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１．保護者の自由回答 

１）回答件数 

問 31 日々の生活や子育てのなかで、困っていることがあればご自由にお書き下さ

い。 

 

※自由回答の全件数は 214 件で、内訳としては、生活困難層が 19 件、非生活困難層

が 154件、不明・無回答が 41件でした。 

個々の回答は複数の内容について触れている場合がありますが、回答を分類するに際

しては、回答内容の中で冒頭に述べられている事柄等主要なものひとつに限定して分

類を行っています。（児童・生徒の自由回答も同様） 

(件)　　

経済的支援について

子どもの遊び場、公園、図書館等の施設について

行政、子育て全般等について

医療について

保護者の生活状況について

子どもの教育、学校、進学について

保育所・幼稚園について

子どもの通学等生活環境について

子どもの生活状況について

障がいについて

児童クラブ、子どもの預け先について

仕事関連について

相談について

その他の支援について

病児保育について

情報提供について

アンケートについて

その他
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２）保護者の分類別回答 

① 教育の支援 

■子どもの教育、学校、進学について 

＜生活困難層＞ 

○35人学級が、来年度から予算不足のために無くなるらしい。不登校やいじめ対策のために

は先生の目が一人ひとりに届くのが重要と考える。何故、今やめるのか。子どもの事が心配。 

○勉強面で学校ではなかなか聞けず塾に行かせているが、学校の授業面での工夫をして欲しい。

ひとり親世帯で塾代は厳しい。でも、子どもの学べる場所が授業以外で欲しい。 

 

＜非生活困難層＞ 

○大学に進学すると必ずしも国公立に入れるとは限らないし自宅から通学できるとも限らず、

とにかくお金が掛かる。子どもが希望しても進学させられない場合もあると思う。 

○学校の PTAや自治等の役員になるとひとり親なので休みも無く、心も体もいっぱいいっぱ

いになる。 

○上の学校に進めば進むほど、学校への納入費、塾の費用、部活動に係る費用等、教育費が家

計を圧迫します。長男が受験生で大学進学を希望していますが、下の子どもも中学生、小学

生と続いており、進学を希望しています。母も働きに出て収入を稼ぎたいと思いますが、祖

母の手術と入院が予定されていて、なかなか思うようにできません。仕事も年齢的に不安が

あります。 

○白石市内の小中学校の統廃合が進んでいるが、たとえ小さい学校でも集団として良く育てら

れている学校があると聞く。そういう学校が無くなっている事をとても残念に思う。白石市

で 35人学級制度を凍結したと聞いた。先生の目が充分に行き届かなくなる事は目に見えて

いる。どうしてこういう大事な事に予算を使わないのか、市の姿勢を大変疑問に思う。早く

35人学級制度を復活して欲しい。予算配分の見直しを市に強く求めたい。 

○複式学級で先生や子ども達に負担がかかっているのではないかと思います。自分の学年の勉

強に集中できているのか心配です。 

○子どもの学校の事です。幼稚園からずっと一緒でその頃から問題行動が多く、小学校の高学

年になった現在でも、明らかに何かが欠落し、他生徒に多方面で迷惑がかかっている。授業

の中断や授業がつぶれる、ケガをさせる（暴力）、ケンカをひっきりなしにする。そういう子

どもをクラスから排除するのではなく、もっと根本的な解決法を提示できないものか。もし

も、何か障がいとなっているのであれば、的確な診断と学びの場を早く提示して欲しい。福

祉を学び、携わってきた者として痛感している。とてもデリケートな問題ではあるが、家族

にも我が子を深く理解させて欲しい。しっかり授業を受け、学習したい子ども達の足を引っ

張っているのも事実。学級内で、順応できずに日々を過ごす子ども達がいるのも事実。反対

に、トラブルばかりで怒られっぱなしがかわいそうです。 

○勉強しなくていいなら何も言わないです。ただ、最低限の勉強が必要な現在、本当に勉強が

嫌いな息子をどういう風に意欲を出せるのか、毎日悩みます。怒りたくないのに、最後は怒

ってしまう自分も嫌だし、言わないとやらない。テストの時期は、イライラMAXです。 
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○決まったことであるが、南中や白川がなくなる事は大きい。中学校が無くなる事で、小学校

も市内へ行く人が増えている。ますます過疎化に拍車を掛けている。自分もできることなら

白石より引越したい。それだけ、住みにくい。 

○現在、給食費は地区の集金で、班長さんが集金し給食会計へ持って行きます。一度給食会計

の仕事をしましたが、期間が長い上、お金が多額なので大変でした。第２小学校や大河原地

区は銀行引き落としとのことで、中学でも保護者の負担を軽くして欲しいと思います。 

 

＜不明・無回答＞ 

○未だに給食費が PTAでの集金で、休みを取って振込へ行かなければいけないが、有給がな

いし、日給制なので、１年に 10回休むと 10万円以上減給になり、大変困っています。児

童手当から直接給食費を引いてから各家庭へ振込とかにして欲しい。もしくは、口座から引

き落としにして欲しいと学校に言っているが、全然どうなっているのかわからない。 

○中３になる息子を塾に通わせたいが、金額が高くてなかなか踏み切れない。息子がやる気を

出さない。 

 

■子どもの通学等生活環境について 

＜生活困難層＞ 

○学校への通学でバスの時間が合わない。小学校と中学校の時間に少し合わせて欲しい。 

 

＜非生活困難層＞ 

○まだ小学校にも入学していませんが、地域に中学校が無くなることになり、しかもスクール

バスすら出ないとのこと、大変残念です。市の中心部から離れた地域にも少ないながらも子

どもがいます。その子どもが困らない様にして欲しいです。学校が遠いばかりでなく送迎も

市のバス（路線バス）となると、ルートも変更が難しくなり、子どもが不便な思いをする事

が目に見えています、ぜひ御高配下さいますよう、お願い致します。 

○夫の共働き両親と同居でありますが、小学校への道のりが遠い事、バスの本数が少ない事、

通学路の安全が確保されていない（人通りが少ない山道で、街灯も車の通りも少ない）こと

等から、学校の終了後は学童や児童館へ預けたいと考えました。しかし、地域的にも在住で

両親がいるという意味でも、他の学校へ学区を変えるのが難しく、大鷹沢小学校へ入学する

予定です。下校後は自分の実家へ預ける事とし、車で送迎をお願いしましたが、お互いの両

親も高齢となってきています。市内だけでなく、少し離れた地区の隠れた問題として、結構

ある事例はないでしょうか。学区を簡単に変更すれば、地域で孤立します。何かいい対策を

立てて頂けるよう、今後に期待いたします。宜しくお願いします。 

○学校や部活の送迎に悩んでいます。特に帰りはバスの時間と合わず、家族の誰かが迎えに行

くことになるのですが、都合をつけるのに一苦労です。また、休日の学校内は鍵が掛かって

いて公衆電話が利用できないため、連絡手段に困ることが何度かありました。 

○特に中学校の帰宅時に暗い道を歩いて帰る時、街灯を主要な場所に増やして下さると安心で

す。 
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○公園のトイレが汚い。第二小学校の学区であるが、砂ぼこりがすごいとか、校舎の造りが変

わっていて、夏は子ども達が可哀そうな程であると第二小学校の先生が言っており、環境の

悪さが気になり行かせたくない。 

○子どもそれぞれの送迎が大変です。きゃっするくんは、土日運休なので残念です。学校や地

域等、複数の役員を務めなければならないので、それだけでも毎日必死です。パートを考え

ても、役員の仕事に支障が出ると思い、一歩が踏み出せずにいます。 

○今すぐではなく先のことですが、将来小学校に行く、あるいは 1人で出掛けるようになった

場合、歩道がなく心配です。郡山の江坪の踏切のそばに住んでいます。線路沿いは車で通っ

ていても自転車が車道を通っていたり、とても危険です。引越しも考えています。 

 

＜不明・無回答＞ 

○うちの子どもはまだ学校へ通っていませんが、冬の雪が降った朝に除雪されていない歩道を

歩いて通学している子ども達をよく見掛けます。車社会になっていると思いますが、歩いて

通学している子どももいるので、除雪作業をして欲しいです。 

○市中心部から少し外れると、道路の街灯が少なすぎると思う。日中でもイノシシが出没し、

子どもを外で遊ばせるのが危険な時がある。 

○通学路の街灯の少なさと冬季の除雪状況の悪さ。自転車通学路の安全が足りてないと思いま

す。子どもが元気で過ごすには安全な環境が第一。 

○子どもの通学路の整備が全然されていないので、登下校が心配。スピードを出す車があるの

で、細い道でも何とかして欲しい。 

 

② 生活の支援 

■子どもの遊び場、公園、図書館等の施設について 

＜生活困難層＞ 

○近所に公園が無く、子ども達が外で遊ぶ機会が全くと言っていいほど無いこと。外灯が無い

所を帰らせるのが怖いです。 

 

