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２、保育・子育て・教育 
 

保育園に入りたくても入れない 

 

▼保育園に入れたくても入れない問題を、横浜市のように大

幅改善してほしい。幼稚園でも保育園のように（休暇中）毎

日預かってくれれば、少しは解決するかもしれない。 

[麻生区・40代女性・主婦] 

 

▼保育料が高い。他市のように保育園に在園していなくても

第３子は無料等の優遇が欲しい。小学校に入っても存在して

いる限り、お金は掛かります！！３か年計画でどんどん保育

料が上がっていくのも困る。頑張って所得を得てもその分保

育料が上がり、働くことの意義、意欲の低下につながる。 

［麻生区・30代女性・正社員］ 

 

▼川崎市は待機児童が多いと聞きます。夫婦共働きのため、

保育園に入れないのは非常に困りますし、無認可で高い保険

料で家計が圧迫されるのも困ります。 

［宮前区・30代男性・会社員］ 

 

▼去年子どもが生まれたばかりです。保育園に入れたいので

すが、相当厳しいようで、もっともっと認可保育園の定員を

増やす必要があると思います。また、他の地域より、高津区

は（川崎市？）受け入れ月齢（年齢）が高いと思います。年

度初めに生まれれば０歳児クラスに４月に入れますが、年度

後半だと月齢が達していなく、入れない保育園が多いです。

また１歳からしか受け入れていない公立保育園もあり、０歳

児の低月齢は手がかかると思われているのか、子育てしなが

ら働く人には優しくない場所だと感じています。（小児医療費、

中学校給食も含め）改善をしてもらいたいです。 

［高津区・２０代女性・その他］ 

 

▼産休が取れず、妊娠を機に退職。復職せずには家計が苦し

く、2人目以降考えられないが、職を探すには保育所の確保が

必要。保育所を決めるためには職が必要。この矛盾をいい加

減どうにかしてほしい。［麻生区・20代女性・無職］ 

 

▼昨年転職したばかりの夫と二人暮らしです。今現在二人の

収入があるので生活には困っていませんが、年末には子供が

生まれますので、無駄な出費はできないと思っています。夫

は今の職場では「見習いアルバイト」で非正規なので、福利

厚生も自己負担で収入も少ないので、出産後は私がすぐに職

場復帰したいものの川崎市は全国でもトップ10の待機児童数

なので、保育園がすぐに見つかるかどうか心配です。 

［多摩区・30代女性・正社員］ 

 

▼認可保育園に入りにくい。認可外も定員いっぱい。認可外

保育園に入る場合の補助を出してほしい。 

［高津区・30代女性・会社員］ 

▼保育園に入れない。保育園の数を増やしてほしい。 

［麻生区・30代男性・正社員］ 

 

▼1歳の子供の子育て中です。出産前はパートをしていて、出

産を機に仕事はやめました。できれば保育園に入れて、また

パートをしたいと思っているが、保育園へは月 16 日以上、1

日 4 時間以上働いている人しか入れられないので、パートす

るにも日数を考えなければならず、更に認可の保育園はなか

なか入ることができない状態だとか。私は近くに両親がいな

いので、子供を預ける場所がもっとあればと思う。もっと子

育てをしやすい、住みやすい市にしてほしい。 

［高津区・30代女性・無職（主婦）］ 

 

▼現在子供一人で、共働きをしていますが、もう一人子供が

欲しいと思った時期もありましたが、待機児童の問題やフル

タイムでないと認可保育園に入れない状況などを考えると、

なかなか 2 人目にふみ切れず結局親も年を重ねてしまったと

いう感じです。とにかく今の世の中はフルタイムで働く母親

は優遇されていますが、パートタイムなどの人たちは逆にメ

リットがありません。その辺をもっと考えてもらわないと、

少子化は進むだけです。［高津区・40代女性・会社員］ 

 

▼産休育休が取れない。保育園に入れない。収入がなくなる

と生活できないから子育てと仕事を両立しているなど働くお

母さんにはたくさんの問題があります。私のように子育ての

ために 1 度退職して、子供がある程度大きくなったら再就職

しようと思っても、現実には難しい人もたくさんいます。保

育園の増設だけでなく、女性の再就職や子育て中の経済的な

フォローにも目を向けて改善していってほしいと思います。

［麻生区・40代女性・無職］ 

 

▼仕事をしても認可保育園に入れず、保育園は抽選と言われ

て、結局は実家（横浜）の近くの無認可保育園に入れて仕事

をしています。下の子供は母親に見てもらっての状態です。

来年からは、下の子供も上の子供も一緒の保育園に入れると

無認可のため、仕事をしていてもほとんどが保育料になりま

す。認可保育園も増やして欲しいです。 

［高津区・20代女性・主婦］ 

 

▼子供にとって川崎は生活しにくい場であると思う。まず保

育園へ入れない、幼稚園代は高い、医療費が小 1 まで、中学

から給食など課題は多いと思う。 

［高津区・30代女性・主婦］ 

 

▼子育て支援や教育。出産後、保育園に入れない為、再就職

が出来ない。また子供が熱を出した時などに、代わりに見て

くれる人が近くにいない等の理由で、面接を断られたりする

という話を耳にするので、改善して欲しい。 

［高津区・30代女性・主婦］ 
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▼(子育て）今年、ランクが下なので保育園に入れないと分か

っていても、申請しましたが、定員数や状況で、入園は無理

でした。給食中でずっと過ごしていますが、子供の預け先が

見つからないと、仕事したくても出来ません。役所の窓口で、

「今、○人待ちですが、申請しますか？」と冷たい態度で係

の方に言われた事もあります。役所の方も、全ての申請は無

理だとよく分かっているから面倒なのかと考えました。その

日は、泣き、役所に対する冷たさは、頭の中にあります。幼

稚園は高いですので、無理です。助成は先の月だし、入園す

るための費用はかかります。［麻生区・40代女性・自営業］ 

 

▼悩みは、子供が保育園に入れず、仕事が出来ないことです。

結局幼稚園に入園させる予定ですが、保育時間が短い為、仕

事をするならば延長保育で預け、多額の出費になりそうです。

このような状態では、2人目が欲しくても作れそうにないです。

［高津区・20代女性・専業主婦］ 

 

▼現在、年長・年少、1歳半の子どもがいますが… 長男の入

園時と幼稚園を選ぶのにビックリしたことは、とにかく保育

料が高いこと。延長保育があっても、料金のことを考えると

預けないかな…と思い、延長保育のない幼稚園に入園させま

したが… とにかく不便。お迎えの時間を気にしなければな

らないため、三男を遊びに連れていくことも用事を済ませる

ために出掛けるのも時間との戦い…。仕事の復職もこのよう

な理由や保育園の待機児童数問題でなかなか困難。（現在、育

児休業扱いにはなっていますが…）小さな子ども 3 人を抱え

ての復職は非現実的だと考えてしまいます。昔と違い、近所

の人同士、お友達同士で助け合うこともなかなかない現状。

全てお金で解決（託児所にしても延長保育にしても、ファミ

サポにしても…）できる世の中ではありますが、2人を幼稚園

に行かせ、3人分の色々な出費… とてもお金を出して一時預

かりや延長保育を利用する気になりません。来年度からは医

療費もかかるようになるため、病院に行くことにもためらい

を感じるのかと不安に思います。 

［高津区・30代女性・専業主婦］ 

 

▼保育園に入れないので困る。もっと増やしてほしい。 

［宮前区・20代男性・会社員］ 

 

▼幼稚園に子供が通い始めて、保育園と幼稚園は違うと改め

て思う。認定こども園を増やすより、認可保育園を増やすべ

きだし、費用面でも公平に。［宮前区・30代女性・主婦］ 

 

▼私自身、子供がおり保育園への入園を希望していましたが、

入ることができませんでした。もっと保育園の数を増やして

頂けたらと思っております。［多摩区・30代男性・正社員］ 

 

▼今年 1 月に子供が生まれ、今後保育園や医療費などで不安

がある。現在アパートにすんでいるが、同じ川崎市に住宅を

購入したいと希望しています。子育て支援や教育について今

よりも力を入れてほしいと思っています。治安も悪いと思う

ので、改善してほしいです。［高津区・30代男性・正社員］ 

▼保育園について 現在、育休中であるが、12 月の復職時に

保育園に入れるか心配。保育料も年々上がっていて、家計を

圧迫している。保育園のために仕事をしているのか?と思うく

らい。［高津区・30代女性・正社員］ 

 

▼来年度産休明けの時、保育園に入れたいが 空きがあるの

か不安。近いところがもちろん良いが、経済的にも働く必要

があるので、相談できるところがあるならしたいと思ってい

る。［高津区・30代・正社員］ 

 

▼近所に保育園が有り、安心して引っ越したが、待機待ちだ

と言われた。無職の人は働いている方よりも、もっと入れな

い。私立幼稚園は、お金が高く、時間が短いので、結局働け

ない。（仕事の面接で落とされる） 子供がいて他に頼る人が

いない人は、仕事を探すにも苦労します。実際何件も落とさ

れました。やっと採用されましたが、「子供が急病（などの時）

で途中で抜けてご迷惑をおかけするかもしれませんが…」と

面接の時に言ったら、「大学生のドタキャンよりは全然ましで

すよ」って言われました。真面目にやってるのにこれじゃむ

なしくなりますよ。［宮前区・30代女性］ 

 

▼現在、育児休業中ですが、保育園に子供を預けられるか不

安です。年度途中での入園は、はなからあきらめていますが、

年度初めですら入園が難しい場合もあるとお聞きします。母

親の職場復帰がかなわないことが多くなれば、所得税・住民

税の減収につながります。現在は、微小だとしても、今後の

生産人口を考えれば… 保育園の待機児童数はあくまでも、

目に見えている氷山の一角です。本来であれば、働きたいけ

れど保育園に預けられない（パート等）であきらめている方

もたくさんいます。よろしくお願いします。 

［多摩区・20代女性・正社員］ 

 

▼保育園は、定員増を市は推進しているようにみせかけてい

るが、実態は園庭なし、自校給食なしの民間園を基準を甘く

して認可にし、定員を増やしているだけ。同じ認可でも、目

の前に広い園庭があるのと、公園の間借りor屋上スペースを

利用する園では子供にとっての差は大きい。料金が同じなら

ば、広い園庭で遊ばせたいのが親。余計なことばかりにお金

をつかって見せかけの定員増で、保育園が増えているかのよ

うなアピールはやめてほしい。又、町田市などに比べて幼稚

園入園への援助も少なすぎる。預かり保育も横浜なら、上限

9000 円で（月）預けられるのに、川崎は何の援助もない。麻

生区にこれだけ子供が増えているのに、何もしていない。人

口増にいい気になっているのでは? 

［麻生区・30代女性・正社員］ 

 

▼子育て世代として、住む地域を住みたい地域ではなく入れ

る保育園がある地域で決めなければいけないのは理解できな

い。このような世の中になるのは何十年も前からわかってい

たはずなのに…。今のままでは二人目がほしくても経済的・

家庭の財政的に難しく断念せざるを得ません。 

［麻生区・40代男性・正社員］ 
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▼保育園に入れない問題もあるけれど、民営化の保育園が増

え、園庭が狭く、入園させる気にならない。かといって幼稚

園は高い。もう少し補助金を増やしてくれれば…と思う。 

［多摩区・30代女性・非正規］ 

 

▼1才と3才と子どもがいて、3人目もほしいと思っている子

育て中のママです。3人ほしいので働きたいけど、保育園にな

かなか入れない状態。入れても 3 人目妊娠、育児中保育園を

やめるか、産休中に保育園代を払う事を考えると、保育園は

難しく、幼稚園にいれるしかないが、宮前区は横浜市にくら

べると費用が高く 3 人目を産んで育てられるか不安。周りに

も 3 人ほしいけど、金銭的にあきらめている人がいっぱいい

ます。［宮前区・30代女性・無職］ 

 

▼保育園もどんどん増えていますが、民営化になって質が落

ちている。（子育て経験のない）若い先生が増えて危ない。と

にかく本当に必要なことにお金を使ってほしい。 

［高津区・30代女性・パート］ 

 

▼子育て支援や教育…保育園に入れない。保育園に入れても

親が仕事休みのときでも預かってほしい。お金払っているし、

子供もちょうどイベントなどがあるときに休ませるとかわい

そう。横浜市は平日休みでも預かってくれているみたい。 

［宮前区・20代女性・パート］ 

 

▼【子育て・教育】【雇用と労働】保育園をもっと増やしてい

かないと働きながら子育てが大変になってしまうので、増設

してほしい。そうすれば雇用も増えるし一石二鳥だと思う。

［多摩区・20代男性・正社員］ 

 

▼保育園に入れたけど保育料が高い。 

［麻生区・30代女性・正社員］ 

 

▼年中・年長のこどもを保育園に入れています。認可に入れ

なかったため認定保育園に通っており、毎月2人で10万円程

度かかります。幼稚園ならば公的な補助金や通園バスがある

のに保育園はどちらもないので、保育費の負担が大きい上に、

車で通園し保育園近隣に駐車場を借りているため（徒歩圏に

認可以外の園がない)その費用もかかります。待機児童解消の

ために保育園を増やしているようですが、マンションの一室

のような園は長時間を園で過ごすこどもたちにはかわいそう

です。幼稚園は数えきれないくらいあるのですから、保育園・

幼稚園を一体化するとか、単に待機児童数を減らすのではな

い対策を取ってほしいと思います。予防接種(任意)を無料に

してほしい。［麻生区・40代女性・会社員］ 

 

▼妊娠して退職しましたが、出産後復帰しないと生活できま

せん。子供がいるとできるだけ近くで働きたいのですが、保

育園に入れない。ハローワークで職業検索しても地元の仕事

は全然募集していない、と。職場復帰できるか不安です。 

［中原区・30代女性・専業主婦］ 

 

▼【子育て・教育】現在 1 人の子どもを育てていますが、保

育料が高いです。保育園に入れて働いて給与を得ても、給与

から保育料を引いたら虚しいものです。また、最近は核家族

が増え、祖父母からの手伝いが望めない家族もあります（ウ

チもそうです）。このような家庭で、母親の精神的負担を減ら

すためにも、保育園は有効なはずなのですが、現状のように

保育料が高くては、それもままなりません。待機児童の裏に、

預けたくても預けられない子どもや家庭がある子とも、自治

体側はもっと知るべきです。また、最近では様々な社会問題

を、個々の問題として切り離して論ずる傾向がありますが、

これは本当によくないことだと思います。子どもの問題だけ

を取り上げてみても、子どもを持つ親が子どもを預けて働く

ことのできる環境（保育園の空き、働き先、子どもの体調等

に合わせて取得できる休みなど）の欠如や（特に若い）母親

への「虐待するのではないか」という周囲および社会の偏見

が虐待を誘発するなど、改善すべき点は実に多岐にわたるの

です。これらの事を正しく多角的に議論するためには、議論

する人々、つまりは国民の教育が絶対です。それなのに日本

では教育行政を軽んじ、その結果がもう確実に社会に反映さ

れてきています。教育する立場にある人たちすらも十分の教

育を受けた人は実に少数であり、それはすなわち時代の教育

の質の低下を意味します。特に日本において、高度経済成長

期以来の加工貿易というスタイルで、世界と勝負することは

もはや難しく、これからは知的財産権や日本ブランドの技術

力を生かした方向にシフトしなければならないと思います。

それなのに、それを担う国民の大半がそれを全うできるだけ

の教育を受けていないとしたら、日本の未来は早晩破綻せざ

るを得ません。［高津区・20代女性・非正規］ 

 

▼自宅近くに認可保育園があるが、2年待機していても入れな

い。来年にはなんとか入りたい。［幸区・30代女性・正社員］ 

 

▼昨年から自営業になり、仕事が忙しくなり妻も手伝う事に

なったが、保育所に入所できず困っています。始めたばかり

で売り上げも少なく、民間の保育所に預ける余裕がありませ

ん。［高津区・30代男性・自営業］ 

 

▼平成 23 年 9 月に育児休暇が終わり、仕事復帰する予定で、

保育園入所申請をしたが、申請時に「ほぼ100％入所できない」

と言われた。現在の状況では仕方ないことかもしれないが、

どうにか改善してもらわないと本当に困る。これから先、消

費税や保険料がますます家庭の負担を大きくしていくのに働

けない（子供を預けられない）んじゃどうしたらいいのか…。

［幸区・20代女性・非正規］ 

 

▼現在、2歳の子どもを認可保育園の一時保育に預けて復職し

ていますが、区役所の担当者は復職を優先するなら無認可で

も良いだろうという言い方をします。しかし現実は、朝早く

から夕方遅くまでの保育を引き受けてくれる無認可の保育園

も認可保育園同様、待機児童の多くいる状況です。 

［幸区・30代女性・公務員］ 
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▼私は未婚者だが、待機児童の問題を少しでも改善できるよ

うにしてほしい。［中原区・20代女性・正社員］ 

 

▼毎回市古さんの新聞で市の情報を読んでます。▽保育園の

ことについていえば、現在娘が通っている保育園は年中です

が、空きがあります。区の方で待っている人たちに情報が行

っているのかが不安です。［中原区・30代女性・パート］ 

 

▼保育園の費用が高い。［中原区・30代男性・正社員］ 

 

▼保育園の待機児童が多い。この問題を早急に解決しなけれ

ば、国がすすめている専業主婦を少なくする方針はうまくい

かないと思う。［中原区・40代女性・無職］ 

 

▼保育料が高すぎる、子どもを産みやすくするため、子供手

当などができたが、保育料が 1 万円も上がったので意味がな

い。［高津区・30代女性・正社員］ 

 

▼子どもの保育園が不安です。育児休暇中ですが、第 2 子も

希望しているので、第2子のタイミング、復帰のタイミング、

保育園のタイミングを考えると、思うようにはならないかも

しれないと思い始めています。預かっていただきたいときに

受け入れていただける余裕ができれば安心です。「子ども園」

の話しを聞くたびに、教育面において、保育園に預けること

への不安を覚えます。“質の高い教育”をうたうのであれば、

文字通りすべての児童が受けられるようになることを希望し

ます。［高津区・30代女性・公務員］ 

 

