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周りにひとり親世帯で大変苦労している方々がいます。経済的な面（正規労働

がしにくい環境）、社会的（人的）なサポート面で良い支援策を検討して頂け

ればと考えます。 

宜野湾市の病児保育（小児デイ）が利用しづらくなった。他の病院で一度診断

書を取ってから預けるので、時間もお金もかかる。仕事をしないといけなく

て、どうしても休めず預けるのに預けにくく利用しづらい。今は他市町村の小

児デイを利用している。病気の時に預けられる人が居ない家庭にはとても不

便になりました。 

市外の認可外保育所に入れています。現在、妊娠中で認可保育園への手続きを

しなかったのですが（働いていないため）、認可保育園の条件枠をもっと広げ

て、多くの子が入園できたらいいのになと思います。保育料が全然違うため。 

高校卒業まで医療費免除して欲しい。 

今の世の中は子どもが多い家庭ほど貧乏。これでは日本の人口は増える訳が

無いと常々思っている。 

宜野湾市の子ども医療費は後から支払われますが、最初から窓口で無料にし

て欲しいです。受診したいのに手持ち金が用意できない、または無い場合もあ

ります。とても不便を感じます。また、宜野湾市には小児科の病院が少ないで

す。 

産休・育休中の経済的支援がもっと欲しい。育休明けの年度も前年度で税金の

計算や、保育料の計算がされているので経済的にも苦しい。 

児童手当を上げて欲しい。 

放課後学童クラブの数が増えること、利用料金が下がることへの支援がある

と助かります。 

認可外保育所へ通っている子どもに対して、ひとり親家庭は補助があるが、一

般世帯へは無いので、何か助成があれば助かります。その分、子どものために

貯蓄できるので。 

３歳未満の保育料をもっと安くして欲しい。（病気がちで仕事も休む日が多い

ため） 

子ども医療費は後から返ってきますが、出来れば病院で支払う必要が無いよ

うにしてくれたら助かります。 

市内限定のファミリーサポートは意味が無い。現実に見合った内容にすべき。

（送迎サポートで市外は対象外なんて、こんなに狭い島なのに隣の市への習

い事にも使えないのはナンセンス） 

年子がおり、父親だけの収入では全く足りません。ミルクもいつもギリギリで

す。そんな風にいつもピリピリして、子ども２人を毎日相手している母親もき

ついです。約３年間、身内や友だち以外との交流も無く、社会に馴染めるか怖

いです。うちの子は２人とも待機児童です。何とかしてください。 

認可外保育所の保育料減免などをしてもらいたい。 

（１）未就学児の保護者調査票自由意見 ２．自由記入欄に寄せられた意見の整理 
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保育料を無償化して欲しい。今回は２歳児で回答しましたが、現在０歳３ヶ月にな

る息子もいます。夫の収入から生活に必要な額を自動的に引かれると残りが少な

く生活苦です。０歳の子どもを預けたくても義母は一人で自営業を営んでおり、甘

えられる環境ではないのが現実です。実母は県外のため難しく、保育料（月４万円

程度）の負担はとても大きいものです。切実な家庭は大変多いと思います。シング

ルマザーへの手厚さが羨ましいです。（経験者ですが） 

子どもの医療費は会計窓口での支払いを無料化して欲しい。 

児童手当をもう少し上げて欲しい。 

ひとり親世帯の全ての世帯で家賃免除や減額があると良い。 

働けば働くほど保育料や税金が上がって生活が楽にならない。お金が無いか

ら、子どものやりたい事（習い事や遊びに連れて行くこと）が出来ない。家庭

状況を把握した上で制度を決めて欲しい。中間層の家庭は支援などもほとん

ど受けられないので、保育料等の料金の階層がもっと細かく分けられるよう

になれば良いなと思っています。 

保育園に預けて集団生活を経験させたいが、保育料が負担である。認可外保育

所の無償化を実現して欲しい。 

児童手当の金額を増やして欲しい。 

子ども医療費助成金の対象年齢をもう少し引き上げて欲しい。 

子どもも大人も老人も、インフルエンザの予防注射代を市で出して欲しい。 

主人と移住してきたため、身の周りに頼れる人がおらず、制度を利用したくて

も共働きのため、なかなか話しを聞きに行くことが出来ません。収入をとると

家庭が保てなくなり、家庭をとると収入が減るため豊かな生活が保てません。

その中で上手くやっていかないといけないのは理解しているのですが、制度

や補助をもう少し身近に感じ、利用できるようにして頂けると助かります。 

現在の宜野湾市の財政難は元市長が国からの助成金を断ったためと聞いてい

るが、次の市長はしっかり対応して頂き、保育料無料等に働きかけて欲しい。 

現在、小学生の子を学童に預けていますが、小学校から離れているため、小学

生と幼稚園の送迎となり、日々負担を感じています。可能なら小学校敷地内か

近隣に学童を設置し、利用代金ももう少し安価になると助かると思います。 

手当の所得・収入制限の幅が狭すぎる。年間１～２万円オーバーしただけで手

当の減額をされても、保育施設の預かり時間が決まっているので残業も出来

ない。このままでは、収入増える⇒手当て減る⇒でも働けない⇒一生貧乏、と

なる。 

保育料を安くして欲しい。幼稚園も給食があると助かります。（弁当が大変） 

ひとり親世帯だけではなく、両親揃っている世帯へ、きちんと夫婦とも納税し

ている子育て世帯へもサポート・援助が欲しいです。住民税が高く、保育料も

高くて、奨学金の返済もあって、支出だけが大きいと強く感じています。 

放課後児童クラブをもっと充実させてください。大阪市は無料です。参考にし

てください。 

産休手当てが３か月分一気に入ってくるのは良いけど、入ってくるまでに時間がかか

るため、４～５ヶ月程収入０円の状態だったので、先に支給してくれると助かる。 
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働きたくても保育園に入れない。また、働いても保育料で収入が減る。なので、

もう少し保育料を安くして欲しい。 

奨学金返済も考慮に入れて、保育料や手当て等を決定して欲しい。 

仕事をしても保育料などが高く、働いていても貯蓄など出来ないので、教育費

の支払いなどを無料とまでは言わないが低額にして欲しい。医療費補助（通

院）も中学生までに延ばして欲しい。 

両親ともに働いていないと子どもを保育園に預けられないため、出来れば認

可外でも安く子どもを預けられるようにして頂きたいです。（現在、子どもが

発達障がいグレーゾーンにあり、旦那の収入も少なく、私自身すぐに働ける状

態ではないため、認可外が少しでも安くなって欲しい） 生活は子どもの児童

手当に頼っている状態で苦しいです。 

詳しく調べていないので分かりませんが、周りの先輩ママから、学童が少なく

て仕事を早くあがらなければいけない（フルで働けない）と聞いています。共

働きでないと生活できない家庭が多いです。充実した体制をとってもらえた

ら助かります。学童と習い事が提携して送迎してくれるようになったら利用

したいです。 

保育料をもっと安くして欲しいです。 

子どもが５人います。多子家庭にあてはまるかと思いますが、幼稚園の保育料

（認可保育園も）は収入によって金額が決まります。そして、対象の子の兄弟

が小学３年生までいる場合は保育料が半額となりますが、我が家は上の子が

小３以上のため対象にはならず、他の二人兄弟家庭があてはまり、安い保育料

で通っていました。うちのような多子家庭なのに対象になっていないケース

の見直しを是非お願いしたいです。 

宜野湾市民で良かったですが、予防接種全部が無料だと助かる。 

保育園の無償化を望みます。 

産後のファミリーサポートの料金を安くして欲しいです。現在、妊娠６ヶ月で

長女は３歳、長男は１歳なのですが、旦那は自営業で忙しく、義母は持病があ

り、私の母は祖父の介護があるため、出来れば市のファミリーサポートを利用

したいと考えていますが、料金が高くてなかなか利用できません。３人目も帝

王切開になるので、退院後の育児が不安です（私自身、無理をするとすぐに産

後熱が出てしまう）。母や義母には迷惑をかけたくないです（無理させて、持

病が悪化するのは怖い）。 

病院が無償化になれば良いなと思います。 

児童扶養手当の額をもっと増やして欲しい。 

病児保育は小児科のある病院で行えるようにして欲しい。海邦病院の小児科が無

くなったので他病院での診察となり、病児保育利用が不便になっています。 

こども医療費の窓口無料化、通院費を中学校卒業まで拡大の実現、よろしくお

願いします。 

子どもには英語や勉強も大切ですが、感性を養うために音楽やダンス、美術、

絵画や工作等に対する補助があると良いと思う。また、できるだけ小さいうち

にそれらの支援があれば良いのではと思います。 
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保育料が家計の負担となっています（年間約 50万円）。減額や免除等、負担軽

減措置を強く求めます。子育ては他にもお金がかかります。働くために保育園

に預けているのか、保育料を稼ぐために働いているのか、考えてしまいます。

是非、ご検討をお願いします。 

認可保育園や公立幼稚園の多子減額はかなり助かっていますが、他市町村は

第１子を小学３年生としているところもあるため、是非、宜野湾市も取り入れ

て欲しいです。あと、民間学童に補助金を出すなど、学童の利用料も安くして

欲しい。児童センターは定員が少ない上、自宅や学校からも遠いため、利用が

難しいです。 

保育料について市民税などで計算されているが、幅が広いように感じる。産

休・育休を取得中、前年度の収入額で保険料・市民税の額が決まるが、休み中

は収入が減るので大変でした。 

子どもが多い家庭への支援や制度を充実して欲しいです。 

中学卒業まで医療費助成（通院）して欲しい。 

保育料無料にして欲しい。 

医療費補助（通院）を中学卒業まで延ばして欲しい。市町村によってばらつき

があるのを出来れば統一して欲しい。 

３歳以上の子どもは収入や仕事に関係なく、幼稚園・保育園に通えるようにし

て欲しい。 

家庭保育の子どもの食事（栄養）をサポートする制度（１食 500円未満で大人

も利用可）があると助かる。（時々利用したい） 

児童手当だけでは足りない。保育園では保育料の他に絵本代や材料代などの支払

いが多い。４人で月１万円以上する月もあるので、補助できる制度があれば嬉し

い。 

子どもの保育料、学校費など、兄弟が多いと出費が大変です。習い事代や病院

代もかかるので、手元から出ない方法があれば助かります。 

児童扶養手当は有難いです。助かっています。 

少子化問題とか言われているけど、家族が増えれば増えるほど負担が増すばかり

で、援助どころか支援も本当に必要な人には役に立っていない。根本的な見直しが

必要だと思う。ちなみに佐喜真市長に投票したのは給食費無料を掲げていたから

だが。 

保育料や幼稚園など全部無料にして欲しいです。 

子どもの医療費を全額免除にして欲しい。一度支払うのも、後で振り込まれる

のも手間がかかる。宜野湾市（沖縄県）は遅れていると思う。内地出身だから

か、そう思います。 

仕事は出世して上向きだが、過去の生活費の借金が多過ぎる。子育て家族に借

り入れを滋賀まとめてくれる補助があれば見通しが明るくなる。 

子ども手当てを減額しないで給付して欲しい。 

収入が多少あっても毎月の支出が多いと大変です。保育料や学童の料金をも

っと考えて欲しい。医療費も大変です。小学校へ上がるとほとんど戻ってこな

いので、病院へ連れていけなくなってしまう気がします。 
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医療費の助成制度を中学卒業まで延長して頂きたいです。 

名護市のように保育料が無料になって欲しいです。子育てしやすい宜野湾市

に変えて欲しいです。 

主人の収入は多く、税金など多く払っているため、保育料などが高くなる。だ

が、兄弟が多いので出費はかなり多く、年齢制限など無く、兄弟割の適応をし

て欲しい。就学援助なども多子への対応を考慮して欲しい。 

保育料を無料にして欲しい。 

子ども手当の額を増やして欲しいです。保育園や学童もみんな入れるようにして

欲しいです。保育料や学童代も安くして欲しいです。よろしくお願いします。 

子どもの医療費を病院で払わなくても良いようにして欲しい。（南風原や他の

地域ではやっていると聞いている） 

財源等、制約があることは承知しているが、子どもに関すること（保育料、給

食費など）については全て無料であって欲しいです。親の状況でこどもの生活

に影響が出ない社会であって欲しい。子ども医療費が現物支給になるのは、と

ても良いことだと思います。 

中学生まで医療費の窓口無料 

認可保育園、認可外保育施設に通う子どもたちを平等に補助して欲しい。 

児童手当の支給方法に問題があると思う。夫婦それぞれの収入額で決めるの

ではなく、世帯の総収入額で支給額を決めて、その他の児童福祉等に予算を回

した方が良いかと思います。決して多くの児童手当が欲しいという訳ではな

く、平等ではないと感じている。 

認可外に通う世帯へも少し補助があるととても助かります。これからもより

良くなることを願っています。 

保育料が無料になればありがたいです。紙おむつの無料配布等もあれば助か

る過程は多いと思います。 

子どもの保育料無償化。児童手当の額をもう少し増やして欲しい。ひとり親家

庭の優遇はもう少し厳しくして欲しい。ひとり親でも頑張っている人はいる

と思うが、子どもを放置して遊んでいる親を見ると腹立たしい。 

保育園（認可外）には満足しているが、保育料が高いと感じる。もっと認可保

育園を増やしたり、保育料に関する支援が増えたらと思います。 

子どもが小さいうちに将来のための貯金をしたくても、保育料が所得に応じ

て算定される。保育料を納めるために働いている（？）と思ってしまう時もあ

る。育休中は手当てがあっても２ヶ月に１回しか入らない。また、就労時より

も減った額なので金銭的に辛く感じる。扶養手当があり助かるが、すぐにサイ

ズアウトしてしまう子供服などに使うと足りない。３歳から減額となるが、そ

の頃が特に必要なので３歳以降も継続されると助かる。小学生になると学童

は必須。でも、特に助成がある訳ではないし、兄弟の保育料が逆に上がる。認

可？公立？の学童が少ないから来年度が不安です。 

保育料の無料化だけではなく、学童保育等の無料かも検討して欲しい。 

無認可保育所の保育料が高過ぎるので軽減して欲しい。 

学童保育の充実、支援センターの土日祝日の開設 
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保育料が負担に感じる。 