＜非生活困難層＞ 

○子どもの室内の遊び場が少ない。一時預かりができる保育園が増えて欲しい。 

○小さい子どもが一緒に遊べる場所がもっと増えるとうれしい。 

○本来勉強できる事はとても幸せな事なのに、ゲーム等に熱中してしまっている。子どもの時

に、コミュニケーションを学ぶことはとても大切な事なので、学校以外で自由に遊べる場所

が欲しい。子どもは宝なので、虐待されない、させない世の中にしたい。そのためみんなと

協力したいと切に思う。将来社会で自信を持って生きていけるよう、社会全体で育てたい。 

○３歳と６歳の子どもを育てています。白石周辺には、室内で遊べる場所が少なく、今建設中

の遊べる施設にとても期待しています。これから白石を担っていくのは、今いる子ども達で

すし、伸び伸びと育って欲しいと思います。天気に左右されずに子どもを遊ばせられる場所、

または屋外の施設を強く望んでいます。 
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○子どもの屋内遊び場が欲しい。 

○子どもを安全に遊ばせられる場所（屋内施設）を増やして欲しい。 

○年齢の低い子どもでも遊べる公園がほとんどない。室内でもよいので、家や保育園にある「お

もちゃ」でなく「遊具」で大型ブロックやボールプール、大きなすべり台等の施設があると

助かる。子どもが遊べるような場所があれば、何処にどんな種類で遊べるのか、写真付きで

紹介しているマップ等が欲しい（仙南エリアでも良い）。産婦人科が刈田病院にしかなく、仕

事しているとなかなか行けない。 

○公園が増えるともっと嬉しいです。夏には子ども達が水遊びする所があったら嬉しいと思い

ました。緑地公園にせっかく素敵な水遊び場があるのに、掃除がされてなく、水もなく、も

ったいないと感じました。 

○主人が長期出張の際、ほとんど一人でやらなければならないのが辛い。冬どこかで運動した

いと思うが、雪の日等子どもと運動できるものが近くに欲しい（トランポリンの施設や屋内

運動場等）。 

○きょうだいが多く、家では落ち着いて勉強がしにくいので図書館を利用したいが、席数もあ

まりなく古いためか、寒くて参考書等も少ないと思った。将来の子どもの生活を安定させる

ためには勉強をして欲しいと思うが、他の市町村に比べて子ども達が自発的に勉強するため

の施設が少ないと思う。以前、テレビで見ましたが小学生が通えるものづくり（PC、３Dプ

リンター、プログラミングソフト等、実際の仕事に直結しそうなもの）の施設があるといい

と思う。 

○困っていることとは少し違うのかもしれませんが、公園（大き目）とか、施設があると嬉し

いです。小さい子から大きい子まで半日くらい安心して遊ばせられる所があると嬉しいと思

います。今は仕事をしていないのですが、子どもがインフルエンザ等で登校、登園禁止の間、

（受診してある程度元気なこと前提で）預かって頂ける施設があると安心して仕事を探せる

と思います。もちろん、どこにもそういう施設はないので難しいと思いますが。核家族化、

晩婚化での祖父母不在の方が多いのであったら、皆さん有難いのではないかと思います。 

○子どもが自由に遊べる場所、公園等が近くにない。気軽に外遊びできる場所がない。 

○益岡公園、河川敷公園やサッカー場公園等広いスペースが白石市内にはたくさんあります。

その広いスペースがあるのに利用する人は限られており、子どもの姿がほとんどありません。

特に河川敷公園には池や水路があるが、手を付けたり水遊びをしている子どもを最近は全く

見掛けなくなったと思います。整備された 20年前は子ども達で賑わっていました。例えば

屋根付きの施設にしたり掃除を定期的に行うことで、市全体ではなく県南地域全体の活性化

になるのではないか。 

○白石は、子どもが遊ぶ場所が少ないと思います。山形の話ですが、公園は遊具がたくさんあ

るし、室内の遊び場が充実していて、どこで遊んでも退屈しません。そのためか、子どもも

沢山いる気がします。それから、子どもを産みたくても白石は産む病院がなく、産む体制が

整ってないのでとても困りました。ぜひ産婦人科を増やして欲しい。 

○子ども達が放課後や休日に安心して遊ぶことができる場所（公園等の屋外施設や屋内施設）

があるといいと思います。家の近くにはあまりないので。 
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○子どもの遊び場は年齢によって遊ぶ場所が違うようですが、未就学児と小学生を持つ親はど

のように遊ばせればいいのかと思っている。子ども会等、地域の行事をやめて欲しい。生活

する以外の費用が掛かるのは困る。 

○5歳になると運動量も増えるので、寒かったり暑かったりする時の室内の広い遊び場がある

といいです。また、昨年下の子が入院してしまい、実家が遠く夫も夜に仕事がある等、上の

子を見てもらう事ができない場合があったので、夜間も含めて子どもを預けられる様な支援

があるといいと感じました。 

○角田市のように公共施設（体育施設等）が一か所に集中していると、利用しやすく子育てや

日々の健康管理にも役立つのではないかと思います。 

○室内遊具施設はできるとのことだが、屋外にもアスレチックや大きな総合遊具がある大きな

公園が緑地公園内や益岡公園等利用しやすい場所にあり、駐車場もあるといいです。しかも、

無料で遊べるといいです。 

○おもしろい公園の遊具設置を希望。図書館の子ども用の図鑑が古い。 

 

＜不明・無回答＞ 

○白石に子どもが安全に遊べる公園を作って欲しい。歩道が少なし、狭い。車の運転がひどい

人が多いので、何とかして欲しい。 

○近くに公園が無く、学校は近くても外で遊べる機会が少なかったです。春から中学生ですが、

部活動の選択肢がとても少ないのも残念です。義務教育なのにそのような不平等があるのは

疑問です。 

○安心して子どもを遊ばせられる場所。０～１歳児でも遊べるようなところが白石市内に欲し

い。 

○白石福岡深谷に子どもが少ないから、子ども達が遊べる公園が一つもない。なかよし広場が

あるが遊具が一つもない。子ども達が集まれる場所を作って下さい。お願いします。 

 

■行政、子育て全般等について 

＜非生活困難層＞ 

○白石は、他の地域に比べてお店、レジャー施設等、色々な面で遅れていると思います。何か

白石の魅力があればいいのですが、このままだと、どんどん人口は減るばかりと思います。

子ども達が室内で遊べる施設の完成、楽しみにしています。長年何も代わり映えしなかった

白石に新しい施設ができるとのことで、期待しています。 

○自分の家庭は、祖父、祖母ともに年齢が若く、学校、保育園が休みの場合子どもを預ける事

ができるが、そうではない母子家庭等の働く母親の社会的体制がまだまだ整っていないと感

じます。子どもが病気にかかった場合、有給が足りなくなり収入が減る等生活が厳しいとの

声をよく聞きます。児童手当、児童扶養手当等がありますが、市町村が有給を補う制度（全

額ではなく 5割）があればもっと安心して子、親と生活できるのではないかと思います。市

民税、介護、傷害保険だけでなく、児童に手厚くして欲しいです。 
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○子どもの性格が消極的で、幼稚園でも友だちをなかなか作れないと心配や悩むことがありま