▼保育園を増やしてください。［高津区・30代女性・会社員］ 

 

▼金銭的に苦しく働きたいと思っても保育園に入所できない。

［高津区・30代女性・主婦］ 

 

▼保育園に入れるにあたって働いていなければ入れない、そ

の間預かってくれる人もいない、高い保育園には入れられる

が、残る金額もわずか。働きたいのに（お金が困っていて）

預かる所がないのは困っています。早めにどうにか考えてほ

しいです。子育てしやすい生活を望んでいます。 

［高津区・40代女性・無職］ 

 

▼保育園・幼稚園に入れるようにしてほしい。 

［宮前区・２０代女性・正社員］ 

 

▼認可保育園を増設してほしい。［多摩区・20代女性・正社員］ 

 

▼認可保育園を増やしてほしいです。うちは現在認可保育園

に通えていますが、まわりのお母さん方で働きたいけど保育

園の空きがなく働けず…働いていないので保育園申請も通ら

ず…認可外だと料金が高くて通わせられないなどの意見を聞

きます。育休が取得できない等企業側の責任もあるかと思い

ますが、女性が働きやすい環境を作っていただきたいです。

［多摩区・30代女性・正社員］ 

▼保育園の設置地域にかたよりがある（地域の支援センター

も同様）。穴となっている地域に増やしてほしい。市境はかよ

える園が少なく困っています。［幸区・30代女性・正社員］ 

 

▼認可保育園に入れない。パートで働き始めても無認可保育

園の保育料で給料が消え、プラマイゼロの状態に。０歳児（育

休明け）から申請していますが、２歳児になっても認可に入

れていません。認可保育園の増設と保育士の増加をお願いし

ます。今後、２人目、３人目と同じ状態になってほしくない

です。変わらなければ川崎市から引っ越すことも考えてしま

います。［多摩区・２０代女性・非正規］ 

 

▼川崎はなかなか保育園に入れない。もっと保育園を増やし

てほしいです。［川崎区・20代女性・無職］ 

 

▼人は増えているのに保育園や幼稚園が少なすぎ、費用も高

い。だからなかなか入れない。早くから入れないと入れない。

でもお金かかる。［川崎区・30代女性・その他］ 

 

▼子育て支援の強化をお願いします。保育園に費用負担が少

なくて入れるようにしてください。 

［中原区・30代男性・正社員］ 

 

▼保育料が高い。都内23区の同一納税額と比較すると、区に

よっては倍以上の金額を負担している。最高値の江東区と比

較しても 1 万円近く開きがある。▽医療費助成、給食も都内

の水準に合わせてほしい。都内より生活費の負担増になると

川崎に住むより都内の方が魅力的に感じる。 

［中原区・30代男性・正社員］ 

 

▼認可保育園を増やしてほしい。もっと子どもを生み育てや

すい社会にしてもらわないと少子化問題は解決しない。その

ために税金が上がるなら納得するが、何に使われているかわ

からないようであれば納得いかない。 

［高津区・30代女性・正社員］ 

 

▼東京都に比べて川崎市は子育ての支援が少ない。保育園に

も入れなかったり、小児医療も小学生は自己負担、中学校は

給食もなし、月々にもらえる金額も 1 人 5 千円程度で少ない

と思います。コンテナターミナルであんなにお金を使うなら

他にまわしてほしい。［高津区・30代・会社員］ 

 

▼川崎市は保育園になかなか入れず、周囲にも困っている家

庭が少なくない。もう少し早く環境整備されないと少子化ま

すます進むと思う（事実上共稼ぎが難しい）。 

［高津区・40代男性・自営業農業］ 

 

▼フルタイムで職場復帰しないと保育園にはほぼ入れない現

状。夫の協力なしでフルタイムで働くのは負担が大きく、パ

ートでも保育園に入れる環境になるといいなと思います…。

［高津区・40代男性・正社員］ 
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▼保育園に入れない。それと子ども手当の減額。民主党はう

そつきですよね。［多摩区・30代女性・無職］ 

 

▼保育園に入れない方が多いです。本当に改善に向けて取り

組んでほしいです。［川崎区・30代女性・正社員］ 

 

▼【子育て支援や教育について】現在 0 歳の子どもがおり、

私は育児休業を取得中です。会社では子が 3 歳になるまで育

児休業を取得できる体制を整えてくれているのに、麻生区役

所で保育園入園に関する相談をしたところ「4月」でないと入

園はほぼ無理だと言われました。そのため、Ｈ25、4月入園(申

し込み)をせざるをえず、1 歳半での入園となります。しかも

公立の認可保育園は倍率が高く、入園できないかもしれませ

ん。申込金を支払うことで入園予約できる私立の園を見つけ

たので、そこを予約するつもりですが、保育料は高いです。

働かないと生活も危ういのに、保育料も高いので子どもが小

さいうちは貯蓄も難しいかもしれません。子育てはよほど裕

福でないとできないのでしょうか。行政は子育て施策を疎か

にしているとしか思えません。小児医療費助成制度について

もそうです。これは自治体によって本当に差が大きいと思い

ます。しかし、子供を生んで育てるときに、この制度の充実

度を考えて、住む自治体を決めてたら住む人などどこにいる

でしょうか。［麻生区・30代女性・正社員］ 

 

▼現在、就職活動中ですが、保育園の空きがなくて、就職活

動もままならず、また就職をしていないと保育園にも入れな

いというどっちつかずの状況が続いています。主人だけの収

入だと生活も厳しいので、何とかしたいです。保育園を増や

してほしい。子持ちでも働ける環境がほしい。 

［川崎区・30代女性・無職］ 

 

▼子どもが認可保育園を待機しています。今、無認可で毎月6

万円以上かかります。「働いていないと認可に入れない」との

ことだったので、無職の時に無認可に入れ仕事を探しました。

給料日は来月なのに、今月も保育園に 6 万払わないといけま

せん。まだ働いていない人を優先して認可に入れてほしいで

す。収入がないのに 2 ヶ月分の保育料を払い、入園金もかか

り生活が苦しいです。フルタイムの人は認可に入れて、保育

料も安く、生活にだいぶ余裕が出ていてうらやましいです。

現在の無認可を早急に認可へと変え、新しく保育園設立もし

ないと間に合わないのでは？なぜ現在の無認可園をどんどん

認可にしないのか理解できません。もっと急いでくれないと

私たちは生活が苦しいままです。本当に子供がいる家庭のこ

とを考えてくれているのかわかりません。 

［中原区・20代女性・会社員］ 

 

▼多摩区内でも中野島地区には認可保育所以外の認定保育所

や小規模でも保育施設が少ないです。ただでさえ、認可保育

所に入りづらいので、次の受け皿として積極的に増やしてほ

しい。民間の経営でもいいので誘致できないものでしょう

か？この地域に少ないので、隣の登戸や稲田堤まで通う人も

います。［多摩区・30代女性・地方公務員］ 

▼現在 1 歳になる子どもがいますが、保育園に入所できず、

仕事復帰ができていません。1歳児から入所できる保育園は増

えているようですが、なかなか入所できないのが現状です。

少子化の世の中、子育てできる環境を改善し、出生率を上げ

ることが必要ではないでしょうか。川崎市は福祉が十分とは

言えないと思います。［多摩区・30代女性・会社員］ 

 

▼1月から仕事復帰予定ですが、入れる保育園があるかわから

ないことが一番心配です。始めは私立でも仕方ないとは思っ

ていますが、私立も近隣に1つしかありません。 

［多摩区・30代女性・非正規］ 

 

▼保育園の増加、若い人が働いて社会に活力を。 

［高津区・50代女性・無職］ 

 

▼これからこどもを持つ 1 人として、保育園の少なさと幼稚

園の費用の高さが気になります。あとこれは聞いた話ですが、

川崎市は妊娠 2 カ月以上の妊婦を受け入れない産婦人科が増

えているそうです。早めに妊娠に気づくことができれば避け

られることですが、もし事実であれば大変です。 

［宮前区・30代女性・会社員］ 

 

▼保育園に入れないという問題は、一番あってはいけないと

思います。少子化が進んでいる中、生まれてきた子供が何の

問題もなく、保育園に入れるようにしておくべきです。保育

園や幼稚園の費用が高い件も、何らかの補助を増やすべきで

す。［川崎区・30代男性・正社員］ 

 

▼去年の10月に結婚し、川崎市に引っ越してきました。そろ

そろ子供が欲しいなとは思いますが、私が妊娠しパートに行

けなくなると、主人の給与だけでは生活が苦しく、その上、

公共料金・税金が値上がりすることを考えると、不安で子供

をつくる気になれません。せめて保育園に入れるなら、まだ

産む気にもなりますが、現状ではそれも難しい様子…。安心

して子供を生める環境ではないと感じています。 

［宮前区・20代女性・パート］ 
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▼子供を産み育てるのがひじょうに難しい世の中になってい

ます。来年 3 人目の子供が産まれる予定ですが、私のような

パートで働くようなママでは保育園に入れないのです。収入

があり、安定した仕事がある人ほど保育園に入れるのはどう

かと思います。収入が不安定でパートで働いている人達こそ

保育園（認定）でお願いしたいのです。私のまわりにも 2 人

目、3人目が欲しいママはたくさんいます。でも働きたくても

認定の保育園に入れなければ働いてもマイナスになってしま

い、無理だというママがたくさんいるのです。 

［多摩区・30代女性・パート］ 

 

▼人口の減っている日本、心配です ○子育てにお金がかか

りすぎる 親が安心して子育て出来るように国で義務教育迄

めんどうを見るべきです。 ○希望する人皆な保育園に入園

出来るよう保育園を作るよう望みます 

［幸区・60代女性・年金生活］ 

 

▼【子育て教育】幼稚園が近くに私立しかないため、保育園

に入れ、共働きをしている。保育園も空きがなく兄妹別々の

所のため、時間も体力もお金もかかる。 

 

▼子供を生み育てるにあたり、仕事へ復帰する環境が整って

いないため復帰しづらい。保育園が少ない、費用が高い！ 

［川崎区・２０代男性］ 

 

▼子育て支援・教育：子育て＝労働と考えているうちは、母

親の満足いく支援は無理。子育ては他人の生活に自分の生活

を取り込まれているのと同じ。長時間の預かりは難しくても。

公営で、子供らを見てくれる場所を確保すべき。公立保育園

廃止はおろか。なんで廃止したのか理解できない。北欧のプ

ロフェッショナルにプロデュースしてもらえば？日本じゃム

リ。［高津区・30代女性・無職（子育て中）］ 

 

▼今年なんとか保育園は入れました。8ヶ所かいてやっと補欠

入園です。自営に厳しすぎると思います。窓口で最低賃金を

割る労働であり、仕事をしているとは言えないといわれまし

た。収入になる日、ならない日ありますが、保育できる状況

でないということが、どうして伝わらないのかと思います。

時短で16時頃には迎えに行ける人が人気園にいっぱいいます

が、こちらは延長で働いているのに補欠でやっとかと思うと2

人目はかなり悩みます。[高津区・30代女性・会社員] 

 

▼子どもを保育園に入れて働きたいが、入れないので働けな

い。ぜひ改善してほしい。[高津区・30代女性・主婦］ 

 

▼公立がない意味がわからない。問題視されるわりに、子育

てするうえで金銭的負担がかかりすぎる。 

［高津区・30代女性・無職］ 

 

▼孫が生まれ保育園入所が心配になってきました。本当に子

育て支援の充実を必要と思うようになりました。 

［高津区・60代男性・自営業/農業］ 

▼仕事を始めたが、育休中ではなかったため、位置から仕事

も保育園も探さなくてはならなかった。仕事がなければ保育

園が決まらず、保育園が決まらなければ仕事の内定を取れな

い。とても困りました。また認可外なので保育料がとても高

い。［宮前区・30代女性・非正規］ 

 

▼必要がないところにお金を使うのではなく、保育園をもっ

ともっと増やした方が、国民のためだと思う。【コンテナ港・

臨海部開発】にお金を使うのではなく、最初に子育て支援や

教育、雇用と労働、この 2 つをしっかり支援をしないと、も

っともっと経済は変わらない。［多摩区・40代男性・公務員］ 

 

▼保育園に入れないから働けない。保育料が高いから働きに

行かなきゃいけないという声をよく聞きます。 

［川崎区・30代女性・正社員］ 

 

▼【子育て教育】安心して働けるように保育園を増やしてほ

しい。［川崎区・70代女性・年金とパート］ 

 

▼保育園の増加希望。［多摩区・30代男性・自営業］ 

 

幼稚園に入れない、費用が高い 

 

▼川崎市は私立幼稚園のみで負担が大きいので、入園金ふく

めて補助してほしい。小さい子がいるとなかなか働けないの

で、手当を厚くしてほしい。［麻生区・30代女性・無職］ 

 

▼現在２名の子を地元の幼稚園に通園させております。もち

ろん市立の幼稚園に通わせたいと思いますが、数は少なく、

到底入園は困難です。現在幼稚園の費用の補助金をいただい

ておりますが、さらなる増額に期待しております。 

［高津区・40代男性・正社員］ 

 

▼下の子どもは幼稚園に入っていますが、私立なので毎月費

用も高く、市からの助成金もありますが、２～３ヶ月分の費

用にしかならず、あまり意味がありません。ちなみに年間３

０万円以上の費用がかかります。［麻生区・30代女性・無職］ 

 

▼幼稚園の費用が高い。［麻生区・30代女性・無職］ 

 

▼私の子供は３人。川崎には公立の幼稚園が殆ど無く、私立

ばかり。バス代やお弁当（給食）費等で結構費用がかかりま

す。［幸区・30代女性・主婦］ 

 

▼保育園を増やそうとしているけど、私立幼稚園の負担費用

を減らそうとしてくれた方がいい。［高津区・20代女性・主婦］ 

 

▼幼稚園の費用も東京都や県内の他の市に比べて高い!! 子

供をもう１人と考えていても、教育費や生活費を考えてしま

い、なかなか子供を増やす事ができない。 

［高津区・30代女性・主婦］ 
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▼幼稚園に子どもが通っています。年に一度補助金がでます

が、保育料 1 ヶ月分程度。お友達の住んでいる都内では、半

分以上の補助金がでるそうです、もう少し、子育てしやすい

町にいろんな面で調整して頂きたいです。これから、消費税

もあがったら、家計は圧迫される一方…。景気も本当に回復

するのでしょうか…。もう少し、一般市民の立場に立ってい

ただき、住みやすい、子育てしやすい町へとしてほしいと心

から願います。［高津区・30代女性・無職］ 

 

▼幼稚園の費用が高すぎると思う。保育園のコトだけにとら

われないで欲しい。［宮前区・30代女性・主婦］ 

 

▼来年、幼稚園に入る幼児がいますが、川崎市の子育て支援

の手薄さにがく然としています。都内と比べると補助金も少

なすぎます。加えて、市立幼稚園がないため、私立しか選択

肢がないことが金額面でも苦しいです。入園金や月額費用も

他県に比べ麻生区は特に高額で、生活は苦しくなる一方です。

増税、社会保険料、公共料金の値上げはするのに給与が増え

るわけでもなく、将来が不安でしかたありません。また麻生

区は産婦人科が少ない上に出産費用も高額で、子どもを産も

うという気持ちにもなれません。［麻生区・20代男性・正社員］ 

 

▼幼稚園の費用が高い。保育園ばかりでなく、幼稚園への補

助をもっと増やすべき。税金投入額に差がありすぎる。市立

がないので選ぶ余地がないのに。ましてや、子どもの大幅な

増加で園児数が増えたので、狭い中でひしめきあっているの

に、あの施設はないと思う。中原区の急な開発も困ることば

かりです。学校などが全くととのっていないのに…。川崎市

は本当にくらしにくい市だと思います。［中原区・40代・主婦］ 

 

▼幼稚園については、再来年にむけて貯金をしていますが幼

稚園の毎月の費用が高すぎるので、通えるかどうか不安です。

［宮前区・30代女性・無職］ 

 

▼幼稚園に通わせています。下の子の妊娠・出産時期と入園

が重なっていた為、費用をくわしく調べず近所の園に入れま

したが、他の園に比べて徴収されるお金が高すぎる。私立な

ので、園側のモラルの問題なので仕方ないですが… （保育

料は平均ですが、その他のイベント代やエアコン代、進級費

など、この先、下の子の分も考えると恐ろしい金額です。）保

育園のように、とはいかなくても、ある程度他の園との教育

費がそろうと良い［川崎区・30代女性・主婦］ 

 

▼幼稚園の入園金はなぜあんなに高いのか？ 来年中学に入

学する長男が幼稚園の頃引っ越してきたが、あまりの高さに

びっくりしました。来年は次女の入園と長男の中学校入学が

重なり、初年度の出費が足りるのか心配しています。幼稚園

の市からの補助金も、出た金額ほぼ施設費として天引きされ、

保育費の足しにはなりません。［宮前区・30代女性・無職］ 

 

▼私立幼稚園ばかりで、保育費が高い［高津区・30代女性］ 

 

▼給料は変わらないのに払うものばかり増えている。幼稚園

代が高すぎる。［中原区・30代・会社員］ 

 

▼都内に比べ、子供にかかるお金がとても高いです。公立の

幼稚園はなく、私立に通いましたが、費用が高いのに驚きま

した。年子の子供達だったので、2年間は同時に通うので、家

計は苦しかったです。［高津区・40代女性・無職］ 

 

▼幼稚園の保育料助成金の金額が、もっと上がるとうれしい

です。［宮前区・30代女性・主婦］ 

 