保育園の保育料は収入が増えると保育料も上がる。貯金をしたいのに、これで

は生活は何も変わらない。預かり時間を短縮するなら兄弟を必ず同じ園にす

る等の取り組みをして欲しい。 

早生まれなので他の子と比べて児童手当のもらえる額が少ない。それに早生

まれだと４月から保育園に入れない（３ヶ月未満だから）ので、いろいろ不利

だと感じた。私は支援センターや近所の方と良い関係が築けていると思うが、

ひとりでも支援センターに行きやすくしたほうが良いと思う。（例えば、最初

に行く場合は、役所の方やボランティアの方と一緒に行ける制度） 

宜野湾市はこども医療費助成の期間が長いのですごく助かっています。あり

がとうございます。 

次の子を妊娠する前に麻疹・風疹の予防接種をしたいが、市からの助成金など

を検討して欲しい。 

学童費の補助制度があると助かります。年収に関係なく、複数の子どもがいる

世帯では兄弟の保育費だけで毎月の出費が多くて大変です。民間の学童は

15,000円くらいかかるので、１万円くらいは市から補助があると助かります。 

よほどの高収入でない限り、子どもの人数が３人以上の世帯は子育て支援を

厚くして欲しい。母子家庭ばかりの支援だけではなく、人数に応じた支援が必

要です。 

保育料が思っている以上に高い。保育料区分の細分化をして欲しい。保育料無
料化まで耐えられません。保育所へ預けず、仕事を辞めて家庭保育をした方が
家計に良いのでは？と考える。母子家庭の方が児童扶養手当等があり、保育料
も無料もしくは安いため、働いている意味が分からないし、税金を納めている
にも関わらず生活しづらい。 

様々な助成制度はありますが、一口に年収を考えるのではなく、行政は子ども

の人数を含めた配慮等をして欲しいと思います。年収が多くても子どもが複

数いると教育費等がかなりかかるので、制度の対象外としてもらいたくない

と感じます。（子どもが１人と３人では全く違います） 

待機児童となったために認可外保育所に預けている家庭への補助を検討して欲しい。  

医療費助成の学年をもっと上げて欲しい。（中学生まで無料だと助かります。） 

支払いも北谷町のように医療機関ではないと良い。 

医療費助成金の期間を 18歳まで延長して欲しいです。18歳まで全額助成だと

とても助かります。 

高過ぎる保育料を見直して欲しい。年齢が上がるにつれて安くなるのではな

いか。 

児童手当の所得制限について、限度額を超えても頂けることについては有難いで

すが、所得が世帯収入ではなく、収入が多い方のみの所得を基準にしているのは腑

に落ちないです。制限として設けるのであれば、世帯収入で考えるべきだと思いま

す。 

所得が上がっても保育料や市民税が上がるのでは余計に苦しくなる。保育料

等は完全無料化にするべきだ。 

医療費を 18歳まで全額助成してくれると助かります。 
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子ども医療費を中学卒業まで外来受診も助成して欲しい。 

保育料の無償化および義務教育期間中の子どもの医療費の無償化を希望す

る。 

保育料を早く無料にして欲しい。母子家庭の人たちは無料の上にいろいろと

補助もあって正直うらやましい。 

子ども医療費助成は医療機関での窓口支払いを無くして欲しい。 

医療費助成を小学生以降も対象にしてくれると病院へも行きやすい。 

保育料が高く、保育園に預けるために働いているような気がしてなりません。

もう少し安くしてもらいたいです。 

保育料、幼稚園、学童など、毎月の料金を安くして欲しい。支払うのが大変で

ある。 

宜野湾市も認可保育園の保育料無償化を取り入れて欲しい。また、学童の補助

制度も対象を広げて欲しい。その分を中学～高校で使う分として貯蓄してお

きたい。 

子ども医療費は窓口支払い後に振り込むのではなく、窓口対応でこちらが支

払う必要が無い様にして欲しい。 

保育料が高いので早く無料にして欲しい。また、子ども医療費はあとから戻っ

てくるのではなく、その場で無料にして欲しい。 

もっと子育てしやすいように、保育料や学童の料金を安く（出来れば無料）して欲しい。  

子ども医療費助成を中学校卒業まで全額助成にして欲しい。 

子ども医療費は後日振込みではなく、完全無料化して欲しい。病院での支払い

が負担です。 

保育料の無料化 

保育料を安くして欲しい。 

宇地泊地域は家賃も高いし保育料も高い。収入があると見なされていても仕

事面においては夜勤ばかりで精神・身体面で負担も大きい。税金や保育料にお

金がとられて、何のために一生懸命働いているのか分からない。せめて子育て

しやすい環境をつくるのであれば保育料は無料にして欲しい。 

児童扶養手当の金額をもう少し増やして欲しい。 

収入のある家庭であっても、父親の帰りが遅くて十分に子どもと向き合う時

間が無く、シングルマザー状態で頑張っている。子どもに対する政策は収入に

関係なく平等であって欲しい。 

中学校卒業までは医療費助成（通院時も）、歯科受診の助成をして欲しい。子

どもを２～３人、一緒に通院させると医療費が負担です。 

次の子を妊娠する前に麻疹・風疹の予防接種をしたいが、市からの助成金など

を検討して欲しい。 

少子高齢化が大問題の中、子どもが欲しいのに不妊に悩んでいる人も多くい

ます。不妊治療は経済的にも精神的にも辛いことが多いので、行政で支援に取

り組んで欲しいです。 

保育料はやはり大きいです。大事な子どもを預かってもらっているのは有難

いですが、早く無料になってくれると助かります。 
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高校卒業まで医療費を全額助成して欲しい。成長するにつれてケガ等も増える。 

税金において収入に応じた納税額は理解できるが、児童手当に関して一律給

付額でないことに不満が残る。憲法にもあるように、すべての子どもが平等で

あって欲しい。 

母子・父子家庭や経済的支援が必要な家庭への支援は多いが、病児を抱える家

庭や病児の兄弟の支援に関するものは少ない。病児を抱え、両親が就労してい

る家庭に対して、子育て支援（ファミサポ利用の助成等）の対応をして欲しい。

この対応の実行によって子育て支援だけでなく、女性の働きやすさ支援にも

つながる。 

医療費については窓口でのしだらいでも結構負担です。いずれ戻ってくるの

なら払わなくても済むようにして欲しいです。 

多胎出産の子育て支援として、ファミリーサポートの助成があり利用しまし

たが、支援期間が短いので、もう少し期間を延ばして欲しい。支援期間の見直

しをお願いします。ファミサポの助成の拡大が、地味ではありますが一番満足

度が上がる対応だと思います。 

保育園や幼稚園の無料化は必要ないと思うが、もう少し別の形で子どもが生

きやすいシステムをつくって欲しい。電車が無いこの地域でこそ、子どもや学

生のバス料金を安くして欲しい。 

うちは共働きで贅沢はできないが普通に暮らせています。所得に応じた税負

担については仕方がないと思いますが、いつも課税ばかりされて制度の対象

外となるためモチベーションが下がります。子どもの貧困対策も、貧困家庭だ

けを対象とすると経済格差の格付けとなるので、子どもの支援については保

護者の経済状況に関わらず「全児童対象」とした方が良いと思います。 

子育て環境 朝７時には親が出勤するため、祖父母に預けて登園させている。祖父母が元気

だから今は問題ないが、親に何かあった時にどうなるか心配。 

幼稚園が 12時降園のため、とても負担が大きい。園まで送っていき、片付け

をしていると、すぐにお迎えに出ないといけない。そのため、下のこと遊ぶ時

間は全くなく、ひたすらテレビを観せて、何とか洗濯物を干して、食器を洗っ

て、昼食をつくり、12 時のお迎えに何とか間に合わせている状況。私が子ど

もの頃に通っていた、ごく普通の市立幼稚園では毎日給食があって、14 時降

園だった。このくらいして欲しい。12 時に間に合わせるためだけの日々だと

言ってもよく、ストレスが凄い。午後は姉・兄が帰宅してくる。息をつく暇も

ない。助けてください。 

ゆとりある暮らしをするため、子どもを教育するため、子どもが困らないよう

に資格を取り、日々仕事と育児に奮闘しています。私も夫もフルタイムで残業

があり、給料は高い方で税金も多く納めていると思います。にも関わらず、数

年、認可保育園に入れず、現在は子ども３人別々の保育園や幼稚園に通ってい

ます。知り合いの話しを聞くと、「子ども３人同じ認可保育園で、保育料は３

人で数千円、夫の給料は低いので私もパート（５時間）している。だけど、こ

れ以上働くと保育料が高くなるから働けない。」と、話していました。何だか、

毎日一生懸命、時間に追われて仕事・子育てしているのが馬鹿らしくなりま

す。不平等だと思います。 
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家の近くに安全に小さい子（２歳）を遊ばせる場所が少ない。 

男性の育児休業の取得率 100％と、２年間以上で母親のサポートができる社会を望む。  

以前、39歳で不妊治療に専念するために退職し、結婚 12年目、不妊治療８年
目でようやく妊娠・出産しました。しかし、高齢出産のため体力的にきつい上
に、求職中は認可保育園にはずれてしまい、身体を休めたり、就職活動をした
いのに預け先が無い状況になりました。仕事をしていなくても週３日以上、子
どもを預かってくれる認可保育園を増やして欲しい。（認可外保育所では不安
があり、高いし、なかなか預けられない） 仕事を探しやすい、母親の体力を
温存できる機会が増えれば嬉しいなと思っています。私のように不妊治療、高
齢出産のために仕事を辞めた人は多くいるはずです。 

保育料が安くなって欲しい。 

子どもを遊ばせる施設が市内に少ないと考える。出来れば、子ども用の屋内プ

ールをつくって欲しい。 

もっと女性が子育て中でも働きやすい環境を整えて欲しい。 

子どもが６名いて、日々の暮らしが今以上に楽になったら毎日が楽しくなる。 

日祝日での地域の活動（公民館での子ども行事や親子参加できるもの等）が増

えることを望みます。また、乳幼児健診を平日のみではなく、土曜日も受けら

れるようになることを望みます。 

小児科の病院が少なく、また、病児ケアを充実して欲しい。 

子どもの遊び場となる公園の砂場に屋根を設置して欲しい。夏は暑すぎて遊べない。  

昼間、直射日光が当たらない場所に公園が出来ると嬉しい。 

学童２ヶ所、保育園２ヶ所と送迎が大変です。子どもの多い家庭なので、預け

先が同じ所だったり近い所の配慮とか出来ないのでしょうか。 

母親も働かないと生活できない社会をどうにかして欲しい。経済にもゆとり

を持って伸び伸びと子育てしたい。子育てはほんの一瞬なのに、仕事ばかりし

ている自分が嫌になります。子どもが小さいうちは、とにかくゆとりが欲し

い。 

宜野湾市内の公園が汚いことがある。ガムがついている公園、タバコなどで遊

具が焼けている公園など。いろんな公園に子どもを連れて行っているので直

して欲しいです。 

うちの子は生まれつきの障がいがあるので、障がいがある子どもも無い子ど

もも分けることなく、それが当たり前の社会になると良いなと思います。 

産婦人科の妊娠中の受診費用が高いと思う。 

小学校入学時の学童や送迎などでとても悩んでいます。子どもを３人産んで

育てていきたいので、是非、よろしくお願いします。 

宜野湾市は子育て支援が充実しており（医療費助成や児童センター、支援セン

ターでの活動等）、とてもありがたく思います。１歳・３歳・６歳の３児の子

育てをしていますが、今後も宜野湾市で子育てしたいと思います。図書館や博

物館、公民館など地域のイベント、行事もいろいろ参加させて頂き、情報を常

にチェックして子どもたちと一緒に楽しんでます。これからも期待してます。 

子どもが利用できる施設（プールや公園など）をもっと作って欲しい。 
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認可保育園に入っていて、出産を機に会社を辞めないといけなくて、赤ちゃん
の預け先は無いのに上の子は退園しないといけない（産後５か月）。育休だと
１年以上働いていなくても預けられる。会社は辞めないといけない場合の負
担が大きすぎる。会社の制度もおかしいけど役所の対応もどうにかして欲し
い。もっと子どもが欲しいけど、今の状況だと仕事を辞めないといけないた
め、退園になるくらいなら子どもをつくらない方を選んでしまう。 

保育料が高すぎます。２人目なのに半額対象にならないし意味が無い。給食費
もただになるって言っていたのにならない。最近の宜野湾市は住みやすい市
ではないような気がします。 

治安が心配なので、夜間など定期的に警察にパトロールして欲しい。また、通
学路でもスピードを上げる車を多々見るので、安全確保して欲しい。オスプレ
イの騒音が朝から晩までひどく、子どもが音を怖がる。 

公園への乳幼児向け遊具の設置 

保育園や学校の上をヘリコプターが飛んでいるのが怖い。 

公園は多いが駐車場が無かったり、テーブルやイス、屋根など熱中症対策を考
えて欲しい。 

子どもが何歳児でも、何人でも安心して預けられるよう、保育環境を整備して
欲しい。(立派な施設にお金をかけるのではなく、より多くの子を受け入れら
れるよう、認可保育所の保育士や受け入れ人数を増やして欲しい) 働く親だ
けでなく、病気や出産など、やむを得ずに預ける場合について、もっと配慮し
て欲しい。下の子の育休中は、一年以上休業することになっても上の子の通園
を保証して欲しい。 

きれいな公園が増えてくれればと思います。 

認可外保育だったため、保育料の負担が多くて大変だった。求職中なので子ど
も３人とも認可保育所に入れず、嫌な思いをしました。 

長田地区・志真志地区の方に小さな公園がいくつかあると嬉しいです。 

学童保育の利用料を収入に応じた金額にして欲しい。シングルマザーで身内
が誰もいない土地での生活なので、小学生になってからの学童料金のことを
考えると今後の生活が心配です。 

新城地区は公園が近くに無いような気がします。 

幼稚園に入るまでは家庭保育で育てたいが、自分が万が一の時など一時保育
を利用したいと思っています。しかし、宜野湾市内は一時保育施設が少ないで
す。さつき保育園が最寄の施設だったのですが無くなってしまいました。近く
に一時保育施設があるのは家庭保育している母親にとって保険のような安心
感があるので是非増やしてください。 

家族４人で暮らしていますが、両親ともにその両親とは死別しており、フルタ
イムで働く上で時間的な制限が多く（残業をするにも最長 18時半まで、また
土日の出勤も両親で重なる際には出来ない）、苦労しています。現在は朝夕の
送迎時間が柔軟な保育園に通えて助かっていますが、上の子の時には幼稚園
は８時半から 18時までという保育時間と知り、フルタイム勤務では利用でき
ないと落胆しました。その後、小学校に上がってからは学童へ入れるのに大変
苦労しました。子育てをする上で、保育時間にゆとりのある保育園や、日々、
子どもを見守ってくれる学童を充実させることが何より大切な取り組み事項
です。国策で進められている保育料無償化ではなく、親が安心して働き、子育
ても両立できるような整備が必要だと思っています。これから益々深刻化す
る少子化問題に向け、本当に必要な対策を自分も出来る範囲内で取り組んだ
り、考えていきたく思っています。行政の方も是非耳を傾け、取り組んで頂け
ると幸いです。よろしくお願いします。 
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現在、保育士をしていますが、働きながら子育て、生活していくことに四苦八

