやつ＝甘い物」という提供の仕方はやめていただきたい。「子どもが好

きな給食」ではなく「子どもの健やかな発育に必要な給食」という視点で考えれば、おやつの時間のプリ

ンやパフェは必要ないと思う。是非、給食内容について御検討いただきたい。我が家では、塩、みそ、し

ょうゆ、酢、以外の調味料は使わず、おやつもおむすびや焼き芋など主食を食べさせているが不満はない。 

御殿場 

保育所への入所の順位付け基準を明確にして欲しい。他市では自分がどれくらいの順位になるかが分かる

くらい、基準を公表しているところがある。自分の順位が分からないと、他の預け先の確保をすべきかど

うかも判断できず、結果が出るまで働けない。子どもの食物アレルギーがあるが、保育所では栄養士、先

生、給食担当の方に親身に対応していただき、大変感謝している。アレルギーに限らず個人に合わせ対応

するのはとても大変だと思うが、ぜひこれからもこのような対応をしていただけると嬉しい。 

御殿場 

まともな保育士がしっかり保育できるよう、保育士に対する教育、指導等を定期的に行える環境、制度を

作ってもらいたい。保護者が保育所等に意見を言いやすいような環境、体制または間に入ってもらえる機

関等を作ってもらいたい。 

御殿場 

迎えが遅くなり 17：55 頃に行ったら、もうテーブルの前に座らせて間食の用意をしていたので、お菓子

を食べられると思っていた子どもはすごく嫌な顔をして「お菓子が食べたかった」と困らせ大変だった。

子どもなので、目の前で菓子を用意していたら当然だと思う。延長保育の子用と言っても子どもは理解で

きないので 18時以降に準備しても良いのでは。 

御殿場 

一時保育を定期的に利用、今は私立保育園の一時保育を利用しており、とても先生方の対応も親切で子ど

もをじっくり見てもらい、満足している。以前利用していた公立保育園では、職員の対応の感じが悪く、

子どもに対しても在園児との扱いの差を感じた。色々な先生がいるのでたまたまかもしれないが、公立の

イメージを損なった。 

御殿場 
現在、萩原保育園を利用しているが、先生方はとても優しく、子どもたちをよく見て下さり行事を通して

自然と触れ合うなど、様々な体験をさせてもらっておりとても有難く感謝している。 

富士岡 
上の子がいて未満児で出産する時、なぜ保育園を退所しなければいけないのか理由が分からない。一番手

がかりが、子育てが大変な時期だからこそ、保育園でみてほしい。 

富士岡 

仕事をしている人のための施設である保育園なのに、年に何回も研修等で希望保育にし、休ませるように

したり、お弁当になったり、負担を増やしている。仕事を抱える方としては、子どもの病気以外ではでき

れば仕事は休みたくない。在園時でも入園説明会に出席しなければいけないのが理解不能。毎年毎年、既

に知っていることを延々と聞かされ、時間の無駄。毎年実施していることも、本当に必要なことなのか見

直す必要があるのではないか。 

富士岡 

保育園について、2人目を妊娠・出産した際、2人目が生後 3ヶ月になったら 1人目は退園もしくは就労

して 2人目も入園させなければならない規則を見直して欲しい。実際、生後 3ヶ月で生活のリズムも整っ

てない中で新しい就労先を見付けるのは難しい。体もフラフラ。1人目の子が楽しそうに保育園に行って

いる姿を見ると退園させるのは申し訳ない。家に居てもそんなに外にも連れて行ってあげられない。1人

目の子にもストレスをかけてしまう。 

原里 園バスがないことに驚いた。 

原里 公立の幼稚園でも、平仮名や数字、英会話等の学習を取り入れて欲しい。 

原里 

家を建てて来年から引っ越しするが、近くに幼稚園がなく、小学校もバス通学なのでうまくいくか不安。

とにかく一時保育を仕事している人が優先と言われ断られるので、もう少し利用しやすくして欲しい。幼

稚園に対しては、良い園に恵まれ子どもも楽しそうに行っており満足しているが、幼稚園の預かり保育に

ついては預かって頂けるのか市などでお知らせなども欲しい。 
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地区 意見 

原里 

公立の保育所での習い事をもっと増やして欲しい。字の勉強の時間を少しでも作る、本を読ませる、足し

算、引き算など。公立に行かせているが、働いているので習い事をやらせる時間がない。親の責任だとは

思うが、生活するために働いているので、いずれ小学校でやることだが、触れさせることも大事なのでは

ないか。保育士と話す機会がなく、迎えに行っても何も話さず帰るので、園での子どもの様子は連絡帳を

見て確認することが多い。保育士同士の私語が多く、子どもの方を見てくれていない。朝登校しても、子

どもが嫌がるので一緒にいるが保育士に引き渡せない。見て見ぬフリをされる。 

原里 
公立の保育所でも園児の教育に力を入れてほしい。文字や数字が書ける、書けないではなく、勉強すると

いうことになれさせる意味と、やる気を出させるためにも年長ぐらいからでも実施して欲しい。 

原里 
私学の保育園の先生も指導して欲しい。私学だと苦情を言いにくい。公立だとありえないことが、たくさ

んある。 

原里 
仕事をしているため、幼稚園に入れたいが入れることができないので、保育園でも幼稚園で行っているよ

うな、学習面での教育を増やしてもらえると嬉しい。 

原里 質の高い選ばれる保育を望む。今の保育園でもとても良くしてもらっているが。 

原里 保育園は地域に財産区があるかないかで、教材やおもちゃなどが違う気がする。 

原里 

保育環境について、保育園で行われる行事に関して、もっと保護者も協力させて欲しいと強く思う。例え

ば「家族のつどい」等で、保護者達が参加して行う場所が無く、衛生の面等で厳しい決まりがあるとして

も、保育園の先生、親、子どもが 1つになっていない部分が感じられる。私みたいな親は数多くないかも

しれないが、少なくとも子どもが成長していく時間を一緒に過ごせるのは、その時の一瞬しかないので、

行事の時は準備から片付け、行事内の参加をもっと親達に積極的にさせて欲しい。その中で、先生方、子

ども、親がより親密なコミュニケーションがとれ、三位一体の形が深まれば問題も起きないのではないか

と思う。上部だけでなく、一つになる事が大切だと思う。 

原里 

幼稚園について 園長のスキルのばらつきが大きく、園長が変わる度に方針が変わり、保護者として非常

に戸惑いを覚える。園行事・小学校行事・宿題のサポートなど保護者負担が大きく、とてもストレス。行

政の求める「丁寧な育児」は核家族子沢山家庭には負担でしかない。 

原里 
公立幼稚園も小学校（私立幼稚園）と同じように給食にして欲しい。母が働いていなくても保育園が利用

できると嬉しい。 

原里 

幼稚園、保育園から中学まで今以上に連携して繋がりのある教育を行って欲しい。英語、国語、算数も早

期教育（幼稚園から）行って欲しい。小学生の兄がいるが、できれば 1～2 年生の間だけでもクラスに 1

名ずつ補助教員を置いてもらいたい。 

玉穂 
保育園でも、積極的に教育を取り入れている保育園もあれば、そこまで力を入れていない保育園など様々。

差のない教育が親も安心して預けることができる。 

玉穂 保育士の人数を増やして、余裕のある保育を実現して欲しい。 

玉穂 
ママ友の間で、公立幼稚園は卒園までに自分の名前が書ける程度で良いという教育レベルなのが不安だと

いう声を聞いたことがある。 

玉穂 幼稚園バスがあると嬉しい（登園用）。 

玉穂 

産休明けに復帰の際、赤ちゃんクラスはいっぱいでどこの保育園も入れないと言われ、働きたいのに育休

を延ばし翌年の 4月入園にするしかなく困っている人が周りにたくさんいるので改善して欲しい。保育園

と幼稚園での教育の仕方をあまり違わないようにして欲しい。小学校に入って差が出そうで心配。 

玉穂 幼稚園ももう少し教育面を行った方が良いと思う。3年も期間があるのにもったいない。 

玉穂 給食の内容。産地等、安全な食物なのか不安。 

印野 学校給食での対応のため、給食の回数を増やして欲しい。 

印野 
保育園でももう少し教育的なところを導入して欲しい。また、公立保育園でも園によってかなり差がある

ように感じる。 

高根 保育園から英語（月に 1回でも良いので）と触れ合えたら良いと思う。 

不明 公立幼稚園の給食導入して欲しい。 

◆ 生活環境に対する要望（商業施設の誘致、公共交通の充実など）（39件） 

地区 意見 

御殿場 赤ちゃん用品を取り扱う店が少なすぎるので、そういった企業の招致にもっと努力してもらいたい。 

御殿場 

御殿場市の子育て環境や支援は本当に充実していると思う。子育てサロンがたくさんあるし、家庭センタ

ーも便利で、イベントも多く、よく利用している。自然が多く公園もたくさんあるので、子どもを遊ばせ

るのも悩まない。強いて言うならば、家庭センター以外の室内型の遊びスペースがあると良い。商業的な

総合施設がないので、遊び＋買い物（食品）＋買い物（日用品、衣類）が 1ヵ所でできない。子どもを連

れて行きやすい『商業施設』が御殿場市には必要な気する。 

御殿場 子ども連れでも買物が楽に一ヵ所で済むような大型ショッピングモールを誘致して欲しい。 

御殿場 
こども服や子どもに必要なものを販売する店が少ないから増やすべき。バスや電車の本数を増やして交通

機関を使いやすいようにすべき。 
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地区 意見 

御殿場 

御殿場市は夏以外とにかく寒い。そして晴れる日が本当に少なすぎる。0～3 歳位まで、バギーでのエレ

ベーター、バリアフリー、地下・立体駐車場から店舗・施設へ、体温調整難しいため冷暖房、雨・風・寒

さを凌げ（移動時も含め）、時間制限（おむつ、ミルク）がゆっくりできる場所「週末あそこに行けば 1

週間生活に困らない」（食品・日用品・子ども用品全て）の場所（できれば子どもの散歩・遊び場（公園 

隣設とか）全部叶うショッピングモールがあれば。週末、都会にそれを求めなくても御殿場市でお金を使

うことが多くなっている 

御殿場 

子ども家庭センターの事業は頑張っていると思う。しかし、日中車が使えないペ、ーパードライバー等の

理由で、センターに行きたくても行けない人がたくさんいる。駅からのバスも 1日 4本と非常に不便。最

近、東田中のバスができたが、あれはだれが乗るのか。どうせなら、駅の南北を繋げて、市役所、家庭セ

ンターまで経由して欲しい。とにかく御殿場はバスがなさすぎて困る。静岡市の駿府浪漫バスを参考にし

て、利用者目線からバスルートを考えて欲しい。 

御殿場 

自然が多く、渋滞も少なく子育てに良い環境だと思い、神奈川県から引越し、御殿場に家を建てた。静か

で、水、空気が良い所は気に入っている。田舎の良さはあるが、地域の役の多さに驚いた。子育て世代に

とって、夫も働き盛りで会社からも必要とされている時に、組内の組長は仕方ないが、体育委員や氏子（大

晦日と元旦）など、度々役員が強制的に回ってくるのは、他の市ではない。習い事をさせることが多い中、

行事の多い子ども会が存続しているのも古い。あれこれ考えずに子育てを楽しめる環境を整えて欲しい。

御殿場は子どもが多いのに子育て支援が充実していない。病児保育など利用できれば、働く母としても、

もう 1人子どもが増えても良いと思える。商業施設もアウトレットだけでなくショッピングモール（イオ

ンタウンや西武等）のような全天候型の施設を作って欲しい。住みやすい街、子育てに最高の街を望む。 

御殿場 自然豊かで、御殿場は大好きだが、一番気になるのは地震。積極的に家を建てて定住する気にならない。 

御殿場 

市役所の近くに住んでいるが、昼や何かが起こった時などに鳴るサイレンがうるさい。昼寝中の 0歳の子

どもが起きてしまう。できればやめて欲しい。スーパーばかりでデパートがないので、他の市や県まで遠

出をしないといけないのも、とても大変。快適な街づくりをして欲しい。 

御殿場 

第 1子を妊娠してから東京、神奈川、埼玉、静岡と転勤で越してきた。御殿場に来てまず幼稚園、保育所

を含め子育て支援が充分でないことにとてもとても残念でショックだった。子育て支援の拠点がふじざく

らのたった 1つだけ。御殿場は車が 1人 1台のようだが、転勤族の家庭や経済的な理由で車は 1台だけ（そ

の 1台は夫の通勤の足）の家も多い。御殿場市中心から遠いふじざくらまで行くのは無理。小さい子を連

れて駅まで行き、バスに乗ってふじざくらまで行くのもとても大変。また子育てサロンは 0歳児までだが、

年齢制限はせいぜい 3 歳までにして欲しい。家のすぐ近くに公民館はあるが日中ほとんど使用していな

い。公民館などをもっと利用し、地域での子育てにもっと目を向けて欲しい。幼稚園、保育所での園庭開

放、未就園児のサークルも数カ月に 1回、年に 5～6回。こんなに少ないのは御殿場だけ。都内はもちろ

ん御殿場よりももっと不便で田舎の地方でさえ子育て支援は充実していた。大変なのは 2～3 歳の子育て

だと思う。もっと市民の子育てママが笑顔で子育てができるように税金を子育て支援に使って欲しい。 

御殿場 ふじざくらや図書館などへの無料シャトルバスがあれば利用したい。 

御殿場 

子育てに関する情報や週末、子どもと一緒に参加できる行事が多くて良いと思う。幼稚園、小学校のＰＴ

Ａの役員や子ども会の役が多く主人が仕事を休んでまで出席することもあり煩わしく感じる時もある。同

じ人が何回も役をやっていたりするので、不平等だと感じる。 

御殿場 子どもたちが安全、安心に生活できる環境を作って欲しい。イジメなどの問題がない学校生活を望む。 

御殿場 小児科が近くにない上にバスが少ない。交通手段がタクシーしかない。バスを増やして欲しい。 

御殿場 託児サービスがあるお店等が増えると良いと思う（歯医者、美容院等）。 

富士岡 

ふじざくら、玉穂プール、市競技場、保健センター、救急センター等が富士岡地区から遠く、利用しにく

い。もっと公共交通が利用しやすくなれば、子どもとバス・電車などの体験ができて良いと思う。現状は

どこに行くにも車で移動しなければならない。 

富士岡 
イオンかイトヨーカドーのような乳幼児からお年寄りまでが気軽に買い物できるような買い物施設があ

ると良い。富士岡地区は何かほしいと思ってもすぐに買いに行ける所がない。 

富士岡 
富士岡地区は人口が少ないせいもあるかもしれないが、あまり施設が充実していないと思う。保健センタ

ーやふじざくら等がとても遠くて気軽に行くことができない。 

富士岡 

御殿場市の問題ではないが、子育てする上であまり満足できないので、海外移住を考えている。子ども手

当ては、3人子どもがいるので概ね月々75,000円程もらえる、教育費は無料、塾に行かせなくとも学校だ

けで大学進学に十分な教育が受けられる、自然が多い、休みが多い、治安が良い等を考え、1～2 年後、

移住を考えている。福祉の充実がやはり大きい。税金は高いが福祉が充実している。使われ方がはっきり

分かるので納得できる。御殿場は地域の繋がりがあり、お祭りなどの行事もよく行われ、その点ではとて

も離れ難い。また、地域の方々が防犯にとても協力的で、登下校時にいつも見守り、他人は他人という考

えではないところが素晴らしい。御殿場市はとても住みやすく、子どもにも良い環境だと思う。他地域は

よく分からないので比べられないが満足している。しかし、教育にお金がかかる風潮や、お金に余裕のあ

る家庭だけが、子どもたちにいっぱい良い教育が与えられるという日本に嫌気が差しているのも事実。御

殿場が先がけて、親の収入関係なく、やる気がある子（家庭）に、しっかり教育を施すことができる制度、

もしくは機関を作って欲しい。 
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富士岡 子どもを預けて買い物する場所が欲しい。 

富士岡 

少子化で子育てを支援しようというのは分かるが、特に小さな子どもは親と一緒にいる時間が大切なので

はないか。親が働くのは当然で、好きで子どもを作ったのだから“子育てがしやすいように”ではなく“働

けるように”他人が面倒を見るという考えが分からない。そんなことで少子化が解消されるのか。親の金

銭的・時間的な余裕を作れるようにして欲しい。少子化の世の中で子どもを育てる親をもっと大切にして

欲しい。今の時代、大学まで行かせるのが当たり前の親の務めだと思われているが、子どもが多いから頑

張って働いて 3人の子どものために年収を上げるよう努力した結果、支援制度を受けられない。1人より

2人、2人より 3人で多くのお金が必要。子育てに必要なのは愛と手間、お金。他人の子育ては要らない。 

富士岡 

御殿場市は、公園は充実していると思うが、子どもは外に行きたがるため、雨の日が行く所がない。イオ

ン等の大型ショッピングセンター（モール）が一つでもあると嬉しい。ママのストレス解消にもなるので

は。これはママの中でいつも出る話題。子育て環境の面からぜひ誘致して欲しい。 

原里 幼稚園後、サッカー教室、体操教室、水泳教室などクラブ的なものがあると良いと思う。 

原里 子ども会や学校役員等、保護者の負担が多い。 

原里 

親族、友人関係と遠く離れた環境での子育ては、どれだけ行政での支援があっても、近隣に頼れる人間関

係がなく不安が尽きない。育児をしている家庭に限らず、近隣の方々と積極的に関われるように手助け、

緊急時も平常時も声をかけあって、安心して子どもを遊ばせられる環境が整うのではと期待している。 

原里 

私の地域（組内）は少子高齢化が特に目立ち、地区の運動会では子どもの参加も少なく、また自分達と同

世代の夫婦や家族もあまりいないので、参加者は毎年決められた友達と 50～60 代の方達。子どもも同世

代の子が周りに少ないので、今後 5～10年先と続けられるかが心配。今のままでは、これから参加者も激

減して、残っている人達にかなり負担がかかってしまうと思う。若い独身者も住んでいるので、市で婚活

や市街地以外でも土地開発に力を入れて、市外、県外からたくさんの人達が住めるように努力して欲しい。

特に駅周辺も活気がないので整備して欲しい。三島市は花と緑の町で市街地もきれいに整備されている。 

原里 
子どもたちが安心してのびのびと過ごせる市になって欲しい。小児科、産婦人科がないわけではないけれ

ど、親として安全、安心して子育てをできる街にもっとなって欲しい。 

原里 

主に環境が悪い。このアンケートを受け取った方は一度それぞれの地区へ歩いて行かれてみてはどうか。

車移動しなければ用事が済まない町だからといって歩く人への配慮が皆無。ドライバーも横暴な人多い。

特にお年寄り。安心して歩けない町。喫煙所には、やさしい町！スーパーや飲食店入口に喫煙所があり店

に入るには有害な煙を吸わないといけない。びっくりだ。自分や子どもが肺や身体に患う覚悟がなければ

住めない町。結果ここでの子育ては極めて難しい。 

玉穂 

賃貸などの家賃が高い。ペットＯＫの賃貸物件をもっと安くして欲しい。ペットを飼っている家のみお金

をあげないで欲しい。賃貸できれいなマンションを提供して欲しい。新しく建っても分譲ばかり。保育園

にも制服や体操着、園服を作って欲しい。働いている中、毎日の服選びや準備が大変。 

玉穂 
大型スーパー（複合施設）が無いので、とても買い物も不便。ホームセンター、スーパー、ドラッグスト

ア、電気店、子ども服屋などがまとまっている所があれば助かる。子育てしていくには、本当に大変。 

玉穂 

近年、子どもたちの犯罪など、昔と比べて情緒不安定な子どもがよく目立つようになってきた。ゆとり教

育からか。個人情報を世の中で騒ぎ出した頃からか、ちょっとしたことで怒ったり殴ったりと、ニュース

で見る度に悲しい気持ちになる。でも最近の大人がいけない。いけない事はちゃんと叱る、教える、そし

て温かく包み込む。そんな当たり前のことができない人が多くなってしまった。保育園、小学校、これか

らの教育の中で求めることは、親に対しても筋道通して発言できる先生が必要だと思う。訴えられるのが

怖い、モンスターと、びくびくするのではなく、仕事で子どもたちを先生たちに預けるということは、し

っかり褒めてあげたり、叱ってくれる先生を親は求めていると思う。 

玉穂 
県外出身なので、演習の音がすごくうるさい。子どもも私も慣れないせいか「うるさいな」といつも思う。

でも、そのうち慣れくるものなのでしょうか。 

玉穂 
御殿場は自然も多く、地域の行事なども盛んで良いが、1店舗 1店舗、お店が離れて遠くて、小さな子ど

も抱えての買い物も大変に感じる。子育てはしにくい地域だと感じる。 

玉穂 他の地域に比べて、子どもたちに優しくない気がする（医療、出産、保育料）。 

玉穂 

地域行事の参加の強制がある。子どもを預けられず、困る時がある。またお葬式の手伝いなど、急な時は

困る。「今までは～」と文句を言われる。小さな子が親以外に預けられる寂しさを考えると、何のために、

どうしてそこまで参加しなくてはならないのかと思う。「昔と今」では違って当然。「今までこう」だった

事を子どもたちに押しつける気になれない。 

印野 交通手段が、マイカーが無いと不便なので、もっと充実させて欲しい。 

高根 自衛隊の訓練の音、飛行機の音が早朝から夜遅くまであるのが怖い。地元に自衛隊がないから。 

高根 

市立図書館が古いのでもっとゆったりと子どもたちが本に触れ合える場所にして欲しい。実家のある狭山

市はたくさんソファーがあり、サークルのようなものの中でゴロゴロしながら本が読め明るくて良い雰囲

気。できれば建て替えてもらいたい。今の日本の育児は諸外国と比べて母親の負担が大きく、家事子育て

が平等とは言えない。「男は仕事、女は育児」という慣習から抜け出すにはどうすれば良いのか。国の制

度改革のみならず市町村の制度・事業を上へ提案していくのは可能か。いずれにせよ高齢社会の負担を解

消していくには子どもを増やすことでしか解決できない。子どもを産めて育てられる国づくりが必要。  
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地区 意見 