▼川崎市の子育て支援は、他の市（特に東京都）と比べると

手薄な気がします。待機児童の問題や小児医療費助成、給食

の問題の他、特に今我が家が直面しているのは幼稚園費用の

高さです。（子供は来年4月に入園予定）川崎市に公立幼稚園

がないので、市立しか選択肢がなく、月３～4万の幼稚園費用

は家計には大きな負担であり、友人の中には公立幼稚園のあ

る市に引っ越しを考えるママもいます。他には、認可保育園

が少ないため、一時保育を申し込もうとしても、月 1 回の申

込日には電話が“チケットぴあ”状態。他都市のように前日

に電話しても利用できる余裕のある状況になれば、もっと子

育てがしやすいのに、と思います。無認可の一時保育は料金

が高く、気軽に利用できる状況ではありません。そのために

はやはり認可保育園の増設が必要だと思います。保育園の数

は増やさず定員を増やす等、今ある認可保育園の負担が増え

るような方法は望みません。［多摩区・20代女性・無職］ 

 

▼幼稚園に子供が通い始めて、保育園と幼稚園は違うと改め

て思う。幼稚園の保育料補助を増やしてほしい。 

［宮前区・30代女性・主婦］ 

 

▼将来的に子供が欲しいと思っていますが、幼稚園に入れる

のも大変だという話を聞き、不安を感じています。結婚、出

産しても働き続けられる会社が増えたり、お母さんたちをサ

ポートしてくれる社会になってほしいと思います。 

［多摩区・30代女性・専業主婦］ 
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▼数年前の兄弟の幼稚園費用が年間で 3 万円ほど負担が増え

ている。▽今年 6 月に配布されてきた源泉徴収で市民税、県

民税負担が2年前3年前に比べ、5万以上増えた（民主党の政

策、扶養控除撤廃）、その上増税、子供手当2万3千円だった

はず（いま 5 千円）なのにもらってもないのに、とらえるだ

けで返りが何もない。［多摩区・40代夫婦・会社員］ 

 

▼幼稚園に双子を通わせているため毎月10万5千円（延長保

育含めて）ほど支払いがある。入園金は2人分で23万ほど払

い、毎月10.5万ほどの支払い。年収は500万を今年は割り込

む。兄弟割引はないにしろ、年 40 万しか返ってこない。（小

学校 1年生の姉がいる）手取り年収の 3分の 1以上を幼稚園

に支払わなければならない高津区の幼稚園代はおかしい。手

取り年収のせめて 4 分の 1 以下ぐらいにおさめられるように

してほしい。保育園はこの年収だと 2 人でも月 5 万以下であ

る。毎月 3 万ほど高い延長保育代金に対してなんとか減らす

ようにしてほしい。補助金が返ってきても毎月 8.2 万円ほど

の幼稚園への支払いっておかしくないですか？パートで働く

場所も時間も 9時～14時の時間ではありませんでした。平日

のみしか預かりもないですし、延長保育に頼るしかないので

す。延長保育への補助金を増やして保護者負担を減らすよう

たまがわ幼稚園に働きかけてください。なんとかしてほしい

です。［高津区・40代女性・パート］ 

 

▼宮前区より横浜市の方が幼稚園費用が若干安いので、横浜

市に通わせている。任意予防接種費用も 1000 円位安いので、

横浜市に受けに行っている。［宮前区・40代女性・主婦］ 

 

▼幼稚園の費用は高すぎると思う。保育園には仕事を見つけ

てからしか入れないし、子供を産みたくても病院は少なくな

っているし、すべてにおいて高額だと思います。 

［多摩区・30代女性・無職］ 

 

▼近くに私立幼稚園しかなく、幼稚園に 2 人かよっていると

きは本当に大変でした。幼稚園の費用が安くなると良いと思

いました。または公立幼稚園を増やすなど。［多摩区・40代女

性・会社員］ 

 

▼幼稚園の費用を下げてほしい。もう少し保育時間を長くし

てほしい。課外活動の費用も下げてほしいです。［宮前区・30

代女性・無職］ 

 

▼とにかく幼稚園の費用が高すぎる！世の中では認可保育園

の増設が騒がれているが、幼稚園の月謝もバカにならないん

です。補助金はあっても 2 ヶ月くらいにしか足しになりませ

ん。認可保育園と市立幼稚園の補助の格差はやめていただき

たい！ 働きたくても下の子どもがいて無理だったり幼稚園

が早く終わってしまうので預かってもらえなかったりいろい

ろ事情があります。幸区は特に園児に対して幼稚園数が少な

いので、どうも幼稚園側の努力が伝わってきません。同じ月

謝でも預かり時間が長いのだったら良いのですが。 

［幸区・30代女性・無職］ 

▼【子育て】幼稚園について：宮前区は私立が主となってお

り費用が高い。［宮前区・30代男性・会社員］ 

 

▼幼稚園に入りにくいし、私立しかないので費用が高い。［中

原区・40代男性・正社員］ 

 

▼幼稚園の公立が少なすぎるため、私立に行かざるをえず、

家計を圧迫する。［中原区・40代女性・無職］ 

 

▼保育園ばかりに目が向いている気がします。幼稚園の費用

高すぎます。“子ども手当”“児童手当”金額もどんどん減っ

てたよりにならない（信頼しきれない。いつまた減額される

かわからない）ので、いっそのこと幼稚園費用（３年が無理

なら２年だけでも！）を無料にしてほしい！ あるいは公立幼

稚園を増やしてほしいです。［高津区・30代女性・主婦］ 

 

▼３人の子どもの子育て中です。上の子が年長になった時、

２番目の子が年少…など各々幼稚園に通う年が重なります。

いまは一人しか通っていないので大丈夫ですが、２人重なっ

た時の授業料、通園バス代などの出費はかなり大きくなるの

で心配です。助成金も年州によってなので、あまりあてには

ならず…。子どもは好きですし、子どもにとっても兄弟がい

る方が良いと思い、また家計がギリギリでも少々ぜいたくで

きなくても産めるだけ幸せだと思って頑張りますが、せめて

第２子、第３子の助成額がもう少し増えれば…というのが本

音です。［中原区・30代女性・主婦］ 

 

▼公立の幼稚園が 1 つもない。公立幼稚園をつくるか、保育

園に入りやすくしてほしい。［幸区・40代女性・無職］ 

 

▼今年3月に娘が幼稚園を卒園しましたが、3年保育が主流に

なった現在、家計を保育料が圧迫していたのは確かです（2年

保育という選択も、公立幼稚園という選択もほとんどなかっ

た…）国民健康保険の値上げも我が家にとって今後心配なこ

とです。収入がそれほど多くない夫のため、私も働かなくて

はと思いつつ、子どもに寂しい思いをさせたくないと葛藤し

ています。［中原区・30代女性・パート］ 

 

▼3年保育の幼稚園が増えているが、2年で十分だと思う。中

途入園も考えたが、それだと子供もかわいそうなのと入れな

い可能性もあるので仕方なく3年で入れようと思っています。

次の年にはもう 1 人入園なのでせめて安くなったらと願いま

す。保険料の値上げは考えられない！！自営でギリギリの生

活をしている実家の両親の負担がさらに増えてしまったらど

うなるのかと不安になる。［中原区・30代女性・専業主婦］ 

 

▼幼稚園の補助金が、住民の増税により、去年もらえた金額

がもらえなくなった。増税の上に補助金の減額となり、大変

不満に思っております。(今年もらう分)これからの支払い分

なので区役所に異議を申し立てましたが…。【中学校給食】子

どもが大きくなり、仕事に就いたとき忙しいので給食を希望

したい。［中原区・40代女性・無職］ 
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▼幼稚園の費用が高い。［幸区・40代女性・無職］ 

 

▼保育園・幼稚園の数が少なすぎる！あと高い費用。パート

で働きたくても、費用高いし、数が少ないので、生活が楽に

ならない。［中原区・40代女性・専業主婦］ 

 

▼保育園を増やすことはもちろんですが、中原区は幼稚園に

入るのも大変だと聞きます。今後人口が増えると中原区の幼

稚園も増やす必要があるのではないかと思っています。 

［中原区・30代女性・主婦］ 

 

▼幼稚園の費用が高い。水曜日は午前保育で、保育時間が短

い。長期の休み（夏休みなど）の預かり保育がない。共働き

でも幼稚園に入園しやすくしてほしい。 

［高津区・30代女性・自営業農業］ 

 

▼【子育て教育】幼稚園の費用が保育時間（9～14時）の割に

高い、かといって少しくらい働いたとしても保育園に入れな

い。［川崎区・40代女性・無職］ 

 

▼現在 1 人幼稚園に通っていますが、来年 4 月から下の子も

入るので、2人幼稚園に通うことになりますが、毎月家賃並み

の金額を払わなくてはいけないので、2人同時入所にはもっと

補助金が欲しいです。何でもかんでも値上げして国民の負担

を増やさないでほしい。もっと削るとこあるはず！！ 

［宮前区・20代女性・主婦］ 

 

▼保育園が遠い。来年幼稚園に入れたいですが、費用が高い。

［川崎区・30代女性・会社員］ 

 

▼幼稚園の費用が高い。［宮前区・30代女性・自営業農業］ 

 

▼幼稚園について：近隣の稲城市に比べ、幼稚園の費用が高

い。コンテナターミナルの拡張は無意味即刻中止してほしい。 

［麻生区・30代・正社員］ 

 

▼幼稚園の費用が高い。［中原区・50代男性］ 

 

▼地震等への備え、幼稚園の費用が高い－に関心があります。

改善していってほしいと思っています。 

［高津区・30代女性・無職］ 

 

学校給食―中学校給食を実現してほしい 

 

▼中学生の給食はぜひ実施してもらいたい。 

［麻生区・30代女性・無職］ 

 

▼中学校の昼食：給食にしてほしいと強く思う。暑い時期は

キケン!!昼食について 5～10 分で食べなければならない時間

割はおかしいと思う。成人病を増やすつもり？早食いは良く

ない。［宮前区・40代女性・正社員］ 

▼共産党が多数、政権を取るしかない。けっこうまともなこ

と言っていると思う。頼みましたよ!!共産主権はイヤだ。こ

のアンケートに書いたことをやってくれれば、次の選挙以降

貴党へ入れたるわ。頑張れニッポン!! 中学校給食→絶対こ

っちだ。他の自治体を見習え!!親が大変すぎるだろう。中学

生も給食くいてえんだよ。［高津区・20代男性・無職］ 

 

▼中学校で給食を導入してほしいが、原発事故以来、食の安

全がとても気になるので、汚染食材を給食で使われて子ども

が内部被ばくされるくらいならお弁当を持たせたい。でも小

学校は給食なのに、なぜ中学校からお弁当なのでしょうか？

私は東京の中学校に通っていたので、神奈川県の中学校は給

食がないと最近聞いてびっくりしました…。 

［高津区・30代女性・主婦］ 

 

▼中学校給食をぜひ実施してほしい。東京の友だちはみんな

給食だったといっていた。神奈川も給食にしてほしい。 

［高津区・３０代女性・無職］ 

 

▼給食を中学校まで実施してほしい。育ち盛りの子供たちに

各自持参だと偏った食生活になってしまうと思う。考えられ

た献立。［高津区・30代女性・専業主婦］ 

 

▼中学生が給食では無い事は知りませんでした。せめて中学

生までは給食システムにしてもらえたらと思います。 

［高津区・40代女性・無職］ 

 

▼中学校の学校給食を導入してほしい。毎日の弁当作りはか

なり負担。［麻生区・30代男性・正社員］ 

 

▼中学給食を導入し、親が外で働ける環境を作るべき。 

［麻生区・40代女性］ 

 

▼中学校給食なしなら、川崎市から転出も考えたくなる。早

急に実施してほしい。[麻生区・40代女性・主婦] 

 

▼中学校の給食ですが、早く実施してほしいと思います。一

校ずつ給食室をつくるのではなく、いくつか給食センターの

ようなものを作って、そこから各学校に配達するというのは

いかがでしょう。といっても大変な事業だと思います。給食

は子供の楽しみの一つでしたし、ぜひ実現して頂きたいです。

お弁当は栄養が偏ってしまいますし、夏の衛生面も心配です。

［麻生区・40代女性・その他］ 

 

▼こんにちは。いつも市民の気持ちに寄り添った活動ありが

とうございます。私は小学生の子供を持つ母親です。ぜひ“中

学校での給食”を実現させて欲しいです。私が育ったのは都

内なので、中学校の給食は当たり前でした（でもここはない、

と知りびっくり!!）共働きなので、ぜひ給食実現をおねがい

します。（それに私がつくるお弁当よりも学校給食の方が栄養

バランスも良いと思います…）［麻生区・40代女性・会社員］ 
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▼【給食】給食は栄養のバランスが取れているので、中学生

も実施したら良いと思う。［高津区・70代女性・年金生活］ 

 

▼中学生まで給食にしてほしいです！弁当では毎日似たよう

なメニュー（腐る心配や汁のないものなど）、果物を入れたら

毎日お金も高くつきます。栄養のバランスを考えるなら絶対

給食です。親の手料理は朝と晩で充分。千葉（実家がある）

だって給食になりました。私は子供の頃（中学、千葉で弁当）

毎日同じようなおかずで大嫌いでした。 

［高津区・40代女性・正社員］ 

 

▼川崎市は若い子育て世帯が大勢住んでいるのに、中学給食

はない。小児医療費は出ない、でまったく子育て支援がなっ

ていない。もっと足元を見て、若い世代も住みやすい政策を

お願いしたい。とくに給食はバランスの良い栄養を幅広いメ

ニューでいただけるので、子供たちのためにまた働く母の為

にもぜひ中学校でも導入していただきたい。 

高津区・40代女性・非正規］ 

 

▼生活が厳しくなっていく中、共働きで子育てをしていかな

ければならない。働く母親としては、中学校の給食を実施し

てもらえると有難いです。子育て支援や教育に力を入れて欲

しい。［麻生区・30代女性・非正規］ 

 

▼中学校の給食を強く望みます。小中学校での勉強の充実、

塾に頼らずに高校へ行けるよう。［高津区・40代女性・無職］ 

 

▼学校給食は、中学校まであって当たり前だと思ってました。

神奈川では中学校給食はないと知り、驚いています。なぜ神

奈川では実施しないのでしょう？あと数年で中学生になるこ

どももおり、実施されることを望みます。 

［多摩区・40代女性・主婦］ 

 

▼中学校の給食を是非実施してほしいとずっと思っている。

共働き世帯も増えている中、親には大きな負担、子供の栄養

面についても、給食はあった方が良いと思う。小中学校隔週

で土曜にも午前授業を行ってほしい。平日に詰め込まれ、習

い事にも通うのは負担が大きいと思う。 

［宮前区・30代女性・無職］ 

 

▼学校給食について、何かで「食を楽しむ」「食育の為に」中

学校の昼食をお弁当にしていると見たことがありますが、給

食の方が、みんなで同じものを食べて、みんなで配膳、片付

けをして、と楽しめると思う。［高津区・20代女性・主婦］ 

 

▼中学校の給食も是非実施してほしいです。アレルギーや給

食費を支払わない等問題はありますが、みな同じ食事って思

春期を向えた子供たちにはいいのかと…。お弁当だとはずか

しいとか早弁とか、お弁当作ってもらえない、忘れた等の問

題が解決します。働くお母さんの負担も減りますしね。 

［幸区・30代女性・主婦］ 

 

▼中学校もぜひ給食にしてほしい。自分が子供の頃に住んで

いた地域も給食であり、義務教育期間中は給食が当たり前だ

と思っていたので、川崎市に住み、その事実を知ったときは、

非常に驚いた。ショックだった。［高津区・30代女性・非正規］ 

 

▼中学校の給食が始まると以前聞いたことがありますが、や

はり川崎市はお弁当のままですか？ 

［高津区・30代女性・無職］ 

 

▼中学校での完全給食を希望します。子供にあたたかいご飯

を食べさせたいし、友達と一緒に同じものを食べることは大

切だと思います。家では食べないものも給食だと食べるし、

親が作らない味つけ、料理を食べる貴重な経験でもあるので。

［川崎区・40代女性・会社員］ 

 

▼他県から越してきましたが、中学校がお弁当なのにはおど

ろきました。いろいろな負担、衛生面を考えても、やめてほ

しいです。［宮前区・30代女性・無職］ 

 

▼いつもならこのようなアンケートには、回答しないのです

が、中学校給食実施が項目の中にあったので回答しました。

私達家族は共働きをしています。共働きしないとやはり生活

に支障がでてきてしまいます。子供はまだ小学校ですが数年

後中学生になった時、毎日、朝にお弁当を作るのは時間的に

も体力的にも厳しいものがあり、仕事を続けていけるかとて

も不安です。同じ保育園に通っていたご家族の中には、中学

校からのお弁当作りの事を考え、都内に転居された方もいら

っしゃいます。勤め先でも川崎市が中学校に給食がない事を

言うと驚かれてしまいます。中学校の給食の件も含め、川崎

市は近隣の都県に比べ子育て支援のレベルが低いと感じてい

ます。つたない文章で申しわけありません。今回このような

意見を言える機会を作っていただきありがとうございます。

［多摩区・40代女性・正社員］ 

 

▼給食に関しては、あれば助かりますが、食材などは放射線

量をしっかり測定し、吟味してから使用していただきたいと

思う。［麻生区・20代女性・非正規］ 

 

▼小学校の子供がいます。給食の時間が短く、困っています。

以前、給食試食会というのに参加しましたが、親の私でさえ、

食べ終わらせる大変でした。「ゆっくりよくかんで食べる」の

が良いことと保健だよりにも書いてありましたが、本当に「ゆ

っくりよくかんで、一口 30 回ずつかんで」食べたら 30 分は

かかるものです。しかも宮崎中学校の昼食の時間は、なんと

わずか15分だそうです。せっかく自宅で「ゆっくりよくかん

で食べる良い習慣」を見につけても、学校で早食いのトレー

ニングをさせられてしまうのです。もし、授業時間の確保の

ために給食時間を増やす余裕がないとのことなら、夏休みを

短くして下さってかまいません。食育食育というなら、食事

時間を十分にとることも大切にしてほしいです。 

［高津区・30代女性・無職］ 
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▼中学校がお弁当だというのを初めて知りました。交通の便