苦しています。保育料が倍以上にはね上がり、生活が苦しくなりました。７月

に流産も経験しています。県外出身であり、旦那側の実家も無いような状態で

あり、ひとりの時間が産後からずっとありません。 

宜野湾市のように広い市で病児保育の病院が１か所しかないことが不満で

す。それに家から遠すぎです。あと２ヶ所は増やして欲しいです。 

今後、息子が小学校へ入学すると自宅から学校までの通学路で歩道の無い区

間があります。北中城の高速入り口付近は交通量も多いので、是非整備して頂

きたいです。 

土日に利用できる支援センター等を整備して欲しい。 

育休中が理由で午後の預かり保育の申請が出来ない。保育園でも育休中は申

請すら出来なかった。遊び盛りの子どもが、赤ちゃんのお世話のために家に引

きこもり、トイレ練習中だけどオムツにさせている状態。親が家にいる育休中

でも、子どもにとっては悪い環境になっているので改善して欲しい。赤ちゃん

優先なので上の子たちの世話は無理。 

仕事をしていないと保育園に入れないし、保育園に入っていないと仕事が決

まらないという矛盾があります。また、兄弟で同じ園に入れない場合もあるそ

うで、もう少し親子にとって生活しやすい制度になって欲しいと思います。 

小児科を増やして欲しい。普天間小と普天間第二小の区域に１か所しかなく

て困っている。 

認可保育園になかなか入園できずに困ったし、そういう知人が多く入る。ま

た、保育士不足で手が回らないと聞く。実際、保育に携わっている保育士さん

は良い先生ばかりだが、人員不足は目に見えているので、頼みたいことも頼み

づらい。土日の保育・学童の充実も市で力を要れ、子育てしやすい環境をつく

って頂きたい。 

どちらの両親も遠方で、夫婦２人で子育てをしている状況です。いろいろ大変

なこともあったけれど、宜野湾市で子育て出来て良かったと思えています。た

くさんの方に助けてもらいながらここまで来れました。これからも子育てし

やすい環境への取り組みをよろしくお願い致します。 

両親ともに 30代半ばで、職場では中間管理職として動かなくてはいけない。

そのバランスが取れず、子どもに負担をかけていると常に実感している。養母

が毎日保育園のお迎えや夕食まで行ってくれるので「子どもがひとりでいる」

ということはないですが、周りに負担をかけている状況。社会全体として本当

に収入を上げて欲しい。経済的に楽になった分、子どもと穏やかに過ごした

い。 

宜野湾市内にミニ動物園があると、子どもたちの触れ合うことの少ない動物

や植物などと、遠出しなくても触れ合えるので、是非、前向きに検討して欲し

いです。 

近くに両親や兄弟等のいない核家族のため、一人目出産後に当時勤務してい

た仕事を辞めざるを得なかった。それから 10年経つが、同じような給与の仕

事はもう無い富もう。安い時給で保育料が高いと働く意味を感じられず、社会

復帰の意欲は下がるばかり。 
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子育て環境 

（続き） 

 

市内に小児科病院が少なく、かかりつけ医をあちこち変えている。 

公園は多いが駐車場が少なかったり、テーブルやイス、屋根などで熱中症対策

を考えて欲しい。 

地域で子どもを見守る体制が出来たら、もっと子育てしやすい宜野湾市にな

ると思います。子どもが小学校に上がり、地域の老人会の方々が登校時の見守

りを行ってくださっていると知り、非常に助かると思いました。 

核家族や県外からの移住家族も増えているので、サポート体制を充実させて

欲しい。近所の人は顔も分からないので、システムや制度を利用する方が気が

楽。ファミサポの無料化をして欲しい。 

保育料の改善、子どもの施設や学童施設等が増えて欲しい。保育園や学童の時

間等の改善も考えて欲しい。 

宜野湾市はとても子育てしやすい環境であると思いますが、もう少し、公園の

整備が行き届けば良いなと感じています。よろしくお願いします。 

昔は父親の収入だけで生活できていたのに、現代では母親も働かないと足り

ない。物も豊かになり、子どもたちにお金がかかる。もう少し、父親の収入が

上がってくれたらとか、児童手当をもう少し増やして欲しいと思う。保育料も

高く感じることもあるが、あまり安くなると保育の質が下がりそうだし。 

単発で子どもを預かってくれる場所が欲しい。 

公園を良く利用しますが、管理が良いと感じます。有難いです。０歳児から利

用できる遊具が増えると嬉しいです。 

長田公園の遊具を早く整備して欲しい。小さい子が遊べて、歩いていける公園

が無いので。 

障がい児を持つ母親がより生活できるよう、日曜日のデイが増えてくれると

嬉しい。周りには預け先が無くてストレスや心のケアが必要なママがたくさ

んいる。 

現在、夫が離島で単身赴任のため、子ども４人を抱え、４月より宜野湾市で生

活しています。予定では１歳児の子どもを保育園に入所させる予定でしたが、

認可外保育園でも空きが無く、とても困っています。 

子どもの居

場所 

小学校の中で放課後少しの時間でも過ごせるようにして欲しい。 

子どもが小学１年生になりますが、放課後の過ごし方が心配です。児童センタ

ーや学童の申し込みを早々に行う予定ですが、希望者多数で入れるか心配で

す。 

待機している学童の定員問題にも取り組んで欲しい。 

保育所などの待機児童の問題は新聞やテレビ等でよく取り上げられている

が、学童保育については取り上げられていない。利用したくても数が不足して

おり、宜野湾市大山などでは激戦区だと聞くので、対策をして欲しい。 

簡単に安価な子どもの預け先が見つかるといいなと思います。 

学童保育の待機問題をどうにかして欲しい。 

児童センターや学童の増設 

放課後の預かりの場ももっと増やして欲しい。共働きで預ける人も周りにい

ないので、せめて小学１、２年生まではどうにかして欲しい。 
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子どもの居

場所（続き） 

学童保育の充実をお願いします。 

小学１年生の学童利用の拡大。放課後、学校敷地内の利用。 

午前中の仕事なので学童に行く必要は無いのですが、学童に行くのが嫌だと

言うので利用していない。生活に困っている訳では無いので大丈夫ですが、学

童が楽しい所だったら良いのになと思いました。 

放課後児童クラブが近くにいろいろあるが、人気のある所はすぐに定員が埋

まり、早い者勝ちということがあるとのこと。各児童クラブにて値段が異なる

ので、希望通りの場所に入れないこともあり得る。値段も全て同じ、希望して

いる所には入所できるように（入所しやすく）してもらえたらとても幸いで

す。 

子育てがしやすい宜野湾市なので、金銭面でとても助かっています。０～３歳

くらいの小さい子ども向けの公園が少なく、外で遊ばせるとお兄ちゃんお姉

ちゃんに圧倒されて、しぶしぶ室内で遊ぶことが多いです。もう少し、子ども

向けのイベント等があったら嬉しいです。いつも市民のためにありがとうご

ざいます。 

学童をもう少し増やして欲しいです。県外では学校の教室を利用しているの

で安いですし、家計にも優しいです。是非、検討してください。 

土日に利用できる子育て施設が出来て欲しい。雨の日は図書館やショッピン

グセンター以外に行ける場所が無いので。 

嘉数小学校に通っていますが、児童センターが近くにないので、早急に近くに

つくって欲しいです。子どもたちの遊び場所や、習い事ができるととても良い

と思います。子どもたちの居場所をつくってあげてください。お願いします。 

室内で無料で遊べる施設、古い児童館の美化（大謝名団地のところが特にひどい）、

公民館で土日開催する幼児向けイベントの実施（平日は保育園があるが、土日はほ

ぼワンオペ育児なので室内でみんなで楽しく集まれる場所を提供して欲しい。） 

放課後学童施設が少ない。児童センターが欲しい（真栄原地区）。 

学童の数（宜野湾市が運営）を増やして頂きたいと思います。認可保育園のよ

うな感じで学童があると、安心して仕事をすることが出来ます。宜野湾市の公

園は遊具もきれいで、子どもたちも楽しそうです。清掃もちゃんとされてい

て、とても感謝しています。ありがとうございます。 

学童保育を増やして欲しい。 

１年生をむかえる親は平日常に仕事をしているため、学校が終わった後、身内

が近くにいないと、どう預けたらよいか不安です。学童も受け入れ枠があるた

め、入れなかった場合の焦りと不安は計り知れず、仕事を辞めなくては、とい

う選択までうまれます。そうなると収入も減り、生活苦になります。県外のよ

うに放課後や夏休み期間等、学校内で預かれるように検討して欲しい。あと、

市の認定学童を増やして欲しい。 

公民館などもっと子どもたちに利用しやすくしてくれると助かります。特に

真志喜は 58号線を隔てるため、子どもだけの利用は難しく感じます。宇地泊

公民館のように子どもの居場所として提供してもらえると助かります。自治

会費を払っていますが、開放等、内容の差を大きく感じます。 
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子どもの居

場所（続き） 

児童虐待の防止対策にもつながると思うので、是非、子どもの居場所づくりな

どにアンケートを役立ててください。子どもの命を救ってください。 

学童保育を充実させて欲しい。料金が上がっても良いので、夏休みだけとか区

域外の小学生なども受け付けるなど臨機応変に対応して欲しい。 

学校によって児童センターが無いため、地域の子どもたちのつながりが希薄であ

る。学童では狭くて人数も少ないため、思い切り遊んだり出来ない。是非、どの子

どもにも同じ条件で過ごせるよう、児童館やそれと同等の施設があると安心して

預けられる。 

児童センターがあるのにはすごく助かっています。ありがとうございます。 

来年１年生だが学童が決まらずに悩んでいる。学童が増えたらいいのにと、幼稚園

と同じく、小学校の中に 18時まででも良いので預かり保育があったら良いなと思

います。 

学童を探すのが大変。ほとんどが既に兄弟がいる児童優先で、新しく入りにく

い。認可保育園の中に学童を作ってくれると安心かつ下のこのお迎えと一緒

に出来て負担が減る。既存の学童が少なくて古い。 

学童の定員を増やして欲しい。 

次年度小学生の学童を利用予定だが、利用しやすい時間のところは１万５千

円で、うちは双子なので兄弟割引しても３万円近くします。児童館は土日休み

で預かりも 18時までとのことで、ニーズに合ってない部分もあるが安い。ど

ちらの預かり保育も生活に沿っていない。 

学童をもっと増やして欲しい。夏休み期間中も同じ時間で預かってもらえると助かる。  

学童探しが大変 

放課後学童クラブを増やして欲しい。 

土曜日や放課後など、子どもたちが安全に遊んだり、すごせる場所を増やして

欲しい。誰でも気軽に利用できる公園や図書館なども整備して欲しい。 

公営の学童を増やして欲しい。 

夏休み中のみ学童的な預かりをしてくれる場所があるとすごく助かる。来年、

子ども２人が小学生なので、夏休み期間、日中みてくれる人・場所がなくて心

配。共働きですが、学童に入れる余裕が無い。 

小学校に学童を設置してもらえたら良いなと思う。（親が仕事をしていると下

校時間に間に合わないので、小学校だと送迎を心配することなく預けられる） 

学童保育は子どもを預かる時間の割りに高額な学童が多い。 

公立の放課後の預かり施設を充実、定員を増やして頂きたい。お願いします。 

フルタイムの仕事をしているので、小学生２人は放課後は２人で過ごさせて
いますが、上の子が部活のときは下の３年生の妹はひとりで留守番をしてい
る。学童や公文を考えたが、学童は空きがなく、公文は本人が嫌がっており途
方にくれている。小学校で預かってくれる制度があればすごく助かるし、とて
も安心して仕事も出来ます。検討をよろしくお願いします。 

小学校の中に学童をつくってもらえると安心して働けると思う。県外でそう
いうところがあって便利だと思った。 

学校内に学童があれば働きやすいと思う。 

学童が少ないと思う。 
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保育園・幼

稚園 

保育園は兄弟・姉妹が皆同じ保育園へ通えるようにして欲しい。１年前は保育園が

３ヶ所バラバラで、今は２ヶ所になっているが、送迎などで約１時間ほどかかって

しまい大変です。その辺を考えて欲しいと思う。兄弟・姉妹で保育園がバラバラな

のはあり得ないと思う。母子家庭を優先しているが、働くことに関しては皆一緒で

すよね。 

認可保育園が増えるのはありがたいが、認可外保育所がその分減ったため、働

きたい時に働けなくなった。 

８月に保育料が２倍に上がったので少し辛いです。１年間同じ額だと助かり

ます。中流家庭にはやや苦しい時があります。 

保育園は土日も終日稼動して欲しい。仕事がシフト制なのに、土日みてくれる人がいない。  

認可保育園に入れません。毎回です。何でこんなに認可保育園に入るのが大変

なんでしょう。 

幼稚園の週２回のお弁当は回数が多い。保育園や小学校はこんなに多くない

のに、どうしてこんなに多いのか。ケイタリングにして親に回数を選ばせても

良いのでは？（弁当は月１回程度で） 

保育園の始まる時間（受け入れの時間）は、雨の日等は７時に預けても間に合

わない場合がある。保育園を通勤途中の場所に転園させたいが、一度退園しな

いといけないため、次の保育園に入れないと困るので出来ない。それが困る。 

幼稚園の受け入れが７時 45分からなので、仕事に遅れそうになったりする。

せめて７時 30分からが良いと感じる。 

幼稚園教育の充実、４歳児の預かり利用拡大、預かり延長保育を 18 時 30 分

までにして欲しい。 

認可保育園での保育内容（歯磨き、トイレトレーニング等）を統一して欲しい。

同じ保育料を支払っているのに、小学校入学時に既にスタートラインが違う

のを不満に思います。（公立保育所） 

保育園の入園について、子どもの産まれた時には認可保育園の受付が終わっ
ていて、次の年に受付に行ったら保育園に入れなかった。うちは嫁が北海道出
身で祖父母ともに沖縄に居ない。私の母は亡くなっていて、父は病院で寝たき
りでしゃべることも出来ない。嫁は運転免許を持っていないので近くの保育
園にしか申請出来ないのに、順番は８番目と言われた。家庭の事情をもっと考
慮して欲しかった。どうせ、役所で働いている人や、議員の知り合い、親戚と
かを優先で入れているんだろうけど、本当に必要としている人を優先した方
が良いのではないか。そういうのが見えるから役所の仕事は信用できない。 

共働きで夜遅くに帰宅することが多いため、母方の祖父母を頼っているが、祖父母
も高齢で体調が悪い。学童や保育所が 20時頃まで利用できれば非常に助かる。 

幼稚園の年中の預かり保育が登園日の半分しか預かってもらえない。これで
は仕事をしたくても出来ない。今年から４歳児の学童預かりも出来なくなっ
たのもおかしい。兄弟で幼稚園に入れていると年長は預かれるが年中は預け
れないと結局、仕事が出来ない。一人は幼稚園、もう一人は保育園と分けるの
は難しいし、保育園もいっぱいですぐに入れない。 