高根 

ショッピングモールのような大型商業施設があると 1ヵ所で色々と揃えられ、子どものみならずお年寄り

も助かると思う。何かと車がないと動きが取りづらい中であちこと行くのは大変だし、やはり子どもにも

楽しんでもらえる（買い物など）と嬉しい。 

◆ 道路（歩道、通学路等）の整備（37 件） 

地区 意見 

御殿場 

何かと工事が多く、いつもうるさい。工事が多い割に道路はいつまでたっても凸凹で汚く、歩道もきちん

と整備されてなく、道も狭くて、危なくて子どもだけで歩かせられない。せめて学校などに通う道だけで

も早くなんとかして欲しい。 

御殿場 

ベビーカーを利用して外出することが多いが、以前の生活地域（県外）と比べて、交通は不便だと思うし、

道の整備が悪くて歩きづらいので遠方の施設まで気軽に行けるようになると、もっと積極的に出かけられ

る。 

御殿場 御殿場市内全般に街灯が少ないので、せめて子どもの通学路には、街灯を増やして欲しい。 

御殿場 多い園児の通園路がいまいち整備されていない。園バスがあっても良いくらい。 

御殿場 

学校の教育や病院等の医療体制などはかなり力が入っていると思う。道路の狭さや通学路の歩道の無い場

所は正直危険を感じる。観光地で県外ナンバーの車がかなり多く走っているので、子どもが外出の際は少

し心配。 

御殿場 
子どもの散歩に安全に行けるよう、歩道の整備をして欲しい。狭くガタガタでベビーカーも歩きでも不便

だし危険。 

御殿場 これから小学校へ行く時、農道を通るのが怖い。 

御殿場 小学校の通学路、駅までの道、歩道、電灯が少ない。 

御殿場 
徒歩でも通おうと思えば通えるが、ちゃんとした歩道等がないので、下の子を連れて、幼稚園まで歩くの

が怖い。通学路に危険な場所が多い。 

御殿場 保育所や幼稚園の周辺道路の安全性をもっと考慮してもらいたい。道がガタガタで危ない。 

御殿場 
歩道が整備されていなくてガタガタな所があるので、点検して欲しい。車道と歩道の段差の高さがあると

ベビーカーを動かしづらい。 

御殿場 
南小に入学予定だが、門の近くの通学路にもなるところの川に柵も何もなく非常に不安。落ちたら命に係

わると思うので、早急に対応して欲しい。 

御殿場 
幼稚園、学校等の通学路に歩道を整備して欲しい。御殿場駅の徒歩 5〜10分の場所には、歩くのが狭い路

肩ばかりで危ない。 

御殿場 
通学路に歩道、電灯が少なく、危ないので、改善して欲しい。集団登校の班を作って欲しい。近所の子ど

も達で登校できるように。 

御殿場 防犯対策のためにも街灯を増やして道を明るくして、防犯パトロールをした方が良いと思う。 

御殿場 

歩道にある側溝の穴が大きかったり段差の幅が大きいとベビーカーを使用している際つっかえたりして

危ない。特に八幡通は御殿場小中学校が近くにあり通学路にもなっているが、側溝は昔からの側溝で表面

も凸凹で普通に歩くのも危ない。街灯も暗く、電球が切れて付いていないものもある。 

富士岡 
近くに幼稚園があるにも係わらず、ベビーカーを押して歩くには危険な道路が多いので歩道の整備にも目

を向けて欲しい。 

富士岡 歩道にガードレールが無い所が多く、もう少し子どもの通学路を見直して欲しい。 

富士岡 
小学校について、通学路の安全確保をお願いしたい。ガードレール等の設置。ＴＶのニュースを見る度、

胸が痛む。 

原里 
北海道から昨年引っ越してきたが、歩道が無いことや狭い道でも車がスピードを出して走っているのを見

て、とても子どもだけでは外を歩かせることができないと感じた。 

原里 

公園がたくさんあり、とても良いと思うが、道路の歩道がなかったり、狭かったりで、ベビーカーで歩く

と危険を感じることがある。森の腰のいきいきサロンに参加させてもらったが、色々と工夫されていて、

とても良かった。 

原里 

御殿場市は、とても子育てしやすい市だと思う。支援センターや、公園などもとても充実していて、家の

中で遊びに飽きたら、外へ出ればお金もかからず楽しめる良い所だと思うが、近くの道路（国道 469）の

歩道が、もっと広く、段差が少なければ良いと思う。ベビーカーでの散歩も楽しみたいが、車の通りは多

いのに道幅が狭く、小学生が歩いているのを見ているのも恐い。 

原里 

御殿場は交通がとても危険。三島市出身だが、三島と比べると御殿場は車の平均速度が速い。通学路を子

どもとベビーカーを押して散歩していても、すぐ真横を徐行せず、猛スピードで走っている車が多く、こ

れでは子どもが学校に入学しても危険。特に原里中学の信号のない横断歩道は止まってくれる車の率のが

少ない。子どもは歩く赤信号。市全体で厳しく取り締まって欲しい。 

原里 通園、通学路の歩道の整備をもっとして欲しい。 

原里 
歩道の整備（ガードレール、信号機の数、ミラー等）が不十分で、特に大型トラックの通行には恐怖を感

じる。 
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地区 意見 

原里 幼稚園まで歩きで通園している。歩道が狭かったりする所が多いので怖い。 

原里 
家の前の道の交通量が多いが、歩道の幅が狭くスピードを出してくる車も多いので子どもだけで歩かせる

のが不安。何か対策がとれるようでしたらお願いしたい。 

原里 
国道 469沿い・通学路にガードレールの設置、民家への入口の段差などが気になる。整備されると良い。

樹空の森のような遊具設置増希望。 

原里 子どもの通学路・通園路が危ない。ガードレール設置や信号の設置など見直して欲しい。原里、板妻地区 

原里 
小学校の通学路の整備が全くできていないと思うので改善してもらいたい。ガードレールなど何もない状

態なので、小学生は死と隣合わせで通学しているといつも感じる。 

玉穂 通学路、通遠路の交通環境が非常に悪い。歩道の幅やガードレールの整備を早急に行うべき。 

玉穂 通学路で暗かったり、交通の面で危ない道がある。 

玉穂 通学路付近は、できるだけ歩道を設けて欲しい。 

玉穂 広い（安全な）歩道を整備して欲しい。歩いて（車を使わず）公園まで行きたい。 

玉穂 まず歩道が少なすぎ。気軽に散歩ができに。週末の渋滞 138・246がひどくて、出かけるのも大変。 

玉穂 道の外灯を増やし、防犯に努めて欲しい。 

不明 幼稚園の通園ヵ所のガードレールの設置をして欲しい。通園時間帯の道路規制をして欲しい。 

◆ 子育て支援施設に対する要望・意見（34 件） 

地区 意見 

御殿場 
「ふじざくら」は大変利用しやすくて大好きな所だが、（昔よく利用させていただいた際の話）度々風邪

をうつされた。現在未就学児がいるが、病気をうつされるのが怖くて、行くのをためらってしまう。 

御殿場 

現在 1歳の娘の子育て中だが、子育て支援センターや保育園の保育事業（子育て支援）が充実しており、

有難く思っている。また市立図書館もよく利用するのが、子どもの絵本等の新書が少ないように感じる。

季節の掲示物や本の紹介、係の方の対応等、子どもたちにとって魅力的な図書館になればと思う。子育て

支援センター（ふじざくら）の本も貸し出しができると便利。 

御殿場 
就学前の子育て支援（各園の視線センター、子育てサロン、ふじざくらでの催し等）は、とても充実して

いると思う。 

御殿場 

御殿場地区の市立幼稚園が人口に対して少ないと思う。富士岡地区には 3園もあるのに、一番人口が多い

御小地区には 1園しかない。場所の事など色々と問題はあると思うが検討して頂きたい。各家庭で考え方

の違いはあるが、幼稚園は市立で近くの幼稚園に通わせたいと思っていたので（経済上の理由）、実際に

上の子は市立幼稚園に通わせている。近くの幼稚園に入りたいけど抽選で入れないなんて親としては本当

に困るが、そういう方も実際にいるので、ぜひとも改善して欲しい。 

御殿場 

御殿場がこんなに転勤族の多い街とは知らなかった。友人も祖父母も近くにいなくて、車もなくて、日中

家に籠りきりというママがたくさんいる。子育てサロンが各地にあるが、私の所からは 30 分歩かないと

ない。家の目の前に公民館があるのに。また、開催も月 1回と寂しい。せめて月 2回位して欲しい。 

御殿場 市立幼稚園に車で来る人が多いのに駐車場が少ない。 

御殿場 
待機児童の数を減らせるように、保育園を増やすなどして欲しい。一時保育をもう少し気軽に利用できる

ようになると嬉しい。人数がいっぱいで利用できない。 

御殿場 認可保育所や認定こども園をもっと増やして欲しい。 

御殿場 

ふじざくらに子どもと遊んでくれる保育士さんを置いて欲しい。365 日 24 時間、子どもと一緒なので短

時間でも遊んでもらえると助かる。林田川のサントムーンのようにショッピングセンターなどに子育てサ

ロンがあると、休日リフレッシュできるので、そういう設備を御殿場に作ってもらいたい。 

御殿場 みなみ地区は幼稚園、保育園が少ない気がする。 

御殿場 幼稚園（私立）を増やして欲しい。園を選ぶ事が限られてしまう。 

御殿場 
幼稚園の駐車場をしっかり確保して欲しい。御殿場市で生活していて子どもの送迎は車が当たり前なのに

幼稚園の規模に対して狭い駐車場しかないのはおかしい。できないなら送迎バスなどを出して欲しい。 

御殿場 
今は、幼稚園 3年保育が主流では。市内で年少児が 1クラスの園は改善して欲しい。抽選でもれて経済的

負担の大きい私立へ入園せざるを得ない。 

御殿場 保育施設、公園等が偏在しすぎている。特に幼稚園は御殿場・高根地区で 1ヶ所しかない。 

御殿場 
ふじざくらのような、屋内でも遊べたり雑談ができる施設がもっとあると、子どもも大人も楽しめ、大人

同士で友人ができ、相談ができるようになると思う。 

富士岡 保育園の駐車場が狭い。現在の車社会に合わせて、駐車場などを確保して欲しい。 

富士岡 

家から幼稚園が遠いため車での登園だが、駐車場が限られている。3学年で、交代で駐車場を利用するの

で通園時間、降園時間が学年によりばらつきがあるので分かりにくいのと、仕事をしていると通園時間に

ばらつきがあるので働きづらい。午前保育も多い。 

富士岡 
小学校の息子がいるが、それぞれ学校設備の差が大きい市だと感じる（財産区ばかり手厚い設備のような

気がする）。どの学校、園も平等に教育を受けられるようにして欲しい。 
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地区 意見 

富士岡 
各地区の子育てサロンに参加しても内容は 10 分で終わり、後はだらだらと話しだけで行かなくなってし

まった。せっかく月 1回で設けているのならもっと充実した内容・中味にして欲しい。 

富士岡 学校、保育施設など同じ市内なので地区による差をなくして欲しい。 

富士岡 
認定された保育園を増やして欲しい。一時期、市の保育園の抽にもれ不認可の託児所に子どもを入れてい

たが行き届いたサポートはしてもらえなかった。 

富士岡 
保育施設に空きがなく就労ができずにいる。また駐車場も少なく不便。幼稚園は送迎バスもない。子ども

家庭センター「ふじざくら」は自宅から遠く利用できない。また駐車場もすぐ満車になり不便。 

富士岡 富士岡地区は公園や支援施設が少ない。 

原里 ふじざくらで 1人、口うるさい職員がいるせいであまり行きたいと思わなくなった。 

原里 

私は他市出身のため、上の子（10 歳）が生まれ子育てを始めた時、戸惑ったり驚くことがいくつかあっ

た。私立幼稚園が少ない。私立幼稚園を希望していたが学区に無いため、保育園にした。学童保育が学校

で行われているのが主流（私立保や民間で行っている所も多かった）色々な家庭状況があるので選択肢も

たくさんあった方が保護者としては嬉しいと思う。人口や子どもの数等で難しいとは思うが。現在は主人

が単身赴任のため、3人の子ども達を私が育てている。同居の母がいるので助けてもらっているが本当に

毎日大変。特に休日は私 1人ではなかなか遠出をしたりできないが御殿場市では市主催のイベントや子ど

もが参加できる行事が多いのでよく利用している。それに大きな公園がたくさんあり公園に駐車場がある

のが便利。他市では駐車場のない公園の方が多い。今から他市に追いつくのではなく、御殿場ならではの

教育方針があると良いと思う。 

原里 富士岡、神山地区に保育園を増設して欲しい。住民が増えて保育園に兄弟揃って入れないのは困る。 

原里 
樹空の森のような遊具設置増希望。神山方面に住む方にとって家庭センターや樹空の森が遠いとの声をき

いた。 

玉穂 
今後、認定こども園が増えていく方向と聞いたが、保育園と幼稚園ともに良い所があると思うのでなるべ

く合併せずこのまま幼稚園、保育園でやっていって欲しい。 

玉穂 保育環境では衛生面を徹底してもらいたい。教室内も子どもたちが使いやすい所にして欲しい。 

印野 認定こども園をもっと増やして欲しい。 

高根 

以前、妊婦のときにふじざくらに上の子を遊びに連れて行ったら、とても足が寒く、手足はお腹の子のた

めに冷やすと良くないので、次の時にスリッパを持参しました。そしたら、「決まりなのでスリッパを履

くのはやめて下さい」と言われた。その時すでにお腹は目立っていたので、私が妊婦であることは一目瞭

然で、女性の方だったので、ものすごくショックで、それ以来利用する度に嫌な気分になるし、がっかり

だった。「決まりだから」の一言で、どんな思いでスリッパを持って行ったか、母心を知ってもらえずに

とても残念だった。物質的な支援にはものすごく感謝しているが。 

高根 

高根地区に幼稚園が欲しい。他の保育園に行っていて、幼稚園から小学校へ上がると皆の輪に入りにくい。

親も輪に入れない。農業などの届出で保育園に入所している子もいるが保育料が払えなかったり、仕事し

ていないと保育園は行けない。小学校へ入学する時に子どもが辛い思いをする。幼稚園もあれば他から来

た子も自然に入って行けると思う。高根小に行く子は高根保育園という固定された考え方を変えたい。他

の幼稚園保育園からの入学する子がいじめの対象にもなる。 

高根 保育園に入れたいのに入れないため、保育所を増やして欲しい。 

◆情報提供の改善（30件） 

地区 意見 

御殿場 習い事の情報が集めにくい。分からない。 

御殿場 
子育てサロン等も聞いたことはあるが、情報が少なく、雰囲気などもよく分からず、なかなか参加できず

にいる。もう少し情報（紹介など分かりやすく）があれば良い。 

御殿場 
御殿場市は何も教えてくれないところだと思う。特に市民が知りたい情報、知識など。医療費などもこち

らが伺わないと教えてくれない。制度、申請など出すなら、ちゃんと教えて欲しい。 

御殿場 

市役所にあまり行く機会がないせいか、色々な子育てに関する支援場所がある事自体知らなかった。保育

園に通っているので平日などは利用しないが、ふじざくら等のイベントや学童、放課後子ども教室などの

情報を、よく行くスーパーに地区別で貼り出してくれると必ず目に入ると思う。仕事で忙しいと、御殿場

市のホームページなども見ないし、学区の子ども関係の情報なら、学区内のスーパーにあったら嬉しい。 

御殿場 

全体的には環境に対して満足。ただ、市で行われている大きな事業（1歳 6ヶ月健診や乳幼児健診など）

は通知が届いて非常に分かりやすいが、子育て支援センターの仕組みなどについては、初めての子の場合、

最初は分からなかったり知らなかった事があった。ママ友さんの口コミなどで教えてもらって知った。1

度分かれば「みんなあつまれ」などをチェックすれば良いと分かるが、最初に紹介してもらえると嬉しい。

また、私のように仕事をしている母は平日参加できない。もっと支援（保育園や幼稚園などの行事）に参

加したいと思う。 

御殿場 
どのような施設があってどのようなことをしているのかなどの情報が一冊にまとまっている資料がある

と嬉しい。 
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地区 意見 

御殿場 
里帰り出産時に保育をしたが、どのような仕組みになっているか分からなかったし、知らなかったので何

か分かるようにして欲しい。 

御殿場 

手紙で読む・見ておく等しないと分からない情報が多い。それももちろん必要だが、実際読む見る時間が

無い。聞く情報がもう少し欲しい。せっかく「広報御殿場」のラジオ情報があるので、例えば、何時～何

時は子どものための情報とか、育児をしながら情報入手できるので分かりやすいし、需要がある気がする。 

御殿場 保育園に通っているけど、その他の施設等、知らないことが多かった。 

御殿場 子どもに習い事をさせたいが、個人の教室だと情報が少なくて選びづらい。 

御殿場 

自分で、ネットで調べたりしないと分からない事が妊娠当時から色々あった。個人的に毎日コースの育児

教材の雑誌を読んでいたので何とかなったが、そういう物に触れないママ達は戸惑う事が多いのではない

かと思う。予防接種や各種健診についての案内は郵送されるので助かるが、市の催し物等、情報誌を見な

い限り知り得ないので、休日に花火が鳴っている時「今日は何かあるのかな？」とネットで調べても分か

らず、もやもやする事も多い。もっと手軽に、せめてネットで情報が得られると嬉しい。 

御殿場 

保健センターやふじざくらなどで色々な行事や催し物があるが、それぞれのお知らせなのでこの日に何が

あるとか書き込んだものを市報に入れて欲しい。市報の最後の月の予定は大人の予定（結婚相談など）も

入っているので子どものみの予定表も作って欲しい。 

富士岡 

保健センター等で行う健康診査等を広報で連絡するのをやめて欲しい。以前住んでいた所（御殿場市内）

では広報が届かなかった。以前県外では個々に連絡がきていた。引越しで御殿場に来たが、子どもの予防

接種ですでに県外で受けたものをまた受けるための用紙が届いて混乱した。確認して用紙を送って欲し

い。市役所と保健センターで事業が分かれているようだが、どちらで扱っているのか分かりずらく、不便。 

富士岡 広報ごてんばを活字ばかりではなく、カラーで、子どもでも読みたくなる工夫をお願いしたい。 

富士岡 

一番下の子（3人目）が 1歳になったら仕事を始めたいと思っている。求職にあたり、保育園やファミリ

ー・サポート・センターなど、色々な情報を集めなくてはと思っている。今のところまだ何も始めてはい

ないが、イメージとしては、相談窓口へ行かないと情報を集められない。働くお母さん方が、どうやって

情報を集めたり、求職活動をしたり、子育てと仕事をしているか、知れる機会があると良い。現状として、

3人の子育てに追われる日々で、上の子の入学、求職など、やっていけるか不安もある。 

富士岡 色々な、子どもに関わる情報が分かるように、子どもがいる世帯に、毎月とかで良いので配布して欲しい。 

富士岡 支援に関する情報などを、もっと積極的に発信して欲しい。 

富士岡 
妻が中国人のため、子育て等の情報や現状など、ママ友がいないためよく分からない。地域にも色々な事

業（施設）があると思うが、神山にはあるのだろうか。 

富士岡 
予防接種のお知らせを、一度にではなく、その都度送って欲しい。以前住んでいた市ではそうだったので、

分かりやすかった。 

原里 
幼稚園児の親が自衛隊員で移動の有無によって人数の影響があるので調整などあればよい。予防接種や保

険証に関してその都度送付されてくるのは有難い。一度に送られると失くしてしまいがちなので。 

原里 

ライオンズ号のスケジュール表を図書館で配布（カウンターに置く等）してもらえると助かる。子どもの

医療費受給者証、不要分は返却となっているが新しい受給者証と一緒に返信用に封筒（切手は自己負担）

を同封するとか返却窓口の宛名シールを同封する等してほしい。もしくは窓口を 1つにせず、支所の窓口

への返却でも可能にして欲しい。返却のために市役所へ子どもを連れて行くのは大変。市の施設ではない

場所、スーパーや病院等でも子育て支援事業等の情報が入手できると良い。子育て中、買い物と子どもの

通院ぐらいしか出かける用事がない人は多い。ふじざくらのような場所は行きづらい人もいると思う。 

原里 
市で発行している子育て情報誌をスーパーなどに置いてもらえると良いと思う。市役所や支所にはあまり

行く機会がない。子育てを始めて、行事などの情報を得るツールが少ないように感じる。 

原里 情報をもっとたくさん発信して欲しい。 

原里 

もっとオープンに情報を流してほしい。知らないことをどこに聞いたら良いのか、月 1の保健センターで

の健康相談、ふじざくらなどは利用する親子も多いと思うので、広報誌に載せるだけでなく、そういう場

に掲示や案内等があると助かる。 

原里 施設やイベントの案内を郵送してくれると嬉しい。必ず目を通すし日時も忘れずに利用、参加できるので。 

原里 
子どものスポーツ教室（市の体育館）など知っているが、クラブチームなどの情報が知りたい。中学にな

るとクラブチームに入っている子どもの方ができるので、子どももそっちへ入りたいようなので。 

玉穂 
上の子の行事などの時、下の子をなるべく預けていけたら良いが、いまいちどうやって預けたら良いのか

分からず、困る。もっと分かりやすく記載されたパンフレットのようなものがあれば嬉しい。 

玉穂 

平日フルタイムで仕事をしているため、土日は子どもと思いっきりベタベタして、一緒に遊んでやりたい

と思うが、散歩・買い物・ふじざくらの 3パターンの繰り返しで、子どもより親が毎週末マンネリ化して

しまっている。週末のイベント情報などを一覧で、ウェブ上で見られたりすると良いと思う。 

玉穂 
必要に迫られないと広報誌等に目を通さず、立派な環境があっても認知度は低い。必要な時期に引き続き

調べる等したい。また、子育て一覧によるＨＰ等あればこれからは気をつけて目を通すようにしたい。 
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地区 意見 