す。それと私自身、白石に生まれ育ち、結婚後も白石で生活を送っていますが、教育面では

まだ閉鎖的なように感じる事もあります。もっと他の所からの人も受け入れ、子ども達の教

育の向上を目指して欲しい。福祉を大切だとは思いますが、子ども達への教育、スポーツ等

にもっと力を入れて欲しいです。共働きの親でも参加できる子育ての集まりや遊び場も欲し

い。要望ばかりですみません。宜しくお願いします。このようなアンケート調査があり、嬉

しいです。 

○本当に教育費や生活費が掛かる小学校からの行政、財政支援が必要。将来を担う子どもと政

治家は言うが、票を入れる未来のない老人への支援が目立って仕方がない。この調査を行っ

ている人々が思う以上に、教育は危機的状況です。教育政策ではなく、それ以前の問題です。

白石市の人口減少は、この問題へ目を背けてきたツケがあることをまず認識すべきです。 

○生活しやすい白石になるように考えて下さり、とても嬉しいです。できれば大きな本屋さん

があったらいいと思います。出掛けて、楽しい所がもっとあるといいです。 

○老若男女を問わず自分の生活が精一杯で、他人の困っている事に全く無関心な人が異常に多

くなってきていると思う。少子化が止まらない状況で子ども達自身は気が付いていないが、

地域から見守られていない状態だと思う。 

○人口が減ることで生産性が下がり、市の財政も厳しくなるので、子どもを増やす施策をして

下さい。産婦人科の設置、白石駅前に子どもが集まる場所、街コンの企画（結婚する人を増

やす）を望みます。 

○小学校の高学年の子どもの洋服を買うところが、白石には少ないと思います。車がない家等

は大変ではないかと思います。選ぶほどないし、困っています。あと子どもを遊ばせるとこ

ろ（お金が掛からないところ）も高学年になるとありません。 

○こういう市議の自己満足みたいなものに税金を使い、あたかも「やっている感」で自営業の

生活保護みたいな議員がいるからダメなのです。もっと企業マインドを取り入れる勇気をも

って欲しいものです。もっともっと先を見るべき。 

○市長さんが白石の子ども達のことを考えてくださることに感謝します。もっと住みやすい白

石に、定住・永住したい白石になりますように。 

○子どもの人数が少ないからといって児童館ができず、子どもがどんどん地域に残らないので

悪循環。何でも統合すればいいというものでもない。 

○白石市は、子育て世代や高齢者世代に対し、もっと住みやすいようにするべき。遊ぶ場所が

ないので休みの日にお金を掛けられず、連れ出せる場がないことが困る。 

○好きなスポーツをしたくても、生活環境上（片親であったりきょうだいが多かったり）少年

団に入団できない子どもと会話したことがあります。そのような子ども達が入団でき、支援

できるような制度があればと思いますが、どうすれば良いのかは様々な弊害が出てくると思

われるので難しいと考えます。 

○子育てに優しい街づくりを目指すのであれば、産婦人科等の充実化を図って欲しい。若い世

代が集まるような市にして欲しい。 
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○大鷹沢地区にはお店がほとんどありません。子どもに１人で買物をさせたくてもヤマザワ近

辺は学区外になるため、１人では行かせる事ができません。親心としては、町中の子ども達

のように、自転車で友だちと出掛けたり 1人で買物をさせる等の体験をさせたいです。 

○市役所なのにベビーカーでの移動がバリアフリーではなく、とても大変でした（ATM、白石

城等もバリアフリーにして欲しい）。産科専門の病院が無くて白石市は本当に子育て支援する

気があるのかと感じました（刈田病院で出産できず）。白石駅と白石蔵王駅が離れていて大変

です（シャトルバスを出せないのか）。総合ショッピングモール等の若者が集まる施設があれ

ばと希望します（医療モールもあれば良いかと）。国道 113号線の第一小学校付近のゴミ集

積場が道路まではみ出して危ない。 

○白石市内はスーパーや薬局しかなく、娯楽施設がありません。18歳まで医療費がかからな

いと助かります。 

○習い事の送迎ができない。小さい時からいじめに対する教育。小さい時からアレルギー（食

べ物等）がある人がいるという教育。問 30（重要だと思う支援について）の 11『子どもが

ふだんから利用できる場所（子ども食堂、低廉な学習塾等）が設置されること』のようなも

の（特に子ども食堂）があると、家に帰ってからの親子の時間が増えると思う。核家族や老

夫婦、独居も多いと思うので、地域で助け合うようになればいいと思う。 

○高校まで義務教育にして欲しい。教育費用の負担を減らして欲しい。税金を下げて欲しい。

眼科を増やして欲しい。皮膚科を増やして欲しい。アンケートが生かされているか疑問。 

 

＜不明・無回答＞ 

○企業支援で人口を増やし、増税により住み易い白石市にし、子育て等や施設を造り、子ども

も住んで生活は楽しい街にして欲しい。働ける会社を増やし、成人が市外に出ないような未

来を作って欲しい。 

○きゃっするくんの時間の見直しと本数を増やして欲しいです。 

○白石にはイオンモールのようなスーパーがないので、買い物をしたり本屋に行ったりするた

びに子どもをチャイルドシートに乗せたり降ろしたりしなきゃいけなくて大変。白石駅周辺

の廃れたアーケードや店をどうにかして欲しい。場所だけがもったいない。ふれあいプラザ

でのニコニコるーむ等は子どもが中心だが、そうではなく母親たちが悩みを話し合える会が

欲しい。児童館での母親たちと子どものサークルが欲しい、児童館があるのにサークルも何

もなくてもったいない。また、赤ちゃんと母親たちで気兼ねなく食事できる場所が欲しい。

イスとテーブルではなく、畳とテーブルだと尚よい。 

○田舎はお金が掛かる。車は 2台必要で、日用品は買い物ができるが、その他は仙台まで行か

ないと買い物ができない。このまま白石市にいたらよいのか迷っています。高校は白石高か

白石工業に進学できれば良いが、私立は無いのでどのようにしたらよいのか。福島市に戻る

か。福島市だったら高校は選べますし。子どもが「学校へ行きたくない」が多く、休みがち。

今の担任の先生は良い先生なので行けるようにはなりましたがクラスが変わるとどうなるか

心配です。宮城県のテストでうちの中学はすごく悪い。塾に通わせてどうにか県平均よりち

ょっと上ではあったが、どうしたら勉強してくれるのか。 
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○仕事量が多くなって、子育ての時間がとれない。賃金が安く生活が厳しい。刈田病院に医者

が少ない。白石市で出産が困難。箱物事業はいらない。今ある施設をリフォーム等して子育

てできる施設を整備して欲しい。お金が無いので病院の質を下げる事はしないで欲しい。新

しく施設を作って借金を作らないで欲しい。その分子育てにお金を使って欲しい。 

○白石は子育てしやすい環境にあります。ただ、子育ての施設、スタッフは不足。そして知識

不足だと思います。あと街自体に活気が全くないと思います。企業誘致や思い切って大学誘

致をしてみてはどうでしょうか。若者が増えて地元に働ける環境が整えば、白石で育った子

ども達が地元を離れることは少なくなると思います。このままではゴーストタウンになりま

す（高齢者ばかりが増えて）。 

 

■医療について 

＜非生活困難層＞ 

○産婦人科が少ないので、定期健診から出産までみてくれる場所が欲しいです。年配の方だけ

でなく、子どもを中心とした地域づくりや施設づくりをしていただければ、人が集まると思

います。 

○白石市内に子どもを産める産婦人科があると良い。村田や七ヶ宿のように、子どもが生まれ

た時のお祝い金を増やして欲しい。就学に掛かる費用をもう少し軽減して欲しい。 

○個人の皮膚科があると良い。 

○白石駅の近くに住んでいます。現在自転車や徒歩で通える皮膚科がなくて、困っています。

公立刈田綜合病院では午後診てもらえません。通院できずにいます。 

○児童手当や医療費のサービスは充実しているが、白石市内で出産できる病院がないのはとて

も不便。スーパーマーケットばかり増やさないで、子どもや子をもつ親が安心して利用でき

る新しい施設や、屋外イベント等を行える広い公園等を整備して欲しい。 

○白石市内に産科医が少ないこと、白石市で出産できる病院がないことについて困っている。

そして実際に経験をしてみて不安を感じました。 

○子育て支援等、力を入れて頂けるような話は聞くし、市も頑張って取り組んでくれていると

感じている。しかし、子育て支援に重点を置くはいいが、子どもを出産できる施設が市内に

ない。子どもを産めない市の状況で、子育てにばかりに力を入れるのはどうなのか。産み育

てられる環境づくりを考えて頂きたい。 

○休日に子どもが熱を出したり、風邪をひいたときに困る。 

○市内に皮膚科や産婦人科等の診療所がなく、大きな病院を受診するたびに初診料が掛かるこ

ともあり、気になることがあっても、なかなか受診できないことがあります。子どもに習い

事をさせたいがあまり余裕がないため、手軽に受けることができる講座や教室があれば助か

ります。悪天候や冬の間は外で遊ぶことができないため、時々福島方面の無料の室内遊び場

へ行くことがあり、白石市内にも小学生以上でも遊べる室内施設があればいいと思います。 

○白石に産科が無い。大泉と刈田病院をはしごして断られて、みやぎ県南中核病院に行った。

地元に産科が無ければ、誰も子どもを産みたがらないと思う。蔵王町のように、もっと子育

て支援して欲しい。 



10 

 

 

○子育てについてではないのですが、白石の人はどこで子どもを産めばいいのでしょうか。福

祉は充実してきているのに、産む場所がないのはどうかと思います。誰に言えばいいのか分

からなかったので、こちらに書かせて頂きました。 

○医療を受けるのに不便（例えば皮膚科も閉院してしまっているため、市外に通院していて不

便）なので、医師の確保等更に努力して頂きたい。病気になった時に医療費助成は有難いが、

健康に育てることに対しての助成もあればと思う。例えば、給食もできれば美味しい食事（薄

味や栄養面だけ優先させずに）をお願いしたいです。中学生は早弁もできずに給食だけが楽

しみですし、元気の源です。 

○これまで「子育て」に関するアンケートに何件か答えましたが、そもそも市内に出産できる

医療機関が無いのが問題だと思う。子育てうんぬんではなく、それ以前の事（妊娠中～出産

まで）も大事だと思うので検討して欲しいし、困っている。2人目、3人目が欲しいと考え

ていても、近くで産めないとなると悩みます。 

 