保育園にもよって違うと思うが、時折、研修や行事ごとで土曜保育を家庭保育

に、と協力依頼される。出来る限り協力してきたが、シフト上、土曜日休みに

して子どもの面倒をみることで、別の日に出勤などしわ寄せが来るのだが、保

育料が変わらないことに疑問を感じる。給食代もかからない訳だし、保育日数

で料金を割り引くなど支援して欲しい。 
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保育園・幼

稚園（続き） 

保育園に入りたいが待機になっています。入園を焦ってはいなかったのです

が、スーパーなどで他のお子さんを見かけると走っていって遊ぼうとします。

私のせいなのかなととてもつらく可哀想です。やっぱり子ども同士で遊ばせ

てあげたいです。どうか認可保育園を増やして、保育士さんに手厚い待遇をお

願いします。保育士さん達はみんな頑張ってもらっているのに、辞める方が非

常に多いです。 

認可外保育所料金の減額 

保育園の転園を一年を通じて出来るようにして欲しい。転園が年度で１回は

少ない。在園児を優先できないか。 

兄弟で別々の保育園に通わせて２年目なので、行事が２倍で別々のお弁当の

日というのが負担に感じます。兄弟で同じ園に通えるように整備等を進めて

くださいますよう、お願いします。 

認可外保育所がもっと増えればと思います。自営業なので認可だと保育料が

高くつくので認可外で保育料を抑えるしかないが、認可外が近場にあまり無

く、保育所を選択することが出来ない。 

認可外保育所が認可保育園に変わってしまって保育園に預けることが出来ず

に困っています。早生まれの子が入れない保育制度を変えていくべきだと思

う。育休を取れる人と取れない人でやり方を見直すべきです。 

認可保育園に入りたいが入れない。 

保育園の土曜日利用について、有料制、またはひと月に利用した分の保育料を

日額払いとしたら公平になると思います。現在は平日休み、土日休みの親に関

係なく保育料が同じで、平日休みの親は届け出ることなく普通に平日預け、土

日休みの親が用事で土曜日届出が必要なのは不満です。 

認可外保育所への援助をお願いします。先生方が本当に頑張っているのです

が、給与や手当てが少なくて、どんどん先生が少なくなってしまっている。園

が無くなってしまわないか心配です。 

保育園の定員増など待機児童改善を望みます。 

幼稚園の年中児の午後の預かり保育が実施されると良い。 

３歳未満まで時短で仕事ができるのは有難いが、３歳になったらすぐにフル

タイムでは、生活リズムも変わるし、延長保育の費用もかかるし不安です。保

育園は９時から 18時のフルタイム勤務だと確実に延長です。これも含めた保

育料で保育園を利用できると有難いです。 

幼稚園の遊具の充実を望む。 

兄弟で通う保育園を一緒にして欲しい。送迎、行事、お弁当が大変。車が２台

必要だったり、延長しないと子どもたちを迎える時間が無くなったりして、余

計に出費が増える。 

共働きであるため、保育園・幼稚園に確実に入れるように支援して頂けたらと思います。  

待機児童が無くなって欲しい。兄弟姉妹が優先的に同じ保育園に入れるとありが

たい。 

認可保育園に入りやすくして欲しい。 
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保育園・幼

稚園（続き） 

認可保育園に入れなかったので、入れるまで税金を一時的に安くして欲しい。入れ
る人と入れない人で、同じように税金を納めているのに不公平を大変感じる。 

幼稚園年長児と認可保育園年長児の利用保育料は同一金額にして欲しいです。  

認可保育園の土曜日保育を利用しない家庭に対しては、その分の金額を差し
引いた保育料を請求して欲しい。利用していないのに同じ金額を支払うこと
に対して以前から納得がいかない。 

認可保育園の給食メニューを統一して欲しい。また、弁当会の回数と曜日を統
一して欲しい（兄弟で違う園だと大変です）。 

専業主婦ですが、幼稚園の預かり保育を利用できると有難いです。下の子が小
さいので、お迎え後は夕食の準備などで遊んであげられないので。 

兄弟で同じ保育園に入れなかったり、２歳まで育休を取ると認可に空きがな
いと、復帰する時に色々と大変な思いをしました。４月中に仕事に復帰しない
と認可の申し込みが出来ないなど改善して欲しい。 

下の子の育休中も上の子の保育園利用を可能にして欲しい。 

保育園が足りていないと感じる。仕事を探したいが近くの保育園は空きがなく、遠く
の認可外へ通わせている。特に最近、認可外保育所を認可園へ移行させているようだ
が、そのせいで認可外へ通っていた子らがやめざるを得ない状況となっているのはど
うかと思う。それまで通っていた子も継続して通える状態を確保すべきだと思う。 

上の子は認可外保育所のため、保育料が別々で出て行きます。認可・認可外問
わず兄弟の数で保育料免除が可能になれば良いなと思います（収入による対
象枠にギリギリで入らないので）。あと、３歳以上だと友だちや先生との信頼
関係が出来ているので認可へ移すことの抵抗もあります。とても大変そうで
す。素晴らしい環境なので、先生も笑顔でいられる金銭的な補助があるともっ
と育児の幅が広がるのではないかと思います。 

待機児童が多すぎる。近い場所に保育園をつくりすぎなのに、入りたい地域に
は保育園が無かったりする。 

働きたくても保育園を探すのにとても苦労しました。保育園の間口がもっと
広くなると良いなと思います。 

保育園に無条件で通えるようになって欲しい。 

希望する人全員が認可保育園へ入所できるようにして欲しい（勤務している、
していないに関わらず）。 

認可保育園に入りたいので入りやすくして欲しい。 

認可・認可外で１歳児を受け入れられる施設が少ないことに驚きました。ま
た、一時預かり保育も使用に制限があったり、利用した日に預かってもらえな
い時もありました。 

夫婦で共働きをしており、子どもは３人（小・幼・保）で３人バラバラの場所
に通っています。毎日の送迎にとても困難を感じています。正直、途中で支障
をきたして休職しました。下２人が同じ園に入園できれば良かったのですが
出来ませんでした。兄弟がいれば優先して入れて欲しいです。結局、送迎先が
違ったら負担は大きく、負担軽減にならないと思います。認可保育園が増える
のも良いけど、親の勤務地は市内とは限らない。例え市内だったとして、子ど
もが多いとひとりで３ヶ所回って最後に自分の職場に着く頃には遅刻してし
まう。私たちは子ども３人を分け、父親の職場のある那覇の保育園にひとり、
母親は２人の送迎を行い、回している状況。他にも似た家族もいるのでは。働
きやすい環境を考えるのなら、市町村以外の特別枠を作って欲しい。認定こど
も園は当市町村枠を除き、その都度余った数しか回さないので、結果が出るま
で分からず不安。数を確保して欲しい。最近は認可外が大分減っているし、以
前、娘を保育放棄されたことがあり預けたくない。 
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キーワード 暮らしや仕事、子どもについてなど、制度や支援策への意見や要望 

保育園・幼

稚園（続き） 

土曜保育を充実させて欲しい。 

待機児童ゼロを目指すのは素晴らしいことだが、実際はとりあえず入れてい

るだけで、兄弟で違う保育園だとかなり負担がある。定時就労時間が 18時な

のに、それから別々の保育園に迎えに行くと 19時を超えることも多々あるの

で、毎日早退しないと迎えに行けない。 

認可保育園の１歳児受入数を増やして欲しい。 

宜野湾幼稚園に通っているが、土曜日の預かりが無くて困っている。近くに頼

れる人がいないため、共働きで土曜日も仕事で休みが取りづらい。 

市立幼稚園のお昼はお弁当の回数が多く、ケータリングが利用できないなど不便な

点が多い。特に母親が働いている世帯は負担が大きいので給食を導入して欲しい。 

宜野湾の保育園に入れず、浦添の企業型保育園の地域枠に通っている。非常に

通園に不便を感じているので、待機児童への配慮をして欲しい。 

現在、幼稚園に通っていますが、保育認定の規定が厳しく思えます。職探しの

時間が足りないなと感じました。他の子どもの世話や家事もあるため、午前だ

けの保育では動けなかった。 

認可保育所を増やして欲しい。もしくは、認可外保育所を認可保育園とするな

ど出来たら良いと思う。 

保育所の選定に落ち、市外の充実した保育所に預けています。もっと新しく認可保

育所を増やして欲しい。女性も働く時代、保育所の時間を延ばして欲しい。 

幼児教育環境（幼稚園の年中・年少）を整備して欲しい。 

今、通っている保育所でトラブルや不信感があっても、別の保育所へ（兄弟も

一緒に）移動できないことへの不満があります。きっかけも、役所のスタッフ

による不信感なのに、当事者からの謝罪等の対応もなく１年が過ぎています。

不満があっても保育所を変えられず、母子ともに１日の半分を任せないと働

けないのが現状です。また、ゆっくり育休を取りたくても、０歳じゃないと２

人目以降は入園が難しいのも問題です。（多くの市町村では現状届などで希望

を取るところもあります。） 

認可保育所が増えてくれればよいのに。 

運動会を無くして欲しい。 

待機児童の解消 

保育園に空きがあれば少しは働けるのかな。家計が苦しいです。待機児童対策

はどうなっていますか。 

会社で働いていた時、育児休業後の預かり場所が無くて辞めざるを得なかっ
た。保育園など入園も限りがあり、現在も認可外で７時半～16 時までで５万
円、さらに昼食代、おやつ代、延長保育料、管理費が子ども２人分を支払い、
仕事を自営に変えて働いています。もっと安い認可外を探して体験入園しま
したが、あまりにも環境が良くありませんでした。もう少し認可外にも目を向
けて欲しいです。 

仕事をしたくても、保育園で２年間待機児童です。このまま宜野湾市にいたら
ずっと仕事が出来ないのではないかと不安で仕方ありません。市外に転出し
ようかと悩んでいます。基地問題もあると思いますが、まずは待機児童問題を
どうにかしてください。全然、子育てしやすいまちではありません。よろしく
お願いします。 
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キーワード 暮らしや仕事、子どもについてなど、制度や支援策への意見や要望 

保育園・幼

稚園（続き） 

仕事をしないと保育園に入れないので困る。子どもを保育園に入れて、３ヶ月
以内に仕事をしてくださいという制度に変わると、今から仕事をする親にと
ってはとても助かります。 

公立幼稚園の給食を希望する。他市町村で実施しているところもあるのに宜

野湾市は出来ないのか。食べて帰ってくるだけでも親は助かります。 

認可保育園において、兄弟は同じ園に入れるようにして欲しい。 

兄弟がいる場合、同じ認可保育園・学童に入れるように配慮して欲しい。 

働きたい母親のための認可保育園がない。働いていないと認可保育園に入れ

ず、認可外は保育料が高過ぎて通わせられない悪循環。認可保育園は親の年収

も見て点数をつけて審査して欲しい。生活保護でも母子家庭でもないグレー

ゾーンの課程が一番大変。 

18時までのお迎えは難しいので、18時半くらいまで保育時間を延長してくれると助かる。  

兄弟児が同一認可保育園に通えるようにして欲しい。 

認可保育園を増やしてください。昨年、子どもを預ける時に苦労しました。そ

して、下の子を入れるのに苦労しています。双子なので尚更です。切実です。

よろしくお願いします。 

引越し等で市町村が変わると子どもは通っている園を退園することになると

思いますが、親の事情で園を変えたくないし、認可園に入るのが難しいので、

市町村が変わっても卒園まで同じ園に通わせたいです。 

保護者が就労していなくても認可園に入園できるようにして欲しい。一時預

かりできる園が少なくて利用しにくい。 

誰もが認可保育園に入れるシステムをつくって欲しい。 

仕事に復帰する際の子どもの預け先が確実でないことが毎回不安。 

現在２人目を妊娠中のため、産後、２人とも保育所へスムーズに入園できる

か、上の子と同じ園に入園できるか不安です。仕事も早い段階での復帰を希望

しているので、兄弟で同じ園に入園できる制度があればと思います。知り合い

で兄弟で別の園という話しも聞いているので。 

幼稚園から一番遠い地域に住んでおり、一人登園を推奨しているが送迎バス

等も無いので絶対に危なくて出来ません。また、他市町村では幼稚園でも給食

がある。宜野湾市は週２回のお弁当と、11時半、12時の降園では大変。 

保育所を増やして欲しい。 

仕事をしたいが、保育園に子どもを預けるというハードルが高い。仕事を探し

てから保育園を探すのか、その逆なのか、何から手をつけたら良いのか分から

ない。出来れば、子どもには慣れた保育園で卒園まで過ごさせてやりたいの

で、入れてすぐに転園などはしたくない。 

保護者の就労状況に関わらず、認可保育園に希望すれば入れるようにして欲

しい。 

幼稚園も給食にして毎日 14時～15時まで預かってもらえると助かります。ま

た、職員も正規雇用にして先生たちの生活の安定もはかってもらいたいです。 

もう少し保育所を整備して頂きたい。 

保育料、預かり保育料が高い。 
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キーワード 暮らしや仕事、子どもについてなど、制度や支援策への意見や要望 

保育園・幼

稚園（続き） 

私立幼稚園が給食を食べて帰宅できるので利用しています。公立幼稚園の給

食は出来ませんか。他市町村は学校給食を小学校と同じメニューで実施して

いるところもあります。食べて帰ってくるだけでも助かるし、小学校の給食の

慣らしにもなりませんか。 

保育料が高い。 

早く働きたいけど保育園に入れずに困っています。切迫した状況ではなくて

も、共働きでないと厳しいという家庭は多いと思います。 

認可園に入りやすくなると助かります。 

１歳と３歳の２児の母親です。夫婦２人とも県外出身で、沖縄に親族がいませ

ん。共働きで、預けている保育園では土曜日の家庭保育協力願いが多く、土曜

日も仕事の親としては働いていても預けにくい。利用園児も少なく、保育に疑

問がある。預ける側の家庭環境も考慮して欲しい。 

認可保育園の枠が決まっているが、認可外保育所の数が少ないと思う。市の補

助金などで認可外保育所を増やして欲しい。（現在、アパートの一室での保育

園や自宅を改装しただけの認可外保育所が多く、預ける方としては不安があ

る） 

幼稚園も給食にして欲しい。 

認可保育園への入園を希望しているのですが、母親がパート勤務のため待機

となっている（順番的に低い）。全ての希望する子どもが保育園に入園できる

環境であって欲しいです。 

小学校入学の壁が高くて大変不安です。小学校に馴染みやすくするため幼稚

園に入れたかったが、延長をしても 18時までとのことで仕方なく保育所継続

を決めました。その保育所は校区外にあるので、校区外の保育園の子どもでも

小学校にスムーズに慣れるよう、通う予定の小学校と市主催の定期交流等の

パイプをつくって頂きたい。あるいは、幼稚園の延長保育を 19時まで延長し

て欲しい。 

公立幼稚園の預かりが 18 時なのは早いので 19 時までにして欲しい。保育園

の年長クラスしか選択が無い。 

保育園、幼稚園での預かり時間を 20時くらいまで延ばしてもらうと大変有難

いです。また、その条件もゆるくして利用しやすくしてくれると有難いです。 

子どもたちのために働いても、子どもを預かってもらえる場所に問題（認可の

受け入れ制度や対象の仕組み、保育料や保育時間、休園の考え方）があって、

不満が出ます。保育の預かりや金額、休園など考えて欲しい。 

子どもの就学のため、幼稚園を選んだが朝の受け入れ時間や 18時までの預か

りなど、勤務しながらの送迎に難しさがある。早出の出勤、遅番、延長等、職

員での対応を考えて欲しい。また、給食導入を早期に行って欲しい。さらに、

４月の預かり保育スタートについても検討して欲しい。入園式後の預かりス

タートで、それまでの子どもの行き場が無い。選択肢を広げるためにも対応を

考えて欲しい。 

認可保育園の入園の判断基準に収入も含めてはいかがでしょうか。明らかに

認可外でも保育料を払えるのに認可に通っていて、苦しい生活の中働かない

といけないため、認可外に預けている家庭を良く見ます。 
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キーワード 暮らしや仕事、子どもについてなど、制度や支援策への意見や要望 