高根 

初めての出産・子育ての中で、（双子育児）他県から来たため親しい友人もいないので、保健センターの

方の訪問がもう少しあったら、色々な情報も聞けたかもしれないけど、生まれた時に 1度きりだったので、

2 歳の今に知りたい情報が何も分からず不安。早産、超低出生体重児なので発達も不安。せめて、年に 1

度でも保健師さんの訪問があったらと思う。保育園、幼稚園の情報の冊子があったら良い。 

◆仕事と子育ての両立支援（29件） 

地区 意見 

御殿場 

育児休業も１歳までは手当が出るが以後は無給となるのが経済的に厳しくなるので早めに仕事復帰をせ

ざる得ない。園の充実も大切だが、その辺りの補償の充実をしていくと、色んな面で良い方向に普及する

のではと思う。 

御殿場 

働きながら育児をする家庭の主婦の方が、専業主婦より優遇されている気がする。1番上の子を出産して

退社したが、3番目の子が産まれ、働きに出ようと思った時、小学 1年生の方が幼稚園の帰宅時間よりも

早い。学童保育を利用すれば良いのは分かっているが、利用方法もよく分からないのが現状。働きたい気

持ちもあるが、どんな働き方をするにしても、1番負担を感じ、忙しいのは主婦だと思うので、少し戸惑

ってしまう。1番上の子の時から子育てサロンを利用しているが、月 1回なので、もう少し回数を増やし

て欲しい。我が家は末っ子が幼稚園に入園するため、3月までしか利用できないが。 

御殿場 子ども連れで働けたら良いと思う。そんな会社はできないだろうか。 

御殿場 
54 歳で子どもができ、保育料の支払いで多く出費するので、働いて教育費を出している。60 歳以上にな

ると職場が多くない。 

御殿場 

夫の祖父母と同居していても、子育てに関して楽になる部分はあまりない。保育園入所の基準とかにあま

り反映してもらいたくないと常々思う。子ども手当が入ったとしても、やはり子育てにかかるお金は多い。

まとめて入るのではなく、2カ月に 1回や毎月になると、使いやすくて助かる。同居して仕事も子育ても

主婦もしていると、精神的ストレスが増えて、心にゆとりが持てない。子どもと向き合う時間がもっと欲

しい。過度に子どもを怒ってしまっている気がする。 

御殿場 
今後仕事をしたいと思っているが、希望する保育園に入れるのか分からない。今年 8月に転入してきたが、

近所で兄弟同じ保育園に入れない状況を聞き、仕事探しを断念した。 

御殿場 

仕事場で、子のために休みをもらったりすることが難しい所で働いている。突然の病気でも休みがとれな

いのに、かなり辛い思い。女性の働く環境はかなり改善してきているが、私の仕事場はまだまだ。少人数

での職場では難しいのは分かるが、子どもために何ができるのだろうと悩む。働く女性のための相談窓口

などがあると良い。夜の帰りも遅く、土曜日も仕事だとなかなか相談できる時間もない。今後は日曜日に

子どもと参加できる何かが増えると嬉しい。日曜日に休みをとりたい方が多くいる中で申し訳ない。 

御殿場 仕事をしている人を優先に保育所に受け入れて欲しい。 

御殿場 
保育園の空きがなく、求職活動ができない人や育休から復帰できない人が私を含め周りに何人もいる。地

域によるのだろうが、枠を増やしたりして対応して欲しい。 

御殿場 

保育所に空きがない＝保育士が不足している、というようなことを聞いた。私は保育士で、すぐにでも働

きたいと思っているが、0・2・8歳の子どもがいることや、体調があまり良くないことからフルタイムで

はなく、週 3～4日、または週 5で日 4～5時間のパートで仕事をしたいと思っているが、週 3臨時や朝夕

4時間のパートでは自分の子どもを保育所に入所させる申し込みすらできない。保育士の雇用形態にはフ

ルタイム、週 3、朝夕パートしかないのか。これだと、フルタイムしか選択肢がない。私の友人にもフル

タイムは無理だけど、という保育士さんは何人もいる。週 4日や、午前と午後（フル 1人分）を 2人で補

うなど、何か良い働き方があれば、もっと現場で働く保育士さんが増えると思う。 

御殿場 

保育所を利用するにあたり、同居の 65 歳未満の祖父母が働いていなければいけないが、人によっては体

力的に働けない人もいると思う。第 2子出産時に 2か月前まで働いていなければならないが、つわりがひ

どい人もいるし、仕事によってはお腹に負担がかかる仕事で、辞めなければいけない状況になる人もいる

と思う。第 2子出産後、3か月後には働いていなければならないが、保育園の園児の人数が多くて、上の

子と同じ保育園には預けられないのに、親は働かなければいけないなんておかしい。祖父母と働く時間を

ずらして、下の子を家庭でみる状況を作るのは大変だった。時間が限られているので仕事を探すのも大変。

育児休業がない人は大変。少子化なので、もっと共働きの家庭の事を考えて、改善していただきたい。 

御殿場 無職の母親が働きたいと思った時に、保育園などに入りやすくなって欲しい。 

御殿場 
幼稚園、小学校の長期休みの時の保育を充実してもらえたら私も社会復帰したいと思う。長期休みに子ど

もと一緒に休むわけにいかないので仕事に就くのを諦めている。 

御殿場 子育てしながら働けるような環境作りにもっと取り組むべき。 

御殿場 

生活、今後の教育費のためにフルタイムの共働きだが、毎日時間に追われ、子どもと接する時間が、もっ

と欲しいと思う。教育費用（特に高校卒業後の進路）で公的に補助してもらえると有難い。学童保育で夏

休み等長期休みの時に、小学校中学年でも利用できるようにして欲しい。子どもが大学等進学時には首都

圏が近くて便利なので、卒業後、御殿場で就職しやすい環境（市独自の就職あっせん・雇用の拡充）であ

ることを望む。 
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地区 意見 

御殿場 
保育所の入所優先順位について求職中は順位が低いのでいつまでも預けることができない。預けられない

と働くこともできないので状況は改善されないため困る。 

富士岡 
安心して父母共にフルタイムで働いても子ども達を見てくれる環境をしっかり披露してもらえたら良い。

小学生の高学年までの学童施設。 

富士岡 
こども園（幼稚園と保育園の機能を併せ持つ施設）をもっと増やして欲しい。母親が働きやすいように子

どもを安心して預けられるようにして欲しい。 

富士岡 

以前子どもを保育園に入れたいと市役所に色々と話を聞きに行った。これから仕事を探してという段階だ

ったが、市役所の対応、保育園のあり方に強く不満を感じた。保育園は働く親のためで、働きたい親のた

めには対応されていない。募集の時期や求職中だと、2次募集にまわされてしまう。これは国全体の問題

だが、何かできないか。 

富士岡 

保育園での対応に不満を感じる事もあるが、担任の先生方は一生懸命にやってくれるので我慢する事もあ

る。子どもの様子など直接話ができると（希望面談等）安心できる。働いている分、子どもを預ける時間

が長く、もっと子どもといる時間を増やせる制度があると良いと思う。就学前、就学後も有給・フレック

ス以外に時短制度ができると良い（国全体で）。 

富士岡 

保育園に入所させたいが自分が働いていないため入れられない。仕事を探したくても子どもを預けられる

所がないので仕事を探せない。仕事を探している間、少し安い保育料で何ケ月か見てくれるようになると

助かる。祖父母と同居でないため、少し預けるということができない。そういった環境が整えば、働きに

出せる人が多くなると思う。実際この問題で悩んでいるお母さんたちは多い。 

原里 

県外から引っ越してきたため、近くに私達以外に子どもを見てくれる人がいない。仕事を探しても、子ど

もが小さいのを理由に断られる。会社が子育て家庭を考えてくれたら、もっと住みよい町になると思う。

その他、教育や医療体制にはすごく満足している。 

原里 

自分の経験上、就職と保育園入園を同時に行うことがとても大変だった。子どもを預けられなければ、就

職できないし、就職してなければ入園できない。就職への準備期間をもっと取れるように就職活動中を理

由とする入園の期間を半年まで延ばして欲しい。 

原里 

子どもが小学校に入学した後、1人で留守番をさせることは嫌なので、子どもが自立する年齢までは仕事

はセーブする予定。1度退職するつもり。御殿場市は就園前の子育て支援事業は充実していると思うが、

幼稚園児～小学生くらいの放課後の過ごし方として集える場所があったり、体験活動ができる、もしくは

預かってもらってそのような活動ができるなどの支援（サービス）があると活用して仕事したいと思う。 

原里 

子どもを増したいが、増やせる環境でない。経済的に苦しい保育料や雑費の出費を減らしてほしい。仕事

をしながら、子育てができる環境をもう少し整えてもらいたい。少子化と言われているのに、子どもを増

やせない環境は改善されていないと思う。子ども手当てだけでは子どもは増やせない。 

原里 

保育園入園を考えているが、実際、求職中では入園することが困難である。休職中の方などが優先される。

先に仕事を決め一時保育でとりあえず預かっていただける所（時には日によってあちこちの園に行く場合

も）を見つけ、働き、正式に入園が決まると、一時保育で預けていた園とは違う園に今度は通園するとい

うことも。ころころ園が変わると子はもちろん親にとってもかなりの負担がある。現状、求職中で入園す

るのは無理だと思う。かといって兄弟がいる場合は、お迎えの場所が離れてしまうし、どこでも良いとい

うわけではない。 

玉穂 

昨年、御殿場に引っ越ししてきた。子どもを育てるには良い環境だと感じるが、子どもを預けたりするこ

とができる人が身近にいないため、私と夫への負担が大きい。友人に預かりをお願いできるが、気を使う。

また簡単な仕事（パートなど）をしたくても、上の子が夏休みの時など預ける先がないため、仕事するの

も躊躇ってしまう。もっと子どもを気軽に預ける先があると、母親は身動きとれて良いと思う。 

玉穂 

御殿場市の子育て支援には、一定の評可をしているが、子育てと仕事の両立の限界を感じている。子ども

の降園時間までの仕事は限られる。土日祝日の出勤もしなければならない所が多く、家庭と仕事を上手く

両立できたら良いのにと思う。学童保育もとても良いと思うが、月の利用者負担額がとても高く感じる。

フルタイムで働かなければ利用できない。そうなると周りの方の支援が必要で私の場合は義両親に頼るし

かないが、義両親の年齢や仕事を考えると先々不安。母親が安心して働けるまちづくりをお願いしたい。 

玉穂 

保育園利用しているが、とても有難いと思っている。本来であれば家でみてやりたいという思いもあるが、

園で友だちに刺激を受け、先生に甘えて、とても逞しく育ってくれているのではないかと感謝している。

仕事と子育ての両立について思い悩むことも多々あるが、親も先生の言葉にホッとさせてもらってる。 

◆学童保育に対する要望・意見（24件） 

地区 意見 

御殿場 

上の子に関して、学童保育の拡充を希望する。せめて 4年生まで受け入れてもらえればと切に願う。今 3

年生なので、来年からは家で 1人で過ごすことになる。先日夏休み中に初めて子どもに鍵を預け、留守番

の練習をさせた際、緊急地震速報誤報があった。慌てて子どもに連絡をとろうとするも携帯は繋がらず、

非常に不安になった。結果として誤報だったが、すぐに子どものところに駆けつけられないことを改めて

痛感した。どんなに急いでも 1時間はかかる距離。せめて夏休み等の長期休暇だけでも 4年生以上も対応

してもらえると、仕事と家事・育児両立させる女性にとってより安心して働ける環境になると思う。 
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地区 意見 

御殿場 

放課後児童教室が増える中、施設が狭かったり、保育者の人数が足りなかったりで、環境が子どもにとっ

て良くないと保護者からよく耳にする。この先ますます利用者が増えると思うので、市で施設を充実させ

るか、放課後児童教室の運営を企業などに依頼するなど早急な改善・対応を望む。 

御殿場 

通園中の保育園には、延長保育も快く引き受けてもらい、とても助かっている。学童保育が 3年生までな

ので、その後夕方子どもの過ごし方をどうしようか悩み中。学童を 4年生以降も引き受けてもらえると助

かる。小学生の上の子もいるので、早い時期から始めていただきたい。 

御殿場 
学童に預ける際、時間を 8時からではなく 7：30頃からにしてもらいたい。会社が 8時から始まるのでそ

の時間が困る。長女の時に困った。お金を払ってでも良いので見直して欲しい。 

御殿場 
学童保育が 6年生までみてもらえると、家族全員安心して仕事と生活ができる。大変だと思うが、長期目

標として検討して欲しい。 

御殿場 

学童保育期間が 4年生以上でも継続できると大変有難い。会社の短時間勤務可能期限は子が小学生になる

前までなので今から心配。会社の制度（育休・短時間勤）は整っていても自分が仕事をしているせいで子

ども 1人留守番になってしまうと思うと、せっかく復職しても時が来たら退社するか否か決断しなければ

ならない。何とかお願いしたい。 

御殿場 

学童保育の高学年利用を実現させて欲しい。夏休み中 1日子どもだけで留守番は危険が多い。仕事を半日

に切り替えるか休むなどの対応をしなくてはいけなくなるので、早急に実現できると嬉しい。保育士の質

が少し悪いのではないかと思う時がある。日中は子ども相手だが、何より親との信頼関係が大事だと思う。

それができない人が多く、預けるのに不安。 

御殿場 
小学校就学後の放課後について、学童をできれば 6年生までにしていただきたい。父母共にフルタイムで

仕事をしており、子ども達だけで自宅にいることが不安。 

御殿場 

学童保育について情報が今 1番欲しい。どちらに問合わせたら良いのか。学校か市役所か。人数に余裕は

あるのか等々。学校の長期休暇（夏、冬、春休み）だけ預ける事は可能なのか。パートで働いている人に

とって仕事を辞めなければならないか続けられるのかで大きく変わる。平日の数時間なら職場で時短を調

整させてもらい、祖父母にお願いして対処できるが、長期休暇のことを考えるとそれは難しい。周囲にも

この状況で悩んでいる方がたくさんいる。夏休みや冬休みだけの学童保育の検討を早急にお願いしたい。 

御殿場 

御殿場では夫婦と子どもたちだけで暮らしている。マンションに住んでおり顔見知りの方も増えたが、子

どもを預けられるほど親しい間柄ではない。夫婦共働きで母親もこの先仕事を続けたいと思っている。小

学校 3年生までは学童保育に預けられるが、できることなら 6年生ぐらいまで預かっていただけると親と

しては安心して勤められると思う。 

御殿場 
小学生の夏休みに夏期預かりのシステムが欲しい。学童を夏休みだけ利用できたら仕事（パート）がしや

すい。 

御殿場 
平日学校に行っている時でなく、夏休み春休み、土日祝だけスポットで利用できるようにして欲しい。普

段平日登校時は、勤務セーブできるが、夏休み春休み、土日祝は困る。 

富士岡 放課後（学童）夏休みだけの利用ができると助かる。 

富士岡 

保育園の待機児童にばかり注目されがちだが、小学校の学童にももっと支援に目を向けるべき。十分なス

ペースがなかったり、人手が十分でなかったり、ゴミを各家庭で対応しなければいけない。子どもはどん

どん成長していくのに、対応のスピードが追いついていないのではないか。 

富士岡 
幼稚園に通っているが、私も将来は仕事をしようと思っている。幼稚園や小学校低学年の子どもが居ても

働きやすいようになって欲しい。学童保育の充実を希望する。 

原里 

今は子どもが大きくなったので、どこにも連れて歩ける（約束すれば静かにしたりできるようになった）

ので特別困ったりすることはないが、もっと子どもが小さい頃は色々あった。土日仕事だった時、どうし

ても仕事が休めないのに、病気で園に行けない時、冠婚葬祭など。学童が 3年生までというのも、長期休

みの時（夏休みなど）4年生を 1人で留守番させるのはとても不安だが、どこにも頼めないので困る。 

原里 

上の子が小 4になった時点でフルタイムを辞め、パートに切り替えた。理由は夏休みなどの長期休業中、

1日中子どもを 1人にしておくのが不安だったから。南小の学童は 3年生までで、小 4からは 1人で留守

をしなくてはいけない。平日は子どもの帰宅も 16時過ぎなので気にならないが、夏休みなどは小 4以上

も学童で預かってくれると良いと思う。 

原里 学童保育の利用料が高いと聞いた。パート収入では利用不可能。 

原里 

現在小 3と年中の子がいるが、年中児の保育園に関しては大変満足しているが、学童が小 3までのため、

小 4からの生活についてとても悩んでいる。御殿場市内の学童で、小 3までと小 6まで預かっていただけ

る学童があるようだが、私の利用している学童は小 3まで。全て小 6までにして頂けると大変助かり、私

もとても安心できる。 

原里 

保育園でも、子どもをただ保育するのではなく、教育ももっととり入れるよう指導してほしい。先生の人

数不足は質の低下に繋がると思う。長女の時、学童保育を利用していたが、土曜日は預けにくい雰囲気だ

し、有料（追加料金）は納得いかなかった。核家族化が進み周りに手助けしてくれる親や親戚がいない家

庭は、仕事や急な用事の時、本当に困る。ファミリー・サポート・センターも高すぎて利用できない。保

育園や学童保育がもっと受け入れを広くしてもらえたらどんなに素晴らしいかと思う。もっと子どものた

めに、教育や保育に力を入れて欲しい。現場の声に耳を傾けて欲しい。 
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地区 意見 

原里 
学校の学童保育も夏休みの利用はできないと聞いた。小学校にあがっても午後まで働くつもりはないので

夏休みなどの長期休暇のみ利用ができたらと思う。 

原里 

放課後教室の体制をもっと見て欲しい。夏休みに親が 2日も仕事を休み、学童の手伝いをするのならば、

自分の子と向き合ってあげたい。その 2日間しか休めない。そのため、毎日学童に行かせなければいけな

かった。また、雑巾がけレースや親の悪口を平気でいう学童の先生を指導して欲しい。各学校によって、

学童の体制が違いすぎる。 

玉穂 

フルタイムで仕事（教員）をしながら子育てをしている。夫婦共に実家は遠く、近くに親類もなく子ども

が病院の時や出張の時は本当に大変だが、色々な人に助けてもらいながら仕事を続けている。今回の調査

は下の子の調査だが、学童について少し書かせてもらう。現在、学童は原則小 1～3だが、ぜひ小 6まで

粋を広げて頂きたい。上の子が小 1の 3月に下の子を出産、本当はもう少し育休をとりたかったが上の子

を小 4でも学童に入れたくそのためには小 3のうちに学童に戻らないといけないと考え、年度途中の復職

を希望したが、そうすると今度は下の子の保育園入園が可能かどうか分からないということが心配で結局

4月に 1年とちょっとで復職した。秤にかけた時に下の子を保育園に入れる不安より、上の子を放課後 1

人で留守番させることの心配の方が大きかった。お陰で小 5の現在も学童に在籍させてもらっているが、

そのために下の子との育休時間を犠牲にした。是非、学童保育の粋を小 6まで広げて欲しいと強く願う。

また、できれば長期休業中の開所時間について、早朝料金を払っても良いので早めて欲しい。8時開所だ

と 8時からの仕事に間に合わない。上の子はファミサポで送迎してもらって対応しているが手間がかかる

ので是非お願いしたい。保育園で 1日の大半を過ごしている下の子（宛名の子）については特に大きな要

望はない。保育士の先生にもよくみていただき親・家庭で足りない部分を沢山埋めていただいて感謝して

いる。今の園の延長保育の先生は、迎えが 7時ギリギリでも嫌な顔一つせず笑顔でいてくださり有難い。 

高根 

保育料、学童保育の利用料が高い。共働きをしないと金銭面で厳しいので働いているのにほとんど保育料、

学童保育で消えてしまう。学童保育の土曜日も同じ学童でやってほしい。4〜6 年まで見て欲しい。仕事

の帰りが遅いため 1人家で留守番させるのは不安。 

◆地域交流、親同士・親子同士の交流に対する要望・意見（22 件） 

地区 意見 

御殿場 
子育て支援事業は母親を対象としたものが多いので、土日に、乳幼児と父親を対象にした講座等を開いて

いただけると、父親の育児参加にも繋がって良いと思う。母親も、その時間リフレッシュができる。 

御殿場 

子ども家庭センターの改善、もしくは市民会館でやる親子の行事を年齢別にもっとたくさんして欲しい。

0 歳児・1 歳児・2 歳児は特に、家や散歩ばかり（預けてない子）で、家族以外との触れ合いとかあまり

無いし、そういう面で成長的にも不安もあるし、音に合わせてダンスしたり、それだけでも楽しいみたい

で、絵を書いたり、ボールを転がしたり、月に数回でも市民会館とかどっかで同じくらいの子を集めてや

ってくれたら、子どもも子どもと触れ合えて楽しいと思う。リトミックとか難しい事ではなく、できれば

無料か 500円くらいで。 

御殿場 父親が、もっと子育てに関われるようなイベントをして欲しい。 

御殿場 ふじざくら以外にも児童館など子どもが集える場所が欲しい。 

御殿場 

御殿場市はきれいな公園がたくさん整っていて良いと思うが、幼稚園や保育園、ふじざくらなどで開催さ

れる子ども向けの行事も、以前住んでいた所にはなく、外に出るきっかけになるので、とても有難く利用

させてもらっている。今後も楽しい催し物を期待している。「みんなあつまれ」大活躍。 

御殿場 
子どもが 3歳未満の頃、また働いている母親にとって子どもを預けて、ゆっくりリフレッシュできる機会

が少ないので、できれば託児付きの母親のための講座を今以上に門戸を開けて設定すると良いと思う。 

御殿場 
子どもが参加できるイベント（自然との触れ合い、友達と何かする）のようなものがあれば、参加したい。

小学生以上が参加できるものが多いので、3歳児とかも参加できるものももっとあれば良いと思う。 

御殿場 
幼児でも参加できるようなイベントがもっと欲しい。今は小学生ターゲットのイベントは定員が少なく未

就学児用がほとんどで、園児のイベントが少ない。 

富士岡 
「ふじざくら」は時々利用するが、住んでいる所からはかなり距離があるので、利用しにくい。もう少し

近くにも、こういった良い施設があれば良いと思う。 

富士岡 子ども向けの行事が色々開催されていて嬉しい。これからも色々やって欲しい。 

富士岡 体育館での親子体操教室や親子ヨガなど充実させて欲しい。三島市のように。 

富士岡 

幼稚園や保育所の子育て支援は日・時間が限られているので、毎日気軽に行けるような支援所が欲しい。

ふじざくらはいつでも行けて楽しいが、遠いためあまり利用していない。広さはなくてもいいから地域ご

とに、近所の母子が集まれる場所があったら嬉しい。 

富士岡 

地区と学区が遠い。子ども達の触れ合いが薄い。アーバンヒルズは町屋区で富士岡小はおかしい。子ども

のためになっていない気する。夫婦共働きだが子どもが 4年生になると鍵っ子になる。もっと地域での交

流が図れるよう公民館の開放等、地区での活動を活発にして欲しい。夕方子どもを家で一人にさせない町

を作って欲しい。 
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地区 意見 

原里 
ふじざくらのような施設を増やして欲しい。屋内で体を使って遊べる施設が欲しい。小動物と気軽に触れ

合える公園が欲しい。 

原里 

家庭で子育てをしていて、ママ友を作る機会がなく、少し孤立していると感じることがある。ふじざくら

等へ出向くこともあるが、そこで知り合いになるのも難しい。顔見知り程度になってしまう。御殿場は土

地柄嫁いでくる場合が多いと思うので、同じようなことを思っている人がいるのではないか。相談できる

ママ友を作る場を設けて欲しい。 

原里 

これからも色々と利用したいと思っているが、平日のイベント等は参加できないことも多い。仕事をして

いる人としていない人の間での差別もまだまだ多い。幼稚園と保育所の接点を設けるのも良いと思う。こ

の時代だからこそ親の交流を深めるのも大事だと思う。色んな意見があると思うが、たくさんの支援があ

って嬉しいし、何よりとても助かっている。 

原里 
老人・シニアの方たちとの交流が少ない。もっと色んな公民館にもライオンズ号をお願いいたい。近いか

らきてもらえない保育園もある。子どもたちは楽しみにしているのに。 

玉穂 
0歳児が利用できる場所（教室）が少ないように思う。プール、教室ｅｔｃ定期的に参加できる場がある

と、もっと交流できて良いと思う。 

玉穂 
ふじざくらだけでなく各保育所の子育て支援が充実しているので。そこで友達を作ったり相談できたりと

とても助かっている。 

玉穂 毎週各地でイベントがあり、素晴らしいと思う。沢山の方が参加され楽しんでいて良いと思う。 

玉穂 

地元では、市民の教室（習い事）の際に有料だけども託児の利用があり、周りに面倒をみてくれる人がい

なくても気軽に参加できる。御殿場市にもそういうものがあれば、母親（他県から来たような）ももっと

外で人と接する機会があるのではないかと思う。 

玉穂 
子ども同士の繋がり＝親同士の繋がりも大いに関わってくると思う。小さい子どもは、親が友達を見付け

てあげなければならない面もある。「ふじざくら」は、とても良い場だと思う。 

◆一時保育に対する要望・意見（22件） 

地区 意見 

御殿場 

保育園に一時預かりを頼んでも、どこも門前払いはなぜか。保育料金も高すぎる。申し込む前に料金表の

見方を教えてほしい（どの書類のどこを見れば良いか）、分からないことは聞くでは、聞ききれない。説

明不足ではないか。年令によって時間が違う、私立と市立との違い、習し保育はいつまでか。差があり過

ぎる。 

御殿場 一時保育が直前だと予約できない。定期利用優先になっている気がする。急な予定の時は、本当に困る。 

御殿場 

定時で終わって帰ることができる人ばかりではないので、ちゃんと考えて欲しい。集団の公の場でみて欲

しい。個人宅で知らない人に子ども預けるのは怖いし、公立幼稚園はもう少しどうにかならないのか。研

修ばかりで子どもを見ようという気がない。私立幼稚園にできて公立はできない。ちゃんとお金もらって

預かれば良い。預かり保育を断らないで欲しい。切羽詰まってお願いしに行っているのに。 

御殿場 

一時保育はほとんど受け入れが難しい（特に年齢が低いほど）。また預けている保育所（高根学園）だけ

かもしれないが、土曜保育をできるだけしない方針のようでお金を払っているのに預けにくく不親切だと

思う。 

御殿場 
一時預かりも空きがない。月単位で予約をされてしまうと病気などの理由で急に預けたい状況になった時

に利用できず、本当に困った人に対応できていないと思う。 

御殿場 

子どもの行事、参観日など、数時間、安い金額で預かってもらえる所が欲しい。その子のための時間を 2

人きりで大事に過ごしてあげたい。下の子がいると、なかなかその子の様子や親子で触れ合う時間が上手

くとれずに終ってしまう。下の子がいて、そう思う親は多い。 

御殿場 
保育園・ファミサポには大変お世話になり、仕事をする上でとても助かっているが、保育園、ファミサポ

のどちらかで良いので、夜間の泊まりができるとすごく助かる。 

富士岡 
幼稚園の預かり保育を週 3日位なら就労の理由でも預かって欲しい。今は就労のための預かりは駄目にな

っている。 

富士岡 

市立幼稚園を利用しているが、兄の小学校との行事が伝達されていないようで、不満を感じる事が多い。

公立で近いはずなのに親の負担を考えてもらえると助かる。預かり保育も利用できるが、快く引き受けて

もらっている感じがしない。 

原里 一時保育の料金が高い。 

原里 
兄が 4月から幼稚園に入り、行事などの時に下の子を短時間預けられる所があると知っているものの、手

続きなどが面倒。 

原里 産前産後などの保育園（一時保育）の利用がもっと充実してくれると良い。保育園の空きがないので。 

原里 

ふじざくらで子どもの一時保育事業をしてもらえると助かる。普段行き慣れた環境で保育してもらえると

親子共に心理的負担が軽減されると思う。ファミリー・サポート・センターは興味あるが個人に預けると

いう点で不安があり使うのに勇気がいる。ファミリー・サポート・センターがもっと身近に感じられれば

利用してみたいが、現時点では保育園の一時保育のほうが気軽に利用できる感じがする。 
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地区 意見 