もよく共働きに適した場所だと思っていますが、“お弁当を作

る”のは負担が大きいです。引越しも考えてしまいます。 

［幸区・30代女性・正社員］ 

 

▼＜中学の昼食＞正直、疑問。なぜですか？ 夏や梅雨の季

節、食中毒も心配。子供～大人への大事な時、小学校のよう

に専門家が成長に合ったメニューを考えてくれると安心でき

る。中学は心も成長する時。なかなか親ともコミュニケーシ

ョンがとりにくい。大勢の大人が大事に見守ってあげたいと

思う。［中原区・40代・会社員］ 

 

▼中学校へ行くと給食が無い事にびっくりしました。 

［高津区・20代女性・専業主婦］ 

 

▼中学校の給食を早期実現してほしいです。子ども手当を減

らして保育園の充実にあてるだけではなく、もっと大きな小

学生、中学生にも目を向けてほしいです。その中で 今私の

周りの母親達の間で一番問題だと話しているのが給食です。

なぜ給食がないのか疑問ですが、神奈川県の給食実施率が

16.4％と知ってますますどうして?という気持ちになりまし

た。これを知っていたら神奈川には引っ越して来なかったの

に…。これから 3 人の子供達が順次中学に入学することを考

えると、医療の助成も含め、神奈川に住むこと自体考えてし

まいます。［高津区・30代女性・無職］ 

 

▼中学校のお弁当の改善も要望します。添付資料を見て驚き

ました。近隣の都県では９０％をこえる割合で給食にもかか

わらず、なぜ神奈川県だけいまだにお弁当なのか不思議でな

りません。栄養面や労力の負担もあるので、給食への変更を

熱望します。［中原区・40代女性・無職］ 

 

▼コンテナターミナル拡張や工場跡地取得など、直接市民に

関係のないものにお金をかけるのはやめて、ゴミ収集 3 回維

持や子育て、中学生昼食などに使ってほしいです。 

［宮前区・40代女性・正社員］ 

 

▼中学校給食はぜひ実現してほしいです。がんばりましょう

［宮前区・40代・正社員］ 

 

▼中学校給食の問題 小学校のような給食を中学校でも実施

して欲しい。全国的に中学校で給食がじっしされているのに

もかかわらず、川崎市で行われないのはおかしい。税金を払

っているのに。弁当を作ることが、どれだけの負担になって

いることか、わかっていない。［多摩区・30代女性・会社員］ 

 

▼中学校の給食 成長期の子ども達がみんなきちんとした昼

食をとれるように給食を実施すべき。現行のランチサービス

は、手続きがめんどうで、昼食時間内（約10分）に、指定場

所に取りに行って教室に戻って食べて、また、返却しに行く

ことが困難なため 利用率は、ほぼゼロに近いため意味がな

い。［多摩区・40代女性・非正規］ 

▼小学校の給食で使われている食材が本当に安心して食べさ

せられるものなのか とても不安を感じています。特に牛乳

などは、飲む、飲まなくて良いの選択の自由を与えてほしい

です。将来の日本を背負う大切な子供達が汚染された食品を

食べさせられるという可能性がある現実。もっと情報を知り

たいです。その上で、食べる食べないの選択を与えて欲しい。

小学校の給食、正直恐怖を感じています。 

［高津区・40代女性・パート］ 

 

▼学校給食について 現在、結婚して 1 年目でまだ子供はい

ませんが、子供ができても今と変わらず働くつもりでいます。

しかし、川崎市（というか神奈川県のほとんど?）は中学校の

給食がないと知り、川崎市では子育てしたくないと思いまし

た。働きながら毎日のお弁当を作るなんて大変すぎて無理だ

と思います。この辺りは働きながら子育てをするお母さんも

多い印象ですが、フルタイムで働いている方でもお弁当作っ

ているんでしょうか? まだ子供がいないので、10年後くらい

までには給食が実施されることを願っています… 

［中原区・20代女性・会社員］ 

 

▼身体を作る大事な期間の中学では、給食として頂けたら助

かる。なぜしないのかの説明が聞きたい。食べる量の問題な

のか? 給食費未払いなどの問題なのかなど。 

［高津区・30代女性・主婦］ 

 

▼お弁当屋さんへの注文もできるようになっていますが、利

用者が少ない。当日の注文は制限があることから使いにくい

です。また、部活で朝早く作ったお弁当をもたせるのですが、

夏には食中毒・痛みやすい等心配が多いです。中学校の給食

がない市は、全国でも少ないのが現状です。給食の実施を要

望します。［中原区・40代女性・会社員］ 

 

▼自営業で、共働きなので、中学校まで、給食があるとすご

く助かります。給食だと栄養もかたよらず、子供の為にもい

いと思います。本当に中学校でも給食を続けていただけるよ

う、宜しくお願いします。［高津区・30代女性・自営業］ 

 

▼中学昼食は近いうちに実施してもらいたい。栄養バランス

が高くなるし、家庭の負担も減る。子育てしやすい街にして

下さい。［高津区・30代女性・主婦］ 

 

▼地域によって中学校で給食を実施しているのはなぜか、国

で統一しないと不公平。・増税＋給与の減少では全く生活が向

上しない！！［宮前区・30代女性・無職］ 

 

▼毎日忙しく働いている若い子育て中の親（特に共働きの）

にとって小学校までは給食があるものの中学からはお弁当を

持たせなくてはなりません。義務教育の間は、他都市と同様

完全給食にすべきです。毎日お弁当を作る親の負担は大変な

ものです。冷凍食品に頼る人が結構多いと聞きます。中学校

までは栄養のバランスの良い給食を是非とも提供してくださ

い。［宮前区・70代・年金生活］ 
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▼学校給食は中学校までにして下さい。高校であれば、食堂

のある学校、売店等もあり、又は通学途中での購入が可能だ

と思うのですが、中学ではそれも無理です。ぜひ中学校給食

をお願いします。［高津区・40代女性・無職］ 

 

▼中学校給食が川崎市では実施されていないというのは驚き

です。共働き世帯にとって給食があればお弁当を作らずにす

みずいぶん楽です。助かります。他都市でできることが大都

市の川崎市でどうしてできないのでしょうか、不思議でなり

ません。［麻生区・30代女性・非正規］ 

 

▼中学校給食までは、実施してほしいです。他県では小学校

～中学校でしますし、（朝食も食べないで学校に行く子供が多

いとのこと）川崎でも実施をして下さい。 

［多摩区・60代女性・年金生活］ 

 

▼中学校での給食も実施してほしい。皆強く望んでいます!!! 

保育料が値上がったので困っている。 

［川崎区・40代女性・非正規］ 

 

▼中学校給食も完全実施すべきです。 

［幸区・40代女性・正社員］ 

 

▼中学になったら給食もなくお弁当になります。まわりのお

友達は子育てしやすい環境へと（都内など）引っ越している

人もいますが、引っ越しできない親達は毎日必死に働いて子

育てをしていくしかありません。もっともっと子育てしやす

い環境にしてください!! 中学は給食！他の地域ではできて

いるのになぜ川崎市でできないのですか。 

［高津区・30代女性・パート主婦］ 

 

▼中学生も成長の一番大事な時期だからこそ、給食で計算さ

れた栄養を。［高津区・30代女性・パート］ 

 

▼中学生の学校給食をお願いしたいです。お弁当では特に夏

場心配ですし、成長期なので、色々なものを食べさせたいで

す。冷凍食品等を使うお弁当では、なかなかバランスが取れ

ないような気がします。川崎市はなぜ中学校の給食ができな

いのでしょうか？東京では当たり前のことなのに、不思議で

仕方ありません。［宮前区・40代女性・主婦］ 

 

▼中学校でも給食を実施してほしい。 

［麻生区・40代女性・主婦］ 

 

▼ここ数年マンションの増加により急激に人口が増え、保育

園に入れない人や小学校・中学校の増築を行っていますが、

校庭は狭くなり、児童数が増えすぎていて子どもが学校に通

うにあたりとても心配です。中学の給食を実施していない川

崎はなぜ実施しないのか、共働きの多い時代に毎日お弁当は

とても大変で食事も偏りがちです。住宅を増やすならもっと

住みやすい環境にしてほしいです。 

［川崎区・30代女性・自営業］ 

▼小学校 3 年生と年長の子供を養育している親です。義務教

育である中学生にはぜひとも給食を導入してほしい。共働き

なので毎朝の弁当作りは大変な負担になります。上の子が中

学生になる2016年4月には実施していただきたい。 

［川崎区・30代男性・正社員］ 

 

▼中学校での給食実施を是非ともお願いします!! 

［多摩区・30代女性・パート職員］ 

 

▼私は豊島区出身ですが、中学がお弁当なんて私立校じゃあ

るまいし信じられないです！何とか給食にしてください。 

［川崎区・40代女性・自営業］ 

 

▼健康保険料や区民税が高い。中学校給食の普及率が低いこ

とを知ってびっくりした（埼玉県出身なので）。市民のことを

考えていない。神奈川県では子供を育てたくないと思った。

［中原区・20代女性・非正規］ 

 

▼学校給食の件です。中学ではランチサービスも実施してい

ますが、娘は嫌がります。なぜ？と聞いたところ、弁当持参

の子でも10分くらいで食べないとならなくて、ランチサービ

スを注文した場合は昼休みに 1 回まで取りにいかないとなら

ないそうです。うちの娘は弁当持参していますが、家庭の事

情がある子供はコンビニ弁当やパンだけで済ませている様子

です。成長期の子どもの食生活を考えたら、やはり給食であ

るべきだと思います。これから消費税が上がり、税負担が増

えれば、働きに出なくてはならない母親が大勢いると思われ

ます。母親の負担ももちろん大きいです。早急に給食実施し

てもらいたいです。［中原区・30代女性・非正規］ 

 

▼中学生の昼食のあり方について意見を…。給食になればバ

ランスの良い食事が出きると思いますが、外部からの持ち込

みではなく、小学校のように給食室でつくっていただけると

良いかと！！［川崎区・50代女性・無職］ 

 

▼数年前に山口県から引っ越してきました。中学校給食は山

口では当たりまえで私も30数年前中学校給食を食べて育ちま

した。こっちに来て中学校給食がないと知りとても驚きまし

た。働いている親はつくるのが大変です。全部食べて欲し子

どもの好きなものばかり入れるようにもなるので、栄養もか

たよってしまいます。生のものはなかなか入れられません。

どうか早めに中学校給食にしてください。 

［中原区・40代女性・非正規］ 

 

▼中学生の昼食→男女で食べる量が違うと思う。給食費が高

くなりそう。せっかく子供を沢山産んでも増税されてしまう

のでがっかり。働かなければ生活できないし、保育園は入れ

ないし×××。少子化対策が全然感じられない。川崎は子供

がたくさんかもしれませんが、国から見たら子供が 3 人以上

…5 人以上の家庭に何か考えて欲しい！！テレビで大家族等

見ると、せっかくあんなにたくさん子供がいて、生活苦って

…少子化問題に反している気がします。［宮前区・40代女性］ 
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▼給食も中学校まで実施してほしいと思います（私も 3 人の

子供のお弁当は大変でした）。［麻生区・70代女性・年金生活］ 

 

▼医療費の負担が大変。中学校は給食にぜひしてほしい。 

［多摩区・30代女性・会社員］ 

 

▼川崎市内の市立有馬中学校に子を通わせています。学校給

食がなく、とても残念です。弁当持参は、夏場は腐らないよ

うな配慮が大変で、頭を悩ませています。食育と思われてい

るようですが、弁当のメニューにもワンパターンで、バラン

スはなかなか困難な状況です。働いておられる家庭も多いで

すし、ランチサービスも何かのトラブルで戸数が足りず食べ

られなかった過去のケースもあると聞きますと、給食があっ

たら…と願う毎日です。アンケートでもとっていただいてい

いのでぜひぜひ給食実現へ動いていただけたら嬉しいです。

よろしくお願い致します。［宮前区・40代女性・正社員］ 

 

▼2年前、長年住んでいた東京を離れ、こちらに越してきまし

た。中学校で給食があるのは当然のように育ったので、こち

らではお弁当だと知って驚きました。食材の数、調理法など

家庭で毎日気を付けるには、経済的にも体力的にも無理があ

ります。体と心がつくられる大切な時期にしっかりと給食を

食べて勉学に励むことを切に望んでいます。ちなみに私個人

として、中学時代の給食から、家庭で出てこない料理を学ぶ

ことができ、現在の育児に役立っています。 

［麻生区・20代女性・無職］ 

 

▼学校給食が中学校でないというのは？ 

［中原区・30代男性・正社員］ 

 

▼中学生の給食のあり方について お母さんが働いている家

庭が多いので、小学生のように中学校でも給食の完全実施を

してほしいです。［麻生区・60代男性・自営業農業］ 

 

▼中学校給食についても東京はほぼ給食であることに驚いた。

お弁当持参だと家計に負担がかかるし（給食の方が安いと思

う）、栄養面でも給食の方が良いし、川崎に住み続けるメリッ

トは？と考えてしまった。他都道府県のように同様に支援を

充実させてください。 追伸→中学校給食はなぜ実施されな

いのですか？保育園のように主食（ごはん）は持参という形

でもよいので、実施してほしい。［幸区・30代女性・無職］ 

 

▼小中で給食を実施してほしい。 

［川崎区・20代女性・専業主婦］ 

 

▼中学の給食の問題も、本当に長い間の懸念事項で、私は何

度も署名しましたが、変わりないですね。介護も必要ですが、

育ちゆく子どもたちの福祉にももっと力を入れないと、産め

ない、育てられない、養う人が減る、の悪循環に歯止めがか

かりません。川崎は近隣の市や区に比べ、子育てしやすいと

思いますが、働く母にはそうとも言えない現状の改善を、大

至急お願いします。［幸区・30代女性・公務員］ 

▼中学校給食の実施［幸区・40代女性・会社員］ 

 

▼中学生の給食も実施して頂けると本当に助かります。夏の

お弁当は心配です。［多摩区・40代女性・会社員］ 

 

▼中学に給食がない。［幸区・40代女性・無職］ 

 

▼中学校給食については給食が無い事の意味がわからないで

す。県外出身のお母さんたちに聞いてみると「え、ウソ！な

いの？なんで～！」と必ず言います。わたしも、栃木・長野

とあることがあたり前と思っていたことがあたり前でないこ

とに驚きました。年頃の子のお弁当になると食べそうなおか

ずしか入れなくなると思います。小学校のわくわくのお弁当

でさえもすでにそのようになっています。ということはかた

よった食事生活になるのは確かです。その前に給食を入れて

ほしいです。お弁当のおかずに親によっていろんなものを入

れることでいじめにつながることもあるのではないでしょう

か？お弁当にすることで、親とのけんかも増えるのではない

でしょうか？署名活動で実現するのなら、いくらでも書きま

す。音楽の町にする前に他にすることが山のようにあると思

います。［中原区・30代女性・パート］ 

 

▼2年前から川崎市に住み始めましたが、保育園不足、中学校

給食の問題など、これからこの地で子育てしていけるのか不

安になります。［中原区・30代・正社員］ 

 

▼近隣の県には中学校にも給食があるのに、川崎市がないの

はおかしいと思う。働いている者にとってはお弁当作りは負

担であり、早急に取り入れて欲しい。 

［中原区・40代女性・正社員］ 

 

▼給食も学校で基本的に出してほしい。 

［中原区・40代男性・正社員］ 

 

▼川崎市長は子育てをしたことがあるのでしょうか？小学生

から医療費がかかり、中学では部活の朝練、週末も部活と忙

しく母親は休みもなく弁当作り、パートしないと生活できな

い状態なので、弁当作りはすごい負担です。ランチサービス

で解決する案ではダメです。うちの中学（宮内）では昼食 10

分程度しかなく、そのあと30分昼休みがあってもその時間ま

で残って食べている子は誰もいず、ランチサービスを取りに

行ってる暇もないので、ランチサービスの利用者はとても少

ないので、サービスの意味ないです。川崎を発展させたいの

に給食も医療もやっと 1 年生までとはひどいです。税金払っ

てもコンテナターミナル etc.よりまず市民に手厚く、子ども

のいる人にとっては医療と給食は早く解決してほしいです。

待機児童の事だけやってればいいわけではないです。署名運

動で市が動いてくれるのなら是非したいぐらいです。本当に

議員の皆様お願いいたします。［中原区・40代女性・パート］ 

 

▼【中学校給食】東京都はあたりまえ。 

［中原区・40代男性・自営業農業］ 
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▼中学校の給食は関東地区はほとんどだと思いますが、なぜ

川崎市はお弁当なのでしょうか。ぜひ給食を早めに取り入れ

てください！［中原区・40代女性・アルバイト］ 

 

▼一番気になるのは、中学で給食がないこと。他の都市では

常識だと思う。［中原区・40代女性・無職］ 

 

▼【中学校給食】むしろ中学が給食ないことに驚きました。

私の育った福岡では公立中学、定時制高校にも給食がありま

した。［高津区・20代女性・非正規］ 

 

▼都内に住んでいたので、川崎市に引っ越しをしてきて給食

を実施していないことに大変驚いた。給食費のことなど支払

いの対応が大変であれば食券にするなど考えて実施してほし

い。［高津区・30代・無職］ 

 

▼共働きの家庭が増えているので、中学校を給食にすべき。

［高津区・30代女性・会社員］ 

 

▼【中学校給食】小学校の給食についても登校日は給食を出

してほしい（今のような年間日数で決めるのでなく）。 

［高津区・30代・正社員］ 

 

▼今時、中学校で給食がないというのは初めて聞きました。

すぐに実施してほしいです。しかし、よくニュースで見る給

食費未払いの人が多いという問題をしっかり解決する方法を

確立してからするべきなのかもしれないと思いました。 

［高津区・30代女性・無職］ 

 

▼中学生の給食があたり前だと思っていたので、弁当だと知

り驚いた。今時なぜ給食では無いのか疑問。働く親には負担

が大きすぎる。［宮前区・30代女性・主婦］ 

 

▼中学校の給食は絶対にあった方が良いです。育ちざかりの

時にきちっと栄養を取らせたい。［宮前区・40代女性・無職］ 

 

▼中学校給食の実施をお願いしたい。成長期の子どもたちに

栄養バランスの優れた食事をとれるのでぜひ実現してほしい。

［宮前区・30代女性・無職］  

 

▼関東近県の中でも神奈川の中学校給食実施率の低さには驚

いています。働いている親には弁当作りは大変に負担です。

給食費を払いますから、「子育て支援」の発想からも、市には

検討をお願いしたいです。子どもが中学生になったら、東京

都に引っ越したいと思うくらいです。 

［多摩区・40代女性・教員］ 

 

▼【子育て教育】私の従兄弟の通う中学校ではお昼の時間が

２０分ほどしかないと叔母から聞きました。２０分でちゃん

と食事ができるのか疑問です。学校の時間割のスケジュール

を再考する必要があるのでは？と感じました。 

［麻生区・２０代女性・大学生］ 

▼共働き夫婦が増える中、中学校の給食は必ず実施してほし

い。中学生の栄養バランスを考えてもその方が良い(親の問題

で十分なお弁当を持ってこれない子がかわいそう）。 

［麻生区・30代女性・主婦］ 

 

▼義務教育である中学校の間は公立であれば給食であると思

っていた。ここに引っ越してきてびっくりした！！ 

［宮前区・40代女性・主婦］ 

 

▼なぜ川崎市は中学校給食を実施していないのか、逆にその

理由を教えてほしいです。それから給食は中学校でも実施す

るべきだと思います。［多摩区・40代女性・主婦］ 

 

▼【中学校給食】給食センターの場所が確保できない(理由?)