保育園・幼

稚園（続き） 

認可保育園で土曜保育を嫌がられることが多い。仕事で仕方なく預けなくてはい

けないので、園が受け入れしやすい体制に変わっていくと気持ちよく子どもを預

けられます。 

今通っている認可保育園は良いところで満足なのですが、年収と手取り年収

は違うので保育料が高いと感じます。相談のうえ、減額できる制度があったら

助かります。単に収入だけで保育料の設定をされるのは厳しいです。 

認可保育園料が高い。 

保育園の体操着やハサミなどの費用が高い。 

教育環境 沖縄の人が東京で生まれ育ったら教育レベルは東京と同等で、東京の子が沖

縄で生まれ育つと沖縄レベルになる。子どもに問題は無く、教育環境に問題が

ある。教師・教諭・保育士たちの能力を上げる必要がある。内地にいた時の年

長の合奏レベルが、沖縄では小学５年生と同じレベルでがっくりした。 

結婚を機に、大阪から主人の生まれた宜野湾市民となりました。同じように税

金を払っていても、受けられる教育や支援は大阪とは比べ物にならないくら

い劣っていると思います。教育レベルが向上することも無く、長男（小学３年

生）が県外への高校進学を希望していますが、県外の小中学生と基礎レベルで

差があるように感じます。問い合わせ等の対応も悪く、正直、住民税を払う意

味も分かりません。 

普天間第二小学校の運動場に米軍ヘリの窓が落下したことに大変不安を感じ

ます。幼稚園でも何度も屋内に非難しているのを見ると、とても教育に支障が

出ていると感じます。 

土曜日も学校があって欲しい。 

モンテッソーリや英語教育に力を入れた学童があれば嬉しいです。沖縄県は

特に教育に一番取り組む必要があると考えます。 

沖縄県は教育（特に幼児）に力を注ぐべきだと思います。モンテッソーリや英語教育など。  

歩いていける場所に無料で勉強できる場所があれば良い。 

共稼ぎなので 21時まで食事付きの保育があると正社員で頑張れます。おじい、

おばあが近くにいないので、保育所や学童クラブが父母の代わりです。地域交

流もしたいのですが、遠くに住む親の介護もあるので、地域と社会、国からの

連携がとれたら、これからの子どもたちが高齢化社会に目を向けて、子どもた

ちから率先して取り組める社会を継続します。幼児教育が一番大事です。親が

仕事、疲労時に全く子どもと向き合う時間が無かったのですが、幼児園の教育

指導により、わが子は素晴らしく成長しています。いつの間にか本を読んで、

字を書いて、自分の言い分を伝えます。沖縄県は出生率が高いですが、教育が

低いので環境を整えたら NO.1になります。大学生の学習ボランティアを取り

入れたり、退職教員先生のボランティアなど地域活動にして、子どもたちとお

泊り保育、体験学習など小学６年生まで取り組めば、慈愛の精神が根付くと思

います。 

宜野湾市上原地区は宜野湾小学校となり、多少遠い。しかも、学童が少ない。 

小学校の知的や支援学級を使用する予定です。休み時間や移動教室時の支援

の方が少ないとのことで少し不安です。人員が少ないというのも大変かもし

れませんが、充実して頂くとありがたいです。 

学校で発達に問題のある子のケアをもっと充実させてほしい。 
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キーワード 暮らしや仕事、子どもについてなど、制度や支援策への意見や要望 

教育環境

（続き） 

教育レベルを上げるための工夫を考えて欲しい。学校の教員は非常に忙しい

ために期待するのは無理だが、市民レベルの活動（例えば NGOなど）が活発に

なるためのインフラの提供などを考えて欲しい。 

全ての子どもたちが教育を受け、安心できる市であって欲しいと思います。い

つもいろいろ考えてくださり感謝申し上げます。 

保育園もそうだが、小学校中学校にも先生のサポートをしてボランティアスタッ

フをどんどん使えるシステムに変えて、子ども一人ひとりへの教育の質を上げて

欲しい。 

図書館の土日祝日の営業時間がもう少し早く始まって、もう少し長いとうれ

しい。 

高校の義務教育化 

来年から小学校に進学しますが、息子が通う予定の小学校には通級学級の支

援を受けることが出来ないそうです。全ての小学校で平等の支援が受けられ

るようにして欲しいです。よろしくお願いします。 

就学支援 給食費を免除して欲しい。 

我が家の事ではないのですが、母子家庭で支援はいろいろあって助かってい

るが、部活をすると県外派遣など学校での様々な出費が多々あり、結局、夜、

子どもたちだけ置いて仕事をしないといけないという現状をよく聞く。何か

対策をしないといけないのではないでしょうか。よろしくお願いします。（私

自身も昔はそうでした） 

小学校入学時の準備金を市の方で負担して欲しい。 

高校や短大、大学に通うにあたっての奨学金制度の見直して欲しい。（私たち

が奨学金を借りていて、結婚し、子育てしながら高いお金を返済していくのが

大変なので、子どもたちにはなるべく大変な思いをさせたくないです。） 

県外大学入学への奨学金、または留学などの奨学金が少ないので、もっと充実させ

て欲しいです。本当に子どもたちのためになるお金の使い道をお願いします。 

小中学校の義務教育にかかる費用をもっと抑えられると良いなと思います。

給食費とか、中学校も助成金が出ると良いと思う。 

小学校の給食費無料化をお願いしたい。成長も早く、いろいろとお金がかかる

年齢です。市町村によっては給食費無料のところもあるので、是非、宜野湾市

も無料にして頂けると、子どもの夢を叶えるため、将来の貯蓄が出来ると考え

ています。 

給食費無償化 

大学進学のための返還のいらない奨学金 

小中高大学の入学時にかかる費用が高過ぎる。部活動でも出費が多いと感じ

る。（チームＴシャツ、部着、部活に必要な道具類） 中学校でも同様で、家

庭の事情で部活が出来ないお子さんを思うと心が苦しくなる。 

就学支援制度等が所得によって受けられる人と受けられない人がいるのは困

る。多子世帯においては所得で決めて欲しくないです。 

小学校の給食費を無料化して欲しい。 

誰もが進学する際にお金のことで悩まず、平等に進学できる世の中になって

欲しい。（ちゃんと勉強を頑張れば報われる世の中に） 
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就学支援 