原里 
土地柄、県外からの転居世帯も多いと思うが、その場合、近くに親類などがいない場合がほとんどだと思

うので、そのような世帯のためにも、預かり保育が充実していたら良いと思う。 

原里 

一時保育を利用しやすいように改善して欲しい。私が知っている限りだと、市の保育園でのみ受け入れを

していると思うので、私立でも一時保育の受け入れをしてもらいたい。時間帯も 8：30～17：00を 8：00

～18：00に延長してもらいたい。 

玉穂 就学児の園、学校行事で、未就園児を預ける場所を増やして欲しい。 

玉穂 

保育所の一時預かりも上の子どもの園行事で、下の子どもを預けたくて 1 か月前に電話したにも関わら

ず、本当に毎日毎日「もういっぱいです」と受け入れてもらえない。仕方なく少し遠い保育所へ預けるが、

親の負担が大きい。 

玉穂 

一時保育の料金（他の市では 1,200円と聞いた）もう少し安くして欲しい。幼稚園に通わせていると夏休

みや冬休みに一時保育は利用できないと聞き諦めた。このような機会をいただき改めてこれからの生活を

考える時間を持てた。 

玉穂 
小さい頃から、短時間でも低料金で預けられる託児所が不足していると思う。保育園の一時預かりを利用

する際もっと笑顔で受け入れて欲しい。罪悪感なく遊びや用事に出かけられると良いと思う。 

玉穂 

先日初めて一時保育を利用する機会があったが、公立保育園、無認可保育園もいっぱいで何ヵ所が断られ

てしまい大変困った。結局は公立保育園で定員いっぱいにも係わらず預かってもらえたので本当に助かっ

たが、幼稚園や小学校の行事があると一時保育がいっぱいになって、一ヶ月以上前から予約をしなければ

ならない時もある。もう少し小さい子どもの預かりを充実してもらえると有難い。またこれから更に子ど

もが欲しいと思っているが、悪阻などで辛い時に気軽に預けられるような環境だと良いと思う。一時保育

等は緊急や行事等で大変な方のためという意識があるので。 

印野 

ファミリー・サポート・センターの内容は知っているが何となく利用しにくい。良い話を聞いていない。

一時保育で近くの保育園を尋ねたが人手などの理由で利用できない事がある。1度そういうことがあると

お願いしにくい。短時間の一時保育は保育園でできないのか。学校行事（上の子）がＰＭの時はその時間

帯のみ利用したい。 

高根 

一時預かりの時、朝バタバタして、子どもに手作りのサンドウィッチを朝ごはんとして持たせたら、「決

まりだから」と言われて、そっくりそのまま残っているのを見て、あんなに頑張って作ったのにと泣きた

くなった。物事の背景まで読んで欲しいというのは難しいと思うが、もう少し心の通ったコミュニケーシ

ョンをしたい。 

◆保育料に対する要望・意見（17 件） 

地区 意見 

御殿場 収入により、保育料が異なるのは反対。一律にして欲しい。 

御殿場 
共働きでないと収入が少ないため、働いて保育所に預けているが、収入に対して保育料の占める割合が高

いと感じる。もう少し保育料を減額してもらいたい。 

御殿場 

保育園の利用負担額を世帯の収入によって決めることを見直してほしい。同じ保育内容で負担額が大きい

のが、少し納得がいかない面あり。中には参観日に父母が来ているのに、母子家庭登録している親あり。

親のモラルの問題かもしれないが、保護者会関係には一切協力しないなど、ひどい人が多い。子育て支援、

教育と共に親の教育もできたらと思う。私の会社は、仕事と子育ての両立支援が恵まれた環境なので、子

どもの看護等にとても理解がある職場で、両立の大変さを職場の方々がよく分かってくれているので、本

当に感謝している。中小企業では育休取得が難しい会社もあるかと思うので、国で言っている育休期間を

長期にするより、取得できる環境づくりが必要だと思う。 

御殿場 

保育料が高く感じる。保育料を払うために働いているように思え、仕事を子どもの病気で休んでしまった

月など、給料は減るが保育料は変わらないのでインフルエンザや長期で休まないといけない時は保育料な

ども減らしてもらえると助かる。 

御殿場 保育料等がもっと安くなれば良い。 

御殿場 
保育料も夫 1人の給料では生活していけないので妻も働くにも関わらず、両方働いているからと保育料を

高くするのも納得がいかない。 

御殿場 幼稚園や保育園の利用料をもっと安くするべき。 

富士岡 

現在、第 3子は保育料無料となっているが、長子が卒園すると保育料が発生する（第 2子は半額から全額）。

仕事をしながら子どもを産むのは期間が空き（長子～末子）6年の間に 3人以上産むのは難しい。その為、

働いても働いても保育料で 4～5万/月かかってしまう。世帯で第 3子以降は無料もしくは半額で保育して

もらえると嬉しい。子どもは産みたいけど保育料が大きい金額なので産みたくても産めない。ぜひ、世帯

で 3人目以降の保育料を軽滅して欲しい。幼稚園の補助のようにもう少し補助を期待したい。 

富士岡 仕事を探す時に気軽に預けられる場所があると良い。料金ももう少し安くなると助かる。 

富士岡 
保育園の負担額は兄弟が入ると 2人目が半額などの措置があるが、同時に入園しなくてもかかる費用は同

じなのだから年の離れた 2人目の負担額も割引して欲しい。 

原里 保険料を安く。 
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地区 意見 

原里 
所得によって保育料が計算されているが、保育料が高いのは仕方ないとしても、所得が増えたからと児童

手当を減額されては、あまり納得できない。 

原里 保育料をもう少し負担を減らして欲しい。 

玉穂 

3人目の子ができて 2人目の子を退園させられた。また仕事復帰する時に在園児優先になるので一時保育

で預けている。赤ちゃんをみるのは大変なので保育園に預けさせて欲しい。上の子が小学生になっても 3

人目の保育料を無料にして欲しい。そうすれば年が離れても子どもを作ろうという親が増えると思う。 

印野 

保育料等もっと安くして欲しい。毎月保育料の他に絵本代など 1人の子どもに対し 1,000円前後かかる。

延長保育料も毎月高い保育料を払っているのだから無くして欲しい。今 3人保育園に預けているが、高す

ぎる。もっと子どもを産みたいが今後の経済的不安で産む気にならない。 

高根 保育園の延長料はなくして欲しい。 

不明 預り金額を安くして欲しい。（働いている意味がない。）時給 800円なのに預かり 1,000円とか高すぎる。 

◆休日保育に対する要望・意見（15件） 

地区 意見 

御殿場 土曜日に保育園を利用するのに気が引ける。預けにくい。 

御殿場 

公立幼稚園が多く、金額も安いので良いと思うが、2時半のお迎えまでの時間で働ける所が少なく、夏期、

冬期の長期の休みになると働けないので結局どこも働けない。夏期だけでも（午前中のみでも）預かって

もらえたら助かる。金額は安くても貯金を崩して生活している時もあるので働けたら月 3～4 万円の収入

でも助かるのにそれができないので困る。 

御殿場 

市立の幼稚園は就労での延長保育が不可ということで幼稚園時間内でのパートで就労しているが、夏休

み、冬休みの長期休みに対応可能だと有難い。長期休園中の保育可能な保育施設等の情報などがあれば助

かる。 

富士岡 

保育園入園中だが土曜日が 5時までしか預からない。日曜日は保育しない等、職場では休みをくれるが、

時にはやはり仕事を優先しなくてはならず夫婦共働き、親族が近くにいないととても子育てしにくい環

境。保育所もニーズにそったサービスを提供して欲しい。 

御殿場 祝日の保育を希望する。 

御殿場 

仕事が不定休の為、日、祝日、年末年始の時なども保育して欲しい。今は祖父母に預けているが 2人とも

仕事をしていて不定休なため、なかなか預けるのが悪い。私立保育園では休日保育しているところもある

が今から移るのも難しい。公立で保育してもらえたら有難い。 

原里 

公立の幼稚園に通っている娘がいる。年中の 9月から母親の私がパートを始め、娘が幼稚園に行っている

間のみの勤務。職場の方は幼稚園の長期休暇の際はお休みして良いと言ってくれているが、夏休みは 1か

月半休まなければならない。公立の幼稚園でも預かり保育があればぜひ利用したい。 

原里 土日、丸 1日預けられる安価な制度を希望する。 

原里 

長い夏休みに子どもを預ける場所がないので（仕事の間）これからが不安。今はまだ 5歳なので許可外保

育園を利用している。就学前は許可外保育園に預けられるが、1年生になると利用が難しくなる。お兄ち

ゃんの時とても困って 1度問い合わせをしたら、通年で申し込みしている方のみと断られたことがある。

登校時間中で働いている場合で、休み期間のみ利用できる幼児保育・学童保育を強く望む。本当に困って

いる。早めの対応がとれるようならお願いしたい。 

原里 日曜祝日や、小学生の子を、夏休みや長期休みの時に預かってくれる場所がもっと必要だと思う。 

原里 幼稚園の夏休み中、夏季保育をもう少し増やして欲しい。 

玉穂 仕事上、土日の保育を市で一ヶ所でも設けて頂くと有難い。 

玉穂 
幼稚園の預かりをリフレッシュでも利用できるようにして欲しい。長期休みの時のみ利用できる施設が欲

しい。現在は長期休みのみの利用ができないため。 

高根 

日常での問題は特に有りません。3.11 の際に計画停電を実施し、会社の勤務が土日休みから土日出勤に

なった時、子どもを預ける事ができず困った。臨機応変な対応をして頂けると助かる。土曜は保育園に預

ける事ができたが、日曜は会社を休んだりして対処した。サービス業の方は大変だと思う。日曜が仕事の

方もいると思う。日曜日に預ける事ができる保育所があると良い。 

不明 日曜、祝日の保育もして欲しい。 

◆延長保育に対する要望・意見（14件） 

地区 意見 

御殿場 

あと 1年待つことが長い。4月 1日生まれの子が入れるなら同い年でも入れて欲しい。未就園児は保育所

内で行う行事より外の方が参加しやすいので、そういう場を増やして欲しい。幼稚園に預けたいと思うが

満 3歳からなので、幼稚園は送り迎えをしてあっという間と聞くので、16時ぐらいまでにして欲しい。 

御殿場 公立の幼稚園も保育時間をせめて 2：30～3：00までの降園時間にしてもらいたい。 

御殿場 公立幼稚園での就業による延長保育、一時保育を実施していただけたら仕事と子育ての両立がしやすい。 
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地区 意見 

御殿場 
幼稚園では降園後の預かり保育をしてくれているが、どうしても登園時間前に預かってほしい時が年に 2

回はある。朝 8時からでも預かりできたりしてもらうととても助かる。 

御殿場 公立幼稚園での延長保育を充実させて欲しい。有料で良いので、私用でも預けられるようにして欲しい。 

御殿場 
幼稚園の就園時間がもう少し長ければ良いと思う。長期休暇中に週 1～2 日でも良いから預かり保育をし

て欲しい。 

富士岡 幼稚園（公立）でも延長保育を行って欲しい。 

富士岡 

公立幼稚園に通っている。駐車場の時差利用の為年少・年中・年長で登降園の時間が違う。保育時間も年

少では短くとても不便を感じた。短時間のパート職に働いている母親も多く、もう少し保育時間を長くし

て欲しい。保育園に入るほど収入もないので幼稚園の間だけ働きたい人はたくさんいる。ちょうど間の時

間ぐらいの保育があると良いと思う。8：30-14：30→8：00-15：00 など。現在公立では就労のための預

かり保育は認められず、急な残業にも困った。もちろん入園児にも説明を受け認知しているが。公立でも

有料の時間外保育があっても良いと思う。 

富士岡 幼稚園でも、16時位までの延長保育（保育時間を長くする）をして欲しい。 

富士岡 

幼稚園の帰宅時間（預かり時間）が早いと思う。できれば 15 時まで預かっていただきたい。早帰りも多

く、経済的な理由で仕事をしたいが近くに親がいない事もありできない。昔のように同居世帯を基本とし

た決まりでは、公立幼稚園に通う人は少なくなると思う。核家族の場合、現実としてほとんどの母親が一

人で子どもをみて疲れている事を知って欲しい。藤岡公園遊具を設置して欲しい。また入園前の面接でお

話ができないだけで（緊張のため）公立幼稚園に入れず富がくへ行く事を進められて悩んでいるお母さん

がたくさんいる。3歳になったばかりの子がペラペラ知らない人の前でしゃべるだろうか。その辺の関係

に疑問を持つ保護者がたくさんいる。 

富士岡 幼稚園の降園時間が、15時までだと何かと助かる。 

富士岡 

子育て支援に関しては子育てサロンや子ども家庭センター各保育園や幼稚園の支援などではとても充実

して満足できる。公立の幼稚園の保育時間の見直しをして欲しい（午前保育日をなくす、延長保育をして

もらえる、夏休みの預かり保育）等。 

玉穂 

幼稚園情報があまり分からず、近所の公立幼稚園に入園させところ、私立と違い、預かり保育が特定の目

的のみに限られていることでやや不便な状況。仕事を不定期でしている幼稚園児の母にとって公立幼稚園

でも融通が利く対応・支援をしてもらえると子育てとの両立がスムーズであり、保育園に入園させずにも

働けることが周知されれば、保育園は待機児童が減り、幼稚園の良い環境で子育てする満足度も上がると

思う。あと 2年幼稚園にお世話になっている間に実現されれば有難い。 

玉穂 
公立（私立）幼稚園も料金別で構わないので親の就業等の延長保育（預かり）をすべき。転勤で御殿場に

来たが、以前に居たところは私立幼稚園でも延長預かりがあり（有料）働くお母さんにも優しかった。 

◆ 教育環境に対する意見・要望（12件） 

地区 意見 

御殿場 
500円くらいで利用できる大きな施設があると良い。もっと勉学につながる教育を年少から力強く行って

欲しい。低料金で年少から勉強に力を入れる町にすれば各地方から人が集まると思う。 

御殿場 
学校のゆとり教育をなくして欲しい。小・中・高からの教育（学校生活）に不安がある。携帯などの普及

により、いじめなどの問題、学校の教育よりも塾での教育の向上問題。 

御殿場 
静岡県は学力テストで、国語が最下位となった。教育に力を入れていないとは言わないが、やはり結果は

悲しいもの。また、世界を見ても同じこと。是非、力を入れていただきたい。 

御殿場 
私たちの頃とは、小学校などでの教育・学習内容が違うので、どんな授業をやっているのか知りたい。子

どもが今後どんな教育や学習が必要なのか知りたい。 

御殿場 

保護者として市に求める事は保育所の時間や医療費の免除などではなく教育環境が整っているかだと思

う。御殿場市で子どものために充実した施設が無いことにとても寂しく思う。子どものための教育のモデ

ル地区を目指して欲しい。図書館・科学館・プール・スケート・美術館など、開発されていく優先順位が

違うような気がする。「子ども達の為の教育環境」についての発展で進展を感じられる事が無いので「仕

方のない事なのかな」と保護者として諦めている。 

富士岡 
自宅から一番近い中学校は南中なのに地区が富士岡なので富士岡中へ電車に乗って行かないといけない

のが今後の不安点。 

富士岡 
塾などが少ない気がする。もう少し教育に力を入れて欲しい。しかし、公園はとても多く、広くキレイな

ので、自然と触れ合えることはとても気に入っている。 

富士岡 小学生の国語が全国で最下位というニュースを見て心配。 

原里 

御殿場市に限った事ではなく、日本全体の問題として教育費がかかるため、子どもに充分な教育を考える

と出産するのを考えてしまう。御殿場について言うと、高校の数が少なく近場で選ぶと限られてしまう。

子どもにかかる費用の負担を国や地方で、もっと協力してもらいたい。 

原里 御殿場市に転居（県外より）してきて残念だったことは、教育環境の選択肢が少ないこと。 

玉穂 学校の教育は質より量と聞く。内容の良い宿題にして欲しい。 
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地区 意見 

不明 質の高い教員または国際的な外国人の先生を取り入れたプリスクールの導入を強く願う。 

◆相談体制の充実（11件） 

地区 意見 

御殿場 

子育ての悩みを相談できる窓口（医療、教育、発育以外にも経済面の相談なども）の充実や保健師などの

家庭巡回の充実。図書館や公園、樹空の森やふじさくらなど充実した施設の提供は有難い。子どもと一緒

に利用している。私達家族が御殿場に住んでよかったと、今後も言っていけるように地域行政として子育

て支援の充実に尽力して欲しい。期待している。 

御殿場 

子どもが通っている保育園は先生がとても優しく、困った時はじっくり相談にのってくれる。よく「なん

でうちの子は～」「どうして他の子と同じようにできないのか」と不安になることがあるが、相談できる

人がいるので、深く悩まずに済んでいると思う。東保育園の先生たちには本当に感謝している。 

御殿場 相談にのってくれる方がいてくれるので助かっている。 

御殿場 
保健センターでの健診で、保健師との面談があるが、いつも一方的に話をされる印象しかなく、相談した

いことを話せない。もう少し話を聞いてほしい。 

御殿場 

以前、保健センターの栄養相談を利用したが、「異常だ、異常だ」と、全否定する様な発言をされ、二度

と利用したくないと思った。同日に同様の相談をした友人は、他の相談員に「全く問題ない」と言われて

いた。相談員として、ふさわしくない人は配置しないで欲しい。 

御殿場 

御殿場に引っ越してきてまだ数ヶ月しか経っていないが、子育てする環境作りがまだまだだと感じる。1

人目の子なので分からない事がたくさんあり、母や義母などに聞くことはできるが、無料で相談を聞いて

くれる専門家がいると良いと思うことが多々ある。本当はもっと子どもがほしいけど今のままではあと 1

人か 2人が限界だと感じる。もっと子育てしやすい環境を作ってもらえると嬉しい。 

富士岡 

今は保育園に通っているがその前は母子で過ごす時間がたくさんあった。御殿場市は保育園や幼稚園、ふ

じざくらなどで毎日のように子育て支援の場が多くあるので、それがとても良かった。子育てに悩んでも

同じような人と接する場となり心強かった。沼津に住んでいる友人はそういう場がなく情報が少ないらし

い。そういった意味でも御殿場は充実していると思う。これからも子どもたちが安心して過ごせるような

環境づくりをお願いしたい。 

富士岡 

市役所の対応、通り一遍というか、聞いたことにしか答えてくれない。どういう制度があるかもよく分か

らず、「こうしたい」と伝えたが、「無理です」と。例えば「こういう方法もあるよ」と提案してくれても

良いと思う。保育課だけに限らず、プロなので、もっとできるだけ市民のニーズに合わせた対応をして欲

しい。相談しづらい。色々意見を持っている親は多いと思うので、少しでも吸い上げ議論していただきた

い。そして子育てが楽しい御殿場市になって欲しい。 

富士岡 
乳幼児相談（身体測定）が月 1回で、しかも 1時間しかないので、その機会を逃すと行けない。もっと回

数を増やすか、時間を延ばして欲しい。 

原里 小学校の姉がいるが初めての学校行事で分かりづらい事が多い。相談もしにくい 

原里 幼稚園、保育園を入れるあたりどこに相談をしたら良いのか分からない。 

◆病児・病後児保育に対する要望・意見（11件） 

地区 意見 

御殿場 

病児保育については、熱があって体調のすぐれない子どもを他人に預けてまでやらなければならない仕事

の人は、本当に大変な思いをして子育て＆仕事をしていると思うが、「病児保育をやってくれる」という

看板で、たかがパート程度の仕事の人でも「仕事だから」と熱のある子どもを預けてしまうようになるの

ではと他人事ながら子どもの気持ちを思うと不安になってしまう。親に対するサービスだけが全てではな

く子どものケアも大切だと思う。 

御殿場 

病児、病後児保育の体制は整っていない。とらのこ保育園の保育を利用しようとした際に、「あそこは内

科や小児科医がいるわけではなく、病児保育に適切な環境ではない」という理由で、かかりつけ医からの

保育のための書類を書いていただけなかったことがある。これはかかりつけ医が正論だと思うが、小児科

医と連携した病児保育体制の確立を希望する。 

御殿場 

子どもが小さくて園に入れても、病気、例えばおたふく・水ぼうそうなどの出席停止の時などは、やはり

預けるところがなくて困っている人がたくさんいる。熱があり、ついていてあげたいが、何日も続けて休

むことはなかなか難しい。出席停止中に体は元気になったのに、仕事も心配だし、仕事と育児の両立は本

当に難しいが、もう、3人の一番下が年長なので、あと少しと自分を励まして頑張っている。 

御殿場 
子どもが病気で保育園を休まなくてはならない時、仕事の休みをとることが難しい。ファミリー・サポー

ト・センター利用は個人にあずけるので何となく不安。病児保育のある施設が増えてくれると安心。 

御殿場 

病児保育、病後児保育について、あまり浸透していないように思う。どういう条件なら利用できるのか、

よく分からない。病児病後児保育のある施設に入園を希望し入っても（家と遠くても）結局利用すること

もなく過ごすなら家の近くの保育所を希望すれば良かったと思う（今の保育所の教育等には満足していま

すが）。むしろ「原則使用できません」という表示があれば選択する時困らず良いのにと思う。 
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地区 意見 