というのを聞いたことがあるが、近くの小学校で人員、施設

を見直して対応するとか、一カ所で作ったものを運送すると

か、民間の専門業者に依頼するとか対応策はいろいろあるは

ず…。お弁当のメニューには限界があるので(汁物や冷えるも

のは不可）成長期のこどもを持つ親として困っている。子ど

もの支援に格差があってはならない。県での対応が無理なら

国でバックアップすべき。［麻生区・40代男性・正社員］ 

 

▼子育て支援が他の市に比べると全く整っていない。他県か

らきたのですが、中学校の給食がない事、小学生に医療費が

かかること、幼稚園の費用が高すぎること、そして保育園・

幼稚園が足りていない。少子化というが、子どもを育てにく

すぎる。3 人目を来年出産予定だけど、生活に不安しかない。

［川崎区・20代男性・正社員］ 

 

▼中学校給食は栄養のバランスの観点からも、ぜひ実施して

ほしい。［幸区・40代男性・会社員］ 

 

▼中学校が弁当とは知らなかった。なぜ他県のように給食化

しないのだろう？ ［高津区・40代男性・自営業農業］ 

 

▼2人の子どもを育てています。中学校の給食、神奈川県だけ

がこのように（16.4%）低いとは驚きです（私は他県出身）。

なぜでしょうか。［川崎区・30代女性・無職］ 

 

▼他県で実施している中学校給食を実施してほしい。今から

設備をつくるのは無理だと思うので、お弁当の配送でも良い

と思う（有料で良い）。共働きには、弁当を家で準備するのは

負担。場合によっては他市に引っ越しを行う。公共事業も理

解できるが、一部は「人」にも予算をまわしてほしい。 

［幸区・30代男性・正社員］ 

 

▼他県で育ったものとしては、川崎市、横浜市の中学校給食

の現状は異常だと感じます。家庭環境によって栄養状態に差

がでてしまうなんておかしいです。関西の中学校給食がない

自治体は改善を始めたようですが、なぜ川崎市は何の手立て

も打たないのでしょうか。一刻も早く整備してほしいと思い

ます。［幸区・30代女性・会社員］ 



42 

 

▼千葉と埼玉で育った私たち夫婦にとっては、中学校の完全

給食は当たり前のものです。“食育”というなら成長期にあた

る時期にみんなでしっかりと栄養をとれる楽しい食事をする

ことも重要だと思います。保育園に入るにも大変な思いをし、

中学には給食がない。働くお母さんには大変な市です。 

［中原区・30代女性・正社員］ 

 

▼中学校も給食してほしい。［宮前区・70代女性・年金生活］ 

 

▼中学校完全給食は私達世代の母親は切実に実現してほしい

です。なぜ神奈川だけこんなに遅れているのでしょうか？こ

れから共働き夫婦がさらに増えていくと思います。栄養面で

のサポートはとても大きいと思います。 

［高津区・２０代女性・無職］ 

 

▼中学校給食の実施を早急にお願いしたいです。義務教育で

あるにもかかわらず、給食ではないというのはおかしいと思

います。働く親にとってかなりの負担です。 

［高津区・30代女性・正社員］ 

 

▼【中学校給食】親がお弁当を作ってくれない場合を考える

と給食が良い。給食費は払ってもらう。 

［幸区・60代女性・無職］ 

 

▼神奈川県の中学校給食実施率を 90％以上に、給食実施の第

一歩をぜひ川崎市からなることを期待しています。 

［高津区・40代女性・無職］ 

 

▼東京都江戸川区で育った私からすると、川崎市の子育て支

援や教育には驚くことが多いです。子育てについては、全て

においてマイナス面ばかりが目立ちます。（中学校の給食、医

療費助成、幼稚園費用等）［高津区・40代男性・正社員］ 

 

▼給食：中学校で給食がないとは驚き。子育てに対し非協力

的すぎる。不向きな場所だと痛感し日々過ごしている。 

［宮前区・30代男性・会社員］ 

 

▼中学生の昼食→義務教育なのにお弁当？と思う。学食のよ

うなものや売店のようなものがあるならまだしも、お弁当持

参か注文弁当というのはいかがなものか。親の負担も大変だ

し、注文弁当も子どもたちにはかなり不評と聞いている。 

［多摩区・30代女性・主婦］ 

 

▼他の県は中学も給食があるのでバランスがとれる給食をし

てほしい。家庭の食費も負担になっているので。 

［川崎区・40代女性・無職］ 

 

▼学校給食も中学校で実施してほしい。お弁当だと、入れる

食材も決まった物（好きな物）になりがち。大人になっても

きちんと食事内容等考えられる基礎になり、生活習慣病の予

防にもつながるかも?? ［川崎区・40代女性・無職］ 

 

▼中学校の昼食のあり方についても問題だと思います。私自

身、麻生区内の公立中学を卒業しましたが、給食が良いと思

っていました。母は頑張って毎日弁当を持たせてくれました

が、電子レンジを使う冷凍ものが多かったです。上下とも炊

き込みご飯のときもありました。忙しい親はとても苦労する

と思います。中学生はまだ成長期なので、栄養バランスのと

れ、量も十分ある給食を望みます。弁当が手作りのありがた

みを知るために必要なのであれば、毎週火・木は弁当持参だ

ったり、主食だけ弁当だったり、弁当週間だったり、いろい

ろと手はあると思います。小学校も給食なのですから今さら

中学校の給食の安全性を疑問には思いません。ぜひ中学給食

化を実現してください。［麻生区・30代女性・正社員］ 

 

▼子どもが H26 年に小学校に行くので、その後の中学校も給

食にしてもらいたい。みんなと同じものを食べれば好き嫌い

も言わないような気がする。［川崎区・40代女性・非正規］ 

 

▼中学校の給食も、仕事に出てる母親にはあると助かる。朝

忙しいので。［川崎区・40代女性・パート］ 

 

▼我が子は今年高校生になりましたが、以前から中学校まで

給食であってほしいと思っていました。 

［中原区・50代女性・その他］ 

 

▼中学も給食を、神奈川（川崎）はひどい。 

［高津区・40代男性・正社員］ 

 

▼【給食】私は埼玉県出身ですが、中学まで普通に給食があ

りました。川崎に来てこのことを知って驚きです。 

［宮前区・30代男性・会社員］ 

 

▼中学生の子どもがいます。学校給食があれば朝が楽になる

のですが…。［宮前区・40代女性・非正規］ 

 

▼私は宮城県仙台市で生まれ、20 歳の時川崎に来ました。中

学校まで給食があったので、川崎市が小学校までしか給食が

ないことを知り、びっくりしました。義務教育の間は、学校

給食があった方が良いと思います。食育と言うけれども、親

の負担は大きいと思います。［川崎区・30代男性・正社員］ 
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▼中学まで給食がないなんて知らなかった。川崎はなぜそん

なに遅れているのか？学校なのに作るのが面倒なのか？東京

では給食があるのは当たり前と思っていたが。 

［幸区・30代女性・正社員］ 

 

▼他の地域は中学生まで給食があるそうですね！神奈川県は

遅れてるよねと言われました。児童手当なんかいらないので、

中学生まで給食制度と医療費無料化にしていただきたいです。

［川崎区・40代男性］ 

 

▼学校給食は中学校までのばしてほしい。 

［宮前区・30代男性・会社員］ 

 

▼とにかく安心安全のために税金を使ってほしい。中学生の

給食は是非お願いします。母親の負担が多く、仕事に出るの

に冷凍品を使うことが多くなる。［中原区・30代女性・会社員］ 

 

▼毎日のお弁当は大変。朝食の時間も子どもとのコミュニケ

ーションをとりたい。バランスの良い、あたたかい給食を食

べさせたい。中学校で実施しない理由が知りたい。一番栄養

を必要とする時期のため、早急に検討していただきたい。 

［中原区・30代女性・主婦］ 

 

▼2008年4月に夫の転勤に伴い、岡山から転居してきました。

1番驚いたのは、中学校で給食がないという事でした。共働き

があたり前のこのご時世で、中学校給食がないというのは、

時代錯誤ではないでしょうか？［中原区・40代女性・無職］ 

 

▼中学生の給食は必要だと思います。皆で同じものを食べる

ことや、配膳などは食育として必要な、大切な作業と考えま

す。また、栄養の面でもまだ成長真っ只中の年齢の中学生に

とって、給食の方が良いと思います。お弁当では各家庭によ

り偏りがあると思うので。もちろん家庭での食事は各家庭の

責任ですが、社会、学校でも子どもたちの発達をサポートす

るという意味で。［高津区・30代女性・無職］ 

 

▼【小児医療費助成】【中学校給食】について→義務教育が中

学までになっているので、医療また給食は義務教育の日本国

としては当然とるべきと思う。“食事は中学まで同じだよ”と

無言の愛と思う（いじめ対策にも一石投じると思う）。 

［高津区・70代男性・年金生活］ 

 

▼中学も給食にしてくれると助かる。夏は痛むのも気になる

し、1日1食栄養士さんの考えたものを出してもらうと働くマ

マとしては本当助かる。［宮前区・30代女性・パート主婦］ 

 

▼中学校の学校給食を実施してほしい。働く女性（母）の大

きな助けになるはずです。衛生面でも、健康管理の面でも、

お弁当より望ましいと思います。ターミナルの拡張等どれほ

ど市民の役に立つかわからないものに血税を使うのではなく、

市民が直接利益を享受できる社会保障や教育に使っていただ

きたい。［宮前区・40代女性・正社員］ 

▼中学校給食、働く母親が増えている時代なので、給食を実

施してもいいと思う。［多摩区・30代女性・パート］ 

 

▼医療費、中学校給食に関しては、改善しなければ東京都へ

の引っ越しを検討。［川崎区・30代女性・自営業］ 

 

▼中学までは義務教育なので、学校給食にしてほしいと思い

ます。［川崎区・50代男性・正社員］ 

 

▼中学校がお弁当と聞いてびっくりです。小学 1 年の壁で仕

事を辞める人が多いと聞きます。親が仕事をしていないこと

前提なのでしょうか。またネグレクトなどでお弁当を作って

もらえない子などいないのでしょうか。子育て支援への割合

が若い世代が増え続けている川崎市なのに少なすぎと感じま

す。[高津区・30代女性・会社員] 

 

▼中学校給食について：夏の弁当持参は食中毒が心配。弁当

文化は日本だけ。［高津区・30代女性・無職］ 

 

▼中学生は食べ盛りなので、給食はあった方がいいと思う。

お弁当を２個持たす親御さんは大変だと思う。 

［麻生区・５０代女性・無職］ 

 

▼学校給食：義務教育の間は給食で子供たちの発育をバック

アップしてほしい。食は命で、情調にも関係してくると思い

ます。［高津区・５０代女性・自営業とパート］ 

 

▼中学校で給食が実施されない理由が知りたい。私が知る限

り父兄は給食を希望しているのですが…。 

［高津区・40代女性・非正規］ 

 

▼中学校の給食を開始してください。 

［高津区・60代女性・無職］ 

 

▼中学校の学校給食は早期に実現して下さい（全国レベルで

遅れている）［中原区・60代女性・無職］ 

 

▼中学生の給食について。ごはん、パン等は持参しても、育

ちざかりなのでおかずを食べさせてくれたらいいなと、自分

が中学生だった頃、とっても助かるなと思っていました。 ◎

現在は、働いているお母さんが多いので給食は中学生まで実

施してほしい。［川崎区・60代女性・年金生活］ 

 

▼中学校も給食を実施すべきです。食育の大切さを給食を通

して教えるべきだし、地域の野菜を使えば自給率の増えると

思う。［幸区・60代女性・年金生活］ 

 

▼学校給食について… 食事の栄養バランスによって性格が

変わるとも言われている。例えば糖質の摂りすぎでカルシウ

ムが破壊され、きれ易くなったり…。犯罪を防ぐ意味でも中

学校給食もあった方が良いと思う。 

［高津区・30代女性・無職］ 
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▼出産できる病院、胎児ドッグなどが受けられる病院がある

と安心。近年、NT を指摘され、遠方まで胎児ドッグを受けに

いく妊婦も多い。中学が弁当であることに、こちらに引っ越

してきて、非常におどろいています。育ちざかりであり、働

く両親がふえてきている中、さらに、栄養管理をプロにして

ほしい。［多摩区・30代女性・在宅］ 

 

▼中学校の給食について：息子が中 3 の時、一回だけ小学校

の給食を食べさせて頂いたことがありました。卒業の思い出

と言う事でしたが、とても楽しかったようです。毎日ではな

くても週 1 回とかあると楽しそうだと思います。現在の購入

するお弁当は子どもたちには不評でした。 

［麻生区・50代・正社員］ 

 

▼（給食について）国の基準値がまだ安心できない。給食だ

と助かりますが、安心の食材を使って居るのであれば…。 

［宮前区・30代女性・非正規］ 

 

▼【中学校給食】神奈川が極端に率が少ないのはなぜか？ 

［多摩区・80歳以上男性・年金生活］ 

 

▼教員の方々の苦労を少なくする意味でも中学校給食の実施

を［中原区・50代男性・年金生活］ 

 

▼小学校の長期休みの前後に給食がなくなるのが困る。 

［多摩区・30代男性・会社員］ 

 

▼中学校給食をぜひ［多摩区・70代女性・年金生活］ 

 

▼中学校給食は必要。長時間労働のきつさ。 

［川崎区・30代女性・非正規］ 

 

小児医療費助成制度の拡充を 

 

▼医療費の所得制限の緩和があり、長男も補助してもらえる

ようになり助かりました。これまでの所得制限程度の所得家

庭は決して余裕はないです。［麻生区・30代女性・正社員］ 

 

▼小児医療費はすぐ近くの東京と比較してしまう。せめて小

学生のうちは無料にしてほしい。［麻生区・30代女性・無職］ 

 

▼小児医療費助成制度は、所得制限をやめてほしい。ギリギ

リのところでもらえるもらえないは不公平（我が家はギリギ

リでもらえない）。［麻生区・40代女性・無職］ 

 

▼小児医療費助成制度の拡大を希望。団体生活を送るなかで、

病院を利用することが増える中、簡単に通院ができなくなる。

病院に行かせる親も少なくなる。せめて義務教育中まで拡大

してほしい。川崎市はもう少し子育てに力を入れてほしい。

(他地域に比べて力を入れていないし、優しくない) 

［高津区・30代女性・専業主婦］ 

▼小児医療費助成の対象が小学校 1 年生までに拡大されたこ

とに嬉しく感じております。できればさらなる拡大に尽力し

ていただけますよう期待しております。私は無党派ですが、

地域に密着し尽力されている議員の皆様（特に石田氏）に感

謝しております。今後もますます地域の発展に貢献頂きます

ようよろしくお願い致します。［高津区・40代男性・正社員］ 

 

▼うちは子供２人（小学校２年生と幼稚園年少）がいます。

上の子供は、幼いころから中耳炎になりやすく、小学生にな

っても耳鼻科通いが時々続いており、医療費がかかりすぎて

家計が苦しくなります。ぜひ、小児医療費助成制度を中学卒

業まで拡大してほしいです。［麻生区・30代女性・無職］ 

 

▼小学生・中学生の母です。医療費に関しましては、できれ

ば中学校卒業までが理想です。ただ所得制限があったり、川

崎の財政を考えたときに、無料と言うよりは 1 回の通院につ

き300～500円位支払うというのはいかがでしょう。大した病

気、怪我でないのに無料だから安易に病院に行くというのは、

ますます医療費の拡大になりかねません。 

［麻生区・40代女性・その他］ 

 

▼小児医療費助成、中学校給食の対象、地域差をなくしてほ

しい。私立幼稚園の費用が高い。［高津区・30代女性・主婦] 

 

▼一番上は小学校。公立は教材費と給食費などでお金はあま

りかからないものの、医療費が大人と同じ３割負担。子供は

自己判断が難しく、病院に行くことが多いので、東京２３区

のように中学校まで所得制限なく拡大して欲しいです。川を

渡った大田区は無料、うらやましいです。 

［幸区・30代女性・主婦］ 

 