（続き） 

学校関係の費用に対し、もっと支援策や制度があれば良いと思います。やは

り、お金が無いと生活は成り立たないので。仕事量を増やすと子どもとの時間

や自分の時間が無く、気持ちに余裕が無くなるとイライラしがちで子どもに

も自分にも良くないと日々思うのですが、働く量を増やさないとお金が無い

という悪循環な感じです。 

入学する際に必要な費用（教材費や制服代）を無償化して欲しい。 

ランドセルに関してどうにかならないものかと考えることがあります。義務

ではないと思いますが、あたかも義務のように感じるし、ひとりだけランドセ

ルを持っていない場合は孤立してしまうので持たせない訳にもいかない。し

かし、ランドセルは高価すぎる（平均３～４万円、高いもので７～８万円）の

で、購入時における支援や助成金があった方が良いと思う。正直、ランドセル

は重いし、両手をフリーにするためや安全性等の面で考えても、成長度合にお

いても、背負うということならリュックでも良いのにと感じます。 

就学援助の対象かどうかが今一分からない。対象だと思って申請したら不受

理だった。 

中学・高校の制服が高い。小学校への入学準備が多くて出費もすごい。 

就労環境 大型スーパーの店舗で正社員として勤務しています。現在、育児のために時短

勤務を希望しているのですが、長時間労働を強いられ、配慮を全くしてもらえ

ません。子どもが寝た後の帰宅になることが多く、何のために時短を希望して

いるのか訴えても無視され続けていて、辞めさせようとしているのかとも思

ってしまいます。この様な会社に対して行政から指導をしてもらうことは出

来ないでしょうか。 

40代で幼児を育てながらの就職活動の難しさ。 

小学生以下の子どもがいると、母親はまだまだ正社員として雇われにくい社

会である。雇用主や同僚の理解を得るために非常に気を遣う。もっと働きやす

い社会になって欲しい。 

扶養内や税金絡みで働きにくい。 

子育てしながら正職員として働くには、家族や職場の協力が大切です。年休消

化も多いため、子どもがいる場合には特別に年休を増やしてもらえたら嬉し

いです。 

子どもが学校に行っている間に短時間の仕事が出来て、学校が休みの日や行

事や病気した時に気を遣わずに休みをもらえる仕事があると助かる。 

保育士補助をしているが、仕事に対して給料が低すぎる。保育士免許を取って

も意味あるのかなと思うほど給料が低い。どうにかして欲しいです。 

仕事をしたいが、宜野湾市は保育園に入れないので出来ない。もっと子持ちが

働きやすい環境をつくって欲しい。 

母親がもっと働ける環境づくりをして欲しい。 

保育にかかわる人たちの待遇改善 

パパとの時間をもっと作るため、沖縄でも完全週休２日制にすべきだと思う。

そして、中小企業の給料の悪さ、労働環境はもっと見直すべき。どんどん格差

が出てきている。「沖縄だから仕方ない」という考え方をやめられるような制

度にすべき。 
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就労環境 

（続き） 

ひとり親世帯で、身内の健康上、子どもたちを夜間にみる人がおらず、今年か

らパート勤務に移行したため収入がかなり低くなり、生活が困難となってい

ます。ひとり親世帯は夜勤の免除（16～18歳まで）が受けられるようなので、

どの企業にも対象となるような法律や制度が欲しいです。 

子どもを持つ親が働きやすいような仕事が増えると嬉しいです。 

主人の会社はグレー（ブラック）企業です。有給をとるとボーナスが減るので、

子育てに参加して欲しくても給料が減ると困るので休めない。 

子どもを育てることは大事なことです。送り迎えの時間を気にして、後ろ髪を

ひかれながら退勤し働くことはもっと大変なことです。いつまでたっても母

親にばかり家事・育児の負担を押しつけ、男は遅くまで仕事して良いという風

潮を早く変えて欲しい。 

中小企業でも、妊娠・出産しても心苦しくなく働ける環境・制度があると良い

です。あと、小学生の子どもがいる親に、正社員で時短制度が利用できると良

いです。 

小さい子を育てている親の職場の人事配置についての配慮が欲しい。忙しい

部署へ配属され、子どもが病気をしてもすぐに病院へ連れて行けない場合も

ある。祖父母の協力無しで、共働きしながらの子育ては限界を感じる。現実は

厳しい。もっと家族を増やしたい気持ちが無くなる。 

妻の収入が会社の規定で 103 万円以下というのが苦しい。そこの税金対策に

頭を抱えている。 

保育料や生活のために給料の良いところで働きたいのに、結局子どもがいて

断られたり、土日も働かないといけなかったりで仕事探しが大変。子どもがい

る人でももっと働きやすい仕事が欲しい。 

子どもが幼い時は病気にかかりやすく、保育園にも預けられないので仕事を

休まないといけない場合が多いが、休んだ分だけ仕事が山積みになり、処理す

るために体調万全ではない子どもを保育園に預けて残業をしないといけな

い。そうすると母子ともに余計に体調を崩してしまい、悪循環していることが

実情である。子どもが低年齢の時期や数名いる場合は部署や仕事量を少し配

慮して欲しい。一時でも考慮してくれる環境・制度があると助かります。 

早出勤、早退勤など、社会全体の終業時間が早くなって欲しいと思います。 

企業等の雇う側の理解や支援が子育て世帯の生活に、影響や効果が大きいと思う。  

生活環境 もっと団地を増やして、入居しやすくして欲しい。 

脇道等の道路舗装を進めて欲しい。本道から外れると結構ガタガタ道が多い

ので、道がキレイなまちにして欲しい。 

西海岸側に小児科が少なくて困っています。子どもが苦しがっている時も受

診できず、他市まで病院を探して受診しました。海邦病院の小児科が無くなっ

てから状況が悪化していると思います。受診予約も数秒で埋まるほどで、喘息

持ちの子どもがいるので、受診を断られた時は不安で仕方ありません。その度

に他院で受診するため、「かかりつけ医」を持つことが出来ません。子どもの

様子を把握してくれる、ゆとりある小児科を増やして頂きたいです。 

子どもの遊ぶ環境の充実（市民プール等） 

小児科の救急を市内に設置してもらいたい。 
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生活環境 

（続き） 

宜野湾コンベンションシティ南側とベイサイド情報センターの所に横断歩道が欲しい。  

全体的に給与が少なすぎる。 

宜野湾市は好きだが、夜間を含め、日中の米軍ヘリやオスプレイがうるさく、

就寝中の子どもが起きることがあり、とても迷惑している。 

58 号線の外灯を増やして欲しいです。正直、夜の運転でライトをつけていて

も見づらい時が多いので、運転が怖いです。 

バス・電車の交通網を発達させて頂いたら母親の負担が少なくなると思う。女

性にやさしい沖縄にして欲しい。 

家族３人の生活費、子どもの学資保険等の支払いでギリギリの生活です。両親

からお金を借りることもあります。そんな中、年金を支払うのが苦しいです。

相談しても免除できず。今は、私たち親の老後のためより、子どもにたくさん

お金を使ってあげたいです。（洋服や日常使うものや食費等に） もう少し余

裕が出来てから年金を払っていきたいです。老後のために支払い（ふたりで３

万円ほど）をして、今が苦しいのはおかしいと思います。 

働いても働いても生活保護より収入が少ないのはおかしい。沖縄全体で給与

を上げるべきだと思う。夫婦で医療関係の職に就いているが、どんなに働いて

も手取りが 20万円も無い。そもそも社員の基本給が低すぎる。 

市や国への支払いが多くて生計が苦しい。 

保育料が高く感じます。保育料が無くなると大分生活が変わるのに、と思います。

（昇給があっても保育料で無くなるイメージがあります） 子どもの学資保険や、

毎月微々たる貯金をしていますがギリギリです。収入が増えると税金（住民税）で

徴収されるイメージもあり、頑張って昇給しても来年の支払いなどの心配がつき

まといます。 

通学路の安全確保をお願いしたい。 

女性は早朝から深夜まで家事・育児・仕事と自分の時間も無く、男は自分が食

わせてやっているとえらそうにする。女は仕事も時短で限られた時間で同時

に色々こなさないといけない。精神的にも身体的にもきついです。男女はいつ

までも平等にはならない。女ばかりが犠牲になっている。奴隷のようです。 

チケットを購入して地域のお店で買い物ができるイベントをまた実施して欲

しい。 

旦那が返済を抱えているため、生活していくお金がすごくギリギリです。旦那

も家庭を一番に考えてくれているため、苦しくないよう、出来る限りのお金を

家に入れてくれてます。が、返済が滞ったりするため苦しいです。 

収入自体は多めなのかもしれないが、父母ともに学生時代の就学金返戻や、移

動に必要な車などの購入・維持費、生活費などを考えると貯蓄など満足にでき

ない実態があります。 

県道 34号（我如古～大謝名）および長田交差点の渋滞解消を目指して欲しい。

（保育園送迎時のストレス） 

借金が辛いです。 

子どもも私も病院に通院している中、主人の給料は治療費に全て無くなり、通

院していることが辛いです。子どもたちにも不自由な暮らしをさせているの

で、何とか頑張っていけるようにしたいです。 
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生活環境 

（続き） 

給料から引かれる額が多く、生活に余裕が無い。 

保育料が家計を圧迫しています。保育料が少しでも安くなれば、習い事や貯蓄

が出来そうです。 

中学校の近くに住んでいますが、ゴミのポイ捨てが多い。通学路に犬のフンが多くて不快。  

道路や歩道を子どもと歩いている時、歩行者を無視するような運転をする方

が多いような気がする。子どもが安全に歩道、道路を歩けるような道の整備、

取締りを強化して欲しい。（歩道をスピードを落とさずに横切る車、歩行者の

脇を猛スピードで通り過ぎる車等） 

公園内の雑草がひどい。車生活の沖縄なのに公園に駐車場が無いのが多い。宜

野湾市内のゴミが目に付く。家庭ごみ、違法投棄のごみが汚いし臭い。 

自営業のため提出書類が多かったり、役場との時間を合わせるのも大変だし、

税金も年金も会社員より多く支払うのに老後の年金などの戻りは少ないし不

安定。貯金したくても出来ないのが現状。もっと仕事が出来て生活が潤うよう

に、税金面も考えて欲しい。 

切り詰めて、節約して、貯蓄したりしてますが不安。私たちの老後のお金は貯

められていないのでこれも不安。 

お金を節約して子どもたちの貯金を少しずつしています。でも、それでもすご

く不安。老後のお金は一切貯められていないので不安。 

母がパートのためか認可保育園へ入れない。また、父の収入が高いため、実際

入園できても保育料が高い。現在、第１子は認可保育園、第２子は認可外保育

園と、２人の保育料合計が家賃より高い現状。しかし、ふたり親なので何の支

援も無い。これから第３子を考えても、母がパートのため育休がなく、保育園

を退所することを考えると家族を増やすことが出来ない。さらに奨学金の返

済等はみてくれないので、収入が高くても経済的には厳しいのが現状。 

相談・情報 保育所や学童の情報が少ない。わざわざ役所に足を運んで得た情報は、学童の

住所等が記載された紙１枚。みんなが知りたい情報は学童の時間、費用、内容

等なので、それくらいは記載するべきではないか。また、申し込みは 11月だ

と役所窓口で聞いたが、それはみんな知っているのか。 

子どもに持病があるが、それを受け入れてくれる保育園や看護師のいる保育

園の情報を市役所で把握していないことに驚いた。税金が支払われているの

だから、認可保育園だけでも把握しても良いのでは？ 

共働きなので認可園に入園したいです。もう少し相談のしやすい窓口になっ

て欲しい。（電話対応や窓口対応） 

公立幼稚園や預かり保育についての情報がもっと欲しいです。 

2019年度からの保育料無料化について詳しい説明を求めます。 

不審者情報の早めの共有 

もっと制度のことをアピールして欲しい。役所に行って初めて知ることが多

い。 

市報とは別に子育て家庭向きの案内があれば良いと思います。保育園・幼稚

園、学童や習い事、そして自治会などの内容はもちろん、金額などもオープン

にしてくれたら今まで見えなかったことを知ることができる人が増えると思

います。 
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相談・情報 

（続き） 

役所の一覧表をベースに一件一件電話をして確認するのに、時間とパワーを

とても使いました。インターネットを活用してスムーズに各園とコンタクト

をとれたら少しは楽になるのかなとも思いますが、実行する側はとても大変

ですよね。 

児童クラブ（学童保育）が分かりにくい。自分で探して見学するよりは、幼稚

園のように園内に施設か指定があれば安心です。 

知らない制度があるので周知して欲しい。 

保育所の相談出来る所に子どもを預けてゆっくり話しを聞きたい。双子なの

で、どうしても私一人では連れて行くのが難しいので。 

保育所について相談に行きたいのですが、双子連れでは行くことも出来ず、ま

た、預けられる人がいないので、なかなか情報が得られない。宜野湾市の保育

に関する情報が具体的に分かるお便りがあると助かります。 

地域周辺の公園や公民館等の施設がどこにあるか知っておきたい。 

公立小学校の情報が全く無く、小学校生活に不安を感じる。どこで情報を得た
らよいのか分からない。 

入園・入学に関する連絡は郵送して欲しいです。子どもの入園時に郵送による
連絡が無く、後から慌てて手続きすることになりました。市外で昼間働いてい
る世帯は自治会による放送は聴けず、子育てで慌しい中、市報等での情報収集
は厳しかったです。切にお願い致します。 

収入は普通であっても、他市町村にいる義母の生活費の一部を工面しており、その
結果、家計が苦しい状況です。こういった時の利用できる支援はあるのでしょうか。 

保育園の時のように、学童の情報を保護者が手探りで探さないよう充実させ
てリードしてもらいたい。 

いろいろな情報が知りたい。 

役所への要

望・意見 

情報が少ない。例えば保育園へ入園するための情報が少なく、わざわざ役所に足を

運んだが、そのために仕事を休まないといけないので困る。支援をあれこれ考える

前に、まず役所の開所時間を見直すべきだ。シフトで一般企業は営業できているの

に役所が出来ないのはおかしい。市民が役所に合わせている状況。 

児童手当や保育料無償化は個人的には大変助かっているが、社会的には「払え
る人はきちんと払う」ことをしても良いと思う。その他、真に必要な所へお金
（税金）を使って欲しい。 

市の税金の使い道として、基地問題に費やしている分をもう少し福祉に回し
たほうが有効だと思います。市長の訪米などはパフォーマンスのようで、費用
に見合うものは何も得られていないように思えます。 

子どもの医療費については窓口で支払った後に口座に返金して頂いています
が、病院で無料にするか、必要な金額をその時に支払った方が手間が少なく済
むのではないでしょうか。（急に子どもの具合が悪くなった時に、お財布にあ
まりお金が入っていなくても病院に行けるように。以前、住んでいた市はそう
でした。） 

保育士不足解消のため、人材確保と給料アップ。 

私たちは世帯所得が低い方ではないので、公的支援を受ける機会はあまりあ

りません。生活が出来ていて良かったという反面、時間や体力を犠牲にして働

いているのに、保育料（無認可保育所に通っています）等、何の援助も無いこ

とに少し不公平を感じることがあります。中間層への支援や、優良納税者への

インセンティブのような制度を設けてはいかがでしょうか。 
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キーワード 暮らしや仕事、子どもについてなど、制度や支援策への意見や要望 

役所への要

望・意見（続

き） 

仕事でなかなか休みが取れないが、定期的に役場へ行って手続きをすること

が多すぎて困る。すっかり忘れていて後から慌てて行ったら、いろいろと書か

されて面倒くさい。代理人も大変なので、休日窓口、もしくは夜間窓口を設け

て欲しい。 

行政のレベルを UPしてください。内容と効果の分析を行い、有意義な支援を

行ってください。支援側の専門性で、継続的な取り組みをお願いします。単な

る予算の消化は避け、実質的な支援の蓄積を望む。 

不妊治療をして出産したが、体外受精で出産したため治療費が高額になり、県

からの助成金ではとうてい足りなかったので、それまでの貯蓄を崩したり、家

族からの支援を受けて続けられました。中城や嘉手納などの市町村は産むま

でにもお金がかかり、実際、産んでからもお金がかかるので、そういう制度が

あれば生活も助かります。沖縄は子沢山ですが、妊娠することが難しく、病院

に通っている方はたくさんいます。以前は名古屋に住んでいましたが、沖縄は

子どもが多いからか不妊治療の助成が体外からしか出なかったり条件が厳し

いです。 

役所に時間を割いて行ったが、13時からしか開かなくて、結局行けなかった。

ランチタイムが必要なのは理解できるが、考慮して欲しい。 

不妊治療に５年間取り組んでいます。収入によって体外受精の助成金をもら

えますが、取り組み年数でも助成金がもらえると助かります。（今は、体外受

精の助成金はもらえませんでした） 

２年間、兄弟なのに別々の保育園に通わせていました。役所担当課の配慮が足

りないと思います。相談に行くと、「認可に入れているだけ良い」、「転園希望

して、もし入れなかったら兄弟２人目の減額措置は受けられなくなる」といっ

た助言と忠告を間違えているような発言も目立ちます。 

税金を支払っても特にメリットも無く（だからといって払わないという訳で

はないが）、一生懸命働いても取られるだけだと感じる。別に、医療費をただ

にして欲しいとか、保育料を無料にして欲しいとか思わないが、保育園には入

れて欲しいし、行政サービスは少しだけ私たちのような世帯にも手厚くして

欲しい。または、どういうことでサービスをしてもらうか選ばせて欲しい。 

保育士さんのお仕事に感謝していますが、収入額段階がひとつ上がっただけ

で月額保育料が 12,000円も上がると生活がきついです。いくら収入が増えた

といっても、それに伴って税金も上がっているので。自営業をしている知り合

いは収入を誤魔化して保育料を低く設定して支払っています。真面目に支払

っている人がいる中で、そういう人がいることも理解し、何かしらの対策をお

願いしたい。 

親のマナーが悪いと子どもも真似するので、親への教育も必要だと思う。 

本当に必要な支援が行き届いていない。ひとり親家庭への支援のあり方にも

かなり問題あり。毎年１回の更新には子どもも一緒に手続きの場所に連れて

いかないと更新が出来ないシステムにすべきです。子ども手当ても同様です。

親は子どもを連れての手続きは大変ですが、今の時代には必要だと思う。外国

では当たり前です。 

保育課の体質改善をして欲しい。以前、数ヶ月空いている園があるにも関わら

ず、入園確認の連絡が無く、理由を聞くと「忙しくて物理的に無理」と課長に

も言われた。おかしいと思います。 
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キーワード 暮らしや仕事、子どもについてなど、制度や支援策への意見や要望 

役所への要

望・意見（続

き） 

乳幼児健診のやり方を見直して欲しい。受診人数に対して医師や相談員が少
なく、待ち時間が長い。子どもがぐずってしまい、相談も落ち着いて出来ない
ことがある。 

マイナンバーの申請。市民カードで住民票をずっと取れるようにして欲しい。 

私の家庭は裕福ではないし家計は苦しいが、３人で幸せに暮らせていると思

う。もう少し税金の使い方を考えて欲しい。 

子どもにやさしい制度を増やして欲しい。 

親が助かるような制度が増えてくれたら良いなと思います。 

佐喜真市長はとても良い市長さんでした。引き続き、子どもが暮らしやすい宜

野湾市であるようによろしくお願いします。 

宜野湾市は生活保護世帯等の調査が甘く、財源の無駄遣いが多いと思います。子育
てしやすいのはひとり親と、ひとり親のふりをしている人たちだけで、本当に困っ
ている人へ手を差し伸べていないと思います。生活保護世帯やひとり親のふりを
している人たちが大きな顔をしていることに気づいてください。 

税金が高い。税金を支払うために働いている気がする。道を広くする資金を市

民に還元して欲しい。他市町村への引越しを考えている。正直、宜野湾市に期

待していません。 

意見を出しやすい場や機会、方法を工夫し、設けて欲しい。 

税金、扶養の制度等が分かりにくい。給食費無料化はいつになりますか。 

児童手当などの申請忘れなど配慮が必要（受給資格があるにも関わらず、投資

しないのはいけません） 

アンケート

について 

生活保護を受けているので質問項目にあてはまらない事があり、回答に困った。 

問 14-1②に「大満足」か「満足している」という選択肢が必要かと思います。 

アンケート報酬を出すべきです。委託先への報酬の２割程度を原資にすれば

良いと思う。 

私の子どもは双子で本調査票が２枚届き、２枚とも記入したのですが、回答内

容はほとんど同じになるので少し面倒でした。このため、途中乱筆となったこ

とをおわび申し上げます。 

アンケートの質問が多いかなと思いました。 

集計が大変だと思いますが、頑張ってください。 

アンケートの実施、ありがとうございます。私たちの意見や現状が今後の支援に反

映されることを期待しています。これからも定期的にアンケートを実施して頂き

たいです。 

このアンケートで暮らしは変わるのでしょうか。生活保護世帯や母子・父子家庭等

に支援対策が集中しがちで、中間世帯はいつもギリギリのラインで切られている

感じがします。「子ども支援対策計画」がどうなるか楽しみにしています。 

その他 17時前にタイムカードの所にたくさんの人が並んでいて、17時になったらタ

イムをきっていました。すごく不愉快でした。 

夫へ年金の請求がよく来ます。今までちゃんと支払ってきました。あと数年で

払いきるのです。しかし、仕事が変わったら自宅に大金の請求、しかも期限が

ばっちりついていて、払わないとどうのこうのと書面つき。もっと良心的に支

払いやすく、期限も長く、ゆっくり支払い出来ないものですか。払わないとは

言ってません。職に就いていない時期もあったので、免除の相談も数回行きま

したが対象外で、相手も事務的で全然親身ではなかったです。 
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キーワード 暮らしや仕事、子どもについてなど、制度や支援策への意見や要望 

その他 

（続き） 

税金取りすぎ 

支払う税金が多く、手取りが残らない。税金の割合をもっと低くして欲しい。 

水道代が高い。 

国保が高くて負担です。   
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3 人の乳幼児の母親です。この度は、「宣野湾市子ども支援対策計画」を策定予定とのこ

と、大変うれしくありがたく思います。以前より宜野湾市は、子育て支援や親支援が充実

していないと感じておりました。また、親の声を届ける場もあまりなく、選挙等では「子

育て支援を充実させます」とうたい文句ばかりで、あまり実感の伴わない状況であるよう

に正直感じています。このような実態調査を通して、意見を聞き取っていただけること

に、まずは感謝いたします。 

 以下、個人的な意見ではありますが、宜野湾市で子育てをしていて日々感じている「子

育てのしにくさ」について書きます。計画の策定にあたり、一市民の声として取り上げて

検討していただきますよう切に願います。ここ数年、市内の認可保育所は増加しており、

待機児童解消につながっていることは喜ばしく思いますが、以下のような新たな混乱が

起きていると思います。 

 