御殿場 病児保育のやっている保育所を増やして欲しい。 

富士岡 土・日・休日、発熱の時に対応してくれる保育園が増えると助かる。 

富士岡 どこの保育園にも病児保育や病後児保育があって欲しい。 

富士岡 

出席停止の病気などになると、5日とか仕事を休まなければならない。現状自分が数日休んで、あとの数

日は実家に預けたりしている。どこの保育園でも病児保育をしてくれたら良いと思う。実際は病気の子を

看てあげたい思いと、仕事を休めない後ろめたさで複雑な思い。職場環境にも問題があると思う。 

富士岡 病児保育ができる所を増やして欲しい。 

玉穂 
もう少し、病気でも預かってくれる保育所が欲しい。看護士を常勤で設置して欲しい。病気でも預けて仕

事に行かないといけないので。 

◆ 各種健診に対する要望・意見（10件） 

地区 意見 

御殿場 
保健センターでの検診をもっと手際良くやって欲しい。時間がかかり、順番通りでなくても空いている項

目から回れるなど改善して欲しい。 

御殿場 
保健センターでの健診の時、子どもの人数に対して保健師の人数が少なく時間がかかりすぎて不愉快。最

後の保健師とのやりとりの時。子どももグズリ出してしまう。 

御殿場 

月 1回ある乳幼児検診に毎月利用している。子どもの成長が分かるのでとても嬉しく思っているが、受付

時間が短いので毎回ギリギリに駆け込んでいる。9：15～10：15 の間ではなく、せめて 11：00 頃まで受

付けてもらえるととても助かる。小さい子がいるとなかなか思うように動けず時間がかかってしまうので

一度検討して欲しい。 

富士岡 

1歳、1歳 6ヶ月、2歳、3歳健診は 1カ月遅れで検診が来るから何のための検診なのか。これでは 1歳と

1カ月健診だと下の子の健診のたびにモヤモヤした。裾野に居た時はちゃんと 1歳、1歳 6ヶ月、2歳、3

歳健診をやってくれていた。裾野の保健センターでは毎週月曜日 10時～12時で身長体重を測ってくれた

ので子どもが 7カ月になる週の月曜日にあわせて測りに行けたし、混み合って遠くの駐車場に停める事も

なかった。御殿場は月 1回だけなのに短時間だから都合悪くて行けないと次の月に子どもの体重、身長を

測りに行くのが大不満で、裾野の方が子どもを育てる環境が良いと思った。医療費の負担も長泉、裾野の

方が子育てするのに良い環境で羨ましい。御殿場はなぜ長泉、裾野市のようにできないのか。 

原里 

乳児健診は、何のためにやっているのかと思う対応の時があった。色々な理由があるのだろうが、一生懸

命子育てをしている私達に対して、無神経な発言が多く、あからさまに母親の私が何かした、虐待をした

かのような言い方にはぞっとした。また、独身の方なのか分からないが、子育てにはマニュアルのように

上手くいくことが少ないのに、自分の意見、市としての方針を絶対曲げないので、互いに話が一方通行で、

意味のない無駄な時間となった。このようなものならば、乳児健診は無意味だと思う。御殿場全体が保守

的な面が強く、新しい風が流れてこないような教育がされているような気がする。伝統的なものも大事な

のは分かるが、そればかりではと思う。せっかく若く、新しい市長さんになったのだから、もっと大胆に

改革して欲しい。 

原里 
乳幼児健康相談が 1カ月に一度しかないのでもう少し回数を増やしていただきたい。曜日も月曜日のみな

ので別の曜日にも行っていただきたい。 

玉穂 妊婦健診の歯科受診（無料ＯＲ一部負担あり）があると良い。 

高根 
乳幼児健診が現在月 1回の開催となっているが、月 2回位に増やして欲しい。月 1回だと都合がつかない

ことが多い。ロタウィルスワクチン、B型肝炎ワクチンなど定期摂取にして欲しい。経済的負担軽減。 

高根 
保健センターで行われる定期健診は、できるだけ午前中にしてもらいたい。友人と話をしていても、皆、

だいたい昼寝の時間とかぶっているという話になるから。 

高根 

保健センターでの健診時（注射）、人が多すぎる。待ち時間が長いと子どもが泣き出したり、大人しくで

きる時間に限りがある。月齢、人数によって時間（日）をずらして欲しい。車もいっぱい。周りに保育園

しかなく、幼稚園まで距離がある（近所の友だちもいない）。 

◆ ファミリー・サポート・センターに対する要望・意見（10件） 

地区 意見 

御殿場 預かり保育（ファミサポ）初回 3ｈ無料などのサービスがあると、その後も利用しやすい。 

御殿場 

ファミリー・サポート・センターという制度を利用して、子どもを短時間預けたいと思ったが、受託会員

の資格があまりにも簡単に得られる（質が心配）ために利用するのをやめた。養成講座に 1回参加するだ

けで資格が与えられるというのは、預ける側からすると少し心配。講座内容等を明らかにしてくれれば、

預ける側も安心するのでは。 

御殿場 ファミリー・サポート・センターの 1時間あたりのお金が高く使いにくい。 

御殿場 

ファミリー・サポート・センターは利用しづらい。支払いはすべて個々でなく、市でとりまとめて欲しい。

受託者は、間違いなく市から給料として振り込まれ、委託者は、市に対して支払う。こうすれば利用しや

すい。 
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地区 意見 

御殿場 

ファミリー・サポート・センターは、登録しているが利用できていない。急な残業など不定期な利用目的

が多いため、事前に数日前から顔合わせという使い方（と理解している）にマッチしておらず、利用でき

ていない。何かフォローいただけると助かる。 

御殿場 ファミリーサポートを何度か利用しているが、料金がもう少し安くなると良い。 

御殿場 

御殿場の出身でないため保育園でも小学校でも財産区のあるなしで設備などが随分差があることに驚い

た。ファミリー・サポート・センターの料金が 1時間単位なので、もう少し細かい時間での料金設定なら

使用しやすい。例えば 30分単位でいくらだと、1時間 30分の利用で 2時間分支払わなくて済む。 

原里 

ファミリー・サポート・センターを利用したいが、小さい子を連れて市役所に行ったり、写真を撮ったり、

手続きが大変だと思い、一歩踏み出せない。歯医者に行きたいと思っても、子どもを預けられる祖父母は

休日の日だけのため、行けない。病院等、その場で見てくれる人がいたら、すごく行きやすくなる。子育

て情報誌はどこでもらえるのか。市役所が身近なものに感じられない。医療受給者証は返さなくてはいけ

ないのか。捨てたらどうなるのかといつも思う。 

原里 
ファミリー・サポート・センター制度の賃金をもっと低料金で利用してみたい。今の状態だと一時間あた

りの保育料が高いため、気軽に利用できない。 

高根 
ファミリー・サポート・センターを利用して、夕方子どもに習い事をさせたいが、利用料金が高い。半額、

市で負担して欲しい。 

◆障害児に対する支援についての要望・意見（8件） 

地区 意見 

御殿場 
発達障害児をフォローしてくれる専門病院があれば良いと思う。進学や就労（発達障害児の）を相談でき

る所もあれば良いと思う。 

御殿場 
発達の遅れている子ども（自閉症児等）の支援してくれる療育センターや、そのような子どもたちを持つ

保護者での集まりや勉強会など支援環境が整っていないので、充実させて欲しい。 

御殿場 

来年小学校に入学予定だが支援学級。全然できないわけではないのに、補助の先生がつけられないという

ことで教育委員会からは最初から支援学級を提示された。予算の関係もあるとは思うが、補助がつけられ

たらと残念に思う。もう少し発達障害の子にも優しい環境になって欲しい。そして周りの親・大人たちに

も発達障害について勉強する場があると良いと思う。 

富士岡 

食べ物に好き嫌いがあり、献立の栄養面から、家ではあと最低でもこれだけは食べさせてほしいなど記入

して頂けると、偏りなく（例えば○○色の食べ物をとか汁物をとか）食べさせられると思う。自閉症ＡＤ

ＨＤなどの症状や疑いがある場合や、外国の方などで日本語の理解が乏しいなど、集団生活では少し難し

い方々のための幼児用の施設や別室があれば良い。小児リハビリができる施設があれば良い。ファミリ

ー・サポート・センターの会員の方の顔写真やプロフィールなどが申し込む前（事前）にインターネット

などから見えるようになれば、依頼する時の不安も少しは消えるかもしれない。 

富士岡 

子育ての環境としては、子育てサロン、支援センター等色んな所を利用し、活用するととても良いと思う。

市役所の方、3歳になり入園を考えるようになり申し込み等で問い合わせをした。今まで感じたことのな

い「私の子は障害がある」ということを思わせてくれたのは市役所の方の対応だった。社会と繋がる、社

会へ出るとこんなに感じることだと分かった。もちろん仕方のないことだと理解した上で、ノーマライゼ

ーション、バリアフリーと素敵な言葉があるが、今後どう対応してもらえるかは分からないが全ての方が

暮らしやすい市を期待する。医療⇔福祉⇔教育つながればすてきな市になると思う。 

原里 

実際に利用したわけではないが、産休前後に入る場合の上の子を保育所に預けておく期間が短いと思う。

できれば 3歳以下であっても保育所を継続して入所していたい。私の子どもは発達障害だが、保健センタ

ー、保育園、病院との連携が素晴らしいと思う。感謝している。また、診断が下りる前から加配の先生を

付けてくれ、対応の早さに感動した。子どもの発達も心配だが、できればフルタイムで仕事に復職したい

と思う。障害のある子どもがいても働き易い環境を整備して頂けたらと思う。もっと、職員の方々、保護

者、色んな方に発達障害を知ってもらい、支援の充実を図ってもらいたい。 

原里 

市の臨床心理士が 1人しかいないので人数を増やして欲しい。発達障害の子ども達が増えているのに小学

校、中学校は何にも対応しないのできちんと対応して欲しい。特別支援級に通っている子ども達は高校（私

立以外）を受験して普通の高校に通えるのに、静岡県は子ども達の対応が遅い。発達障害の子ども達を人

種差別する人達がたくさんいるので障害があろうとなかろうと差別をなくして欲しい。発達障害の子ども

達が通う専門的な病院が欲しい。子育に関する情報が少ないのでもっと増やして欲しい。子育に悩んだり

虐待している親が多いので相談窓口を増やして欲しい。病院で県立こども病院みたいな子ども達を 24 時

間診察してくれる（脳外科）を含めての病院を作って欲しい。 

玉穂 市内に療育センター（発達障害支援センター）を作って欲しい。 

◆待機児童の解消についての要望・意見（8件） 

地区 意見 

御殿場 待機児童をなくす努力をして欲しい。 
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地区 意見 

御殿場 保育園に入れないのをどうにかして欲しい。 

御殿場 
幼稚園の抽選制度が納得できない。姉妹で同じ時期に通う訳ではなくても、姉と同じ幼稚園に通わせたい

と思うので、また不安に思う。 

御殿場 
私以外で知人、友人で幼稚園の人数制限で希望する園に入れなかった、1年ほど待機したなど聞くので人

数が多少であれば待機やくじ引きで入園ができないということが今後なくなれば良いと思う。 

御殿場 

幼稚園、保育園を増やして待機児童を減らして（無くして）欲しい。今現在、未満児は定員いっぱいで入

ることが難しいと聞いた。娘が今 1歳なので後々保育園に入れたいと（未満児で）思っているので、今か

ら不安。保育園に入れないと働くにも働けない。 

富士岡 

近くの幼稚園の面談で今回は、入園は無理と言われ人数が定員より少ないのに言われ落ち込んだ。○○人

だと先生増やせるがと、うちの子どもが入ると手がかかるため遠慮してほしいような言い方で断られた。

市の方はうちの家庭環境の話をすると保育園にしたらどうかと、私も色々と考えた上で近くの幼稚園が良

いと思って決めたのでとてもショックだった。その後、保育園に希望して学区域の保育園を希望したが、

無理で第 3希望の保育園に入園した。やはり近くの幼稚園、保育園が良かった。 

原里 

希望の幼稚園や保育園にすんなりと入園できるような環境を整えていただけたらと思う。入園希望者が多

い幼稚園は抽選になっているが、今は全国的に 3年保育になっているので、クラスを増やしてみんな平等

に入れたら良いと思う。親も、校区や住んでいる地域を考えて園を選んでいると思うので、やはり 3年間

同じ園での教育を受けたい。抽選になる園は毎年決まっていると思うので、対策を考えて欲しい。 

玉穂 
幼稚園や保育園は 3才から通いたいと思っているが、希望（家から近い所）に通えるか不安がある。安心

して通えるようになると嬉しい。 

◆施設職員等に対する意見・要望（4 件） 

地区 意見 

御殿場 

先生方の研修日（保育の日）など、保育園で子どもを預からないとは言われないが、子どもを預けづらい。

預けるのが申し訳ないと保護者に思わせる空気がある。先生方や保護者の負担にならない研修日の調整（2

回にわけて行うなど）をお願いできると有難い。 

御殿場 

保育園に通っているが、一つなぜ毎年平日に行うのか疑問に思う件がある。10 月に行う教員の研修会。

保育園は仕事をしている家庭の子を預けているのに、なぜ平日に行うのか。せめて土曜日にすることはで

きないのか。職員は土曜出勤すると代休をとっている。会社員は、有給で休む。すごく、この件は理解で

きない。はじめから、土曜日曜に行って欲しい。 

富士岡 
公立幼稚園の職員研修などによる午前保育が多すぎる。公立幼稚園の下記保育の日数が少なすぎる上、日

程的に終業式直後 8月は無しなど、よく分からない。日数を増やすことはできないのか。 

玉穂 

幼稚園の預かり保育がいつも可能でない事に不満を感じる。預かりができない理由として職員が勉強会の

ためだったが、小学校の行事と同じ日に勉強会や研修を理由に預かってもらえないのであれば、あまり利

用することもなく意味のない支援に感じる。 

◆その他（35 件） 

地区 意見 

御殿場 

1～3歳児の時に、日曜祝日の（富岳保育園では、気持ち良く対応していただきました。）休日保育を利用

していた。ファミリー・サポート・センターに相談にも行ったが結局利用できず、某保育園では、自園の

児童がいなければ休日保育はできないと言われ、大変苦労した記憶がある。父母ともサービス業または自

営業であった場合、子どもの安全を確保できない保育になり大変な心労である。5歳児になり、やっと、

やって良い事と悪い事の分別が多少できるようになったが、やはり不安。子どもの安全を考えた、教育、

保育環境の充実を望む。 

御殿場 

一概に言えないが、市役所内で情報の共有が上手くできていないと感じる場面がある。共働きで祖父母な

ど子どもの面倒をみてもらえる人が近くにいないため、なるべく早く、希望の保育所への入所ができる仕

組み等を真剣に考えて欲しい。 

御殿場 
離婚した方に限定のこととなるが、円満に離婚できない人もいるので子どもの面会をさせるための支援が

あると助かる。 

御殿場 

私自身は土日祝日が休みの仕事をしているので認可保育園を利用していて不便は感じないが、日曜日も仕

事がある方はどうしているのかと思う。長年同じ保育園を利用しているが 2年ほど前に保育士から「お迎

えに来ている祖父母は同居ですか。同居だと保育園に入れては駄目です」と言われ不快だった。祖父母は

当然別居でその旨御殿場市に入園申し込みの際に届けてあり、問題なく許可があり入園しているわけだか

ら保育士に聞かれる筋合いは全くないと思う。そのようなことを考える時間があるのなら、子どもたちの

ことを考える時間にあててもらいたい。 

御殿場 

今、通っている保育園から新しくできる保育園へ転園を考えていたが、新規扱いになると言われた。意味

が分からない。市役所子ども保育課にも問い合わせたが、ハッキリした理由は教えてくれない。新しくで

きる保育園は職場のすぐ裏なので利用したかったのだが。 
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地区 意見 

御殿場 
今の世の中共働きでないと生活が苦しいとはいうものの、子どものためにそれで良いのかと悩むことが

多々ある。 

御殿場 

多くの方々より風紀を乱すことで有名なお母さんがいると聞いている。ふじざくら、学校等、困っている

方がたくさんいる。これでは施設も利用しづらくなり心安らかな子育ても難しくなる。こちらのお母さん

のお子さんの中に来年 4月幼稚園入園のお子さんがいるが自分の子どもと同学年のため、トラブルがない

かとても心配。 

御殿場 玉穂第一保育園へ通っていりが、とても満足している。何かあれば直接保育園の方に相談もできる。 

御殿場 
保育所では、先生の人数で子どもの受け入れが決まるのか。未満児がどうしても困っている。保育園の良

いところいっぱいなので、ぜひ希望の人は入れるようにしてもらいたい。 

御殿場 

幼稚園に通園するようになり、通園バスがないことの不自由さを毎日感じる。市での規定となっているよ

うで、他市より引っ越してきた私にはとても驚いた。私は持病で車の運転ができない。子どもたちがその

ために不自由な思いをするとは憤りを感じる。確かにバスがないメリットはあるが、車社会の現状の中で、

御殿場市にこのまま住み続けたいと思えない、育てにくいと強く思う。末の子が成長する間に、色々なサ

ポートや支援を受けたいと思う。このアンケートで知ったことも色々あった。 

御殿場 幼稚園バスがあると助かる。 

御殿場 教育の事ではないが、返信封筒に入れやすいアンケート用紙を作れないのか。 

御殿場 

子育て支援カードがあって良かったことが一回もない。もっと分かりやすいサービスがあれば良いと思

う。自衛官が多く低所得者が多い街だと思うので、もっとそういう世帯には分かりやすい支援があっても

良いと思う。 

御殿場 

神奈川県から引っ越してきたが、こちらは私立幼稚園が 2つしかなく、バスの送迎もないみたいで、車で

親が送迎しなくてはならないのは負担。また未就学児のプレスクールが全くないのも、学力の差が出てし

まいそうで不安。冬は寒いので外遊びも減るとなると室内で遊べる児童館的なものを毎日使えるようにし

て欲しい。月 1回では意味がない。ふじさくらだけでは、通いも大変だし 1歳過ぎたら、あまり遊べる環

境ではない。（イベント時以外は）リトミックや体操教室なども週 1で継続的にできるようにして欲しい。

みんなあつまれのイベント情報も紙面ではなくスマホで予約できたり、スケジュール管理して欲しい。 

富士岡 

1歳まで裾野に住んでいたが、子育てをする上で情報が少なく、毎日を過ごす場がほとんど家だった。御

殿場に来てから「みんなあつまれ」を毎日みて、保育園の子育て支援、ふじざくら、地域の子育てサロン、

色々なイベントに参加して、子どもと楽しく過ごすことができた。「みんなあつまれ」は、とても役に立

った。御殿場市の子育て環境にはとても満足しているので十分だと思う。現状維持を続けて欲しい。 

富士岡 
現在、保育園でみてもらっているが、お友達や先生との関わりの中で、急成長する息子の姿がみられ、大

変感謝している。 

富士岡 

現在は子どもを幼稚園に入れている。父親はフルタイムで母親は無職。父親の収入減に伴い、母親も働き

たいとは思っているものの、平日に半日くらいの仕事しかできず、さらに夏休みなどの長期の休みには子

どもを主人の両親に預けるなどしなくては、仕事ができない。現在は仕事探し中。保育園に最初から入れ

て、ガッツリと働けば良かったのでしょうが、子どもが小さいので、子どもの面倒もみるのと同時に働き

たいということはなかなか難しいと思う。会社も以前より厳しいため、突発的な休みをとる人は、嫌煙さ

れる傾向にあると思う。また、主人の両親とも子どもが小さいうちは親の手で育てるという意識が強く、

なかなか言い出せないし、全面的に頼りきれないところがある。多分嫁だから。実家に頼れるならこんな

楽なことはない。また、これは制度の問題ではないが、もし母親が働いたとしても、家事などの労働は一

切減らない（父親が手伝わないため、手伝う気がない）ので母親の負担ばかりが増える。子どもの面倒を

市へ制度が代わってみてくれるサービスも有難いが、家事業を代わってくれたら本当に有難い。 

富士岡 
子育て支援等の事業が充実していると感じる。支援センター、保育所の預かり保育、支援事業、ファミリ

ーサポート等、子育ての息抜きができる場所があり、大変良いと思う。 

富士岡 

小学校の登校について、この辺は集団登校になっているが、最近のニュースを見ると、集団登校によって

多くの子どもの命が落とされていると思う。防犯のことを考えると集団でいることも必要だと思うが、集

団登校が絶対安全なのかというと疑問に思う。もっと市や教育委員会等で考えてもらいたい。 

富士岡 
昼食時の薬を保育所での飲ませてもらうために、病院で申請書を書いてもらうようだが、裾野市の病院で

は書けないと言われた。親の承諾があれば保育所でも薬はＯＫにしてもらいたい。 

富士岡 

引っ越して来たばかりで教育保育について聞かれても、何があるのかも知らないし、利用した事もないの

で、このアンケートが届いた事が意味不明。回答も適当になってしまっているが良いのだろうか。役に立

たないアンケートだと思う。 

富士岡 要望を書けば改善されるのか。何も期待していないし、書きたくない。 

富士岡 子ども行事（市のイベント等）土曜日が多く仕事のため連れて行ってあげられないので日曜日だと嬉しい。 

富士岡 

無作為抽出の 1,300人の 1人に選ばれ、改めて子育て環境や支援について考える機会を与えられ感謝して

いる。今回のアンケート回答で一市民として意見を発信することができ、協力できたことを嬉しく思う。

今後の御殿場市の教育、保育環境のよりよい充実、サービスの向上、少子化の改善心より願う。 

原里 
幼稚園児の親が自衛隊員で移動の有無によって人数の影響があるので調整などあれば良い。予防接種や保

険証に関してその都度送付されてくるのは有難い。一度に送られると失くしてしまいがちなので。 
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地区 意見 

原里 いつも保育所の先生方には熱心に保育をしていただき感謝している。 

原里 

子ども家庭センター、乳児と幼児のスペースを分けて欲しい。幼児さんの大きな声やダイナミックな遊び

方に子どもが驚いてしまう。また、走り回ったりしていると、危険な場面がみられる。手・足を踏まれそ

うになったり。月齢の低い乳児には利用しづらい。 

原里 

このようなアンケートで、子育てに関わる親の意見に耳を傾けてくれることを嬉しく思う。子育てに良い

環境をよりよく整えようとしていることが分かる。私は他県から御殿場市にきて、ここで頑張っていこう

と思っている。良い地域だと思う。住みやすい御殿場になるよう、皆様の活躍に期待する。 

原里 数年前までは毎年劇団がきてミュージカルや劇を無料で観ていたのがなくなり、残念。再開して頂きたい。 

原里 

三島市のママさんは市の企画の川の辺で遊ぶ、山の散策、イモやイネの収穫やら自然派の企画が気兼ねな

く参加できるらしい。大人と年少さんでも参加できるのに、御殿場は小学生以上が多いし東山の教室とか

もほとんど他県やら他の市からの参加者が多いのは、御殿場に住んでいる方に情報が少ないとか、御殿場

の幼稚園、保育園に通っていないと色々な行事に参加できないとか。御殿場の民間施設の利用料は高いと

か。人気のある体操教室の募集は未就児のみとか。実際長泉から園バスに載せて沼津に通っているが、長

泉に大きな運動施設がオープンしてとても魅力的だった。 

玉穂 

公園がたくさんあったり、子育てサロンも各地域にあったり子育て環境はとても良いと思う。我が家は祖

父母に上の子の行事等で預けたい時に頼ることができるが、できない方にとってはもう少し支援があると

良いと思う。3歳未満の一時預かりの料金が高く預けづらい。保育園の待機児童の現状は分からないが、

働いている親にもそうでない親にも、子育てしやすくなって欲しいと思う。 

玉穂 公立保育園、幼稚園を公設民営化（市財政負担軽減のため）浮いたお金で、その他子育て支援事業の充実。 

玉穂 
御殿場市は色んな施設や公園が多く、子育てしやすい。ファミリーサポート等も利用したが、とても助か

った。 

玉穂 土地の整備等により、若者の人口増加を望む。児童の人数を増やして欲しい。 

高根 

御殿場市は子育てする親にとって、支援やサポート体制が整っており、とても助かっているが、情報を仕

入れることはできても、実際に利用しきれないことも多いと感じる。例えば「ふじざくら」で募っている

様々な支援教室や事業に参加したいと思っても、人気が高くてすぐに募集人数に達してしまって、参加す

ることができない、有料のファミリー・サポート・センターなどもあらかじめ登録をしなくてはならない

など、なかなか思うように利用しにくい印象を受けた。もう少し気軽にいつでも誰でも利用できると良い。 
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（２）未就学児童【問 31】 