▼中学卒業まで医療費の助成をしてほしい。 

［麻生区・40代女性］ 

 

▼人口が多いのに、子育て支援、医療費助成など最も遅れて

いる市の一つだと思う。［高津区・40代女性・非正規］ 

 

▼小児医療費助成を是非早く中学生まで拡大してほしい。 

［麻生区・30代女性・無職］ 

 

▼小学生の医療費も。幼児に比べれば身体は強くなりました

が、まだまだ子供。辛さを言葉で伝えるのも未熟なのに、病

院に足が向かなくなりました。1割負担とかどうですか…4月

から1年生、2回通院ありました。 

［高津区・40代女性・正社員］ 

 

▼子どもの給食は中学 3 年までお願いしたい。食生活のバラ

ンスもとりやすくなる。［麻生区・30代女性・非正規］ 

 

▼小児医療助成制度に関しては、所得に応じて拡大してもら

いたい。高額所得者には必要ないと思う。 

［麻生区・20代女性・非正規］ 
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▼子供が小学校 1 年ですが、風邪をひいたりした時の病院の

出費が大変たかいです。［高津区・30代女性・主婦］ 

 

▼子どもが小さいので、病院に行く機会が多いが、所得の関

係で 1 歳以降支払いをしています。夫婦共働きで住民税もた

くさん払っています。毎日忙しく、子供と遊ぶ時間も取れな

い中、働いている人が助成を受けられず、専業主婦の人は助

成を受けられる。とても不公平だと思います。小学校 1 年生

まで拡大の前に、皆平等に所得制限なしにしてほしいと強く

思います。［高津区・30代女性・会社員］ 

 

▼医療費も小学校 1 年までしか無料にならないので今は金銭

面が不安です。［高津区・20代女性・専業主婦］ 

 

▼医療費を小学生まで負担してほしい。 

［麻生区・30代女性・無職］ 

 

▼子供を増やせと言う割には子供に対する支援が、他の市町

村より遅れていると思います。3人の子供（小学生2人、3歳

児 1 人）を育てるのにお金がたくさんかかります。言ってい

ることとしていることが全然かみ合っていない。医療費助成

も全然であるし、中学校の昼食もまだ。埼玉に以前住んでい

たところでは中学校卒業まで給食もあり、医療費助成も中学

校卒業までありました。［多摩区・30代・無職］ 

 

▼小児医療費の所得制限を廃止してほしい。わが家は、1歳を

過ぎた時点で、医療費の助成が受けられず、非常に負担を感

じている。もし、所得制限を設けるなら、もっと高所得で（1500

万など）生活に余裕のあるくらいのラインにしてほしい。中

学校の学校給食も強く希望する。全体的に川崎市は子育てに

関する制度が遅れている。こんなことなら都内に家を買うべ

きだったと後悔している。［川崎区・30代女性・会社員］ 

 

▼小児医療費助成制度について。ほんの数キロ先の世田谷で

は中学校卒業までで、なんでまだ小学 1 年生なのか… 数か

月前、世田谷から引っ越してきたが、こんな状況でびっくり

している。小学一年生の息子がいるが、小学一年に拡大され

たところで、何も変わらない。一刻も早く何とかしてほしい。

こんな状態ではなかなか病院にも行かなくなるし、インフル

エンザ等予防接種も家族でいくらになるなど考えてもらいた

い。［高津区・40代女性・会社員］ 

 

▼義務教育の中学までは、医療・給食・教育費は、すべて無

料にすべきです。子供が少なく、大切だと言っている割には、

どうしてもっと国が手をかさないのですか？ 出産にしても

無料にすべきです。生活が苦しいのに出産に 30 万も 50 万も

の出費は無理。サラリーマンは補助がでて、戻ってくるのだ

かなおさら、始めから国が負担すべきです。中学まで、すべ

ての子供が無料ならば、子供ももっと増えるはずです。（塾、

習い事等は省く）。高校は有料でよいと思います。もっと子供

のために税金を使用して下さい。 

［高津区・30代女性・求職中］ 

▼これからますます教育費がかかる上に保険料まで上がると

生活が苦しくなる。他県では中学の給食があるのに、なぜ川

崎にはないのでしょうか。［高津区・30代女性・主婦］ 

 

▼ベッドタウンも多い川崎市のハズなのに 子育ての支援が

少なすぎて住みにくい。何故、中途半端に小学校 1 年生まで

小児医療を拡大したのか、わからない。今後、拡大していく

なら、一度にやってもらわないと、無駄な費用ばかりかかる

のではないでしょうか？［多摩区・30代男性・会社員］ 

 

▼子供の医療費を東京都のように中学までのばしてほしい。

子供が多数いると 1 回病院に行くだけで 1 万円はあたりまえ

に出ていきます。行きたくても行けません。非常にきびしい

です。［川崎区・30代女性・主婦］ 

 

▼＜小児医療助成について＞ 他から転入した時、こちら（川

崎）は有料なのにおどろいた。同じ医療を受けるのに何で自

治体によって違うのか。正直、子供の小さな心配事（ケガ等）

はちゅうちょしてしまう。これでは安心して子育てできない。

何とかしてほしい。［中原区・40代・会社員］  

 

▼小児医療費助成を中学校卒業までにしてほしい!! すぐに

無理でもせめて小学校卒業まで必要!! 川崎市は遅いと思う。

東京都や神奈川県内のほかの市では、すでに行っているのに、

なぜ川崎市が??と思ってしまう。子供が多い市だからこそ早

く対策をとるべきでは…!?［高津区・30代女性・主婦］ 

 

▼東京の大多数の地域では、小児医療助成は中学校 3 年生ま

ではと思います。多摩市等のように 1 回に 200 円の自己負担

程度でもかまいません。もう少し拡大をしてもらいたいと思

います。［麻生区・40代男性・会社員］ 

 

▼子どもがもう一人欲しいなと思っても、今の社会（特に川

崎市は子育ての支援も悪く）では無理だと諦めてしまいます。

小児医療助成もやっと小学校1年生まで出るようになったが、

中学まではせめて対象にして欲しいし、給食の実施もあまり

に低くて呆れてしまう。実際、私のママ友は引越する際、子

ども支援が多い所へ皆移っていきます。 共産党はきちんと

国民の声を聞き、行動に移してくれているように思うので（公

園の放射線量の測定をやって下さっているのもみました）応

援して行きたいと思う。口だけの党は本当に最悪でした。 

［多摩区・30代女性・主婦］ 

 

▼麻生区といっても稲城市、多摩市にはさまれている所です。

子育てをしていて、東京都では医療費を初診 200 円払えば、

中学卒業までは通院でき、私たちはその方々と同じ病院に通

院していても 1回に付き\2500～\3000負担しなければなりま

せん。熱が少しあっても、アトピーをかゆがっても、おさい

ふの中を見ると、がまんさせている自分が 子供に対してか

わいそうで情けなくなります。医療費の控除を子供手当ての

ように全国統一して頂き、子供がちゃんと医療機関にかかれ

るようにしてほしいです。［麻生区・40代女性・パート］ 



46 

 

▼小児医療助成は中学校卒業まで引き上げるべき。学校に入

り、運動量なども増えていく頃に助成がなくなるのはおかし

い。せめて義務教育中は助成しておいてほしい。 

［川崎区・20代女性・会社員］ 

 

▼藤沢市から転居してきて、小児医療証が所得の関係でもら

えなくなりました。せめて同じ年の子供くらいは所得関係な

く助成してほしいです。ギリギリで所得制限にひっかかって

しまうのがとても嫌です。［幸区・30代女性・主婦］ 

 

▼小児医療費助成の対象年齢を せめて小学校卒業まで延ば

してほしい。他地域に比べ、幼稚園は私立しか選択がなく 3

年間の費用の支出は大変な負担でした。そんな中での医療費

助成は大変助かりましたが、まだまだ小学校の低学年は医者

にかかる機会が多いです。1年生といわず卒業まで助成対象と

されれば家庭の負担も大きく減ると思われます。 

［高津区・40代女性・パート］ 

 

▼医療費の助成制度の恩恵が現在受けられていない。住宅ロ

ーンがあるので、できれば助成対象にしてほしい。所得制限

の緩和をお願いしたい。［幸区・30代女性・正社員］ 

 

▼ごみ収集などの回数を減らすなど無駄を省いた分、他の部

分で充実させてほしい。東京都や埼玉など都市では、医療費

助成が小学校であるのはあたりまえなのに、なぜ川崎はでき

ないのか。また 9 月からとは、なぜ 4 月分にさかのぼれない

のかと思う。所得制限はあってもよい! 

［高津区・30代女性・主婦］ 

 

▼もっと、生活に役立つ支援をして下さい。小児医療費助成

制度は、中学卒業まで引き伸ばして頂きたいです。川崎は子

育て支援に力を入れていると市長はよく言っていますが、実

際の生活で役立つ 肝心な所に目を向けていない。医療費助

成は東京都、同じ神奈川県内では中学まで助成されているの

に なぜ川崎市はないのか。中学校給食がないのも疑問です。

それにより引っ越されている知人も大勢います。 

［多摩区・30代女性・無職］ 

 

▼川崎市は、お金をかけるところを間違っている。子供も育

てるという点で、住みづらい。そういう理由で、他の場所へ

引っ越して行く人が、多いように感じる。（小児医療費助成、

保育園、空気が汚い等） 子供の頃から住みなれた場所なの

で、家を買うなら川崎としたい所ですが、今のままではかな

り困難です。［川崎区・30代女性・正社員］ 

 

▼子育て世代は、自身の両親も高齢の為、両親が病気で床に

ふせている状態ですと、会計的にすごく大変です。高期医療

制度や、子供の医療費は無料にすべきです。介護施設の費用

も、もっと安くしてほしい。［幸区・40代女性・非正規］ 

 

▼小児医療費助成制度は中学卒業まで拡大してほしい。 

［川崎区・40代女性・非正規］ 

▼小児医療費助成制度に所得制限があるのが納得できません。

収入が低くても、同居、家持ち、親の援助等があればそれな

りの生活ができますし、逆に収入が高くても、家賃（ローン）、

親の介護等があれば苦しいと思います。タダだからと耳かき

や保湿ローションをもらう目的で通う人がいる一方、医療費

がかかるとなれば、せき鼻水程度なら様子をみようとなって

しまう家庭があるのには不公平感があります。子供を心配す

る気持ちは同じです。心配だったら迷わず病院に行ける環境

を作って欲しいです。［高津区・20代男性・正社員］ 

 

▼川崎市は医療に対する負担を市民の立場で他自治体に近く

支援すべき。子供の弱視についても視力検査が的確年齢で行

われないため、他の自治体に比べ遅れすぎ。 

［多摩区・40代夫婦・会社員］ 

 

▼とにかく教育にかかる支出が多い。医療費の負担が重くて、

病院に行くのをためらってしまう。［高津区・30代女性・主婦］ 

 

▼医療費も、小学校に入ると集団が大きくなり、よく病気を

もらうのですが、負担が大きく、小学校のうちは、助成制度

を拡大してほしいです。［高津区・40代女性・無職］ 

 

▼小児医療費助成制度、中学校卒業までの拡大を切に希望い

たします。［宮前区・30代女性・主婦］ 

 

▼川崎市に転居してきて感じたこと。子育てにはお金がかか

り医療費だけでも中学卒業まで助成してほしい。給食も中学

校卒業までが望ましい。いろんな背景を含めて。川崎臨海部

の開発にお金をかけるなら他に使った方がいい。引っ越しを

考えた時、工場地帯は実際に物件を見たとき空気の悪さを直

感し、場所の利便性はあっても子育て世代は環境面で悩んだ

末選ばなかった。人がもっと集まってくる開発を考えるべき。 

これまでいろんな場所に住んだが、板橋区、流山市は政策を

含め住みやすかった。［多摩区・30代女性・会社員］ 

 

▼医療費助成や保育園の費用、中学校の給食など、子供を安

心して育てることができるような環境を作ってもらいたい。

上記のトレードオフとして、普通ゴミの件など多少の不便は

受け入れるので。［高津区・40代男性・正社員］ 

 

▼日本では少子化と言われていますが、川崎市内では子供が

増えている。それなのに、子育てをする環境は最悪だと思い

ます。幼稚園は私立ばかりで高く、補助金も少ない。医療費

はやっと小1までにしかなりません。うちの子供は小2です!! 

医療費は中学卒業まで！［高津区・30代女性・パート主婦］ 

 

▼他県より転入して医療費の負担が一番苦しい所です。子ど

もは歯科をはじめとしてとても医療費がかかります。負担を

感じるため受信を考えてしまうときがあります。重大な病気

がかくれているかもしれない心配もあります。中学校卒業ま

で、せめて小学校卒業までを助成の対象としていただきたい

と思います。［中原区・40代女性・無職］ 
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▼東京から川崎に越してきてその違いに驚いています。小児

医療女性も中学校卒業までにしてもらいたい。所得制限の撤

廃も強く希望します。［幸区・40代女性・正社員］ 

 

▼高校生、小学生の子供がいます。今年、児童手当の線引き

からわずか年収７万超えていただけで、半額になりました。

実際に育てていてお金がかかるのは中学生以降です。子供が

小さいうちはほとんど無駄遣いをしない限り、かかりません。

中学生以上の親は、自分たちの衣服代、昼食代を抑えて学費

等にまわしています。今後、消費税や電気代（９月からです

が）が上がってしまえば、教育費を減らすしかないでしょう。

これは学力低下にもつながるはずです。０歳の子に、月１万

円も必要でしょうか。ほとんどが親の衣装代に使われている

ことでしょう。子供が小さかった時も、年収が５０００円こ

えただけで医療費控除が受けられず、病気がちな子でしたが、

病院へ行くことをなるべくやめました。年間１０万近くかか

っています（現在も）。［高津区・40代男性・正社員］ 

 

▼もっと子育てしやすい環境を整えてほしい。中学生まで学

費医療費負担等。川崎の教育に対する姿勢はすばらしいと思

っています。未来をになう子どもたちのためにお金を使って

ほしいです。［多摩区・20代女性・会社員］ 

 

▼中学校完全給食の実施率の低さに驚きです。千葉県出身な

ので給食があたり前だったので信じられないです。 

［麻生区・30代女性・正社員］ 

 

▼中学生はとにかくお金がかかります！神奈川の受験制度が

変わり、塾に行かせないとならないし、部活に入れば遠征費

がかかるし（大人料金）ケガもあるし…東京都のように中学

卒業まで医療費助成してもらいたいです。 

［中原区・30代女性・非正規］ 

 

▼私にはいま子供はおりませんが、孫の将来を思うと、小児

医療費助成制度は中学卒業まで希望。 

［麻生区・70代女性・年金生活］ 

 

▼小児医療費助成制度を早急になんとかしてほしい。知らぬ

間に税金が無駄に使われていたことを、共産党のお知らせに

よって知ることができた。今後とも、共産党には市民の為の

力となってほしい。期待しています。よろしくお願いします。

［高津区・40代男性・会社員］ 

 

▼子供が生まれ、喜びは増えたが金銭面や妻の仕事面では、

制服や負担が増えた。同じような思いをしている家庭も多い

と思うので、子供が増えていくのは、今の日本では難しいと

思う。もっと子供ができ、豊かになったと感じられる世の中

になってほしい。消費税が上がり、今後の生活、子育てへの

不安が大きい。それに対し市民サービス拡充小児医療費助成

制度（中学卒業）や中学校の給食実施を増やすべきだと思う。

市長中心に考えていただきたいと思います。 

［多摩区・30代男性・正社員］ 

▼他県の友人に医療費の負担がないと聞き(小学生)驚きまし

た。ぜひ川崎市でも負担が軽くなるようお願いしたいです。

［多摩区・40代女性・会社員］ 

 

▼少子高齢化社会と問題視されている割に、介護や子育て支

援等が改善されていないように思う。中学校の給食等は実際

にやっている市町村もあるのに、川崎は遅れていると思う。

これだけ人口も増えたのに普通ゴミも週2回にするなんて…・。

川崎は暮らしやすいと聞き、購入した家も今では間違いだっ

たかもしれないと考えています。 

［川崎区・30代女性・専業主婦］ 

 

▼医療費助成についても、政令都市なのに 1 年生までと言う

のも短いと思う。モデル都市としてもっと子どもを育てやす

い環境にするべきだと思います。 

［川崎区・30代女性・専業主婦］ 

 

▼小学生と幼児（幼稚園）がいます。川崎市は子育て支援が

薄い。なんとかしてほしい。小児医療費助成が小 1 まで拡大

されたが、小学校卒業までに拡大をしてほしい。 

［幸区・30代女性・無職］ 

 

▼医療費を中学生まで拡大（東京都） 

［幸区・40代女性・会社員］ 

 

▼子どもの医療費補助にぎりぎり所得制限に引っかかってし

まい。逆に病院に行けない。［幸区・40代女性・無職］ 

 

▼小児医療については小さいころから持病を持ってしまった

子は運が悪いとしか言えず、定期的に通わなければならない

親は辛いと思います。増税や小児医療や介護保険などが上が

るくらいなら、子供手当などうけとらずそちらにまわしてほ

しいくらいです。［中原区・30代女性・パート］ 

 

▼【小児医療費】東京都は普通に行われている。 

［中原区・40代男性・自営業農業］ 

 

▼我が家は 3 人子どもがいます。一番下の子が小学校 1 年で

すが、今頃9月から1年生まで助成と言われて嬉しいですが、

がっかりです。中学校卒業まで助成して頂けることを願って

います。［中原区・40代女性・アルバイト］ 

 

▼小児医療費は小学校卒業まで無料にしてほしい。 

［高津区・40代男性・音楽講師］ 

 

▼【小児医療】所得制限の撤廃［宮前区・30代女性・主婦］ 

 