＜不明・無回答＞ 

○産婦人科が無く、市外に通わなければならなかったので大変でした。１人目の時はそれほど

大変だと感じなかったが、2人目の時は上の子を連れて毎回20～30分の移動が大変だった。

市内にあれば、もっと安心して子どもを産み育てられるのにと強く思う。若い女性に移住を

PRするならば、必要最低限の事だと思う。心からお勧めできないのが現状です。難しい事

だとは解っていますが、どうかよろしくお願いします。うーめん体操新バージョンもぜひ作

って下さい。 

○出産から相談できる病院が無い。 

 

■保護者の生活状況について 

＜生活困難層＞ 

○お金の事や教育について、(困っていることが)たくさんあり過ぎます。 

○私１人で子ども２人育てています。このまま別居したままで育てていけるのか、とても心配

です。生活は苦しいままです。 

○母子家庭だからと冷ややかな目で見る人がまだいる。当たり前のことを当たり前にし過ごそ

うと頑張っているのに、周りにとやかく言われたくない。 

○市営住宅に１年前に引越して来ました。カビ臭く湿気が抜けず、大事なものや服等にカビが

生えたりして、すごく困っています。断熱材が入っていないのかカベが結露し、使っている

布団が濡れてしまったりしています。子育てについてはひとり親のせいなのか、男の子は言

う事をあまり聞いてくれません。学校では良い子の様なのでその反動でしょうか。子育て支

援の助成金等がもっとあれば生活がもう少し豊かになると思います。 

 

＜非生活困難層＞ 

○仕事が忙しく、子どもとの時間があまり持てない。疲れている。ストレスで体調があまり良

くない。お金が掛かるので、今後が心配。 
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○何の悩みの無い家庭は無いと思っていますが、やっぱりその人にとって重い悩みなのだと、

それに携わる人々はその事を考えて欲しいと思います。主人の父母、弟と同居をしています

が、助かる事と気を遣う事があり、特に子どもが大声で話したり、泣いたり、私自身子ども

に伝える事がある時は、主人の父母、弟の事も話に出さなくてはいけない事もあって、それ

を聞かれているのではと気遣う事が多々あり、上手く話す事ができません。同居をやめたい

と思う事もあるのですがそれもできず、そんな悩みも言えず、我慢の毎日です。そういうス

トレスを吐き出す場があるといいと思う事があります。 

○祖父母で三人の孫を育てています。勉強はしないしゲームばかりなので、孫の進学を考え毎

日怒鳴っています。でも元気をもらっています。先のことを考えると不安です。 

○貯蓄がなかなかできず大変なのに、来年から増税となると益々大変。 

○祖父母が現在は元気だが、共働きのためどちらかが亡くなったら子育てが心配である。次女

がまだ低学年であるため。 

○金銭的にあまり余裕がなく、思う様に貯金できていない。将来的には戸建住宅を買いたいと

思っているが、それができなくなるのではと不安を感じる。 

○改めて日々の生活状況を考えてみると、内部の病気がありますが、お店で食べる事が好きな

のに子ども達にもっと食べたいと言われ、母親の分を減らして子どもに食べさせる時もあり

ます。色々な理由から母親が仕事をしていなくて、１つは内部の病気、２つ目は風邪を引く

と熱がなかなか下がらない等で、母親は仕事をしていません。どちらかといえば、やや苦し

い生活だと改めて感じました。今後よりよい生活になるように支援を必要とする人に寄り添

って考えて欲しいと思います。よろしくお願いします。 

○家族の協力が少ない。子どもの自立心が育たなくなるくらい、祖母が手を掛けすぎる。 

 

＜不明・無回答＞ 

○日々の集金等、給食費が金銭的に困っています。 

○家族が自営業のため、母親である自分しか幼稚園の送迎ができなかったり、病気の時に頼れ

る環境ではない。自分自身が育児のプレッシャーからか、精神的な病気と胃の病気になって

しまい、１人で育児をしていくことが困難になってきている。もっと自由な時間が欲しいし、

働きたい。 

 

■子どもの生活状況について 

＜生活困難層＞ 

○現在白石中の支援学校の中学２年生になりますが、今、反抗期の真っ最中です。本当に手の

掛かる時期ですが、学校やカウンセラーの先生方の協力を得て、本人の将来のために頑張っ

ているところです。 

 

＜非生活困難層＞ 

○早寝、早起きの習慣を身に着けたいが、親と一緒の時間に寝るようになってしまう。そのた

め、朝は眠くて起きられないことが多く、朝食を食べる気分になかなかなれない。 



12 

 

 

○怒ると逆切れすることが多い。素直に「はい」と言えない。仕事のストレス等で、子どもに

あたってしまうことがある。 

○自分の部屋にテレビが欲しいとうるさい。高校を卒業するまでは、子どもの部屋にテレビは

必要ないと思う。 

○子どもが家では、食べる、着替える等の基本的な生活をしたがらず、どの様に接したら良い

のか迷っています。もっと身近に子どもの遊び場、相談場があったらいいと思います。下の

子（年中）を連れて、上の子（年長）とふれあいプラザを利用することもありましたが、大

きい子はだめですよと言われたのをきっかけに行きづらくなってしまいました。小学生に見

えたからかもしれませんが、まだ幼児で騒いで遊んでいた訳ではなかったのにと、落ち込み

ました。現在は国見のももたん広場をよく利用しているので、白石にも小学生が利用できる

集まれる場が欲しいです。 

○子ども達自らで部屋の片づけができず、私が片付けても数時間後には汚くなっている。勉強

も自らすることが難しい。遊ぶことが大好きなので、やらなくてはいけない事との順番が逆

になってしまう。洗濯物を洗濯機へ入れられないが、人や友だち等に危害を加えることは絶

対にないので良しとしている。 

○ゲームをやり始めると、何時間も集中してやっているので困ります。 

○ゲーム、スマホをやめさせることができなくて、本当に困っています。性格も荒々しくなる

し、目も悪くなる。学力も低下し、家族との会話も減りました。口うるさく言ってもダメだ

と思い、本人が気付くまで待つ姿勢ですが、放任のようにも思えます。ママ友ともよく話題

にしますが、どこの家庭でも悩みは同じ。いい解決方法が見つかりません。 

○親が遠方で友人もいないため、外とのつながりが無く、子どもがさみしい思いをしているの

ではないかと心配な時がある。 

○子どもの言葉使いが、汚く荒い。 

○各家庭で教育方針が違ったり、家庭環境が違うことはわかりますが、暗くなっても子どもだ

けで外で遊んでいたり、他人の敷地へ勝手に入ったりすることに悩みます。地元が違うので、

地域性の違いなのか地域のつながりは大切ですが、自治会が苦痛です。年寄りばかりで負担

が増えそう。 

 

■障がいについて 

＜非生活困難層＞ 

○発達障がいと診断された子どもがいるが、診断をされ、どうすればいいのかを相談できる場

がなく、白石市はとても遅れていると思います。就学前に療育を受けられる施設や児童デイ

サービスの導入をぜひ検討して下さい。それから、障がいを持つ子の親（特に母親）は私も

含めて抑うつ状態にあります。市役所さんは全体的に事務的という印象があり、こんなこと

言っても無駄なのだろうと、相談する気力がなくなりました。表面上だけでいいので、もう

少し寄り添う姿勢を見せて下さい。 
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○子どもが小４の時発達障がいと診断を受けましたが、学校から紹介をされた病院はカウンセ

リングをせず、ただ薬を処方されただけなので、いつも通院している先生には相談していま

す。しかし、同じ発達障がいを持つ親や子どもが集まり、話し合いのできるサークル的なも

のがあれば、一人で悩まず子どもの色々な対処法等も互いの親同士で話し合えると思いまし

た。今はあまり相談していないのでストレスが溜まり困っています。 

○自分の身の周りに発達障がいのお子さんを持つ同じ境遇の人がおらず、うちの子が生まれた

時から相談できるのは、通院している子どもの主治医しかいませんでした。症状は軽度判定

なため、現在受けられる制度は自立支援法しかありません。あと 2年で高校も卒業ですが、

一般就労ができるのかも不安です。学校の先生も詳しい方がおらず、自身で探していく他な

いのです。その様な相談に乗って頂ける場所があると、とても助かります。現在は普通高校

に通っています。 

○白石の中学校で特別支援学級があるのは、白石中学校だけです。学区内の中学校に特別支援

学級を作って欲しいです。今は学区外なので家族が送迎していますが、毎日が大変です。ス

クールバス等の交通環境を考えて貰いたいです。障がいを持つ子どもが小中学校に入学する

際、親が困っている事や何を望んでいるのか、生の声を聞いて頂ければと思います。学校に

合わせるのではなく、児童、生徒に合わせた指導をして頂きたいです。 

○発達障がいがあり、家庭で暴れる事がある。その時の対処法に自信が無いので相談したい。 

 