我が家は、上の子が 1歳すぎてから職場復帰を試みたところ（４月）、待機児童となりま

した。両親ともにフルタイムであるため、大変困り、認可外保育所に預けました。働く母

親の間では、0歳児は保育所に入所しやすい一方、1歳児はシングル家庭、あるいは兄弟

がすでに通園でもしていない限り困難であるということが通説となっています。しかし、

国は「親が安心して子育てをする期間」としての産休・育休制度を設けており、３年間ま

で育休を取得可能としています。私自身の職業は、職務の都合上４月復帰が望ましいとさ

れるもので、どうしても１歳児の入所となりました。母親たちの間では、①１歳を待たず

に 0 歳児で職場復帰し、保育所に入園することを目指すか、それともの 1 歳児（あるい

はそれ以降）まで子育てをして保育所を諦めるか、という悩みの話題で持ちきりです。結

局のところ、保育所に入れるかどうかが産休・育休期間を決める一番の柱となってしまっ

ているのです。 

 

 0 歳児で入園するということは、離乳食の時期、まだ十分な抵抗力がついていない時

期、授乳が終わっていない時期に保育園に預けるということです。母親自身も、産後、身

体が十分に回復していない中の職場復帰となります。もちろん、それでも預けて働きたい

という方もいらっしゃり、その気持ちを否定する気は全くありません。しかし、「仕方な

く」預ける親の立場として考えた場合、こういった状況は、家族にとって大きな負担とな

ります。数値としては待機児童数が減少傾向にあるかもしれませんが、こうした「諦め

た」「本来の希望とはちがう」入園を選択した家庭が多くあることを、市は重く受け止め

ていただきたいです。 

 

 さらに、今回、下の子を出産するために、二番目の子の入所を希望しましたが、やはり

待機児童となりました。勤労以外にも、病気・出産等も入所の条件として当然に当てはま

※調査票の自由記入欄以外に別途添付されてきたご意見 
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るべきものです。私たちは、子育てを少しずつ手伝ってくれる親や兄弟がいますが、何日

も預けられる状況ではありません。下の子も１歳を過ぎて外で遊びたい盛りのときに、新

生児の世話をしながら二人の子育てをする自信が体力的にも精神的にもありませんでし

た。そのため、認可外保育所を探しました。正確に申し上げますと、入所予定の半年以上

前から動きました。出産が理由では、認可に入れないことが想定内であったためです。け

れども、市内の保育所は認可保育所に移行した保育所が多く、認可外は数が限られていま

す。認可外保育所でも待機児童が何十人といる状況なのです。認可保育所が増えた分、認

可外保育所が減ったことによって、待機児童となった子どもの受け皿が減った、待機児童

になった家庭に、より重い負担が強いられるようになったということです。 

 

 自宅近くに預けられるところを見つけられずに、中城村や西原町、北中城村の認可外保

育所にあたりました。幸運にも、中城村の認可外保育所が善意で受け入れてくださること

になり、上の子は市内の認可外、二番目の子は市外の認可外保育所に通えることになりま

した。しかし、預け先は見つかったものの保育料は高く、二園に通わせているため労力も

大きいです。また、上二人が認可外なので、一番下の子の育休を終えて職場復帰する際に

は、二人同時に認可保育所に申請することになります。二人とも受け入れてくれる保育所

は、宜野湾市の現状ではゼロでしょう。現在、一番下の子の育休中で、次年度より復帰予

定ですが、一番下の子だけ 0 歳児で認可保育所に預けられたとしても、三ヶ所にまたが

って通園させるのは現実的ではありませんし、かといって全員認可外保育所に預けると

保育料は十万円をゆうに超えてしまいます。働きに出たとしても、給料のほとんどが保育

料に当てられるという状況が発生します。他市町村では、待機児童になったために認可外

保育所へ預ける家庭に、市町村から保育料の補助を出しているところもありますが、宜野

湾市ではそのような配慮はありません。最近、メディアで待機児童を狙って保育所申請す

る家庭があると報じられていましたが、こういった事情を抱えていることを踏まえて報

道して欲しい、また、行政に対応して欲しいと残念に思いました。 

 

こうした状況を市役所で相談すると、子育て支援ヘルパーの利用を勧められます。しか

し、 １時間 600円で一日 7時間、週に 3回預けたとすると月 5万円を超える額になりま

す。この制度自体、日常的に利用するには、よほど裕福な家庭でない限り向きません。ま

た、保育所のように同年齢で遊んだり、集団活動をすることは望めません。こういった子

育てについての願いや想いは、親のエゴやわがままではないはずです。沖縄県の保育・幼

児教育環境は特殊であり、幼稚園は基本的に年長のみ、年中もどの園でも十分な教育が施

されているとは思えず、年少に至っては実施自体されていません。認定こども園も現在 1

箇所のみです。こうした実情を踏まえて、子育てしやすい環境づくりに市がもっとしっか

りと向き合って尽力することを願っています。   
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キーワード 暮らしや仕事、子どもについてなど、制度や支援策への意見や要望 

子育て支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童手当の金額を増やして欲しいなと思います。現在、母子家庭でお付き合い

している方がいますが、将来結婚を考えているので児童扶養手当は受け取れ

ませんが、相手が怪我のため仕事も出来ない日々が続いています。そのため、

児童手当だけでももう少しもらえるととても助かります。 

病弱（支援の範囲に入らない）な子どもがいて、親のせいかなと思ってしまう。

病弱な子どもに対しての通院費、交通費は毎月幾度とかかり、子どものために

と思ってやっているが、お金が続かなかったり、仕事などの都合をつけられな

い。働かなければ生活できず、家の中もぎくしゃくする悪循環の日々。今だけ

と思っているが。支援に手を伸ばしたいが、子育てサポートもお金がかかり、

手続きに時間がかかり、面倒と思う今日この頃である。 

母子家庭や父子家庭には手厚い制度があるが、多子世帯には手厚い制度がほぼ無

い。幼稚園も小学３年生以下の子どもの人数で利用料が決まるのも変だと思う。医

療費も、１機関 1,000円/月ではなく、1,000円/月もしくは無料にして欲しい。 

医療費助成の年齢が引き上げられて、とても助かっています。 

母子家庭は自ら選んだ選択ですが、やはり経済的・心理的に厳しい状況で、家

族が助けてくれるから、私は今、子どもたちをなるべく不自由なく（でも、た

くさん我慢させているところもある）生活させられています。校区外から通っ

ているので学童は必須で、その利用料がかなり大きくて引っ越したくても今

はまだ経済能力が足りていません。無認可保育園(待機児童）への援助のよう

な制度が学童にも適応されたら、いろんな選択肢や子どもへの負担も軽く出

来るので、助けてもらえたらとても嬉しいです。今受けている援助にも本当に

たくさん助けられています。ありがとうございます。 

民間の学童の月謝を助成などで安くして欲しい。または、児童センター内の学

童の受け入れ枠を増やして欲しい。 

中学校まで医療費助成金(通院）を考えて欲しいです。 

医療費助成も就学援助と同様に、後で戻ってくるので、よく風邪をひいていた

頃は、お金が無くて病院へ行けないことも何度もありました。改善していただ

けると金銭的に困っている家庭は本当に助かると思います。 

母親が働きやすいよう、緊急時の病児保育を充実させるべきです。母親がフル

タイムで働けなくなる、子どもが急に体調を崩した際の預け先の無いことが

一番の理由だと思います。海邦病院の病児保育に何度か問い合わせたことが

ありますが、一度も利用できたことがありません。少なすぎます。 

医療費等の補助がとても助かっています。ありがとうございます。 

宜野湾市に認可保育園のような月額費用の免除が受けられる学童クラブを作

って欲しいです。 

歯並び矯正等の保健適用外の治療費用が高くて、治療させてあげたいのに出

来ないので、費用の補助制度が欲しい。 

発達障がいへの理解、教育現場での療育についての理解、それらを相談し、サ

ポートしてもらえる場所が欲しい。また、発達障がい児を持つ親の相談の場、

サポートやレスパイトケアも必要である。 

児童手当の額をもう少し上げて欲しい。 

（２）小学１年生の保護者調査票自由意見 
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キーワード 暮らしや仕事、子どもについてなど、制度や支援策への意見や要望 

子育て支援 

（続き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

両親世帯でも多子や低所得で厳しい環境に置かれている家庭は多いと思う。国は少

子化対策と言っているが、夫の賃金が低い沖縄では、子どもを０歳児から預けて母

親も働かないといけない現状がある。子どもは産みたいが、出産で仕事を休むと家

計は苦しくなる一方です。出産時や育休時に、もう少し金銭的な援助が欲しい。 

子どもが熱を出して学校を休む時に、預かってもらえる制度がもっと充実し
ていたらと思います。また、義務教育の間は医療費を無償化して欲しい。 

学童や習い事の援助 

学童でも多子世帯は料金軽減するなどしてくれると経済的にも楽になるし、
もっと安心して働くことが出来る。 

医療費助成は小学生も月 1,000円の負担が無くなればいいのにと思います。 

子育てにもっとゆとり（金銭的部分）を持てるようにして欲しい。 

学童の費用を支払うのが厳しいので、もう少し安く（１万円以下）してくれる
か、無償化して欲しい。 

病児保育の年齢と施設を拡大してください。 

医療費助成を高校生まで対象として欲しい。（通院・入院ともに） 

長田小学校に通うようになって子どもがとても成長しています。先生やみん
なのお陰です。とても感謝しています。学校で足りない教育は家で私が一緒に
なって教えていて、割と満足しています。要望としては認可の学童施設でも送
迎があったり、送迎してくれる別の制度があれば良いなと思います。送迎があ
ったらそのまま認可の学童に通わせられたのになと残念に思いますが、今の
学童も良いところなので満足しています。 

手当てが減っていくたび、仕事の時間を増やしている。そして手当てが減り、
子どもとの時間が無くなり、生活も厳しくなっている。疲れて子どもにもあた
る。育てていく自信がない。施設に預けたいが、子どもが嫌がるのでどうすれ
ばよいか分からない。親が死んだらちゃんと支援を受けられるのか知りたい。
子どもには生活が苦しいので、もうすぐ死ぬことを伝えているが、預かってく
れるところを探したい。 

保育園から小学校に上がると学童へ行く料金が発生し、払えない世帯がある。
（補助金が合っても無理な世帯） また、18 時までではお迎えが間に合わな
い。通常、仕事が 18時までである。子どもを産み、育てやすい国に日本もな
って欲しい。 

現在、４月から１年生になった子どもがいます。認可保育園の５歳児クラスを
卒園し、まだ気持ちが不安定で、親と一緒に教室まで登校している状態です。
宜野湾市は他市町村と比べ、支援員の先生も多くいる方だと思いますが、朝の
登校（玄関等）の支援など担任の先生へのつなぎをして頂けると嬉しいです。 

子どもの医療費の窓口支払いが無くなると助かります。お金を準備しなくて
も病院に行けるため。 

子どもの医療について、中部地区には夜間や日曜日に子どもを診てもらえる
救急外来のような病院がひとつもありません。何かあれば那覇市立病院や南
部医療センターに行くしかありませんが、遠方であること、子どもの受診が集
中するため、診療までにかなり時間がかかります。ライカムの近くに私立の病
院は建設されましたが、公的な病院が無いと思います。子どもたちが産まれ
る、育つにあたって、子ども病院はとても重要であると考えます。必要かな、
診てもらうべきかなと迷った時に、速やかに連れていけるような診療制度・体
制を希望します。また、新聞だけでなく、ネットで検索すればすぐに緊急時の
受け入れができる病院があるか分かるようになれば、とても助かります。 
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以前はパートで働いていましたが、上の子の小学校入学を機に仕事をやめて

専業主婦になりました。民間の学童は月謝が高く、児童館内の学童には入所で

きなかったため、子どもの事を考えると辞めるしかなかったが、主人の給料だ

けでは全然生活が成り立ちません。支援制度より、沖縄全体で給与を上げるよ

うな対策をしないと、子どもの貧困も学力低下も改善されないと思います。二

人で働いても生活していくのがやっとで、子どもをまともにみてあげられな

い。私の器量が足りないのかもしれませんが。そして、近くにおじーおばーが

居ても、結局は母親が「ワンオペ育児」です。 

子どもの部活は今は親の送迎、付き添いが当たり前。子どものために頑張りま

しょうと言われるが、そのために部活をしていない兄弟は遊びにも行けず、可

哀想に思う。違う部活をさせたくても送迎などを考えると難しく、子どもには

入部を我慢させている。 

子どもに塾に通いたいとか部活に入りたいとかいわれますが、ひとり入れる

とみんな（子ども５人）が「自分も～」と言うので、全員に「中学までは待っ

てね」と言ってます。やりたい事をさせてあげたい気持ちはいっぱいあります

が、費用のことを考えて、父母の収入では無理なので、説得して何とか諦めさ

せているのが現状です。 

他市町村に比べて、発達障がいなどの公的施設が遅れている気がする。 

旦那の帰りが遅く、ひとりで４人も育児しているとノイローゼになりそう。私と旦那は

離島出身で、近くに祖父母も居ない状況なので、せめて保育園に入れたい。苦しい。 

アンケートにより、子どもが住みやすいまちになることを期待しています。 

子どもがいなかった時は仕事が辛くても何とか頑張れたが、子育てとフルタ

イム勤務を 10年近く続けているうちに体調がおかしくなり、今年に入って半

年休むことになった母です。仕事が激務だったため、子どもたちと十分に接す

る時間も、きちんとごはんを作ってあげることも出来ず、いつも手抜きで子ど

もたちが可哀想な日々だと自分を責めていました。現在は年収 300 万円の仕

事の退職も視野に入れ、生活は断然苦しくなる覚悟でいますが、私の心と身体

がこの半年で大分癒され元気になり、同時に子どもたちへ丁寧に接すること

が出来る日々が幸せでもあります。もちろん、子育ては大変な時もあります

が、母の心に余裕があると、子どもたちの食欲や表情や活発さが以前と比べて

随分増し、周りからも「子どもたちが生き生きしてる」と言われるようになり

ました。今の制度にはいろいろ限界があるとは思いますが、仕事（経済力）を

手放し、育児をしたいという母親のひとりとして、もう少し、ゆとりある社会

になって欲しいと願っています。 

子どもの病気等で仕事を休む時に、安心して預けられる無料の場所が欲しい。

親がいなくて誰にも頼ることが出来ないので。 

学童を利用したいが、希望する学童に入れるような社会であって欲しい。 

下の子は小学１年生で、中学生の上の子がおり、３人の子どもがいます。現在

の生活は苦しくありませんが、夫があと４年で定年のため、今後がかなり不安

です。退職金は住宅ローンの返済もあり、学費が不安です。 

宜野湾市在住の人全てが対象になるよう、子育てしやすい環境・制度の充実を

望む。（保育料の軽減等） 

全ての子どもが安全・安心に暮らせるのが良いです。 
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子育て環境 