▼小学校に入ってから病院にかかることが増えたので、医療

費の助成をもっと拡大してほしい。小学 1 年まででは足りな

いと思う。学校に行ってからの方が、感染症の病気などをも

らいやすく医療費がかさんでいる。ぜひ拡大してほしい！ 

［宮前区・30代女性・無職］ 
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▼医療費も拡大してほしい。［高津区・30代・無職］ 

 

▼小児医療もせめて小学生の間はほしいところである。川崎

はそういう面で他の人に住むことを勧められない…。 

［宮前区・40代女性・主婦］ 

 

▼小児医療費助成制度も、小さい頃は病院に行く回数が多く、

あるとありがたく、中学生まであるともっと家計に助かる。

給与が減少してるので…。▽入院などするとかなりの金額で

ないと大変。［川崎区・40代女性・パート］ 

 

▼小児医療費や学校給食の実施など、県や自治体によって格

差があるという状態に、納得ができない（東京・埼玉の親類

の子どもは両方満たされている）。【小児医療】県内において

も横浜や川崎の子どもの多い市に助成されていないというの

が意図的なものを感じる(支援策を建てなくても子どもの人

口増が見込めるから？)。医療費の件でも子どもが多い家庭で

はちょっとした病気では病院に行かない(特に初診料が高い

ので)ため、重病を招く結果になってしまったという事例も聞

いたことがある。［麻生区・40代男性・正社員］ 

 

▼近隣の稲城市等は小児医療費助成制度が変更があったの

に!!なぜ川崎はならない!!［麻生区・40代男性・正社員］ 

 

▼小児医療費も中学生くらいまで助成があっても良いと思う。

数年前の 5 歳くらいへのお金配布はなんだったのですか？意

味がわかりません。［高津区・30代女性・パート］ 

 

▼武蔵野市より転居してきたが、小児の医療費など、福祉面

において不足感を感じる。［幸区・40代男性・会社員］ 

 

▼川崎市は地方自治体として、国内でも人口の多い地域であ

る。当然、税収も多い、住民税も他自治体に比べ安いわけで

はないうえ、住民サービスが充実しているとは思えない（ex

児童幼児の医療補助）［中原区・40代男性・非正規］ 

▼医療費も中学生までに（１回にかかる費用が高い。通院に

なると費用がかさみ、最後まで通院できない）。 

［高津区・40代女性・無職］ 

 

▼子どもができてから、今まで知らなかったことがいろいろ

わかりました。と同時に、その立場にならないと知ろうとし

なかった自分もダメだと思いました。川崎市が（神奈川県が）

他県と比べていいところ悪いところもいろいろわかりました。

今は子どものこと中心になっているので、そのことになって

しまいますが、医療費助成制度や給食のことは進んでいない

ように思えるので、もっと改善して欲しいと思っています。

［中原区・30代女性・会社員］ 

 

▼【小児医療】小児医療費助成制は、バラマキ諸策にくらべ

てより効果的な少子対策となります。少ない限られた予算を

効果的に給付することを前提とし、子の助成制度は小学校卒

まで拡大すべき。［麻生区・60代男性・年金生活］ 

▼切りつめても生活が苦しい。子どもが小さいと仕事も自分

の都合でやれず。親が体壊しても病院もつねにがまん。 

［川崎区・40代女性・主婦］ 

 

▼小学生は成長過程においてものすごく大きく変化する時期

です。また活動範囲の拡大、活動量のＵＰで病気やけがが一

番多いのです。小児医療費助成制度をぜひ小学校卒業まで拡

大してほしい。▽川崎は子育てしやすい住みやすい街だと聞

き、引っ越してきましたが、実際に住んでみると子育てには

不向きな町であると日々感じています。 

［多摩区・30代女性・無職］ 

▼小児医療費助成については、せめて 3 歳くらいまでは所得

制限をなくしてほしいです。［幸区・30代女性・会社員］ 

 

▼今年７月に息子が生まれましたが、保育園の時間や医療費

の助成など支援が良いとは思えませんでした。 

［中原区・２０代女性・会社員］ 

 

▼医療費助成制度→できれば義務教育中まで助成されればい

うことはないが、まだまだ病気にかかりやすい小学生の間は

必要だと思う。［多摩区・30代女性・主婦］ 

 

▼小児医療費助成制度もぜひ中学校卒業まで拡大してほしい

です。［多摩区・40代女性・主婦］ 

 

▼小児医療費の助成で所得制限がないのは 1 歳までというの

はほとんど意味がない。1歳を過ぎてからのが病院に行くこと

が増えるので、せめて 3 歳くらいまでは平等に所得制限なし

にしてほしいものです。予防接種も任意で打つインフルエン

ザやおたふくなども無料にしても良いのでは？ 

［中原区・30代女性・主婦］ 

 

▼【小児医療】小児じゃなく一生医療費助成制度にしてほし

い。［川崎区・30代女性・専業主婦］ 

 

▼【小児医療】所得制限があるままでも良いので小学 4 年生

くらいまでに拡大してほしい。［中原区・30代女性・正社員］ 
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▼収入が増えるわけではないのに、支出ばかり増えると生活

に余裕がなくなり困ります。子供が大きくなると、それだけ

で支出が増えるので、税金が上がると大変です。小児医療費

は小学校卒業までか、せめて 3 年生までだと病院にかかりや

すく良いと思います（現在 4 年、2 年、0 歳の子がいます）。

中学までにしなかった理由は、市の負担が大きくなるので、

そんなにずっと女性がなくても良いかなと思ったからです。

［多摩区・30代女性・非正規］ 

 

▼小学生から医療費が意外に高い。インフルエンザや歯医者、

ケガの通院など病院にかからなくてはダメな時に、大変なの

で助成制度が必要!! 国保料を上げると、その保険料のため

に病院に行きたくても行けなくなる!! 中学卒業まで拡大が

難しければ、せめて、小学校卒業まで拡大はしてほしい。一

人っ子は良いけど、兄弟が多ければ他にも出費もあり、消費

税が上がるなら医療費位何とかして下さい。子育てのしにく

い世の中に、子どもを生みたくない。市民の声がかないます

ようによろしくお願いします。 

［宮前区・30代女性・自営業農業］ 

 

▼高額の医療費など家庭において負担である。コンテナター

ミナルなどはいらない。もっと子供や高齢者にとって優しい

町づくりに使ってほしい。医療費は中学まで拡充してほしい。

小さいときは風邪などであるが大きくなるとケガの方が多く

なるので。子供が自由にサッカーやボール遊びができる広場

を作ってほしい。ほとんどの公園はできないので、男の子は

体力が余っている（ゲームに室内で中心の生活の原因）。 

［川崎区・40代女性・無職］ 

 

▼小学校のわくわくプラザは(高学年になるとほとんど利用

しない)、利用者が金額負担すればよいと思う。その分医療費

助成にまわしてほしい。インフルエンザの予防接種も毎年受

けているが負担(一人につき 2 回で 6000 円）それでも去年は

２人ともかかり、診断書まで含めると２人で15,000円くらい

かかっている。それ以外にも歯科検診や眼科など健康と成長

を守るための医療費はバカにならない。普通の風邪程度では

節約のために病院に行かない。【小児医療】東京都や埼玉県で

は中学卒業まで助成されている。不公平感でいっぱい。無料

とはいわない、せめて1割負担で。［幸区・40代女性・無職］ 

 

▼小児医療費、小学生、できれば中学生まで拡大してほしい。

通院費を考えると病院に行くのをためらってしまう事がある。

小１の子がいる親の中には「９月になったら医者に見せる」

と言っている人もいる。［高津区・40代女性・非正規］ 

 

▼住宅ローンが払えなくなったりして命にかかわる人々が続

出しないよう、住みやすい市にしてください。品川区は医療

費が中学生まであります。住んでいる場所に魅力のある市政

にしてください。［多摩区・40代女性・主婦］ 

 

▼小児医療費助成はぜひ拡大してほしい。 

［高津区・40代男性・正社員］ 

▼暮らしは年々苦しくなり、貯金もできず、毎年少しずつ上

がる給与も増税でそれ以上に引かれてマイナス民主党のマニ

フェスト子ども手当２万６千円という話でその頃３人目の子

供ができたとき、26000円もらえれば、妻が仕事をやめてもと

思い出産、しかし…。小学生・中学生でもお金はかかります。

医療費もお金のかかる小中学生は具合が悪くてもガマンして

もらう。子どもが 2 人以上いる家庭は、本当に今苦しい生活

をしている方はたくさんいます。どうか、子どもの医療費、

中学校給食、増税なんとかしてほしいです。川崎は特に厳し

いのでは。私たち市民、一人一人の声はいつも思っているだ

けにとどまり、聞き入れてもらえて、というか、訴える場が

ない。子どもの学校を通してなどの訴える場をもっと増やし

てほしい。よろしくお願いします。頑張って下さい。 

［川崎区・30代男性・正社員］ 

 

▼少子化が進んでいる中、子育て世代はとても苦しい生活を

している。子供が病気になっても、すぐに病院に連れていけ

ない！！子育てしやすい制度を！！ 

［麻生区・30代女性・パート］ 

 

▼子育てに関しては、私の娘の時には医療費も１歳まで補助

がなく、子どもが熱を出しても病院に行くことができなかっ

たことがある。子どもの医療費は中学卒業までできるように

してほしい。幼稚園の費用も保育園同様に課税状況に合わせ

た費用にしなければ差別だと思う。 

［川崎区・40 代女性・正社員（２年前より正社員・１５年間

パート職）］ 

 

▼子育て支援。 子供 2 人（幼稚園年少、小学 2 年生）がい

ますが、幼稚園の保育料が高くてきついです。それに加え、

小学生の子は病院へ行くと医療費もかかってきます。他の自

治体では保育料の補助金ももっと多いし、医療費もけっこう

大きくなるまで 負担額が少なくてすむときいています。現

在、少子化と言われていますが、実際の生活を考えると あ

とひとりと思っても、生活が苦しくなる一方なので、考える

ことが出来ません。少しでも改善されることを願います。 

［高津区・30代女性・主婦］ 

 

▼医療費、中学校給食に関しては、改善しなければ東京都へ

の引っ越しを検討。［川崎区・30代女性・自営業］ 

 

▼子育てなど…小児医療費、保育園、中学生の給食全て、手

厚く予算を組む（少子化対策として重要では） 

［宮前区・70代男性・年金生活］ 

 

▼小児医療助成は小学生・低学年まではせめてしてほしい。

できればインフルエンザやおたふく、みずぼうそうの予防接

種も助成してほしい。［宮前区・30代女性・パート主婦］ 

 

▼【小児医療】なぜ他に比べて小 1 までなのか？経緯を知り

たい。［多摩区・80歳以上男性・年金生活］ 
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▼小児医療費助成制度を拡大してほしい（他の自治体に比べ

ると年齢が低いように感じる）［高津区・20代女性・正社員］ 

 

▼小学校入学（4月）から医療費がかかる。ぜんそくがあるた

め、ぜんそくで公費負担がかからないよう申請したが、歯科、

眼科、耳鼻科等々医療費の負担が大きい。頑張って下さい。

共産党の方々応援してます。よろしくお願いします。 

［多摩区・30代男性・会社員］ 

 

その他―教育条件にかかわることなど 

【不妊治療の助成充実を】 

▼不妊治療の医療費が高額ですゆとりがある家庭は良いです

が、ゆとりがない人で不妊の夫婦はこの時点で子供をあきら

めなくてはいけなくなります。保育園等のことも大切ですが、

まず産みたいと思う人が産める社会、お金を持っている持っ

ていないで埋めるチャンスを逃してしまうのは残念です。ご

高齢の方の手厚い社会も大切!!しかし、それを支える支えて

いる世代も大切にしてほしい。［多摩区・20代女性・正社員］ 

 

▼不妊治療の助成金増額または保険適用。少子化と言われ子

育てに対する支援は良く耳にするが、子どもができない夫婦

の支援はまだまだだと思う。不妊と言うだけに声を大にして

言う人も少ないのも事実だが、現実、年々治療されている夫

婦は増えていると思う。どうか少しでも治療しやすい社会に

近づけてほしいと思う。［幸区・30代女性・主婦］ 

 

▼不妊治療を始めたので、とても生活を圧迫しています。子

どもを増やさなければ国の未来は暗いのに、なぜ健康保険が

使えないのでしょうか？とても不思議です。子育て支援も重

要ですが、不妊治療支援の方が重要では？はっきり言って市

からの補助費なんて焼け石に水です。 

［麻生区・40代女性・専業主婦］ 

 

▼現在、不妊治療中であり、助成制度の少なさや手厚さが低

く、なぜ??という気持ちでいっぱいです。子供を産みたいと

思っている方の希望に少しでも寄り添って頂けたら川崎市の

未来にもつながります。また性教育に関して、不妊に悩む女

性や男性がとても多く、自分ももっと早く知っておきたかっ

たので、子供にもそういう教育が必要では？また、生まれた

後のこと、将来のことが不安でたまらない。もっと安心して

暮らせる町にしてほしい。何のために税金を払っているのか

わからない。【コンテナ港・臨海部開発】については全く知ら

なかったので、自分の生活や税金に関係するのかよく調べな

いといけないと思った。本当に必要なものにお金を使ってく

ださい。常識でわかるはずですよ。 

［高津区・30代女性・正社員］ 

 

▼不妊治療等に対する助成も不足している。 

［幸区・40代男性・会社員］ 

 

▼少子化・不妊治療について。少子化に歯止めを！と言って

いる割には不妊治療にかかる多額の費用について負担してく

れる制度など整っていない。金銭面で諦めるしかない方もた

くさんいる。もっと充実した制度があれば、子供は増え高齢

社会の問題を軽減する方向のひとつになると思う。無駄をな

くし、本当に必要とするところへの補助にあててほしい。 

高津区・３０代男性・自営業農業］ 

 

▼現在、不妊治療をしています。高度生殖医療（体外受精）

には助成金があり、とてもありがたく思いますが、その他の

治療では、3割負担しなければならず、検査や注射、薬などお

金がかかります。子ども手当を本当に必要とする家庭もある

かと思いますが、何の問題もなくスムースに妊娠・出産をし、

毎月 1 万 3 千円もらえて、私からする、なぜそこに補助金が

出て、私たち不妊治療をしてこどもを待望している人たちに

は一銭ももらえないのか、怒りさえ感じます。不妊治療は精

神的にも辛いものです。そしてお金がかかり、さらに苦しみ

が増します。どうか不妊治療にも助成金をお願いします。 

[麻生区・30代女性・パート主婦] 

 

▼不妊治療費の助成金の金額をもっと上げてほしい。少子化

に進んでいる中で、子どもが欲しくてもできない人たちがた

くさんいる。将来のために子供をほしい人たちのために、も

っと治療費の援助をすることは大切であると思う。海外では

全部負担を援助して少子化を抑えている努力をしている国は

たくさんある。［宮前区・30代女性・会社員］ 

 

▼不妊治療の助成金、現在の「15万/年2回、計5年（13回)

まで」を、もっと金額上げてほしい。年2回では少なすぎで、

計 13 回を年の回数に関係なく、治療可能な年齢(妊娠可能な

年齢)のうちに、どんどん使えるようにしてほしい。何かにつ

け「子ども・子育て」と言われる世の中で、私たち子どもの

いない夫婦は生きて生きづらいです。そこら辺の配慮がほし

いです。［宮前区・40代女性・無職］ 

 

【少人数学級、学童保育の条件整備】 

▼娘が小学1年生で坂戸小学校に通学しています。1年生のト

イレは３～４つ、そのうち１つが洋式です。短い休み時間に

洋式トイレに人気が集中し、時間切れでトイレをあきらめる

子もいるそうです。娘は和式トイレができず、洋式トイレの

扉も固くて怖いと学校での水分摂取を抑えて学校ではトイレ

に行っていないようです。校舎の建て替えは無理でも、トイ

レだけでもきれいになると子供たちのストレスが減るのでは

ないかなと思います。ぜひお力添えお願いします。 

［高津区・40代女性・パート］ 

 

▼小学校（低学年以外・35人学級）、特にクラスが多い（1ク

ラス 32～40 人近くいる）学校は大変そうです。全学年 30 人

くらいにしてほしいです。改善に向けて取り組んでいらっし

ゃるのがよくわかります」。これからもがんばってください。

［川崎区・30代女性・正社員］ 
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▼高津高校をきれいにしてほしい。小中だけでなく高校生に

も目を向けてほしい。［高津区・40代女性・無職］ 

 

▼先生の人数が少なすぎると思う。雑用が多すぎて、本来や

らなくてはいけないであろう、先生の勉強をやる時間が取れ

ていなくて、その結果、未熟な先生が多すぎる。各クラスに

先生が 2 人が望ましいが、せめて学年に 1 人は副担任が欲し

い。［高津区・40代女性・会社員］ 

 

▼小中学校でいじめがクローズアップされているが、先生の

目が細かく行き届くような少人数学級の実現を最優先すべき

です、それだけで教師の時間的・精神的ゆとりが生まれ、子

どもたちに寄りそえる機会が増えます。特に現場に任せきり

になっている中学校への対策が必要不可欠です。 

［多摩区・30代女性・地方公務員］ 

 

▼教育環境の改善を希望します。子供たちの学力低下が心配

です。このままでは日本は国際社会からとり残されてしまう

と不安を感じます。子供手当ては預金にまわるだけです。減

額してでも少人数学級（秋田のような、先生を増やす等）等、

教育の質の改善に力を入れて頂きたいです。 保育園でも幼

稚園のように教育を行ってほしい。私たち共働き夫婦の子供

は習い事をさせたくても（費用はあるのに）時間がありませ

ん。子ども手当てでは子供の数はふえないと思います。3人目

以降の子は、国立大学の授業料を免除するとか思い切った策

が必要ではないでしょうか。同時に国公立大学のレベルUPも

見込めます。［幸区・30代女性・正社員］ 

 