＜不明・無回答＞ 

○発達に問題がある子が通える所があるのか。 

○障がいがある子ども同士で遊ぶ所があればいい。 

○我が家では知的障がいの子がいて、本年４月より高等部３年で、来年３月には卒業します。

卒業後の受け入れ場所が少なすぎる。陽光園を予定しているが、満員になれば受け入れても

らえず、「とも」も予定して、枠があれば陽光園、なければ「とも」。これも受け入れ順で、

満員になればアウトとのこと。今角田市にピノキオという施設ができてきています。この施

設も、現在学校の先生と協議をしています。いずれも施設は先に入った方が有利、後から入

っていくのは不利。こんな問題を解消して頂きたいものです。 

○障がいを持っている子が安心して頼める所や暮らせる町にして頂きたいです。白石市の方は

あまり感心が無い様なので、もう少し考えて貰いたいです。 

 

■相談について 

＜非生活困難層＞ 

○相談機関がない。他人に知られたくない相談事なのに、相談員が市民（同じ学校の保護者や

近所の人、知り合い等のことが多い）だとそこに行けず、他の市町村に行くことになる。仕

方がないことだとは思うが、小さい街なので、配慮が欲しい。 

○育児相談の日程が１か月に１回だけのため、タイミングが合わないと行けない時がある。２

回くらい実施して頂けるとありがたいです。 
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○思春期の子どもについて相談できる場所が欲しかった。公のホットラインで相談したことが

あったが、回答はお決まりの言葉だけ。何も問題解決のヒントは得られず、時間の無駄だっ

た。子育ての専門知識の豊富な相談員を増やして欲しい。発達障がいのある子どもについて

相談できる場所が近くに欲しい。子どもに発達障がいがあることが 15歳まで分からず、幼

稚園や学校の先生の言葉が辛かった。 

○学校の先生は忙しくて、ゆっくり相談ができない。スクールカウンセラーは、相談しても的

確なアドバイスがもらえない。児童相談所が一番で、病院も併設されて、親子共に専門的ア

ドバイスや治療が受けられ、素晴らしいので悩んでいる人にはぜひ利用するのをお薦めした

い。 

○乳幼児健康診査の時に相談しても、うやむやにされて終わりました。 

 

■その他の支援について 

＜非生活困難層＞ 

○子どもが安心して暮らせる貸家等が多くあれば良い。もう少し子ども達が楽しく遊べる場所

（キッズパーク等）があれば有難い。白石には産科が無いので、とても困っている。 

○引越して来たばかりで、周りに知り合いがいません。以前住んでいた群馬では、ファミリー

サポートセンターを利用させて貰い出産等を乗り切っていたので、白石でも同様のサポート

が利用できれば良いと思います。夫婦共働きなので、学校の夏休み等の長期休暇の時の子ど

も達の留守番が心配です。 

○中一で反抗期に入り毎日ケンカになる事が多く、どう子どもと接していいか解らない。親以

外の話は比較的素直に聞くので、地域の人や他の大人と関わる機会があったらいいと思う。 

○親の教育が必要だと思う時が多々ある。子どもに対する言葉使いがひどいと思ったり、きち

んと料理をしないで買ってきた物だけを食べさせたりする親がいる。子どもをしっかりと育

てられる親でないとダメだと思う。子どもを所有物やペットを勘違いしている親もいる。 

○６か月健診を受けて思ったのですが、離乳食についての話が少なすぎて具体的な内容が無く、

初めての子育ての人には情報が少なすぎると思いました。以前他の市町村に住んでいた時は

「離乳食教室」と言うのをやっていて、離乳食に不安のある人たちが、保健師や栄養師さん

と一緒に実際に離乳食を作ってみたり、より詳しく話を聞いたりと、とても役に立ち、離乳

食への不安が軽減されたのを思い出しました。 

 

③ 保護者に対する就労の支援 

■病児保育について 

＜非生活困難層＞ 

○下の子がなかなか眠ってくれません。それが原因なのかすぐ風邪を引き、持病の喘息になり

入院になります。その度に親のどちらかが休んで子どもの看病をするのですが、なかなか大

変で、理解のある職場ならいいのですが、昔何回も嫌がらせを受けて就職が厳しかったため、

病児保育あるといいと思います。 
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○病児保育があるといいと思います（せめて中学生まで）。微熱だったり、熱が下がっても出席

停止期間で登校できない時等、静かに過ごせて大人の目が届く場所があると助かります。４

月から中学生ですが、家に帰っても１人のため、図書館が 19時くらいまで毎日開館してい

るとありがたいです（商業施設の中や、暗い駐車場で待つお子さんも多いようです）。休日も

親子で楽しめる場所があるといいです。 

○病児保育が必要（仕事を休めないこともある）。白石第一小学区に子どもが歩いて行ける場所

に公園がほとんど無いので、あると良い。 

○保育園や幼稚園へ入れて働きたいが、子どもが病気になった時に預けられる所がないので、

働けない。病児保育があれば利用したいと思います。 

○子どもが体調を崩した際に周りに頼れる人がいないので仕事を休むことが度々ある。病児保

育等があれば良いと思う。 

 

■保育園・幼稚園について 

＜生活困難層＞ 

○保育園の待機がなくなって、速やかに母親が働けるように改善して欲しい。小・中・高の集

金の減額をして欲しい（給食費、資料費等）。 

 

＜非生活困難層＞ 

○仕事に就きたいと考えているが、保育園はいっぱいという話を聞く。現在幼稚園に預けてい

るが、年々人数が減っている。もう少し幼稚園の時間を長くしたり、延長ができる等があれ

ばいいと思う。 

○保育料は大きい出費です。 

○保育園に預けられず、とても困っている。一時保育も 16時頃までしか預けられない上、1

日８名で、受け入れ先も１か所しかないのは、大きな市なのに子育てしにくい所だと思った。 

○職業がら、土日祝も関係のないシフト制で残業や夜勤も当たり前のため、24時間無休の保

育施設があったらと切に願います。出勤も保育園への迎えも駆け込みギリギリです。保育園

からの迎えの電話も職場ではいい顔をされず、子どもが具合悪くても休みを取りにくいのが

現実です。働く女性は沢山いるのに、働きにくく子育てがしにくい環境であることを分かっ

て欲しいし、対策を取ってもらえたらと思います。夜勤をしていて困っている人は、私の他

にもいると思います。 

○今は祖母の協力があり、送迎等何とか子どもを育てている。保育園の設備等を充実して欲し

い。土曜日保育が１か所のみのため、そこの保育園に預けていないので、とても預けにくい。

どこの保育園でも０歳児から預かって欲しい。限定された保育園だけとなると、２人目がで

きた時、上の子と同じ保育園に入れて仕事復帰したくても預けられない。育休中は１年間の

みと言われており、上の子は退所しなければいけない。復帰したくても下の子を預けられな

いので、育休を延ばすと上の子が退所となります。何とかして欲しい。 
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○職場の保育園に預けており、年中から保育園を申し込んだところ、希望の保育園に入ること

ができなかった。仕方なく幼稚園へ。春、夏、冬休み中の祖母の負担が大きいです。白石で

も保育園に入れない事があるのだとびっくりしました。 

○小学校に入学する前に、自宅に近い保育園に入れたいのですが、なかなか希望する保育園に

入れません。入学する際、友だちが居た方が良いと思う親心です。よろしくお願いします。 

○現在は療育施設に母子通園をしています。自閉傾向があるので、本当なら集団保育は幼稚園

（学習メイン）より保育園（生活の手助け）の方が良いと言われているのですが、母子通園

のため長時間働く事ができず、幼稚園以外選択に入れにくい状況です。少数意見だとは思う

のですが、働きたくても働けない、保育園に入れたくても入れないと働けないというジレン

マが何とかならないものかと思っています。 

○待機児童が多い事で、保育園へ預ける事が困難。きょうだいが多いのに１つの保育園に入れ

ない。子育てへのストレスが増える。 

○２歳で保育園に入れようとしたが、希望の園は入れないと言われ、遠くの保育園を紹介され

ました。保育園は 0歳からは入れないと聞きます。うちは同居ですし、待機で１年待ちまし

たが、何の連絡も来ませんでした。今年から幼稚園に入れますが、料金が高いので何とかし

て欲しいです。 

 

＜不明・無回答＞ 

○希望した保育園になかなか入園ができない。共働きで職場より遠い保育園に入園し、市内の

公立病院で働いている。 

 