◆教育環境に対する意見・要望（43件） 

地区 意見 

御殿場 
もっと教育に力を入れて学力を伸ばして欲しい。御殿場市には私立小中がない。大学を作って付属の小中

学校、高校を作って欲しい。入学受験が必要な小中学校を作ってどんどん競争出来る環境を作って欲しい。 

御殿場 

以前住んでいた所の小学校では、1年生は担任が 2人体制だった。必ず副担任がいてフォローしてくれて

いたので、今の小学校のような落ち着きの無さ、騒がしさはなかった。小 1 で 35 人いたら、1 人の先生

ではとてもみきれない。参観日に行っても、みきれていないのが明らか。補助教員の方が時々覗きに来る

が、目の前で取っ組み合い騒いでいても何も言わず、注意もなく、何をしに来ているのか分からない。 

御殿場 
昔と比べると先生の質が低下していると感じる。保護者に協力を求める事は昔より増えていると思うが、

学校側の動きは悪いと感じる。 

御殿場 

教育に力を入れて欲しい。静岡はのんびりし過ぎではないか。学校で、もっと朝学習等、力を入れて欲し

い。毎朝、他地域よりも早く登校しているのに、グランドを走るばかり。雨が降っても読書（生徒のみ）。

走る＝週２回、朝学習＝３回／週等、もっと先生達の熱意が感じられる様な指導をして頂きたい。 

御殿場 

小学生 2人の息子を育てながら常に思うことは、教育の部分が少し閉鎖的な様な気がする。年 4回の授業

参観だけでは正直よく分からない。また、高学年になると親に話さないこと、不安、悩み等を発散させる

場面が非常に少ないと感じる。息子たちの通う小学校はとても大きいため、1人 1人の声を 1つ 1つ聞き

入れ難いとは思うが、例えば担任の先生と交換ノート等で日頃の様子を把握し、それを受け何か問題点が

あったら父母に報告して頂く等、先生方も大変忙しいので学校には直接申し上げ難いので、この場をお借

りして要望した。 

御殿場 

学校教育に関しては、先日の川勝知事の発言にもあったように、「授業が楽しくないのは先生の問題」だ

と思う。保護者は他県の方と同じように税金を払い、子ども達を見守るしかない。そこで他県と差がつき、

特に静岡の中でも東部の教育は遅れている、学力が低い、というのでは残念。先生方も大変だろうが、昔

とは違う世の中になっているので、質の改善等、ご努力をお願いしたい。 

御殿場 
全国学力テストで静岡県、最下位。県東部がその中でも成績が悪いとよく聞く。早急対策が必要なのでは

ないかと思う。 

御殿場 
学校のクラスで 30人制の導入をして欲しい。浜松市では今年 4月から既に導入されている。教師の人員

確保等問題はあるとは思うが、早い対応をお願いしたい。 

御殿場 
もう少し放課後教室で勉強などを教えてもらえる所があると良い。それをもっと分かりやすく情報を出し

てくれると利用しやすい。 

御殿場 日本人としてあるべき姿。正しい価値観を持たせる事が出来る教育を望む。教育勅語、修身、武道教育 

御殿場 

小学校や中学校での風紀がよくなく、いじめや体罰などがあるように子どもから聞く。大きい学校から小

さい学校まであるが、御殿場市独自で教員の人数を増やしてスクールカウンセラーやスクールソーシャル

ワーカー（まだ全国的に知名度は低いが）など、学校内の問題に対し市・学校・地域・家庭とスピーディ

ーな対応や解決ができる組織作りができると良いと思う。 

御殿場 

学習面で親の負担が多く、先生によっては親に丸投げし仕事を減らさざる得なくなった。自分達の頃は、

宿題は自分でやるものだったが今では親がつかないと宿題ができない状況。昔よりも働いている親が多い

現在に毎日一緒に宿題をしたり丸付けしたりしなければいけないのは非常に負担。先生の一言の影響は大

きいので、自分達でやるという自覚ができるような状況にして欲しい。学校によって差があるが。 

御殿場 御小・御中が他の学校と比べて校舎が古い。同じ市内なのに不平等に感じる。 

御殿場 

幼稚園は私立幼稚園だったので、過保護な部分はあるが、教育や子育てに真剣な親が多かったように思う。

小学校になると学力の問題には熱心だが、子どもの話をちゃんと聞いているのかと思うことがある。静岡

県の教育は、少し古い気がすると常々感じることがあるが、私は東京出身なので先生たちは熱心でよく子

ども達のことを見てくれているのは田舎の良さだと思う。大きくなるに従ってルールばかり押し付ける親

が多いし、帰った後は親の責任だと思うが、そのルール指導すら学校に押し付ける親が多いのが気になっ

ている。子どもたちは公園で楽しく遊ぶ遊びも知らないし、遊具もあまり面白いものもない場所でゲーム

するのは当然だと思うけど、何だかもったいないと感じる。とび箱やマット運動の練習をできる所くらい

あっても良いと思う。走るだけではつかない能力もある。 

御殿場 学校の数が少ない。選択肢が少ない 

御殿場 

教育環境に関して、ゆとり教育で学習要領が減らされ、学力低下もしたので、学習要領を戻し、前は土曜

も学校に通っていたので、その体制に戻したら良いと思う。子育て環境に関しては、私自身が持病を持っ

ているが、就労の際、面接で持病があるというだけで、落とされてしまう。まったく働けないわけではな

いので、それだけで受け入れてもらえないと、どこも受け入れてくれない。会社側の「しょっちゅう休ま

れては困る」「すぐやめられては困る」などの言い分も分かるが、持病があるからといって、そういった

方たちばかりではない。そういったところで生計を立てるのが、とても大変。私の持病は難病で、親が今

支えてくれているが、それが無くなった時、自分だけの収入では、子ども達を養っていけない。そういっ

たところの支援も、生活保護を受けなくても良いように充実させて欲しい。 
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富士岡 

昔は、自転車の練習、縄跳びなど、家の近くの道路でやっていても、近所であたたかく見守れていたが、

道路で練習すると危ないと苦情があり、遊びにくい環境にあると感じる。幼児、園児の時に作法について、

（あいさつ、何かいただくなど。）学ぶ機会があると良い。返事ができない、落ちついて座っていられな

い子が多い。日本らしい物に触れる機会が、ずいぶん減っているように思う。良いものを伝える事を、も

っとできたら良いと思う。 

富士岡 

学校について、学費の引落しがＪＡ御殿場限定というのはとても不便との声がとても多い。部活動の種類

は、指導者の不足で仕方ないかもしれないが、小学校時代に、バドミントンや体操等頑張っていても、そ

の先がない現状。フリー部も日数をクリアできない、中体連にでないと内申書に反映されないというのは

どうなのか。教師ではなく、部活動の指導者を募集して、万遍なく色んな部活動ができる体制を考えても

らいたい。中学の 3年間はとても大切。 

富士岡 

学校は勉強するだけでなく、色々なことを学ぶ所だと思うので、先生がもっと子どものことをよく見て一

人一人に合った指導をして欲しい。自分の思い通りにならないと大きな声で子どもを叱ったり、子どもが

怖がってしまうような叱り方はどうかと思う。楽しい学校生活ができるように望む。 

富士岡 
私自身、他県出身なので子どもが入学して驚いたのが、登校時間がとても早い。朝マラソンをするためだ

が、７時過ぎには家を出て行くので大変そうだと思うし、他県の友人・知人に話すと皆びっくりしている。 

富士岡 
学校の先生が、小学生がかかりやすい病気について把握していない。深い知識は求めないが、名前と基本

的な症状くらいは知っていて欲しい。 

富士岡 

学区の区切りがあまりにも酷すぎると思う。徒歩 5分の所に小学校、徒歩 10分の所に中学校があるのに、

そこには通えずバスを使って御小・御中、電車を使って富士岡中など、子どもも親にも負担になっている

地域がある。また、どの学校にも近くてどちらに行くか選ぶ場合もあると聞く。今はなくなっている川で

区切られている道路で区切られているとのことだが、家から一番近い所へ通学することが子どもにとって

一番安全だと思う。支援や施設より子どもが毎日通う学校のことを親は一番に考える。学区をなくすので

はなく近い方の学校に通えないという子どもと親の負担をなくして欲しい。色々な地域で署名活動や要望

提出などしているらしいが、決まっていることだから、人数調整が大変などの理由、担当部署がころころ

変わるということで何の変更もない。 

富士岡 

子ども会行事で市内の中学生が集まってラジオ体操をすることがあった。高学年の生徒さんの中にもラジ

オ体操ができていない子が沢山見受けられた。ラジオ体操は 90 歳のおばあちゃんでもできたり会社の朝

礼後、全員でやったりとできて当然のもの。できなければ大恥をかく。小学校を卒業するまでに人前でも

できるようにして欲しい。また、現在 6年生も卒業するまでに覚えさせて欲しい。 

富士岡 

小学校の体育園のトイレに洋式が１つもないので困った。（全て和式）体の悪い方、怪我をしている子ど

も、障害児など使うことができず困っていることを知って欲しい。耐震補強されていない。体育館の建て

替え含め工事をして欲しい。 

富士岡 

小学２年生の算数が早めになっているらしいが、それに対する問題や宿題プリントが時期相応でない。時

計や単位が掛け算より先になっているが、掛け算もできないのにこの問題と言うものも多く、子どもの挫

折感を煽り、算数に対する不安・不満が募り、つまずいてしまう。嫌悪感が強くなり、非常にやりづらい。

授業でも、そこにかける時間が短い気がする。時計は 3年生で習う時のままの問題が 2年生で出るが、2

年生相応の教え方をして欲しい。 

富士岡 

先日私の友人の子どもが学校でのいじめを苦に自傷行為に走った。クラス内で無視されたり、ハブられた

り、暴言を吐かれたりと精神的苦痛を受け、登校拒否になりかかり、親が保健室登校を願うと学校は「ソ

レを許すと、教室に戻れない」と言って受け入れてくれず、ならば席替えをと願っても、一向に行動に出

てくれず、今もいじめは続いている。子どもも精神的苦痛で吐き気、腹痛、頭痛と苦しんでいて、見てい

てこちらが辛い。こんなに辛い思いをしてまで学校に行かなくてはならないのか。学校は親の願いを無下

にして、お茶を濁して、ごまかすだけでいいのか。こんなに子どもに弊害が出ているのに、なぜ何もして

くれないのか。自殺してから、事件が起きてからでは遅い。こんな中で安心して子育てをと言われても不

信感しか湧かない。どうか、もっと子ども達が笑顔でいられる様にして欲しい。 

原里 

勉強が苦手な子への放課後、もしくは休日に指導して欲しい。学校内に常に手の空いている人を多くして

欲しい。精神面で学校へ行けない子・けが等も含め・学習面で遅れがないように個人的指導してくれる人

がいてくれると安心。 

原里 

朝日小学校は中学になると強制的に三分割される（原里中、南中、富士岡中）。本人が希望する中学に行

かせてやる事はできないのか。少人数だといじめの対象にもなりうる。学校区の境界地域は学校を選択で

きるようにした方が良いと思う。 

原里 
小学生の学力が気になる。このようなアンケート、年に何回か色々な場所で書いているが、集計されて、

結果、何にいかされたのか、どう改善されたのか、見えない。 

原里 

学校からの報告が最近ほぼ無い。ものすごく不安になる。先生たちに、聞かない限りそのまま。子どもも

言いたくない事もあるので全部知る事ができない。先生と保護者との関係がとてもうまくなっていない。

交流会とかを増やすべき。特に外国人なんか、むしろ外国人のために作ってもらいたい。学校の授業の中

に取り込んでみたり。そうしないと友だちが増えない。 
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原里 

私の子どもの頃と変わって、特別日課や早い時間の下校があまりにも多いのには驚く。もっと学力に力を

入れた方が良いのではないか。分からないところを質問して「塾で聞いてくれ」と言われた子どもの心を

分かって欲しい。親としては先生がこれでは非常に不安。今後のグローバル化に向けて、国際交流の時間

や実会社の会議の様子などを学習できるチャンスがあれば良いと思う。子どもの肌で、学習の必要さを感

じる事ができたら、学習向上にもなると思う。 

原里 
何を訴えても変わらない街だと思い、残念。いじめの訴えも、校長先生から「あって当たり前」と言われ

た。担任も子どもの味方をしてくれない。学校は安心して生活できる場所ではない。 

玉穂 

数年前に他県から引っ越して来たが、御殿場は教育環境が充実していると思う。学力面がもう少し向上す

ると良い。今の小学生は時間がなくて大変。月に数回でも土曜日の午前授業をとりいれて少しゆとりを持

って学習できると良いと思う。 

玉穂 
学校教育については、算数の少人数制を取り入れ、外国語教育もあるので、細かな教育をしていただき有

難い。一学級少人数制度を導入して、子ども達に細かな教育、教師の負担の軽減に努めて欲しい。 

玉穂 
学校の設備は超一流。しかし十分に生かせていないように思う。ハード面の充実より、ソフト面の充実、

例えば講師の増員等にお金を使った方が、教育環境の充実に繋がると思う。 

玉穂 
小学校での 1クラスの担任 1人ではなく最低でも 2人は教員をつけて頂きたい（小 1～小 6）。教員にゆと

りが欲しい。 

玉穂 

教育、保育施設等がいくら充実していても実際に子ども達を教育、指導する先生や関係者が良く解ってい

ない人だと１年間を無駄にしてしまうおそれがあるので、しっかり責任を持ってそのような人達の教育も

市として実施してもらいたい。子どもを育てるのは親の責任というのは十分承知しているが１日の内で何

時間も接する機会がないので少々難しい事もある。 

高根 
学校のゆとり教育も大変良いと思うが、少子化が進む中、20名 1クラス学級が増えていて良いが、40名

が割れた（生徒数)場合の対応をもう少し臨機応変に対応してもらいたい。 

高根 教育のレベルがよく報道されているが、来年はトップクラスに入れるよう教師の指導をお願いしたい。 

高根 様々な子に充実した教育ができるよう先生を増やして欲しい。クラスの人数の調整や支援。 

不明 
あまり成績を人と比べるようなことはしない方針のようだが、小学生でも全国と比べて、どのくらいのレ

ベルに学校及び個人がいるのか、一年に 1回は分かるようにして欲しい。 

◆遊び場（公園・屋内施設など）の充実（36件） 

地区 意見 

御殿場 

子どもの遊べる環境が身近にない。自転車の練習をさせたくても、公園ではやってはダメ。学校の校庭で

もやってはダメ。自宅の庭では自転車で走るスペースがないのに、小学 4年生にならなければ自由に自転

車も走らすことができないなんて、本当におかしいと思う。小学校によっては、夕方５時には自宅に居な

ければいけないというのも安全面を考慮してのことだと思うが、もっと伸び伸びと外で遊ばせてあげた

い。近所の子ども達は、ほとんどが塾等に通っており、子ども同士の遊ぶ機会が減っている。もっと放課

後に子ども同士が遊べる機会や場所を増して欲しい。 

御殿場 
小さくても小さい子どもが安心して遊べる公園がもっとあると良い。大きい子は自転車で遠くの公園へも

行けるようになるので。 

御殿場 

児童館の様な施設がないのはなぜか。学区に１つずつぐらいあっても良いのではないか。ふじざくらはあ

るが、車で親と行かなければならない。子ども達だけで行ける所にあったら良いと思うが、近所では、休

日に両親が働いていない家庭の子どもが遊ばせてくれる家（友達）を探して歩いている姿を見かける。大

人の都合の方からだけでなく、子どもに必要な物を考えてほしいと思う。遊ぶ場所は少ないと思う。未就

学児童だけでなく、小学生にも見合う施設を作って欲しい。 

御殿場 子どもが遊べる小さい公園が各所にあると良いと思う。 

御殿場 

のびのび子育てをしたいと思うが、田んぼで遊んでいると注意され、自転車に乗るとアパートでは車があ

り禁止と何でも危ないと禁止。これでは子どもは何もできず、体力低下するばかりなのではないか。責任

問題のためか。家の近くの小学校でも自転車に乗れず。どうにか改善して欲しい。親の責任で許可しても

らえる範囲を広くして欲しい。 

御殿場 室内型の運動のできる場所が増えると良いと思う。雨天時、家に籠ってしまうので（放課後）。 

御殿場 
子どもの遊べる施設や公園など、どこも中途半端な気がする。面白味がなく充実して遊べない気がするの

で、中途半端な規模のものを作らず、もっと充実したものを作って欲しい。 

御殿場 
広くて幼児も遊べるレベルの遊具がたくさんある公園があって欲しい。小さくても良いので広場のみの降

園に遊具が欲しい。 

御殿場 
遊び場がたくさんあって子ども会が充実している。子ども会は入っていない人もいるので、できるだけ入

れるように伝えてもらえると人数が増えると思う。 

御殿場 

御殿場市のプールがあったら良いと思う。夏だけでも安く子どもが遊べるようなプールが良い。市内が広

いので公園やふじざくらのような良い施設にも車を使わないと行けないので、色々な所にもう少し公園な

どを増やして欲しい。 
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御殿場 子どもを公園で遊ばせたいが、犬の糞や犬の散歩をしている人がいるため、満足に遊ばせる事ができない。 

御殿場 

鹿児島から引っ越してきて、御殿場は空気も良く、自然があり子育ての環境はとても良いと思う。ただ、

ちょっと行ける小さな公園などがあまりなく、わざわざ出かけていくような場所の公園しかない。市民会

館があるので、もう少し子どもが楽しめる内容の物があると良い。ミュージカルや映画観賞など。 

御殿場 
御殿場市にふじざくらはあるが、それぞれの地域で、子どもが歩いて行ける距離に児童館があれば、子ど

もの遊び場も少し増えるのではないか。 

御殿場 
子ども同士が一緒に遊べる環境が少ない。公園などで子ども達が遊んでいる姿もあまり見ず、また外で一

緒に遊ぶ機会も少ないように感じる。 

富士岡 公園はいくつもあるけど、水遊びが出来る場所が少ないので、水遊び場のある公園を増やして欲しい。 

富士岡 

最近公園が増えており良い事だと思うが、どこも同じような内容なので、特色のある公園づくりをしてい

ただけると、遊びの幅が広がって良いのではないか。雨の日でも楽しめる施設を作って欲しい。ふじざく

らは幼児向けなので、小学生でも楽しめるものが欲しい。体験型や、室内遊具等があると嬉しい。 

富士岡 公園などを増やして欲しい。 

富士岡 
近くの公園（神山平）に、もうすこし遊具が増えて欲しい。色々な施設が、市役所方面に多いので、富士

岡地区にも、子どもが遊べるコミセン等の充実を図って欲しい。 

富士岡 
近隣施設に科学館等子どもが学べたり、屋内でも遊べる施設等が欲しい。静岡市や浜松市まで行かないと

ない。 

富士岡 

子どもが自由に野球のできる場所がない。我が家では、テレビゲームやＤＳ、携帯を持たせていないので、

外で元気よく遊ばせてきた。しかし、近隣にボールが転がっていっても注意され、バットでボールを打つ

音がうるさいと注意され、子どもたちが（もちろん思いきりはできないのは分かっている）のびのびと、

キャッチボールができないのが可哀そうな気がする。子どもたちだけで歩いて行ける場所にのびのび遊べ

る場所があれば良いと思う。 

富士岡 

最近夏場の気温上昇、冬の寒さなどから、外遊びが難しい気候の時に屋内で遊べる施設があればと常に思

っていた。また支援事業など小１・２時間のところがほとんどだが、他県では支援センターにスタッフが

いて、１日中開放している所が沢山ある。近所にそういう所があると便利だと思う。小学生時に関しては、

夏場まだ明るいのに５時には帰宅というのは早すぎる。季節に合わせて時間を変えるなどの配慮がある

と、もっと外で遊べると思う。 

富士岡 近所に公園があるがキャッチボールなどボールを使っての遊びができない環境が多い。 

富士岡 

未就園児（乳児）に関しては環境が整ってきたように思え、今の親子さん達は良い。羨ましい。もう少し

小学生、中学生がのびのび遊びスポーツができる施設が欲しい。多少、負担があってもいいので。そうい

う場所が少ないので、週末、家でテレビやゲームばかりで不健康な気がする。今住んでいる所は子ども会

の人数が多すぎイベントがほとんどなく近所の子ども達との交流がない。 

富士岡 放課後や休日に子ども達が思いっきり体を動かして遊べる場所が近所にあったらと思う。 

富士岡 

駒門運動公園が低学年、幼稚園レベルのアスレチックになっている事にがっかりした。前は大きい子も体

を動かし使って汗をかく、のびのびと遊べる所だった。家族でよく遊びに行っていた。御殿場は自然がた

くさんあるので、のびのびと自然を生かしたアスレチックにしてほしかった。今の運動公園になってから

「全然つまらない」と遊びに行かなくなった。樹空の森も小さい子向けだと思う。高学年の子ども達が遊

べるアスレチックがあったら嬉しい。 

富士岡 

市内にいくつかの大きな公園など子ども達が安全に遊べる場所があるが、南部には富士見原や神山平など

の団地内にしかなく、その他の地区に住んでいる子ども達は行きづらく遊ぶ場所がなく困っている。その

他いろいろな施設も南部には整っておらず、住みづらい。南部ももっと充実させて欲しい。 

富士岡 
外で遊んでも怒られる、子どもが遊べる場所がない。ボールを自由に使って遊べる場所がない。車で行く

とかではなく自転車や徒歩で行ける公園など作って欲しい。 

原里 
乳幼児～小学校低学年等が利用できるところは多いが、小学校高学年～中学生ぐらいから利用できる遊び

場が欲しい。例えば、色んなスポーツができるところとか。 

原里 
遊び場など小さい子ども向けの施設はそれなりに充実しているように思うが、高等教育機関はあまり多く

ないという印象がある。地区の役員、子ども会の役職の負担が大きい。 

原里 
近くに、子どもがわいわいと遊べる公園や広場があれば外で遊ぶ時間も増え体力の向上や友だち付き合い

や考える力なども遊びの中から学ぶ経験が増えと思う。自転車公園ができると嬉しい。 

原里 近所に公園があるのは良いが、砂場は動物の糞などで衛生面に問題がある。 

原里 
地域によっては教育設備、待遇などに差があると感じる。駅近くにあった児童館が無くなり代替的な施設

もなく近くの子ども達は遊び場がない。また市幼などの園庭など休日など開放して欲しい。 

原里 

公園の遊具が少ないと思う・の日に遊べる場所が少ない（ふじざくら位しかない）。放課後に学校で１時

間でも体を動かす事ができたら助かる。下の子がいるのでなかなか、私が自由にならないのでそういう場

があると子どもも喜ぶと思う。 

原里 
ボールで自由に遊べる公園が無い。サッカーor 野球・学校の図書室に常にいる先生を置いて欲しい。週

に数回だけ来てくれる先生も削減されそうと聞いた。 
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地区 意見 

原里 
公園が少ない。雨が降っている時に小学生でも遊べる室内施設が欲しい。ふじざくらは体育館だけで、子

どもが多くて遊ばせづらい。 

玉穂 

公園設備について。危ないからなくしてしまうのではなく、使い方を各家庭で教えるべきだと思う。何十

年振りに公園へ行って、遊具が少なくて驚いた。守るばかりでは、自分で自分の事を守れない大人になっ

てしまう。 

◆経済的支援（医療費助成、予防接種の助成金等含む）に対する要望（33 件） 

地区 意見 

御殿場 
我が家には 3人の子どもがいるが、やはり経済的に大変なので、保育料の無料化などとても有難い支援だ

と思う。 

御殿場 子どもの医療費は小山町では無料なので、御殿場でも無料にして欲しい。 

御殿場 医療費も 0円にして欲しい。 

御殿場 

子ども手当ては、一番お金のかかる、中学～高校までにして欲しい。母子家庭となったその日から、すぐ

に手当ての支給して欲しい。前年度の所得で計算をしないで欲しい。母子家庭の市営団地の最優先をお願

いしたい。面倒な手続き等は省略して欲しい。 

御殿場 子どもに関する手当てを色々作って欲しい。 

御殿場 3人目の子どもに対するメリットが無い。 

御殿場 子どもの医療費を無料化。 

御殿場 
子どもが乳幼児の時に長泉町に住んでいた。教育も医療もとても良かったけど御殿場市も見習って欲し

い。 

御殿場 
医療費の助成、0歳から幼稚園生までは無料とか、各家庭３人目の子どもは医療費をタダにするとか、そ

ういうことをすると子どもの数が多くなり住み続ける人も増えるのではないか。 

御殿場 
子どもは大きくなるに従ってお金がかかる。児童手当が出るだけでも有難いが、3歳までの金額支給が多

いのが変だと思った。 

御殿場 子育て世代の経済的支援も力を入れて欲しい。 

富士岡 小山裾野は医療費が掛からないのに、御殿場は負担があるので、医療費が掛からなくなればと思う。 

富士岡 予防接種（インフルエンザ、水ぼうそうなど）の補助がいただけると、とても助かる。 

富士岡 医療費負担をもう少し減らして欲しい。近隣が無料や負担が月 2回までと比べると残念に思う。 

富士岡 医療費負担が中学生まで無料になると助かる。 

富士岡 子どもの医療費を 2,000円以上は市で出してくれるのは大変有難い。 

富士岡 医療費の補助制度、無料化にできないか。 

富士岡 
医療・経済的に子育ては経済的にやっていけない。お金に少し余裕をもって育てたい。４人も子どもがい

ると大変。 

富士岡 他の市町では医療費の自己負担がないのに御殿場市では 500円負担はとても不満。 

富士岡 

これから風邪やインフルエンザが流行るので対策として予防接種を受けるが、やはり予防接種代が高いの

で少しでも市が負担してくださると、みんな受けるようになるのでは。学校で流行りだすと不安だし個人

でできることにも限界があるので市としてや学校として動いてもらえると助かる。環境を整えて安心して

学校に通わせたい。 

原里 医療費がまわりの市町と違うのは、どうかと思う。 

原里 

児童手当になぜ所得制限があるのか。少子化と言われているこの時代で、制限をかけるのはおかしいと思

う。将来を担う子ども達のためにお金がかかる今、手当が欲しい。税金もしっかり払っているのに差があ

るのは不満。 

原里 

子どもを 3人以上出産している家庭に対して他（近隣を含め）の市町村に比べ経済的支援が少なく感じる。

少子化の中で出産しても苦しくなる一方という声を多く聞きます。自衛隊（演習場周囲）の援助金のある

地域の方々は入学祝（七五三）・成人祝等少し援助はあるようだが、同じ市内での差がありすぎる。住ん

でいる地区で格差があるのは（ありすぎる）子どもを育てている中で不満。 

原里 

子どもは可愛く、4人の子どもがいてとても幸せだと思うが、やはり大変。経済的に、児童手当も 4人分、

他のお家より確かに沢山もらっているが、夫の収入は限られている。そこから 4人の子どもの食費や学費

などを出していくのは、かなりキツい。収入に応じての免除もあるが、同じ収入でも 1人育てるのと 4人

育てるのでは大違い。収入で区切るのではなく、子どもの人数も踏まえた線引きを考えて頂きたいと、常

に思う。国に対してになるが。小学年の子どもが 4人いると働ける場所も難しい。参観も、上学年・下学

年に分けても 2回、低・中・高に分けられたら 3回。その都度お休みさせてくれる会社は無い。病気にな

れば順番にうつり長引いてしまう、夏休み、冬休み、春休み、今は夜働いているが、昼間に仕事をしたく

ても難しい。これから中学・高校と進んでいく中、うちの子は思う様に塾にも入れてあげられない、お金

がないから塾に行けない、自力の勉強での受験、うちの子は大丈夫なのか、思った道に進めない原因にな

りそうで不安。お金は全てではないと思うが、結局お金。そこが悲しい。 
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地区 意見 