▼○公立高校のエアコン設置 県の予算がとれなかったため

父母が負担して設置したらという話を聞きましたが、学校に

よって個人の負担額がものすごく差があるとのことでした。

公立学校なのにおかしいのでは? ○小中学校 PTA 役員をし

ていますが、PTAや図書室で必要なものを購入したくても「予

算に対して少なすぎ・多すぎ」との理由で却下されてしまい

ます。そのくせ予算を使うために不要なものを購入したり… 

納得いきません。［多摩区・40代女性・非正規］ 

 

▼いつまで保育園幼稚園のことばかり話し合っているのでし

ょうか？わが子たちがその年齢の頃には、早くこの問題の解

決を願っていましたが、その時には保育園に入れなかったの

で、働きにも行けず、かなり切り詰めた生活を強いられてい

ました。今その子たちも中・高校生です。授業内容特に充実

したものにならないと塾に頼らなければ学力がつかず、進学

も困難です。学校の授業を第一に充実したものへとしてほし

いです。駅前の異常な数を見ておかしいとは思いませんか？

嫌でも子どもの教育費が年々大きくなっている現実、ここに

あたり前のように公共料金や税金が上がれば生活は苦しくな

るばかりです。［宮前区・40代女性・その他］ 

 

▼小中学校隔週で土曜にも午前授業を行ってほしい。平日に

詰め込まれ、習い事にも通うのは負担が大きいと思う。 

［宮前区・30代女性・無職］ 

▼【子育て教育】少人数学級や教員をサポートするスタッフ

を増やすなど、生徒に接する人を増やしていじめ問題など早

期に対処できたり、悩みを受け止められる環境にしてあげて

ほしい。［中原区・40代女性・パート］ 

 

▼小中学校での勉強の充実、塾に頼らずに高校へ行けるよう。

［高津区・40代女性・無職］ 

 

▼小学校は 6 時間は多すぎると思う。夏休みなど、長期な休

みを減らしたり、土曜日休みを無くして、平日にならいごと

もあるから、余裕も少しもたして帰らすべきだと思う。 

［宮前区・30代女性・主婦］ 

 

▼子どもも来年小学生になりますが、学童保育の終了時間に

はお迎えが間に合わないため、民間の学童保育に入れるつも

りですが、夏休みなどは月に７～8 万円かかります。（小学校

の学童はあまり子供が楽しめなく、早い時期から通わなくな

ると聞いています）今は昔と違って、治安の心配などで小学

生になっても一人で家に居させるのはとても心配なのが、私

たち親の共通の思いです。小学生になっても、もっと安価で

楽しく通える放課後保育を充実させてほしいです！とにかく

今の世の中はフルタイムで働く母親は優遇されていますが、

パートタイムなどの人たちは逆にメリットがありません。そ

の辺をもっと考えてもらわないと、少子化は進むだけです。

［高津区・40代女性・会社員］ 

 

▼【子育て・教育】小学校の１年から３年までの少人数クラ

ス実現と不登校の子が多くなっている中学校１年生の３０人

学級を急いで！［多摩区・60代男性・年金生活］ 

 

【高校・大学の教育費負担軽減を】 

▼小学校に入るまでの手当は厚いが、高校・大学に進学する

子どもを持つ家庭の方が収入の増加もなく厳しいのが現状で

す。そのくせ役員クラスの年収1000万円以上の人に対する所

得税率が低すぎる。やっと年収 700 万円になっても 100 万以

上が税金で取られてしまっては、子どもを公立校に入れざる

を得ない、9 億円もあるなら大学でも助成制度を作ってほし

い！［多摩区・40代女性・無職］ 

 

▼小児医療費助成制度ですが、小１まで拡大は嬉しいですが、

小１になればそんなに病院には通院しません。それなら入院

だけとかにしてほしい。それか幼稚園、高校（特に私立）の

費用を考えてほしい。大学生の子が家にはいないので、良く

わかりませんが、高いと聞きます。（専門学校もです）。 

［高津区・40代女性・パート］ 

 

▼私立高校 2 年生の娘がいます。高校授業料の無償化がはじ

まったので、本当に経済的には助かっていますが、公立に入

学できなかった方たちは学費が大変です。私学助成をもっと

もっと増やしてほしいです。無償化も続くよう、国に要請し

て下さい。［高津区・40代女性・パート］ 
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【その他】 

▼三人の子供がいる世代の人間です。少子高齢の日本におい

て心配している点があります。子どもが少ない。子育ての母

親の就労環境が整備されていない。女性が安心して働ける社

会にしないと、増々子供を産めない。さらに結婚すらしない

女性が増える。これは経済発展のためだけでなく、政治家が

日本の将来をもっと真剣に考え、提案していくべき問題と存

じます。議員の給与以上の働き、活動を市民、国民に示して

ほしいと思っています。［多摩区・60代男性・年金生活］ 

 

▼公立の幼稚園を復活させて。西生田中学校を災害対策も含

めて改修工事してほしい。［麻生区・40代女性・主婦］ 

 

▼今後、子どもを産んで育てていくうえで、川崎市の子育て

支援のより良い発展を望んでいます。 

［高津区・30代女性・非正規］ 

 

▼川崎市は子育て環境が整っていません。川崎に住んでるメ

リットもない。市長は本当にこの現実をどう考えているのか。

何もしないなら自分の給料を下げるべきだ。 

［多摩区・30代男性・自営業農業］ 

 

▼☆少子化対策が足りない（出産費用を全額無料にするとか） 

☆保育料が高い ☆平成24年度6月から住民税が大幅に増額

（子供手当ての支給により今まで住民税と所得税の計算時の

扶養控除が廃止 わが家には小さい子供が 3 人います。その

為住民税が増額されています。）今後、消費税も上がると収入

も上がらないのに もっともっと生活が苦しくなって生活し

ていけるか不安だし、3人も子供を育てていかなくてはいけな

いので、お金もかかるので支援してほしい。 

［麻生区・30代女性・正社員］ 

 

▼社会的に不安定で、働く人も収入が減り、借金をおうこと

が増えているように思えます。そんなことで、家庭を大切に

せず、子育てに不安を感じている方も多いと思います。ゆと

り教育ではなく、ゆとりがある生活を送れないと、世の中も

子供もおかしくなっています。ご老人のお話をきくことがよ

くあるのですが、孫のことをまかされ親は働き、子供はどう

あつかってよいか、仕事もせず、勝手なことをしている、気

分がゆううつだといわれてました。子育て、介護、雇用すべ

てにおいて、つかれている方が多いと思います。不安のない

世の中にしてほしいです。［麻生区・40代女性・正社員］ 

 

▼東京に比べて高い。東京に引っ越したほうがいいと言い、

友人 2 人が川崎から離れました。もっと住みやすい町にして

ほしい。［川崎区・30代女性・無職］ 

 

▼少子高齢化の対策として、子供を産みたいと思える、育て

られる支援策が必要。産むのにお金がかからないように。・幼

保もただでも良いと思う。そのための消費税増税なら納得。

［高津区・30代・自営業農業］ 

▼今の時代、共働きで子育てをするという不安は大きい。子

供を育てるには稼ぎが必要だし、稼ぐために共働きをすれば

教育を他（学校等）に押しつけがちにならざるをえないとい

う矛盾を感じる。子育て支援や労働に対する配慮がなければ

安心して子作りに前向きになれないし、少子化が進めば、今

度は年金・高齢化問題につながり、結局負の連鎖しか未来を

描けない。全てを総合的に考え取り組んで欲しい。 

［中原区・30代女性・正社員］ 

 

▼女手１人で子供を育てるのに私は母の力に頼ってますが、

片親だと子育ては大変です。保育園や学校 etc.を子育て関係

に力を入れてほしいです。［宮前区・30代女性・会社員］ 

 

▼少子・高齢化は将来を考えれば税と社会保障の一体改革、

財政再建と同時に行うべき課題である。効果も影響も後に必

ず出てくる問題だから、先送りは許されない。 

［高津区・40代男性・正社員］ 

 

▼もう少し、子どもと一緒に遊べる無料の場所があればと思

います。（区役所・保健所の開放etc.） 

［高津区・30代女性・無職］ 

 

▼子どもがのびのび遊べる広い公園をつくってほしい（ボー

ルなどもできるところ）［川崎区・30代女性・会社員］ 

 

▼川崎市内の病児保育施設が少なすぎると思います。共働き

家庭にとって、子供が病気になった時に預かってくれる人が

いるかどうかはとても重要なことで、議両親などが近所に住

んでいる人は良いが、そうでない人もたくさんいる。そうい

う人が安心して預けることのできる病児（病後児）保育園を

もっと増やしてほしい。［宮前区・30代・正社員］ 

 

▼【子育て支援や教育】環境教育の充実を願います。 

［多摩区・60代女性・無職］ 

 

▼親の年収の差で学習環境の差が出るのは、切ない。（私立と

公立、塾に行ける行けないなど）［幸区・30代女性・正社員］ 

 

▼増税されたり、負担は増える一方、給与は変わらないか減

るかがほとんどの人の中、苦しめることしかしない。子ども

を育てるのはほんとにお金がかかる。産みたくても産めない

現実をもっとわかってほしいです。 

［川崎区・20代女性・その他］ 

 

▼次の日本を担う子どもさんを大切に守ってほしい。教育を

守ってほしい。［川崎区・70代女性・年金生活］ 

 

▼東京に比べて子育て支援の対策が乏しいと感じる。 

［宮前区・30代男性・会社員］ 

 

▼公立の中・高校のレベルを上げる（例：千葉県etc.） 

［幸区・40代女性・会社員］ 
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▼昨年結婚し、川崎市へ引っ越してきました。共働きです。

これからお産に育児と考えています。住みやすいまちづくり

お願いします。［川崎区・30代・正社員］ 

 

▼介護保険料、国民健康保険料、増税、しなければ対応でき

ないのは理解できます。ただ、一番の問題であるはずの「少

子高齢化」に目を向けず、“先端産業”等に力を入れてもその

礎となる労働力の確保が出来なければ意味がないのでは？と

考えます。数の原理で年齢の高い方の意見が通りやすいのは

わかりますが、先のことを考えて人口を増やす努力（子育て

支援や教育に)もう少し目を向けても良いのではないかと考

えます。［宮前区・２０代男性・正社員］ 

 

▼普通ゴミ収集を減らした分の削減費用を他で、どのように

使われるのか知りたい。減らすべき費用は減らし、その分子

どもの教育の補助(医療費含む)にあててほしい。子供は将来

の宝なので、子育ての補助（子供手当含む）にあててほしい。

［多摩区・40代男性・会社員］ 

 

▼市営住宅の優遇入居をしてほしい。年 2 回ではなく、本当

に困っていて今すぐにでも入居を希望している人が入居でき

る、また空き部屋があればそこを市民に知らせ入居を募集す

るなどして空き部屋をなくすなどしてほしい。 

［宮前区・30代女性・無職］ 

 

▼働ける人、働きたい人、働かなければならない人を支える

雇用と子育て支援は、いまや若くして出産される人も多い中、

大事なことと思います。［多摩区・30代女性・会社員］ 

 

▼幼稚園のアレルギー対応休職がほとんどされておらず、も

っとアレルギー対応休職を辞ししてほしいです。また、支援

センターは古い建物が多く、時間制で利用時間も決まってお

り、もっと利用しやすく園庭もある児童館を作ってほしいで

す。［多摩区・40代女性・主婦］ 

 

▼市に要望することではないかもしれませんが、日本がまず

やらなきゃいけないことは「自給率100％をめざす」と「人口

の確保(出生率のＵＰ)」です。このために出産・子育て・教

育に全くお金がかからない、安心して子供を生める社会づく

りが大切です。このままでは地球上から日本人がいなくなっ

てしまいますし、その前に国が破たんします。 

［多摩区・40代女性・自営業農業］ 

 

▼育児・教育に助成制度が増えないと結婚も出産も先が見え

ないでしょうね。［宮前区・50代・会社員］ 

 

▼30 歳になったので、私たち夫婦も子どもをつくることを考

えるようになりました。今の住まいや町の周辺も気に入って

いますが、子どもにかかわる出費を考えると、数年以内に都

内に引っ越すことを本気で考えています。多摩川を渡るだけ

ですものね…。同世代の友人たちも都内に移ることを検討し

ています。［中原区・30代女性・正社員］ 

▼出資ばかりが増える世の中で、子どもに満足のいく教育や

食育をさせてあげられないのは本当に心苦しい事だと思いま

す。私にも 1 歳の子どもがいますが、今後の資金繰りがとて

も心配です。同じ日本なのに地域によってこんなにも生活環

境が異なるのには疑問を感じます。他地域の良い面はどんど

ん取り入れるべきでは？本当に必要なものに資金を使ってほ

しいと切に願います。［麻生区・30代女性・無職］ 

 

▼増税等の負担ばかり増えてつらい。少子化も子育ての施設

の前に平均給与が下がっている今、子どものことを考えると

よほど給与に余裕がないと不安で、子どもが欲しくてもつく

らない方々も多いと思う。値上げばかりでなく、逆に税を下

げて国民負担を減らせば、お金のめぐりも良くなるのではと

思う。［川崎区・30代女性・主婦・アルバイト］ 

 

▼武蔵小杉地区は子供が増えたため、保育園だけでなく、幼

稚園、小学校等足りているのか疑問です。マンションを乱立

する前に整備してほしい。また、川崎市の小学校の質があま

り良くないとも聞くので、公立に入れてよいものか不安に思

う。東京都に比べて子育て支援に力を入れていなくて不満。

［中原区・30代女性・無職］ 

 

▼子ども手当など小さい子への援助があっても(医療費など

も)中学生以上の子に対しての援助などほとんどなく、中学、

高校、大学など大きくなればなるほど教育費などの負担が大

きく生活が苦しくなります。［多摩区・40代女性・主婦パート］ 

 

▼希望の保育園に入れないのも不安ですが、一番不安なのは

いじめです。テレビなどでよく見るのですが通学が心配、子

供どうしのいじめ、ママ友同士のいじめと色々とあります。

話によると先生も子どもをいじめたりするとか…。友人が今、

保育園の先生になろうとして学校に通っています。話を聞く

と授業中にタバコを吸ったり、学校内でいじめられている人

もいるらしいです。そんな人が先生になったら、子供はどう

なるのでしょうか。そんな人たちに子どもをあずけられませ

ん。［高津区・20代女性・その他］ 

▼子育て支援してやっていても、小学生までは食費もその他

でもそんなに費用はかからないと思います。中高生の方が食

費も部活動費などいろいろと出費があるのに、その年齢には

助成制度が収入によっては対応されず、ただ高い税金だけを

納めて、納得いかないことが多いです。 

［幸区・40代女性・パート］ 

 

▼子育てしやすい環境を作って欲しい。 

［麻生区・50代女性・会社員］ 

 

▼20代専業主婦、3歳と 1歳の子どもがいる 4人家族です。

一番関心があるのはやはり子育て支援についてです。これか

らかかる費用の事を考えると、かなり苦しい生活が待ってい

るなと思います。また、原発問題も、これから生きていく子

ども達の為にも早く解決してほしいと思っています。 

［川崎区・20代女性・無職］ 
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▼結局のところ、税金や保険料が上がっており、収入が上が

るよりも大きく上がっている。収支で考えると毎年マイナス

になっている気がする。また、養育費の部分をもっと見直し

てもらわないと、子どもはこれ以上増えないし、年寄りばか

りが増えてしまう。［麻生区・30代男性・正社員］ 

 

▼子育て―社会（国）の根幹を成すのが子供たちであり、そ

れを育むことこそ国家百年の計として第一に考えるべき。 

［中原区・70代男性・年金生活］ 

 

▼子供を生んで思ったが、42 万円に補助金が上がっても医療

費も上がっては意味がない。ベビー用のチャイルドシートや

様々なものをそろえるだけでも大変なのに、42 万円もらって

も出産費用で足が出るようになっている。子供達（出産時に

必要なグッズ）チャイルドシートは特に義務化させているの

だから、助けがあってしかるべき。その上、仕事をしたくて

も出産時に仕事を持っていなければ保育園に入れない、イコ

ール仕事を探すこともできず仕事が決まってもすぐには預け

られないのは不公平。良い仕事に恵まれ、職場のサポートが

ある所はたいてい収入も良く安定している。出産にともない

辞めざるをえない人はそんなサポートが受けれなかった人も

多いであろう。すべての子どもたちを当たり前に預けられる

環境がなければ、弱者は弱者のままだ。そして最後に原発は

子供達の為にやめるべきだ。［高津区・30代女性・主婦］ 

 

▼川崎はコンクリートのものづくりには力が入っている様子。

もう少し幼子や働く母親たちが働きやすくしてほしいもので

す。［多摩区・70代女性・年金生活］ 

 

▼妊婦健診料全額負担の補助券も増やしてほしい。 

［多摩区・30代男性・自営業］ 

 

▼学校関係や子育て世代、若い世代にもお金を回せば、消費

活動も活発になるのではないか。［中原区・40代男性・自営業］ 

 

▼公園にゴミが多く、子どもがそのゴミで遊び骨折した。ゴ

ミのせいだけではないが、小さい子供はなんでもおもちゃに

してしまうので、危険なものをそのままにしてほしくない。

頻繁に同じ場所を工事していて通るのが大変。雑草も伸び放

題でベビーカーを使うと大変。 

［宮前区・30代女性・パート主婦］ 

 

▼給与は変わらないまま、増税だけをされ、特に子育て中の

家庭には苦しい。子育ての制度も今のまま改善されないまま

負担だけが増えている。いくら日本の未来のためとはいえ、

今の日本の政策は、目先の利益だけを重視しているに過ぎな

い。それは原発の再稼働について議論している段階で目に見

えている。あの震災で何を学んだのか。原発を推進している

人たちに「日本の未来」なんて言葉は使う余地もないと思い

ます。とにかくどうかしている。もちろん、今より生活レベ

ルが不便になっても覚悟ができています。自分で蒔いた種は

自分で刈り取る覚悟が、最終的には決断に必要なのかなと思

います。［幸区・20代女性・主婦］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