■児童クラブ、子どもの預け先について 

＜非生活困難層＞ 

○放課後に、子どもを見てくれる児童館が欲しい。（福岡地区） 

○児童クラブが学校敷地内にあるのは有難いです。生活が困らないように仕事が続けられて、

子どもが寂しく過ごすことが無いよう気にはしていますが、今の生活でいいのか将来の事が

解らないため、漠然と不安を抱えています。（大平地区） 

○現在短時間のアルバイトをしています（母）。４月から児童館に預けたいと思って行ったら、

昼過ぎに帰ってくるようでは児童館に預けることはできないと言われました。４月から小学

生になる子どもがいるので、利用したいと思ったのにがっかりして帰ってきました。我が家

のような短時間の就労者でも利用できる制度にしてもらいたいです。（白石地区） 

○他県出身のため、地域付き合いがあまりなく、身近に子を見てくれる人がいません。市の一

時預かりは６か月以上の子を対象としているため、困っていても頼れません。子どもの養育

費が気掛かりです。低月齢の時はおむつやベビーシッター代の補助をしてくれると助かりま

す。出産祝いの際に市から頂ける金券はおむつ代等に充てられないものもあるので、使用で

きる店を増やして欲しいです。出産後１か月訪問がありますが、最初１回だけではなく、そ

の後も気に掛けて欲しいです。例えば半年後にもう一度訪問する等。（白石地区） 
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○地域に児童館の様な、放課後に子ども達を預かってくれる場所が無いので、ぜひ作って貰い

たいです。（福岡地区） 

○学校に児童館が無いので、設置して欲しい。（大鷹沢地区） 

 

＜不明・無回答＞ 

○子どもの人数が少なく、児童館が地元に無い事が残念です。自宅に祖父母と同居しているが、

子守りをしてもらうことにも年齢時に心配がある。学校が終わった後に、そういった場所が

あった方が安心できるし、あれば利用したい。夏休み、冬休みの長期の休み等にも利用でき

るような施設が欲しい。（大鷹沢地区） 

○子どもの体調不良や急な休園（校）の時に、親が必ず休める訳ではないので、預けられる人

がいない。また、他の市町村では休日屋外活動を行う団体やサークル等が多くあるが、白石

にはほとんどなく残念に思う。用事だけではなく児童に対しての活動場所や預け先等の整備

をして欲しい。（白石地区） 

○学校の下校後の児童館や児童クラブが欲しい。（白川地区） 

 

■仕事関連について 

＜生活困難層＞ 

○ひとり親なので、フルタイムで働ける安定した仕事を紹介して貰えたり、探すのを協力して

貰えると、暮らしやすくなると思います。白石に今年引越し、友だち等がいないので、赤ち

ゃんや子どもイベントを、もう少し多く開催してもらえると嬉しいです。 

○働きたいけれど、職が無いです。 

 

＜非生活困難層＞ 

○仕事のストレスで体調を崩しがちなので転職を考えているが、不安があるし条件も合わず悩

んでいる。 

○働く場所が少ない。 

○今までずっと働かずに主婦をしていましたが、急に働かないといけない事情ができ、職を探

しているところです。転勤族なので子どもを見てもらう人がいません。公立の幼稚園に入れ

ていたため子どもの預かりが無く、ファミリーサポートを考えましたが、夏休み等の長期の

休みにファミリーサポートにお願いをするとかなりの出費です。なかなか希望に合う職が見

つからず困っています。幼稚園のママさんたちも、同じように悩みを持つ人達が沢山います。

○母親のライフワークバランスの改善（当直明けなのに帰宅が 22～23時になる）。 

 

＜不明・無回答＞ 

○就職先がない、賃金が低い。 
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④ 経済的支援 

■経済的支援について 

＜生活困難層＞ 

○毎日生活していくのでいっぱいいっぱいです。子ども４人を 1人で育てることが、こんなに

大変なのかと実感しています。おなか一杯にご飯を食べさせてあげたくても、食べさせてあ

げられないのが現実です。手当等の援助を受けているものの、生活は決して楽ではありませ

ん。４か月に一度の支給ではなくて、毎月の支給なら生活もかなり楽になると日々思ってい

ます。 

○子どもへの金銭的な支援が欲しいです。所得の低い家庭に対してのインフルエンザワクチン

の補助金や就学に係る費用への助成金等、必要なものに掛かるお金への支出が少しでも軽減

されるような制度があれば、もっと生活しやすい地域になると思います。本当に必要にして

いる家庭にもっと寄り添った税金の使い道があれば良いと思います。 

○低所得での家計の負担はかなり大きいです。特に医療費は１回に掛かる費用が大きく、病院

に行くのを考えてしまう時があります。医療費助成制度を 18歳までのばして頂けると助か

ります。 

 

＜非生活困難層＞ 

○インフルエンザの予防接種の費用が高く、子どもが多いため、全員受けると大変な金額です。

無償かそれが難しいなら、３人目以降を無償にする等して欲しいです。肝炎の予防接種も病

院で勧められましたが、なかなか厳しいです。 

○実家にお世話になっているので、児童扶養手当が無いのが辛いです。極力自分のお金で生活

したいのですが、難しいです。 

○インフルエンザの予防接種についてですが、受けたほうが良いのは分かっていても、我が家

は子どもが３人なので、全員受けるとなると、金銭的にかなり負担が大きいです。そのため

毎年受けていませんが、周りにも受けていない家庭が結構います。少しでも補助をしていた

だけるとあり難いです。蔵王町は手厚いと思います。 

○沢山子どもが欲しいが、保育料が高くて難しい。保育料や病院等の費用を見直して欲しい。 

○保育園を希望したが入れずに、幼稚園に入れました。下の子も今年から同じ幼稚園に通う予

定で、私も同時に働きに出ようと思うが、幼稚園の金額が高すぎてやっていけるか心配。幼

稚園は午後から夕方まで別料金が発生するので早く幼児無償化になるといい。 

○他の市町村のように、子ども医療費助成を 18歳まで無料にして欲しい。 

○学費の補助があれば良いと思います。 

○税金が高すぎて、働いている意味が無い。子どもの多い家庭の給食費の減額をして欲しい。 

○市内に専門の皮膚科が無く刈田病院を利用したいが、数か月に１度程度の利用のため、毎回

千円が掛かるのを無料にして欲しいです。せめて子どもや老人は、受ける回数が多いのでお

願いします。インフルエンザの予報接種料金が高く感じます。一律千円位の手出しになれば

良いと思います。 
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○病気や事故等があった時に前年度の収入で判断するのではなく、その時に一時的にでも就学

援助制度のような制度を設けて欲しい。長期療養となると収入がかなり減少し、貯蓄を崩し

ての生活となり、子どもの進学にも影響が出てしまったり、給食費の支払いの遅れ等をした

くないためです。勉強ができない子や、やりたくない子と同じクラスだと学力が向上しない。

やりたくない子の気持ちに沿ってしまうので、我が子も勉強ができなくなる。特に小中学校

で徹底して欲しい。 

○税金や住宅ローンで子どもにお金を掛けてあげられず、児童手当も将来の進学のために使わ

ず全て貯金している。高額な大学の授業料の不安があり、少額の貯金をして現在の生活を切

り詰めている。子ども達の将来が社会的にも不安。インフルエンザ無料化等、他市町村が行

っている事業は、せめて当市でも実施して欲しい。 

○保育園等は、３人以上で、長女、長男が３年生まで３人目は無料になっていますが、１人目

と３人目が 4～5歳離れていたら、その支援は使えません。３人目からは無料にすることも

考えて欲しい。２年後あたりにそんな感じになることは新聞で見ましたが、遅い。 

○第３子以上の入学祝い金として図書カード 3万円分はありがたいのですが、冬場のインフル

エンザワクチンの助成が本当に欲しいです。子どもが多い家は、財布に大きなダメージです。

せめて、小学校まではお願いしたい。もう何年もアンケートがあると書いていますが、実現

されません。 

○保育料は応能負担とされており、各世帯で大きな差があります。仕方のないことと思う反面、

ひとり親世帯と偽り、実際は事実婚の配偶者がいたり、安い賃貸のアパートを借り実際は親

と同居している人々を見受けると、不公平さを感じます。応能負担の段階によっての金額に

も、あまりにも差がありすぎます。世代的に住宅ローンと支払いが重なるケースが多いと思

います。収入があるからいいという訳ではないと思います。 

○インフルエンザやワクチンの接種費用が高い。子どもが遊べる場所が少ない。公園や屋内で

遊べる施設を充実させて欲しい。未来ある子ども達のためにもっと色々と考えて欲しい。 

○インフル接種の助成をしてもらいたい。 

○インフルエンザ等任意の予防接種の料金負担を減らして欲しいです。特にインフルエンザは、

子どもは２回必要なので、３人いる我が家は金額負担が大きいです。２回目だけでも 1000

円免除とかして欲しい。乳幼児健康診査では、相談してもネットにのっているような事しか

言われませんでした。駄目出しされているような気分にもなりました。もっと母親の気持ち

に寄り添って欲しいし、苛立ちます。 

○現在２人目を妊娠中ですが、医療費等の負担が大きい。小さな子どもが安全に遊べる公園が

少ない。遊具が古いので新しいものに変えて欲しい。 

○問 30（重要だと思う支援について）でも書いたように、宮城県は出産費用が全国的にみて

も、とても高いです。県でできないのなら、市で一部負担等の支援制度があればといつも思

っています。子どもが産まれてからの支援等は今でも満足なのですが、子どもができるまで

産むまでも大変なので、そちらも充実してくれればと思います。うちでも子どもは産めるな

ら数人は欲しいのですが、出産費用の面でなかなか踏み出せません。ご検討いただければ幸

いです。 
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○ひとり親世帯は手当があるのに、低収入世帯の手当は薄いと感じる。七ヶ宿や蔵王町のよう