原里 医療費無料を希望する。 

原里 小山町などのように中学まで医療費の免除を検討して欲しい。 

原里 子どもが多いので医療費の 500円負担でも大きい。長泉町のように無料だと助かる。 

原里 

インフルエンザで学校閉鎖や学級閉鎖が毎年必ずといっていいほどある。あるお母さんのの考えは予防接

種 2,400円×2回払うならかかってしまった後 500円で病院に行った方が良いと言う人がいた。家では子

どもが 2人いるので約 1万円毎年インフルエンザの予防接種にかかる。主人の会社で負担してくれる家庭

もあるようだが残念ながら我が家は実費。これだけ負担が大きいとクラスに予防接種を受けている子ども

が何人いるかも不安。市で少しでも補助してもらえたら予防接種を受ける人が増え学校閉鎖なども減るの

ではないか。ちなみに家では金額が大きいので子ども 2人のみインフルエンザの予防接種を受け大人は受

けない。 

原里 裾野市は子どもの医療費が無料と聞く。近隣の町と同様になったら良いと思う。 

玉穂 医療費が周りの市町村は無料なのに御殿場だけ 500円負担の意味が分からない。 

玉穂 子どもの医療費は現状のまま、もしくは無料が望ましい。 

高根 経済的に厳しいことがある、教育面的に援助があると嬉しい。児童手当てを増やして欲しい 

高根 医療費の無料化については、近隣の市町村では既に実施されているが、御殿場市では入院費のみ。 

高根 

医療費の助成は必要ないと思う。1回 500円が高校までは極めて不要だと思う。うちの子はそんなに病院

にかからないし、かからないように気をつけている。それよりも、他のことで子ども全体に良いことをし

てほしい。授業で使うものとかに自宅で用意するものが多い。医療費は、個人で予防もできるが、学業に

子どもによって準備できるものに差があり、それが図工等の作品の差になることもある。学校で使用する

ものにこそお金を使い、平等に授業ができるようにして欲しい。うちの子どもは、よその子の分まで用意

している。医療費（市の）について、もっと考えて欲しい。 

◆医療機関に対する要望・意見（31件） 

地区 意見 

御殿場 

以前救急センターを受診した際、「呼吸が止まるかもしれないので注意して下さい」と言われた。他院へ

の紹介はなく、連休だったので連休明けに小児科を受診して下さいと言われ、帰された。その後、自力で

他の病院を探してそのまま緊急入院になった。とても安心して暮らせる環境ではないと思った。以前、別

の市町村に住んでいたが、子どもに持病があり、紹介状を書いてほしいとお願いしたところ、「御殿場市

では、おすすめできる病院がない」と言われた。もっと医療体制を整えてもらいたい。小児に限らないと

思うが。 

御殿場 大きな病院が欲しい。 

御殿場 

救急センターの件、平日の夜 10 時以降は小児科がいない。夜中に喘息で受診したところ専門医ではない

と内科医が嫌な態度をとった。子どもが苦しがっているのに誠意がみえず、子ども医療に対しても改善し

て欲しい。 

御殿場 もう少し耳鼻科が増えると良いと思う。 

御殿場 

休日の病院が救急センターだけでは不安。土曜日夜に具合が悪くなり救急センターに行ったが当直の医師

が経験不足で症状が分からず月曜日に病院に行くまでに非常につらい思いをさせた事がある。それに高い

お金を請求された。ここで住みたいと思う御殿場にして欲しい。 

御殿場 
御殿場市以外で子育てをした事がないため、この環境が普通だと思っているため他の市町村とも比べた事

もないが、御殿場市の病院の医療体制は最低だと思う。 

御殿場 小児科を増やして欲しい。待ち時間が長く大変。 

御殿場 御殿場市は、子どもの人数に対して病院の数が少ない。もう少し医療体制を整えて欲しい。 

御殿場 市立病院のような大きな医療機関が欲しい。御殿場救急センターでは不安。 

御殿場 

子育て支援や学校教育については、とても助けていただいたし十分やっていただいているので感謝してい

るが、医療の面では不満。娘が１歳の時に骨折したが、まずは医療センターそして整形外科に行くという

二重受診になり公的な総合病院が欲しいと思った。夜中は小児科医がおらず、医療センターに行っても翌

日かかりつけを受診されるように勧められ負担。他市では市民病院があるのに御殿場市ほど大きい街でな

いのはどうか。 

御殿場 

中学生以下（未就学児含む）のインフルエンザ予防接種を任意接種から集団接種に変更しないと、学級閉

鎖・学校閉鎖、健康被害を回避できないと思う。インフルエンザワクチンの集団接種を御殿場市から推進

（全国に発信）してはどうか。 

御殿場 夜間や休日の救急センターをもっと増やして欲しい。 

御殿場 

小児科が少ないことへの不安。かかりつけの小児科が休み（日・祝）の時に、何かあった場合(大ケガな

ど)救急病院しかないのが不安。以前住んでいた長泉・三島・沼津では小児科が休日当番制になっており、

休日でもどこかの小児科が開院していた。内科は内科医で、外科が外科で当番制だったと思う。また、救

急センターにも当番制で地域の小児科医の誰かがいる体制だった。御殿場はどうなっているのか。私が知

らないだけなのか。とても不安。 
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地区 意見 

富士岡 
子どもが通える小児科を備えた信頼できる大きな病院がなく困っている。夜も救急センターもあてになら

ない。結局、裾野や違う地域の病院に行っている。 

富士岡 福祉環境、医療体制をもっと充実して欲しい。 

富士岡 

入院体制が整っている大きな総合病院が欲しい。子どもが小さい時に、中耳炎と肺炎を併発して沼津まで

救急車で運ばれて入院したのでとても大変だった。救急センターへ受診して、改めて小児科を受診したら、

病名が全く違っていたことが２～３回あったので、そういった事もなくなると良いと思う。 

富士岡 

私が子どもを産んだ時は県外だったが、総合病院で、隣の病棟が小児科だったために、子どもはすぐに小

児科へまわされ、私自身とても安心した。市の人口が 9万人もいて子どもの数も多いと思うので、安心し

て出産ができ、育児ができる病院があればと思う。 

富士岡 
救急医療の体制や病院設備の工場をしてほしい（市ではないかもしれないが）一度検診及び市内に検査設

備がないと言われ沼津に行ったが内蔵が破裂していて死にかけた事がある。 

富士岡 

救急センターの対応が悪い。日中発熱し病院へ行ったが下がらず救急センターへ夜間行った。40℃まで熱

は上がっており（小５）呼吸苦も訴えていたが坐薬のみ、レントゲンも撮らず翌日まで何とかもちこし結

果、肺炎にて１週間他県へ入院した。 

富士岡 小児科が２つの病院なので時期的に待ち時間や混み具合で少々困ることがある。 

原里 

小児科が充実していない（医療は小児科だけに限らないが）。信頼できる小児科がたうちファミリークリ

ニックだけなのは、たうち先生の負担が多すぎるのではないか。たうちさんに倒れられたら、正直どうし

たら良いのか、不安。耳鼻科や眼科も信頼できる医者がいない。 

原里 

家族が夜間、体調不良の時、救急医療センターでお世話になり、大変助かっているが、センター以上の治

療が必要な時、市内の病院、特に富士病院はかかりつけでありながら断わられ、あっても意味がない。若

林市長になってから、もっと利用しやすくなると思ったが、病院だけどんどん大きくなり、内容はどうな

のか。市民病院、大学病院を市内にお願いしたい。 

原里 
周産期医療、小児医療が民間に頼るところが多く、公的には弱い地域だと感じている。こども医療費につ

いては大変ありがたく思うが。 

原里 病院を整えて欲しい。 

原里 
24 時間体制の病院も救急病院しかないが、何かあった時、当番医の先生では嫌なので裾野市の大橋さん

へ行きます。医療も、もっと充実させて欲しい。 

玉穂 乳幼児が入院できる病院が欲しかった。 

玉穂 

子どもが急に体調不良訴えたが病院の受付け時間が終了していた。診てもらえず、裾野市まで行った。で

きれば御殿場市内で昼休み時間救急として受け入れてくれる体制作りをお願いしたい。一番困るのは急に

何か起こった時なので。 

玉穂 

もっと病院の医療体制をしっかりして欲しい。沼津市は土日夜間担当医がシフトされており専門医で診て

くれる。申し訳ないが救急医療センターでは満足できなかった。日曜日にインフルエンザでかかっても１

日分の薬しか処方してもらえず月曜日にもう１度病院で薬をもらって下さいと子どもは高熱で怠くてま

た翌日連れていくのは面倒で子どもも負担かけて可哀そう。 

高根 総合病院的な役割を果たす施設が無いに等しく、子育てをして行く上で、万が一の時の対応が不安。 

高根 
土、日、祭日の急な病気の発病に対応してくれる小児科の先生を救急病院においてもらえると嬉しいし、

安心（裾野まで行く人が多い）。 

高根 
病院、特に眼科、耳鼻科、小児科が人口に対して少なく子どもが小さい時は小児科に半日がかりで行き大

変だった。 

◆学童保育に対する要望・意見（28件） 

地区 意見 

御殿場 

パートで働きたいと思っても、子どもが夏休みに入り、家で１人にすることが心配で働くことができない。

夏休み期間中だけでも、学童を保育してもらえる場があればと強く望む。もっと母親の意見を反映させて

もらえるような市にして頂きたい。 

御殿場 

学童について、3 年生まで学童を利用していたが、4 年生になってからは、平日は家で留守番をさせてい

る。下校が 15～16時となり、留守番は 30分～1時間程だが、長期休み中（夏休みなど）は朝から留守番

となりとても心配。勤務時間を短くしてもらい対応したが、フルタイムで働く人にとっては夏休みだけの

学童のようなものがあれば有難い。高学年になると平日は下校も遅くなり、平日の学童は必要ないくらい

なのに夏休みの時のために毎月 9,000円の出費となると、今は長期だけの利用は不可ですか。 

御殿場 前に住んでいた所は、学童の料金も安かった。 

御殿場 放課後子ども教室の拡大をお願いしたい。 

御殿場 

同居（祖父母と）ではなかった頃は保育園に入所できなくて困った。今は小学生だが学童はどうしても夕

方見られない時など短発的に預かってもらえたらとても助かる。3年生までではなく 6年生までに伸ばし

て欲しい。子どもは何歳でも心配。 

御殿場 学童保育の事業時間を、朝 7時もしくは 7時 30分から開放していただけると助かる。 



子ども・子育てに関するアンケート調査結果報告書 

 36 

 

地区 意見 

御殿場 

現在は２年前に仕事を退職し専業主婦をしているが、それまではフルタイムで仕事をしており、なかなか

子どもと接する時間もなかった。学童保育を利用していたが学童は 3年生までしか利用できず、4年生に

なり私が退職するまでの半年ぐらい１人で留守番させたが、学童利用可能にした方が良いのではないか。 

御殿場 

放課後児童教室を利用したことがあるが、9,000円払う価値はないと思った。テレビの真ん前で大きな音

でテレビを見て掃除しておやつ代は別、他の所ではけん玉等色々な習い事をしていると聞いた。それなら

10,000 円払っても良い。日本の将来のためと思い、子どもの教育が第一だと必死。でもそのためだと働

けば働くほど税金も大きいし家賃、ローン、保険、光熱費をひくと食費代が月 5,000円も残らない。毎日

安い物も探しているところ。給料が少しでも多くなると手当も少なくなる。将来のために習い事や色々な

言語の習得にも挑戦させたいと思っても金銭的にとても厳しい。余裕がある家庭では子ども手当を使って

海外旅行など、良いと思うが、この調査によって金銭的に困っている方々にも毎日栄養のある食事を取る

事ができ年に１回でも国内旅行（日本を知る為）にでも行きたい。御殿場市はまさにこども保育課は子ど

もの教育のために全力を尽くしていくことを期待する。 

御殿場 学童保育を小学校 6年生まで欲しかった。 

富士岡 
働いていなくても、ちょっとした用事等で一時的に預けられる学童保育所が欲しい（夏休み等も含む）。

放課後子ども教室の日数を増やして欲しい。 

富士岡 

一人っ子なので暗くなる時間に家に一人でいる事などが心配。学校のルール（17時までには家に帰る（い

させる）共働きなどで親が在宅していない家に遊びに行かない、入らないなどがあるので我が家は私達が

帰宅するまで両親（祖父母）に来てもらっている。できれば学童のように 16 時～19 時まで 4～6 年生を

対象にした子どもが集まる場所（公民館など）が多くあれば良いと思う。 

富士岡 
学童保育はもっと臨機応変に対応して欲しい。せめて小学校６年生までは預かって欲しい。子どもだけで

留守番している家庭が本当に多い。 

富士岡 
御殿場市で子育て等の支援に力をいれてお親等に意識がなければ何も意味がなくただ無駄になってしま

うので大々的にやって欲しい。学童保育を利用しているが 9,000円はとても高く感じる。 

富士岡 

以前ファミリー・サポート・センターに登録したが、紹介された先の家に行った所とても預けられる環境

ではなかった。それ以降利用せず遠い親族にきてもらい小さい頃は仕事をこなした。現在は仕事をしてい

ないが、学童の時間・年齢を広げてくれたらと思う。 

原里 夏休み等の長期休みのみの学童利用ができると良いと思う。 

原里 学童保育の値段が高くて利用しづらい。 

原里 

学童保育を今の 1年生～3年生までを 6年生まで延長して欲しい。夏休みなどの長期の休みになると、近

所には大人のいない状態になる。まだ下の子が小さいので仕事をしていないため、子ども達は何かと私を

頼ってくる。今後、仕事をしたいと考えた時、子どもだけの環境に不安を感じる。 

原里 

放課後児童教室を不定期で利用したいが、月々の利用料を払うため、１日払いなどもできたらと思う。ま

た、高学年になっても時々、利用できたらと思う。原里小の学童を利用していた際、教室がとても狭くて

子ども達が不憫だった。具合が悪くても寝る場所がなく机の下などで寝ていた。先生達も熱心な方とそう

でない方もいるのでもう少し行政が環境の整備等見直すべきだと思う。 

原里 

現在、学童保育でお世話になっているが、３年生なので今年度で終わりとなる。しかし学校から自宅まで

距離があり人家も少なく自宅には５年生の姉二人がいて祖母も高齢のため、引き続き高学年になっても学

童保育に入ることの出来る環境を整えて欲しいと思う。特に長期休暇時は祖父母の負担（同居、近居）が

大きく毎日、昼食も作っておいておかなければならないので母親の肉体的、精神的負担が大きく正直疲れ

果てている。姑への申し訳なさもあり本当に疲れる。 

原里 

私個人の意見になってしまうが、母子家庭（私 46歳、娘 7歳）月～金 定時は AM9:00～PM6:00だが 6時

に帰れることは週に１回あるかないか、一応社員だから固定給だが終了時間が平均７時過ぎるその中で有

給もとれず学校で何かあれば（娘の体調不良も）早退遅刻でやっていて授業参観にも行けない現状。その

中で学童にしても保育園の延長保育にしても非協力的だったと 2～6 歳まで娘が利用して思った。学童：

時間の事（PM7:00 までと言っても PM6:30 までとか）。保育園延長保育料の件、一般家庭も母子家庭も同

額の保育料（延長料だったこと）。 

原里 
学童を６年生までにして欲しい。また、学童でも保育園の一時保育のような一時預かりができるようにな

って欲しい。 

原里 

学童で出されるおやつの質や量に疑問がある。保育園と同じ様にとは言わないが、栄養管理も必要だと思

う。学童の利用時間を長く（朝 7：00～）してもらいたい。親の仕事は保育園の時と変わらないので、保

育園と同じ時間、利用できなければ、何のサポートにもならない。 

玉穂 

色々な仕事パターンがあるので朝職場に他の人と同じ様に通えるように、保育園と同じ学童保育を 7時か

らにして欲しい。上の子の時はファミリーサポートを利用。下の子は上の子もいるのもあるが、金額的な

面も考え諦めた。来年、上の子が中学生、下の子が 2年生、一人で長期休み過ごせるかどうか今から心配。 

玉穂 

子どもが３人で経済的負担が多いため、働いても学童の 1人あたりが高すぎて結局、働いてもあまり負担

が軽くならない。年金不安と言われる中、子どもを産むと生活苦になるでは子どもに親がどんどん関われ

なくなってしまい早く少子化から抜け出すのは難しい。学童の多子家庭の割引を取り入れて欲しい。長期

休み（夏、冬休み）期間のみの学童があると、働きながら育児する人が増えて生活にも潤いが出ると思う。 



 

 37 

 

地区 意見 

印野 
学童保育で、もう少し勉強を見てほしい。宿題のプリントをやってはあるが全部間違っていて遅い時間に

帰宅してからプリントをやり直すのがとても大変だった。 

印野 

学童を保育園の様に一時的に利用できたら大変助かる。常は不用ですが祖父母不在時（通院）有給をとる

か病院まで連れて行くしかないので。有給も限りがありファミリー・サポート・センターも問い合わせは

してみた事がありますが利用していない。 

高根 長期の子ども達の休みのみでも学童などの預かってもらえる場所があると助かる。（できれば低価格で） 

◆ 生活環境に対する要望（商業施設の誘致、公共交通の充実など）（25件） 

地区 意見 

御殿場 
現在パートで私は夏休みを頂いている。子どもとの貴重な時間として大事にしたいが、他職種では難しい

と聞いているので改善して欲しい。結局働きたいが働けなくなっている。 

御殿場 

図書館が増えると良いと思う（小規模で良いので）。ふじざくらのような施設で、食事のとれるコーナー

と遊ばせるコーナーが隣り合っていると助かる。飲食店で小さな子どもが連れて行きやすい場所が増える

と助かる。放課後、塾などでなく体験できること、生活に生かせることなどを教えて頂ける施設や、先生

などがいると楽しそう（有料でも良い）。 

御殿場 地区の行事が多すぎて役員の方が大変そう。 

御殿場 

私は孫の父母が亡くなったので私達祖父母が育てている。今の学校教育は先生方も努力をされていると思

う。学校から悩み相談などの用紙が届くが、相談する事で子どものプライバシーがどれだけ守られるかと

いう点が気になる。放課後の子ども教室で色々な事があるのは分かるが、そこへ行く交通手段がない。唯

一の公共バスは時間通りに運行されず不便。他に学校の教材等が必要以上に高い（ソロバン、スキー教室

等ずっと使わない物）。 

御殿場 

登下校時の青パトはとても良い対策だと思うがまだ不安。日中、留守にしている家が多い中、かけこみの

お宅にはなかなか子ども達も入ろうとは思わない。小さな低学年の子どもさんは植え込みの高さで目が届

きにくかったりする。学校まで遠い子どもはこの時期帰りは薄暗くなる。やはりスクールバスがあったら

安心だったと思う。 

御殿場 

御殿場の人はもともと御殿場で生まれ育った人が多い（とくにお母さんが）。祖父母と同居や近くに祖父

母がいて頼れる人が多く、働いているお母さんが多いので、他所から来た人には入っていけない、公園に

行っても人がいない、寂しい状況。車がないと児童館にもいけない。図書館もいけない。東京だったら、

小学生は歩いて図書館に行けるし児童館も行ける、習い事も行ける。電車にのって塾も行ける。小学生に

なればだいぶ楽になるのに、こちらでは学区外は自転車に乗ってはいけないから、図書館にも行けない。

習い事も、友達の家に行くのも車で連れていかなければならず、ものすごい負担。高校になっても、雨の

日は送っていかなければならず、どうやってフルタイムで働くことができるのか。 

御殿場 

数年前までは一緒に遊べる上級生など、しっかりした子ども達が団地内にも多くいて、安心して平日、土

日関係なく団地内の公園等で遊ばせられたが、そういう子達も中学生になったり引っ越ししてしまったり

で、今現在、団地で遊んでいる小学生達は平気で危ない事や悪い事をする子ばかり。親もほったらかしな

ので、うちの子達も本当は外で遊びたいのに遊びにくい環境になってしまった。平日は学校終わってから

の短い時間で、習い事もあるので辛い毎日じゃないので外の様子を見て遊んでいる。土日は朝から遊びの

誘いで家のチャイムを鳴らされるので９時前に出かけるようにしている。勝手に玄関や倉庫を開けられて

迷惑しているが、直らないので近所みんな困っている。ゴミを捨てたりペットボトルや空き缶をけっとば

して遊んでいたり、人の車やものにボールをぶつけて逃げたりする子達と我が子を一緒に遊ばせたくない

し、問題が起きた時に巻き込まれたりするのが心配。障害者だからで逃げられる状況を改善して欲しい。

野放しにしないで欲しい。 

御殿場 芸術、博物館などがあると良い。 

御殿場 引き続き子どもの育成環境の充実発展を望む。 

御殿場 

御殿場市で子どもを育てたいという意思で子どもの幼稚園入園を期にこちらに住居を移した。自然が多く

空気、水が美味しく季節を感じる事ができこちらに来て大正解だったと思う。市の子育てに関するサポー

トもとても充実していて通学路でもボランティアの方々が見守ってくれ、地域全体で子育てに取り組む姿

勢が非常に有難い。大変感謝している。今現在は父母が共に仕事の間、子どもを一人にしている事が心配。

祖父母にみてもらっているが祖父母への時間的、身体的、精神的負担が高齢になってきているため、心配

で申し訳ない気持ちでいるので放課後に子どもをみてもらえるサポートを利用したい気持ちもある。 

御殿場 
グランドや園庭、校内に自由に出入りできることが心配。以前、住んでいた所は出入口にシルバーボラン

ティアなど警備してくれる人がいた。防犯面は非常に良くないと思う。 

御殿場 

御殿場は落ち着いた環境で、のびのびと子育てできるところに満足している。不満はあまりないが、文化

面での刺激が少ないように感じる。大型書店がないのは仕方ないのかもしれないが、図書館は書籍をもっ

と充実してもらえると嬉しい。御殿場は「車があるのはあたり前」といった意識が強い社会ですが、事情

があって運転できない者としては生活しにくく感じる。子ども家庭センターや玉穂プール、体育館など、

交通の不便な場所につくるのでしたら、もっと交通手段を充実させていただきたい。 
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地区 意見 