に、手当や助成を手厚くして欲しい。 

○父母ともシフト制の仕事をしており、土日どちらも仕事の量も多く、日曜祝日 2人の子ども

をファミリーサポートセンターに預けることが多くなっており、子どもを預ける金額の負担

が重く、その上保育料もあるので経済的に厳しいです。小学校に上がっても、日曜祝日は子

ども達だけで留守番をさせなければいけないので悩んでいます。 

○インフルエンザワクチン接種費用の補助。保育料の軽減。給食費の軽減や市からの補助。交

通量の多い交差点等の場所に信号機の設置。外灯の設置（あまりにも少なすぎる）をして欲

しい。 

 

＜不明・無回答＞ 

○現在困っていることはありませんが、他の市町村では、高校生の年齢まで、子どもが医療費

助成を受けられると聞きました。「白石市」という「市」であるならば、この意見も実現させ

ていただきたいです。 

○保育園に通わせていますが、前回は０円で、今年度から３万円近く支払うことになりました。

第３子なので、０円となっていても収入によって金額が変わるのは仕方ないと思いますが、

０円から３万円というのはすごく負担になっています。金額が上がるにしても、あまりにも

差があるのは、本当に負担になっています。 

○費用がどのくらい掛かるのか解らないので、家の風呂やトイレを直したり、リフォームがで

きない。国や県も含めて市から無利子で費用が借りられると助かる。職場の理解が得られず、

学校の行事等になかなか参加できない。中学校の送り迎えができない事があるので、スクー

ルバスの運行をもっと充実させて貰いたい。 

○共働きですが、保育料が高く、何のために働き預けているのか分からなくなります。保育料

がもう少し安くなると良いです。また、誕生祝い金が商品券なので利用する機会がなく、大

変不便です。蔵王町のように現金支給が良いです。 

○下の子が幼稚園の年中で、上の子が小学校３年生で、就園奨励費補助金を利用しています。

上の子が小学校３年生までは補助金の申請が可能ながら、来年は利用できないと知って、す

ごく疑問に思いました。どちらかというと、来年の方が年長でお金が掛かるので、すごく不

便になります。苦しいです。「小学校 3年生まで」というくくりをなくして欲しいという思

いです。上の子も習い事をさせてあげたいし、母親が働いてもあまり足しにはなりません。

もう少し、子どもに関する補助金であったり、減免であったり、制度を考えて頂きたいです。 

○給食の無償化とは言わないが、ある程度の収入がある人からは、税金や介護保険のように収

入から天引きできれば平等になるのではないかと思う。 

○（困っていることは）実家に住んではいるが、金銭的援助が期待できないのに、児童扶養手

当の更新の都度、同居家族の収入を考慮され減額されること。母子家庭なのに、授業料等の

援助が全くなされなかったこと。 

○生活資金が足りない。児童手当が少ない。 
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⑤ その他 

■情報提供について 

＜非生活困難層＞ 

○自ら求めないと情報が入って来ず、知らなかったことが多いということに気付く。障がいの

ある子ども（自閉症で軽度知的あり）を育てているので、特に色々なコミュニティとつなが

りを持ちたいと考えているのだが、どこに聞けばよいのか、誰に聞けばよいのか分からない。

もっと情報発信をして頂きたい。 

○子育てで困っていることが今はないが、子どもの年齢によって悩みが変わってくる。小さい

時は同じくらいのお子さんがどの辺に集まって交流しているのかよくわからなかった。広報

をよく見るが、若い世代は自治会等に入ってない人も多く、自治会等を知らないのではと思

う事もある。活動は色々あると思うが目立っていないため、情報の発信方法は高めた方が良

いと思う。 

 

＜不明・無回答＞ 

○子どもを一時的に預けられる場所、費用が知りたい。安心して子どもを預けられるのかも心

配。公立保育園に入るまでの手続き、待機児童をもっと少なくして欲しい。保育園が決まら

ないと仕事も始められない。ひとり親世帯へはすごく優遇しているが、ひとり親世帯でない

家でもとても苦しい。児童手当が少ない。公立保育園に入れない。 

 

■アンケートについて 

＜非生活困難層＞ 

○白石市はアンケートを書かせるだけ書かせて、結果を反映させていないように感じます。皆

様から頂いた結果をまとめて改善できる所は改善して欲しいです。 

○特定されないと書いてあるが、番号が振られている。何のための番号なのか。このアンケー

トに掛かるお金（税金）を別なことに使ってもらいたい。 

 

■その他 

＜生活困難層＞ 

○詐欺の電話や訪問販売がうっとうしい。 

＜非生活困難層＞ 

○現在のアパートではそろそろ狭くなってきている。 

 

＜不明・無回答＞ 

○特にありません。白石市がいま以上に元気な市になることを望みながら、努力していきたい

です。 

○毎日楽しく生活しているので、困った事は無いです。 

○防災サイレンが朝昼夕鳴りますが、ボリュームが大きすぎて困ります。 
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２．児童・生徒の自由回答 

１）回答件数 

問 30 毎日の生活で感じていることを自由に書いて下さい。 

 

※自由回答の全件数は 118 件で、内訳としては、生活困難層が 8 件、非生活困難層が

85件、不明・無回答が 25件でした。 

個々の回答は複数の内容について触れている場合がありますが、回答を分類するに際

しては、回答内容の中で冒頭に述べられている事柄等主要なものひとつに限定して分

類を行っています。 

(件)　　

生活全般について

悩みや不満について

要望や願望について

その他の家庭生活について

その他の学校生活について

その他

53

27

21

8

7

2

6

0

2

0

0

0

33

21

17

5

7

2

14

6

2

3

0

0

0 20 40 60 80

全体（n=118） 生活困難層（n=8）

非生活困難層（n=85） 不明・無回答（n=25）
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２）児童・生徒の分類別回答 

■生活全般について 

＜生活困難層＞ 

○毎日楽しいです。（類似合計件数 3件） 

○一年を通して、学校生活以外で運動する機会が少ないと思った。 

○日々、成長していると感じる。欲しい物があり、それをママにおねだりできない。 

○人間としての価値観が生まれてきていると思います。友だち等も多く、不便なことはありま

せん。しかし高校進学に向け、入れるのかという不安はあります。 

 

＜非生活困難層＞ 

○いつも楽しい生活をしています。（類似合計件数 22件） 

○自分は本当に色々な人達に支えられているという事をとても強く感じます。家族も友人も先

生も優しくしてくれて、とても有難いです。 

○学校では毎日みんな遊んでいる。とても楽しいし、家では宿題をやる時間やゲームをやる時

間を決めている。ご飯を食べる時は、家族みんなで集まって食べている。授業では全部の教

科が楽しい。 

○もう少しで卒業だから、勉強をもっと頑張りたい。なるべく周りの人（家族、友だち、先生）

に迷惑を掛けたくない。学校では十分楽しいし、嫌な事もあるけど、充実している。家では

ゆっくり休んでいるし、手伝いもちゃんとしているから、毎日がすごく楽しい。 

○自分はすごく幸せな人だと思います。 

○いつも周りの人のおかげで、とても楽しい生活を送ることができています。これからはより

よい地域を作っていくために、社会に貢献して立派な大人になりたいです。親に迷惑を掛け

ず、役に立てるように育ちたいです。 

○友だちがにこやかで過ごしていて、良いと思う。 

○自由に生きていけることの喜び。 

○自分はお金持ちの家に生まれて幸せだと思う。 

○防災の授業や世界の貧しい人たちの授業を受けると、自分は幸せだと感じます。やりたくな

い事や大変な事もあるけれど、まずやってみようという気持ちで様々な事に取り組んでいま

す。それを続けていきたいとも思っています。 

○お金持ちになってみたいと思ったことがあるけれど、やっぱり今の生活が一番楽しいと思っ

た。友だちのことでたくさん悩んだりしたけれど、それでも友だちの存在ってありがたいと

思った。 

○ご飯は美味しいです。勉強は難しいです。 

 

＜不明・無回答＞ 

○日々、楽しく過ごしています。（類似合計件数 8件） 

○毎日、友だちと遊んでいて楽しい。毎日、チャレンジタッチをしてすごく疲れた。 

○１日１日成長しているのだと感じるようになりました。 
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○必要な物は買ったり、買ってもらったりして不満はないし、とても幸せです。これからもお

金（お小遣い）を上手に、大切に使っていきたいです。勉強にはついていけていて、楽しい

ので予習をするのが好きなので、ドリル（参考書）もやっていきたいです。 

○お母さんが叱ってくれた時があるけれど、役に立っています。小学校を早く卒業して、中学

校に行きたいです。自分は注意されても１～３回やってからやめているので、そこを直して

いきたいと思っています。 

○何事も一生懸命やれば、後から嬉しい事があるのだと感じている。 

○学校では楽しいことがいっぱいで、塾では習字をしていて、とても楽しくなりました。最近

はお母さんとカルタ等をしていて、お父さんとお母さんはいい人だと感じています。 

 

■悩みや困っていることについて 

＜非生活困難層＞ 

○周りの人からどう思われているのか不安で、孤独。 

○最近はやらなければいけない事が沢山あって、それを終わらせなきゃいけない事で疲れてい

ると感じています。しかし好きな事でストレスを発散しているので、そんなに辛くはありま

せん。 

○友だち関係が難しい。 

○いつも色々な時間が決まっている。ちょっとの事でもいやな顔をされて怒られる。たまには

どこかに連れて行って欲しい。 

○学校の帰り道が、暗くて怖い時がある。 

○食物アレルギーを発症してから食生活が大変になった。 

○自分の部屋の片付けができない。片付けをしてもすぐ散らかる。通学路に街灯が少ない。白

石の競技場を全天候型にして欲しい。 

○早起きができず、目標の電車に乗り遅れてしまうのは、少々寝不足だからと感じている。 

○電車が遅れるのが面倒くさい。バイトの最低賃金をどうにかして欲しい。雪が降った時に歩

く歩道がない。遊ぶ所がなさ過ぎてつまらない。ゴミが多い。学校が少し遠い。 

○SNSで悪口を書いている人がいて、困っている。 

○休みの日になると早起きができない。早寝もできない。 

○僕は白石市に住んでいます。二小の近くの踏切で、警報が鳴ってから遮断するまでが短くて

少し焦ってしまいます。 

○学校や宿題が面倒くさいと思っている。友だちとは別に遊べるから、休み時間も全部５分に

して早く帰りたいと思っている。ピアノはいいが、サッカーは面倒くさくてやめたいと思っ

ている。太るのに食べてしまっているので、駄目だと感じている。父さんに少し気を張って

いると思っている。 

○すごいことができても、友だちや家族に見せようとすると、できなくなってしまう。お姉ち

ゃんに余計な手出しをされて、朝起きたり夜中に起こされたりもする。もっと給食ででかい

肉が出てくれないかなと思います。お祭りが毎回楽しみです（お菓子）。 

○学校に行きたくない。 
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○いつもいじめられていると思う。 

○少し疲れがたまっている。 

○嫌いな友だちが私の好きな人を知っているくせに、好きな人に余計な手出しをする。 

○友だちに毎日進学の相談をしている。中学になり、家族のことが嫌いになってきた。 

○部活がつらい（朝早い）。 

○若者が好む場所や店（大型ショッピングモール、ゲームセンター、体育館等）が車を使わな

いと行けない距離にあるため、若者が少なくなっていると感じている。 

 

＜不明・無回答＞ 

○学校があると、毎日ストレスが溜まって疲れる。勉強は難しい。 

○この町はとてもつまらない。都会の方が生活しやすい。買い物がしづらい。仙台に行かない

と何も買えない。安くない。電車やバスの本数が少なく不便。給食がマズイ（埼玉の学校は

ハーゲンダッツが出ました）。大きい公園があるといい。水道の水が美味しくない。図書館が

汚く利用しづらい。大きな本屋さんがない。 

○学校のバックが重い。生活リズムが不安定。体調不良が最近多い。 

○家が不自由すぎる。 

○友だちとコミュニケーションを取るのが苦手だと、最近気づいた。イライラすることが多い。

なるべく一人でいたくなる。他人に自分の事をあまり話したくない。 

○学校給食の牛乳が美味しくない。 

 

■要望や願望について 

＜生活困難層＞ 

○学校のトイレを洋式にして欲しい。通学路の歩道の除雪をして欲しい。 

○朝のバスの時間を少し早めて欲しい。6時間だと２時間バスを待たないといけないから、バ

スの時間を早くして欲しい。 

 

＜非生活困難層＞ 

○もっと越境通学をし易くできると良いと思います。眠い。もっと白石うーめんを広めるか、

白石といったらコレというものを作らないと、白石の人口は減っていく一方だと思います。 

○二小は水漏れがするし、廊下が長すぎて少し困ります。街灯が少ないし、壊れている所があ

るので、冬はとても暗いです。 

○街灯が少ない。自転車で行くのが大変。 

○宇宙に行きたいです。 

○もう少し、レストランとかショッピングセンター等ができて欲しい。活気のある町になって

欲しい。 

○白石にもう少し子どもの遊び場を作って欲しいと思う。医療費の免除を高校生まで期限を延

ばして欲しい。街灯を増やして欲しい。 
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○友だちと話している時や何かをしている時が一番楽しいです。部活や家族の事で毎日イライ

ラします。ストレスを溜め込みます。ストレス解消法が知りたいです。 

○私は発達障がいで、小５から２か月に１回、名取のクリニックに通院しています。発達障が

いのため、暴れたり、クラスの皆に迷惑を掛けています。学年が段々と上がり少し落ち着き

ましたが、私は少しでも私の発達障がいをわかってもらいたくてクラスの子に話し、理解と

サポートをお願いしたいのですが、担任の先生からは「いじめにつながるから」と言われま

した。どこかに相談する所を作って下さい。本人の言葉を母が代筆をしました。 

○異文化への理解や国際交流に対し、白石の生徒にもっと興味を持って欲しいと思っていて、

白石市国際交流協会のイベント等をもっと高校生にも認知されたらいいと思います（知って

いる人は多分多くないです）。通学で白石-越河駅間を利用しているのですが、本数が少なく、

図書館以外で 19時頃まで利用できる勉強スペースが白石駅付近にあると、白高生にも便利

だと思います。休日でも遊べるように、斎川にも公園があったらいいと思っています。 

○朝昼夕に鳴るサイレンの音が大きいので、優しい音にして欲しいです。 

○習い事をやめ、自分の時間を増やしたい。 

○中高生が楽しめる施設がない（映画館やラウンドワン等）。元の給食センターの所に新しくで

きる施設は良いと思ったけれど、白石からは少し遠く、交通手段が中高生には必要だと思う

（バス等）。 

○学校で授業をしている時に、毎日のように喧嘩が起きて、授業が進まず遅れています。その

ような問題を起こし授業崩壊をさせる人達を、一つのクラスにまとめることはできないのか

と思います。クラスの子だけではなく、先生達も大変そうで逆にかわいそうです。 

○不審者情報等を聞くことが最近多いので、通学する時とても不安なため、通学路に「町の安

全ボタン」を増やして欲しいです。白石第二小の遊具を撤去するか直して欲しい（一つ大き

な遊具があって、古くて危ないので）。 

 

＜不明・無回答＞ 

○白石高校の野球部です。益岡公園の球場が使えず、まともにバッティングもノックをする事

もできません。部員は皆、本当に野球が大好きです。目いっぱい練習させてあげられず、悔

しい気持ちで一杯です。工事前に市役所の人がいらっしゃって「不便な所は」と聞きました

が、前よりも不便になってしまいました。旧白石高も取り壊されてしまう事になり、今より

もっと厳しい状況になります。お金の事は私達にはわかりません。しかし、彼らが高校球児

でいられるのは３年間しかありません。どうか、一刻も早く状況を良くして頂きたいです。 

○35人クラスの継続をして欲しいです。今は 29人のクラスが４組ありますが、３組に変更

すると１クラス当たり４０人になり大変なのでお願いします。 

 

■その他の家庭生活について 

＜非生活困難層＞ 

○手伝い等をして徐々にできなかった事ができるようになってきた。 

○きょうだいが多くて、毎日楽しく生活しています。 
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○夜ご飯はなんだろうな。今はケンカするかな、弟と。 

○朝起きるのがだるいです。 

○この家族に生まれてよかった。 

 

＜不明・無回答＞ 

○家族とお話する事ができて楽しいと思っています。 

○朝ごはんが多いと思う。 

○毎日同じような日々。 

 

■その他の学校生活や習い事について 

＜非生活困難層＞ 

○学校の生活がとても楽しい。（類似合計件数２件） 

○学校の勉強が面倒だと思います。 

○学校でいじめが無く、良いと思っている。 

○学校生活や家での生活では、特に不自由なく送れていると思います。学校生活では委員会や

部活動等を積極的に参加することができる環境があり、とても安心して活動することができ

ます。最近では、委員会活動も活発化してきているので、とても忙しいです。家は居心地が

とても良いです。その中でも家族はとても温かく、安心できます。 

○中学校までもう少しだから、いじめもなく仲良くやっているからいいと思う。 

○習い事が上達するように頑張っています。 

 

■その他 

＜非生活困難層＞ 

○本が読みたくなる。 
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