御殿場 

市内のほとんどの場所で街灯の数が少なく、明るさも暗いため、夕方から夜にかけて子どもが暗い道を歩

いている。もっと明るい街灯にするか、数を増やして欲しい。学校の門に鍵がなく、児童の登下校の時間

帯でも門や昇降口に先生はいなくて、簡単に不審者が入ってこれそうな学校は防犯意識があるとはいえな

いと思う。小学生なのに学校にいる時間が長いなと思う。昭和時代のものを引きずりすぎているような感

じがする。正規の登校時間より前に朝運動があるのが不思議（雨の日にはやらないのに）古くからのもの

を頑固にそのまま残すのではなく、21 世紀の現代にあったものに変化させて欲しい。都会との学力差が

広がらないように、どのように考えているのか。 

御殿場 防犯カメラの設置が少ない。学校にも設置して欲しい。 

富士岡 
裾野市は児童館が充実している。御殿場市も子どもが気楽に遊びに行ける公共の場が学校の近くにあると

良いと思う。地域色が強いので他から来た人がなかなか入りづらく、地区によってはふじざくら等も遠い。 

富士岡 交通機関が不足、子どもが他市へ行く際親の送迎が必要。 

富士岡 

富士岡地区の富士見原近くに住んでいるが通学に岩波駅や富士岡駅を利用する方がたくさんいる。バスの

本数も少なく、自転車も 246の道幅も狭く、転ぶと大変危険だと思った。是非、通学の時間帯だけでもバ

スを何本か走らせて欲しい。安くないと利用しないと思う。 

富士岡 
富士岡地区は、財産区と違って子育て環境が整ってなく何もないので不自由。（体育館、プール etc）も

っと南の方にも力を入れて欲しい。 

富士岡 

富士岡地区には市の施設などが少なく不便を感じる自宅から学校までとても遠く子どもの足で１時間程

かかるが、通学路には危険な箇所が多くいつも心配している。自宅アーバンヒルズ神山学校は富士岡小。

登校班の決まりで雨の日は各自車で学校まで送ることになっているが、学校には駐車場がなく子どもを安

全に車から降ろす場所もなく不便を感じる。下校時刻も遅いため６時間授業の日は 3:50 下校自宅に着く

のは 17:00頃になり冬は真っ暗で心配。休み時間や掃除時間を短縮するなどして下校が明るいうちにでき

るようにして欲しい。 

原里 
地域の行事がまんねりしている様で、もっと皆で楽しめるものが良いと思う。通学の際の森林周辺や、暗

い場所の街灯設置等、防犯体制ももう少し整えた方が良いと思う。 

原里 
田舎ならではのならわしや繋がりが濃く、保守的な価値観を持つ人が多い。建物などの施設が立派な割に

は内容が薄い、使いきれていない、文化レベル、意識が低い。お金の使い方に疑問を感じる。 

原里 

一番下の子が、今、幼稚園に通園しているが、御殿場市の保育は体力や交流などをメインにして、教育面

では、かなり遅れているように思う。幼稚園で受けた教育が、一番大事だと私は思う。しかもバス通園も

なく、ほぼ毎日親の送迎にお弁当、親への負担が大きいと思う。幼稚園なのに、保育園に通わせている。 

原里 
遊び場など小さい子ども向けの施設はそれなりに充実しているように思うが高等教育機関はあまり多く

ないという印象がある。地区の役員、子ども会の役職の負担が大きい。 

玉穂 

幼稚園、保育園にスクールバスがなくて不便。バス交通も不便。交通手段を持たない親は通園の不便を考

えたら仕事を持ち辛い。第２子、３子の事を考えられなくなる。在園児童の第３子以上保育料無償となっ

ているが卒園して就学している長子達は弟妹達の保育料分で習い事や学習教室へかける余裕がもてない。

（同一世帯第３子以降の保育料無償でなければ多子世帯は支援されていないのと一緒ということ）子育て

中に市役所、保育所に意見しても、愚痴聞きをするだけで具体策や支援の提示はなかった。今更、何を聞

きたいのかという感じ。 

印野 
買い物も駅周辺の個人店ばかりで、用が足りず、沼津方面などに時間を費やす人が多い。田舎ならではの

ホタル鑑賞なども環境が整っておらず、充実していない。 

高根 

子ども達が安心して伸び伸びと遊べる活動できる御殿場市になればいいなと思います。不審者のこと、御

殿場では聞いた事はないのですが子どもに関する悲しい事件、事故など気になる。安心して遊べる自由に

（約束を守って）遊べる公園。安心、安全な道路。事故・不審者が気になって子どもだけでちょっと遠く

まで行かせられない乗らせられない。自転車に子どももお年寄りも安心して乗れる道路があれば良い。 

◆ 道路に対する要望（歩道、通学路など）（18件） 

地区 意見 

御殿場 通学路の整備をしっかりとして安心して登下校できるようにして欲しい。 

御殿場 
歩道もガタガタの狭い道で車はスピード出し過ぎで通る道を歩かないと行けない広場も多く、遊具がある

大きい公園は親が一緒や、車じゃないと行けない所ばかりで不便。 

御殿場 

交差点の歩車分離について、湯沢の交差点だけでなく、「市役所北」と「県道 401 号御殿場ＩＣ近くのか

めや酒店の交差点」にも拡充して欲しい。また、歩車分離なので、斜め通行も可能なスクランブル型にし

てもらえると、児童の通学が安全になると思う。 

御殿場 通学路の整備を早めにして欲しい。 

御殿場 
市内のほとんどの場所で街灯の数が少なく、明るさも暗いため、夕方から夜にかけて子どもが暗い道を歩

いている。もっと明るい街灯にするか、数を増やして欲しい。 

御殿場 
今は大きくなって使いませんが、道が狭くベビーカーですれ違う時など車道におりなければならず、危険

だったのでせめて幼稚園の周囲、学校の周囲は道を整えて欲しい。 
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地区 意見 

御殿場 

歩道が狭かったり、整備がされていなく一人で歩かせるのが心配。自宅から学校が遠く防犯面が心配。仕

事などで送迎出来ない時、人通りのない道を歩かせたくない。バスを使っての登校、下校を検討してもら

いたい。意見を聞いたからには何かしら実行してもらいたい。 

御殿場 

遠方から学校に通う子ども達の為に歩く時間の目安となる時計を通学路に設置してほしい。通学路なのに

歩行者用信号のない場所があって子ども達は車の信号を見て渡っていてとても危ない。小学生が大勢渡る

横断歩道で車の量も大変多い。歩行者用信号をつけて頂きたい。御殿場小学校前の農協の側の横断歩道。 

御殿場 

通学路が狭くて、朝、子どもを見送っていると、物凄いスピード（制限速度 30～40 キロ道路）で、子ど

も達の横スレスレを追い越していく車を多々見かける。歩道を作ってもらって、少しでも安全・安心な通

学ができるようになってくれると良いと思う。 

御殿場 

下記の交差点が、朝の登校時は、子ども達が通るのにとても危なく、見ているととても心配。また、その

直線も車の通りが多く、朝なので飛ばしぎみに走る車も多いので、歩道を作るなど安全な通りにする方策

を考えて頂けると嬉しい。 

御殿場 

小学校の通学路について、南小、中校区内の通学路はこの何年かでとても歩きやすく安全で子ども達の通

う路が確立されてきたが、御小、中の通学路、駅より旧御殿側はずっと変わらない。細い歩道を１列で通

らなければならない所など多い。今後どのように変えていってもらえるのか。 

富士岡 
最近のニュースで、通学途上での車の事故が多く耳に入る。もちろん費用、場所（道路や）などの問題も

あり難しいとは思うが、車の量が多い箇所からのガードレール等の設備を是非ともお願いしたい。 

原里 通学路が狭い上に、そこを車がスピードを出してくるので、いつも心配。 

原里 
子どもが小さかった頃（乳幼児）は、ベビーカーを使用していた為、よく歩道が歩きやすくなったらと思

った。ガタガタだったり、穴があいていたり、側溝の溝が怖かった覚えがある。 

玉穂 
学校行くのに団地から渡る道路に止まれ表示もなく、横断歩道があるが、カーブのため、みんなスピード

出して危ないが相談しても何もしてくれない。 

印野 
支援や体制より、それ以前の環境の問題。住んでいる所が田舎すぎて、横断歩道もない。歩道もない所が

多く、そのわりに自衛隊車両などの大型車が多い。 

高根 

登校時、信号機のない横断歩道を毎朝見守りをしている。子どもが手を上げても止まらない。非常識な大

人が増え、今後の将来に不安を感じる。学校は登校のことは「無関係」と関わりを一切持とうとしないの

か信じがたい。 

◆ 長期休暇中の対応についての要望・意見（13件） 

地区 意見 

富士岡 学童保育について、夏休み等、長い休みの時のみの利用も可能にして欲しい。 

御殿場 夏休み等の学童保育は、できれば 7時から預かって欲しい。 

御殿場 
長期休みや週末のみでも学童のような子どもをみてくれる所が必要。ファミリーサポートのように、その

方の家で預けるには、不安が大きい。 

御殿場 

夏休みもパートとして働きたいが、学童で夏休みのみで預けられない。かといって 3年生を 1人で家の外

で待たせるわけにもいかず。夏休み 3年生。4年生になる子をどうすごさせればいいのか。母親が休んで

子守りしている。義父母に毎回頼むのも難しい。 

御殿場 就労したくても長期休暇中の子どもの預け先がなくて就労できないという声もよく聞く。 

御殿場 
春、夏、冬休みでの学童保育の開始時間が今は 8:00だが 8:00前に仕事が始まるので送りができない。せ

めて 7:00か 7:30から開始していただかないと不便。 

富士岡 
夏休み、冬休み、春休みのみ預かってもらえるようにしてもらいたい。放課後児童教室ではなく例えば公

民館などを利用して。 

富士岡 

第２子出産前に仕事を探しバイトをしていたが長期連休に子どもを預かってくれる所がなかったのでそ

こに日比金井時間しか探せなかった。幼稚園、学童未使用小学生でも利用できる学童的なものがあると仕

事探しや就業に積極的になれると常々感じる。 

富士岡 

長期の休みの間だけ預かってもらえる場所を考えてもらいたい。神山小の学童では長期の休みだけ預かっ

てもらえるみたいだが、富士岡小の学童はダメなど差があると思う。学校の日は下校時間と仕事の終わる

時間がほぼ一緒なので学童は利用しなくてもいいが長期の休みは預かってもらえる場所がないので困る。

近くに祖父母がいないので子どもひとりで留守番させるのは不安。 

富士岡 

現在、学童を利用していますが、夏休み等の長期休暇時、8 時からだと少し遅いと思う。7 時半には自宅

を出ないと、始業時間に間に合わない。子どもには先生が来るまで、入口前で待つようにして、先生も早

めに来てくれるが、利用時間 7時半からだったら良いのにと思う。来年度、下の子も利用するつもり。難

しいのかもしれないが検討して欲しい。 

 

 

 



子ども・子育てに関するアンケート調査結果報告書 

 40 

 

地区 意見 

原里 

御殿場出身、または身内が近隣にいる家庭にとっては、子育てしやすいところなのかもしれないが、他県

から移り住んだ家庭にとっては支援体制が乏しい市だと思う。民間の支援もほとんど入ってないし、自助

努力で何とかしのいで子育てをしている人も多い。子どもが小さいうちでも、少しでも働いて収入を得た

いと希望しているのに、子どもの預け先、居場所がなくて仕事に就くことができない、または待遇の悪さ

と引き換えに長期休暇中休ませてもらう等、そういう会社も少なく採用してもらえればラッキー。人は、

本当に多い。子どもが留守宅に溜まっているというのもよくある話。できれば開かれた場所で集まれる居

場所に居てほしいと親の立場では思う。長期休暇中のみの学童（1～5年）ぜひ実現して欲しい。みんな、

この期間中の子どもの預け先に苦慮している。長期休暇の預け先問題故、仕事を継続するにも、高学年に

なり留守番できるようになるまで就労（パート・アルバイト含む）困難になっている。もしくは、子ども

を家に閉じ込めて留守番させている人も多い。親族が身近にいる人ばかりではない。 

玉穂 

夏休みや春休みなど子どもの学校が長期休みの時のみでも学童に入れるというのを可能にしてもらえる

と助かる。15 時までの仕事なので学校がある日は学童においておく必要はないので学童に入っていない

が、夏休み等は１人で家にいなければいけないので夏休みだけ学童に入れると良い。 

玉穂 

ファミリーサポートの負担額が大きい。もっと安ければぜひ利用したいと思うが高くて利用する気になれ

ず遠方から祖母を呼んでいる。学童保育に預けているが夏休み等の開始時間が８時では遅い。できれば 7

時、せめて 7時 30分には開所して欲しい。 

◆ 情報提供についての要望・意見（9 件） 

地区 意見 

御殿場 

子育て支援センター等の活動情報の不足。他市町では、市町の広報に毎月、各保育園に設置してある子育

て支援センターの情報コーナーがあり、開設時間や行事の日程などが掲載されていた。御殿場は、利用し

たい人が直接そこに電話しなければわからないのでは。とても不親切。もしかして行くと迷惑なのかと思

ってしまう。上の子の時は長泉町に住んでおり、２日に１日のペースで保育園の子育て支援センターを利

用させてもらい、ママ友もできたし、先生にいろいろ相談できて助かった。下の子は未就園時にそれがで

きなかったのが残念。「みんなあつまれ」を見て、各保育所の子育て支援センターを活用したいと思い、

３ヶ所くらい電話したが、「月に１回程度しか活動がない」と言われ、利用できなかった。今思うと公立

ばかりに電話したせいだろうか。私立だったら毎日遊びにいけたのか分かりにくかった。 

御殿場 

子育てをしていく上での市からの情報が少ないように思う。今現在は子どもも小学 5年生と 3年生になっ

たのであまり気にならなくなったが、未就園、未就学児の時は、自分で必死になって色んな情報を集める

事がとても大変だった。御殿場市は近隣の市や町に比べて子育てがしにくい環境だと思う。例えば、医療

費の事や、学童保育が 3年生までしかないとか。もう少し、子育てしやすい環境になってくれると嬉しい。 

御殿場 
ファミリー・サポート・センターというものがあるのは聞いたことはあるが、実際、どういう事をされて

いるのかはあまり知らない。そういうのを詳しく知っていけると今後、もっと利用する方も増えると思う。 

富士岡 御殿場市の行っている子育ての環境や支援について知らない事が多かった。 

富士岡 

県外（市外）から引っ越した経験から、子どもを持っている家庭の場合、こういう所にいくと子育てや育

児に関する情報がえられる、ママさん友達ができる、子どもが遊べるなど、情報冊子があると良いと思う。

当初、私は自分でそういう所を見つけたり、聞いていたりしたので。 

原里 

１人目の時にはあまり子育ての情報が少ないので市の方から色々な案内があると良いと思う。幼稚園の保

育時間がもう少し長いと嬉しい。子どもが大きくなるにつれてどんどんお金がかかるので色々な面でサポ

ートして欲しい。 

原里 
サロン等、地域差があると思う。親子の積極度によって得られる情報に大小あると思う。支援の広報誌等

健診の案内等に同封してみると消極的な人でも目にする機会が増えると思う。 

原里 

子育てだけの問題だけではないが街に活気がない。駅前も閑散としているし何かを買うにしてもスーパー

はたくさんあるが他の店の選択肢が少なすぎる。必然的に週末は買い物の為に市外に遠出することにな

り、せっかくの休みものんび理でりない。子育ての情報も自宅に居るだけではなかなかキャッチできず、

ふじざくら等の施設に出向かわなければ知り得ない情報が多く分かりにくい。アウトレットのお客の多さ

にばかり目が行くが地元の人間が集まるショピングモール的なものができるとそこから新しい情報発信

の場になり街が活気づくような気がする。 

玉穂 
放課後子ども教室を、今回初めて知った。どこの地区にもあるものなのか。もう少し、認知度を高める働

きをしてくれると有難い。学童に比べ、料金も安いので魅力的なので。 

◆ その他（32 件） 

地区 意見 

御殿場 話し合いだけでなく形にして見せて欲しい。 

御殿場 他が分からないので比べるものがなく、良いのかどうか分からない。 

御殿場 
地元の人は、土地・家があり、一生涯この地で過せるなら、問題がないと思う。このあたりの学校を出て、

この地で仕事をすれば、問題なしと思う。 
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地区 意見 

御殿場 

雪や大雨などの時に学校の登校時間がはっきりせず、仕事をしているので学校に行けるか行けないかをメ

ールで連絡されても子どもに伝える暇がなくとても困る。学校給食の残食がとても多いと聞いた。食べら

れない人達も世の中にはいるのにどうかと思う。もったいない。 

御殿場 

習い事や塾を頼らずに、学校の勉強や行事と家庭学習で、のびのびとした子育てをと考えている。例えば、

夏のプールはスイミングスクールに通ったことのない子どもたちが泳げないままだったり、夏休み中のプ

ール開放が少ないなど、自分が子どもの頃と比べると随分環境が違う気がする。夏休みは親も協力して、

普段できないことや時間をかけたいことなどに、積極的に参加したい。 

御殿場 

子どもが未就園児の時に、いろいろな子育て支援センターに遊びに行っていた。仲の良い友達もできて、

楽しかったし、とても感謝している。長泉町が子育て支援はすごく充実しているとニュースで見た時、御

殿場だって負けてないと思った。今は子どもも小学生になり、支援センターに行く機会はなくなったが十

分だと思う。これから子どもが大きくなるにつれ、どれだけのお金が必要なのか、私達の老後は、子ども

が集まれる場所も大切だと思うが、老後も安心して住み続けられる町であって欲しい。 

御殿場 

御殿場市が、子育て環境を向上させようとしている姿勢は感じる。何年か前より充実してきており、前か

らあったら、もっと良かったのにと思う施策もある。但し、他の市町村の状況を知らないので、御殿場市

が良いのか比較できない。 

御殿場 子ども達がたくさんの夢を語れる社会を作って欲しい。 

御殿場 

子育て支援事業は過保護すぎると思う。母親達が自主的にサークルなどを作ろうと思わなくなる。何でも

受け身になり、挙句の果てはやってもらって当たり前と思ってしまうのでは。家庭教育センターなどは有

難いが、やり過ぎと思うこともある。財産区の仕組みが御殿場市の発展を大きく妨げていると思う。 

御殿場 とても満足している。子どもも御殿場をとても気に入っており、とっても住みやすい環境である。 

富士岡 アンケートに答えられた方の意見を参考に、これからも「子育て」への色々な取組みを期待している。 

富士岡 とにかく子どもたちが子どもらしく、のびのびと勉強・遊びにとりくめる環境ができていくと良いと思う。 

富士岡 

御殿場市に 25 年ぶりにＵターンしてきた。首都圏で長い間生活しようやくできた子どもが小学校入学を

機に戻ってきた。昔と違い、親は団塊世代となり親自身も自分の老後を考えて生活している中、私共、団

塊ジュニアは必死な思いで生活し、子どもを育てている。子どものためと思いフルタイムは避け、短期の

アルバイトをしながら内職も続け何とか生活を維持している状態。もう少し柔軟な育児システムがあれば

親を頼らずとも気持ちよく育児をすることができる。保育士や幼稚園教諭等の資格を有する方々が、フリ

ーランスで子どもを預かるシステムが確立されれば、より多くの母親が救われより多くの子ども達が温か

い雰囲気の中で健全な教育を受けられるのではないかと思う。責任の部分を個人ではなく市全体、若しく

は行政で負担できる制度をぜひ期待したい。子ども達の未来のため、健全に育成のためにお願いしたい。 

富士岡 

今の子ども達がこの御殿場市に産まれ育って良かったと思っているのだろうか。色んな意見はあるが、長

泉の方が教育、保育環境等が充実している。子どもを育てやすい町、御殿場市を目指し、これからやり方

を工夫して欲しい。もっと変われずはず。1ヶ月前の一人の中学生の自殺が心苦しく感じる。二度と起こ

らないためによろしくお願いします。 

富士岡 

アンケートでどんな様子か気にかけてくれ、色々助かります。主人の仕事がどうなっているのか分からず

不安が子育てに影響していると思う。家のローン、国民保険にきりかえたのも、支払いがきちんとできて

いるのか分からず、主人の仕事がきちんとしていないと子育てに力を入れることができず金銭的負担が以

前より多くなっているので寂しい。主人に収入がどの程度あるのか家計費も渡してくれていないので分か

らない。色んな支払いが私の方に回ってくる感じが嫌。 

富士岡 

子どもが神山幼稚園に通っていたが、幼稚園に予定がなければ親の用事のある時に園児を預かってもらう

ことができると言われた。上の子（真ん中の子）の時は、小学校の授業参観などの時に預かってもらう事

ができて、とても助かった。でも下の子の時は、授業参観の日に「忙しいから」と預かってもらえない事

が増え、それどころか、午前中で降園になっていた日もあった。「公共の場で子どもが静かにいられるよ

うに子どもに教えられる機会」と言われたりもしたが、子どもの授業を真面目に見たかった私からしたら、

とても迷惑で、１人連れて２人の教室を行き来する時などは、最悪だった。園には小学校と連絡を取り合

って、行事の時に重ならないようにお願いしていたお母さんと何人もいたそうなのだが、今年もやはり同

じ状態だった。先生たちが大変なのは分かるが、研修などは１日ずらしてもらえれば、このような問題が

少なくなるのではないかと思う。 

富士岡 
市で行っている放課後のダンス教室や器械体操など色々と体験したいと思っているが、平日に行われてい

るものが多く、利用ができない。土曜日に参加できるものが増えればと思う。 

原里 

御殿場市は公園が充実し、自然豊で良い所。夫、転勤族のため、平均 2年ごとに転居。全国、色々な所で

子育てしてきた。御殿場市の小学校は学校指定の体育着など指定のものが多く、しかもいずれも高価なの

で驚いた。学校生協って必要か。もっとお金をかけない教育ができるのではと思う。子ども家庭センター

は良い。もっと家の近くにも、こんな施設があると嬉しい。 

原里 
御殿場市は何をするにも見切り発車的発想が多く都合が悪くなると「お任せしています。」など無責任な

発言が多くがっかりさせられる。保育園、放課後児童教室など。保護者への負担が多い。 

原里 
改善すべき点が多い。「何か困った事はありますか？」と聞くだけで何も解決していない。変な期待をさ

せないで欲しい。 
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原里 

家庭教育学級の目的は、素晴らしいことを言っているが、実際は役員決めが原因で、保護者同士の関係が

悪くなった。特に、幼稚園世代は、子育て（未就児を抱えて）しながら、社会的役割をすると、精神的・

肉体的にも負担がかかった。子育てが一段落（子どもが小学生ぐらい）して、やりたい人がやっている場

合は良い結果が生まれるが、必ずしもやりたい人ばかりがいるのではなく市が子育ての環境を悪くしてい

ることもあると思う。より良い子育ては、親の考え・気持ちも大事だと思うので、負担のないような支援

を考えてもらいたい。 

原里 コミュニケーションをもっと増やしていくべき。 

原里 
学校などに質問、意見があっても受け入れ窓口がわかりにくく意見しにくい。保護者との意見交換を気軽

にできるようにしたい。 

玉穂 
子どもが幼稚園の時、上手く行かず家庭センターでとてもお世話になった。親子共々、助けていただき、

今では、とても良い時間を過ごせたと思っている。家庭センターがあったからこそ。 

玉穂 
自宅の近くに同級生がいなく、学校帰りは 1人で帰ることが多い。高齢者世帯が多く、子育て世帯が少な

いので近所に子どもがいてくれていたらと思う。 

玉穂 

子育ては終ったが実子の娘の子を養女として育てている。年金生活者にとって、古いしきたりの多い地域

の付合いは当所戸惑ったし、今でも馴染めない。高齢者ばかりでなく、子ども中心の子育て支援をして欲

しい。 

玉穂 財産区や愛郷会などがあり、とても資金面などでご支援頂きとても有難い。 

玉穂 
今は、近くに子育てに対して環境が充実していて羨ましい。子どもが小さい時にこういう環境や施設が整

っていたら、もっと利用していたと思う。 

印野 

今の大人が子どもだった頃に比べて、環境が整いすぎていると思う。だから子ども自身、考えて行動する

事が少なくなっているのではないか。危険な事も先まわりしている大人が多すぎて、子どもたちが勇まし

くなれない気がする。 

高根 
子どもの友だち関係や、自分自身の友人との関係ができているので、御殿場市の環境がどうかという理由

ではなく、このまま育てたいと思う。 

高根 

保健センターで行われる 0歳時検診の時、保健師との話の時、列によって進み方が違ってチビッコ達はお

となしく待っているのが大変。母子手帳を預かりその順番で呼んであげてはどうか。みんなよく我慢して

いるといつも感心している。子どももお母さんも偉い。 

不明 最低限今のサービスが提供されているのであれば大きな不満はない。 

 
 

 