（続き） 

これまで宜野湾市の子育て政策に支えられ、子どもたちは成長しています。あ

りがとうございます。医療費、給食費、保育料等、子育て世代の私たちにとっ

てはとても良い支援です。感謝致します。現在、世帯主である私の転職を機に

経済状態が厳しさを増し、子どもの成長に伴い、教育費等の大きな負担がかか

るようになり大変きついです。子どもには希望や夢、人のためになる人になっ

て欲しいと思っています。しかしながら、親である方が気持ちのゆとりや経済

的安心、世の中の理不尽さを子どもに伝えないことが子どもにとっての可能

性を広げることになるのではないでしょうか。 

子どもの居

場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校が終わった後も夜まで学校で預かってくれる制度を望む。（放課後子ども

教室は時間が短い） 19時～20時まで預かってくれると仕事がたくさん出来

て経済的に潤う。 

子育てと仕事との両立が大変で、子どもと過ごす時間が少なく、心にゆとりが

無い。宿題など、先生方にみて頂きたいと思う時がある。学業支援として、子

どもにあわせたペースでみて頂きたい。放課後、学校で学童や塾のようなもの

があれば有料でも良いので利用したい。 

児童センターのクラブの申し込みは中央公民館のように抽選にして欲しい。

期日指定で先着順となると、仕事をしている親や、クラブを申し込みたい本人

の私用で行けなくなると不平等。皆の税金で成り立っているので、朝早くから

並んだ人ができる、毎年同じ人ができるのは納得できません。また、今回のク

ラブ申し込みでは頑張って早くから並んだのに、先に並んでいた親の子ども

の友だちなどが後入りして、かなりの不平等さを感じた。たくさんの子どもた

ちに少ない料金でいろいろな事に触れさせて欲しい。 

小学校に放課後子ども教室があると良いなと感じています。夏休みや長期休

みのみ、子どもを預ける場所が無く、児童センターは自宅から遠く、母親が働

きにくいです。学童はいっぱいでなかなか入れません。小学校に無料で開放し

てくれる放課後子ども教室をつくって欲しいです。 

はごろも小学校の近くに児童館をつくってください。子どもが可哀想。 

児童館が近くに無くて、子どもたちの居場所が無くて困る。楽しめる公園（遊

具)も無い。 

児童センターをもっと増やして欲しい。学童は高額なので、無料または安くで

利用できる施設がもっと増えれば助かると思う。子どもの帰宅時間を気にせ

ず働けるため。 

宜野湾市内に体験型遊具（SASUKE 的な）等、現在の公園よりレベルアップし

た、子どもが遊べる場所が欲しい。また、西海岸辺りに県総合公園みたいに簡

単にキャンプや BBQ の出来る施設が欲しい。その他、地域のスポーツクラブ

（有料可）等でも、市による子ども向けのクラブ（テニス・バドミントン・ハ

ンドボール等）をつくって頂きたい。 

安心して預けられる居場所づくりをお願いします。スポーツ系や学習系など、

多様性のある支援を希望します。 

夏休みや冬休みなど長い休みの間、子どもを預けないと仕事が出来ない中、料

金が高く、人数オーバーで預けられない。生活が厳しいばかりか、仕事を長く

休むことが現実です。 
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子どもを預けられる場所を充実させて欲しい。 

学童施設が少なく、他県に比べて利用料が高過ぎる。 

嘉数地域は放課後に子どもたちが過ごせる児童館がありません。そういう場

があると良いと思います。 

幼稚園の預かり保育があるように、小学校でも低学年のうちで良いので、学校

敷地内にそういう施設があるととても助かります。それが難しいのであれば、

学童をもっと増やして欲しいです。 

放課後の学童クラブ等に入りたくても常に待機状態で全く入れない状況。祖

父母に預けているが、祖父母の言うことも聞かずに出歩いたりするので、今は

不審者も多いし心配です。待機解消して学童に預けられたらと思っている。 

児童センターにある学童クラブの受け入れ時間を学校が休みの日は朝７時か

らにして欲しい。 

各小学校に隣接して児童館をつくって欲しい。学童保育を増やして、もう少し

利用料を安く利用できるようにして欲しい。 

子どもが放課後を過ごす場所が少ない。低額または無料で短時間または長時

間、安心して預けられる場所があると良い。学童等は料金が高く、時間制限も

あり使いづらい。月単位ではなく、祖父母の都合の悪い時や利用したい時に気

軽に使える場所があると良い。親同士は知らないので、友だち同士で遊ばせる

のも不安で心配があります。 

夏休みの間の預かり所の開設（職員お昼休み等の間、自宅に戻る等がなく、連続で

利用できるよう希望） 那覇市は学校を利用した民間参入による放課後学童の開

設がある。宜野湾市は考えているのか。保育園ばかりつくり、その後の受け皿であ

る学童が少ない。バランスを考えて施設をつくってください。 

志真志小学校の近くに児童館を造って欲しい。 

待機児童問題が大きく取り上げられ、認可園も増えて助かりましたが、小学校

に就学するにあたり、放課後を過ごせる場所（施設）がとても少なく、共働き

で両親世帯以外は頼る場所もお願いできる場所も無いので大変困ります。学

童などの施設を増やして欲しいです。また、学童は月謝も高額なため、働かな

ければ生活が出来ない状況なのに、学童のために働いている様になってしま

う。この環境を変えて欲しいです。 

学童保育を増やして欲しいです。時間も 19時までにして欲しい。 

那覇市や浦添市のように各小学校敷地内または近隣に月額 5,000 円程度の学

童を宜野湾市内すべての小学校に設置して頂きたい。事件等もあり、徒歩で児

童センター等に小学校低学年の子どもを通わせるのはとても危険である。宜

野湾市は特に学童が少ないと感じています。（親が安心して働けない） 

放課後児童クラブの料金が高い。小学校の敷地内に施設が欲しい。放課後子ど

も教室は運営しているのか？ 市内の全小学校を利用しているのか？ 習字

や三線などの教室を児童館以外でもやって欲しい。児童館での講座の開始時

間を早くして欲しい。19時以降では低学年には遅いと思う。 

学童保育が少ない。平日は時短で働いているため、普段は学童保育は必要ない

が、長期休みの時に預け先に困るため、普段から学童を使用しないといけな

い。長期休みのみに利用（預かり）出来る施設や制度があれば良いと思う。毎

月の学童代も負担になっている。 
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仕事が安定していないため、数年後の見通しがたたず不安。今は仕事があり収入も

あるが、仕事が無くならない様、時間外も必死で働き、子どもとの時間がつくれな

い。時間をセーブして働くと、またお金が無くなる不安を抱えることになる。みん

な同じだと思いますが。安心して預けられて安価な学童があれば助かります。 

学校が 15時前に終わるので、その後、17時くらいまで学校で学童のように預かっ

てくれて、宿題をみてくれる先生などもいてくれたら助かります。（延長専用の先

生など） 家に帰ってきて、お風呂とご飯だけだと、夜も早く眠れるので。家に帰

ってきて、宿題のことでいつもケンカになるので、そういう支援制度があると助か

ります。 

県外のように公立の学童クラブの設置を希望する。民間の学童クラブしか選

択できない今の状況を何とかして欲しい。不審者等への心配があり、放課後の

子どもの過ごし方に不安がある。 

教育環境 宿題の量が多い。仕事から帰ってきて、家事をしながら宿題を一緒にして丸つ

けまですると、本の読み聞かせの時間もつくれない。手紙の量も多い。小学校

はいつ新しくなりますか。 

全体的に幼稚園から落ち着いて学習できる態度を育てて欲しい。 

うちの子どもは小学校の先生も幼稚園の先生も、素敵な先生に恵まれて心か

ら感謝しています。そのお陰で今のところ支援は必要ありません。 

中学校のように、プリント代・教材費を給食費と一緒に口座引き落としが出来

れば助かります。 

大山小学校の制服導入を続けて欲しいです。経済的にも助かりますし、私服に

よる子ども間の格差が出づらいこともあります。 

特別支援学級に入れて、先生方に対応してもらえているので学校に行けることが

増えていると感じています。幼少期からの保育所での加配や幼稚園での特別支援

員、小学校での支援などをより手厚く措置してもらえると良いと思います。 

小学校の行事が日曜日に多く、次の日の月曜日が休みなので学童か仕事を休

まなくてはいけない。土曜日に行事を行った方が良いと思う。 

台風時に学校単位での休校等、分かりづらいことはやめて欲しい。 

同じ学区内の行事日程を分散して欲しいです。休みが重なり、勤務変更が難し

く行けない。 

17時か 17時半まで小学校の図書館を開放して欲しい。妹が姉を待つ間とか、

もっと本と近づく時間を設けて欲しい。 

大学の資金がもっと安くなって欲しい。力があれば、進学先を自由に選べる世

の中になって欲しい。 

もっと学校を信頼できるようにして欲しい。学校と親の交流が少ないと感じます。 

PTA 会費が高いと思う。PTA での飲み会開催等、親が楽しむために使われていないか？ 

学校での携帯所持を許可してください。 

上の兄姉と学校終了時刻が違うので、ひとりで留守番をしなければならない。

心配なので学校で上の兄姉が終わるまで待つことが出来ればと思う時がある。

東京出身なので、沖縄は少しそのような設備が遅れていると感じる。入学して

給食開始までに間があることや、父母が迎えに来なければいけないことも、な

かなか大変なので、無くすことは出来ないのだろうか。 
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現在、小学生が４人います。給食費については半額助成制度を利用し、大変助かっ

ています。しかし、制度を利用しても年間 10万円を超える状況です。口座引き落

としの手続きをしていますが、引き落とし利用料が保護者負担のため無駄に感じ

ます。どうにかなりませんか。他市町村では義務教育期間中は給食費無償のところ

もあるようです。兄弟姉妹が多いと家計には痛手な支出です。また、中学校では半

額助成制度が無いと聞いています。そうなると、家計への負担は計り知れません。 

学校に関する出費が大変。学期ごとの支払いを無くして欲しい。中学校が特に

高い。算数セットは共有にしたら良いのにと周りの人も言っている。就学援助

の審査、兄２人は継続中なのに落ちました。祖父母と同居しているが家計は別

です。余裕があると判断されては困る。 

子どもとの時間をゆとりあるようにと時間短縮勤務をしている。就学援助の

申請をしようとしたが、給料総支給額での計算になるので、給料の額はフルタ

イムでの額で、そこから時短の金額が引かれて手取りは少なくなる。金額だけ

ではなく、もう少し考慮してくれても良いのになと思いました。でも、もっと

もっと苦しい人が居ると思うと、しょうがないとも思うし。子どもとのゆとり

の時間をとるか、お金をとるか、働き方も変わらないとやっていけない。 

私は 40歳を過ぎていますが、高校就学支援制度も知りませんでした。若い子たち

はもっと知らずに、家庭が経済的に無理と言って進学しない子も居るはず。私の職

場がうるま市で沖縄市に近いのですが、貧困世帯が多く、うわばきや体育着を買え

ない子も居る。持っていないと恥ずかしいから、教材を買うために売春している子

もいるんです。その現状をもっともっと知って、目を向けて欲しいです。 

子どもが多い世帯に就学支援を受けやすくしてくれたら助かる。 

就学援助の申請時期、支援時期を早めて欲しい。 

教育・保育に関わる費用の無償化を望む。 

就学等に係る費用は家庭の経済状況により差が出ないよう、無償化または支

援を手厚くして欲しい。 

中学校の給食費補助や免除も検討してください。 

今年度、就学援助を受けることは出来たが、離婚したばかりで１年生になる準

備もする中、就学援助金が手元に届く頃には全ての物を準備し終えている状

態だった。準備する前に欲しかったと心から思いました。後で入ってくるとし

ても、本当に余裕が無くて借金をして入学準備をしたので、就学援助が前もっ

てあると助かるのにと思いました。 

就学支援の拡充（高校や大学などの入学金や授業料、その他の支援または免除） 

教育費を無償化して欲しい。 

就学援助の世帯収入の上限を上げて欲しい。ギリギリなので。 

子どもの学費、学校等でかかる諸費用等の経費がかからなくなると経済的に助かります。  

世帯収入で就学援助制度の利用の可否が審査されるが、正直、低所得寄りの中

所得世帯は損をしていないか。所得に応じて支援金額を減らすような仕組み

はどうでしょうか。支援は全員が受けられるようにして欲しい。 

学用品費、特に体育着等、高額すぎる。子どもの成長が早いため、毎年買い足

すには負担が大きい。高額だけど、それがないと授業が受けられないので、家

計を削って購入しなくてはならない。 
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就学支援

（続き） 

義務教育の間は学費を無償化して欲しい。 

学校で必要なもの（体育着・上履き・水着・絵の具セット等）の援助 

保育園料や給食費を全て無料にして欲しい。 

給食費や教材費は無料にして欲しい。 

必要なもの（徴収金や給食費、習い事、学用品等）には、すぐにお金を出せる
ように、旅行や外食等、毎月の食費等でも抑えられるところは抑えて日々暮ら
している。子どもの人数が多いと衣料品や靴代もお金がかかり、穴が開いてい
てもすぐには買ってあげられない。小学３年生以下の子どもが３人以上いて、
未就学児の保育料無料となる制度があってすごく助かった。小学校は給食費
助成があり、中学校でも同様の支援があると良いと思う。 

義務教育期間中の学校に関わる費用を無償化して欲しい。全てが無理なら給

食費・PTA費（年１回の支払いにして欲しい）だけでも。 

中学校の給食費も半額にして欲しい。 

高校以上の教育費の負担が大きい。学費のみならず、通学にかかる交通費の援

助があると有難いです。 

進学支援 子どもが３人以上いる世帯などに教育費（大学・専門学校）などの免除制度が

あれば良いと思います。 

子どもがたくさんいるとやっぱり生活が大変。一人ひとりのやりたい事、目指
している事は親として絶対的に応援したい。が、それなりの支出は必至。覚悟
はあるがお金が無い。親として頑張るが、行政も変なところに税金を使わず、
子どもたちの進学などの教育費支援をして頂きたい。勉強・スポーツ・その他、
何かを頑張っている世の中の子どもたちのために、よろしくお願いします。 

母子家庭の子どもに対する奨学金に給付型を取り入れて欲しい。日本育英会
の給付型奨学金は非課税世帯が対象のため、フルタイムで働いている場合は
対象外になってしまう。フルタイムで働いていても下に兄弟がいる場合等、給
付型の奨学金を市でも取り入れて欲しい。 

夫婦とも公務員ですが、４人の子どもの教育費、養育費、６人分の生活費は家計に

負担で貯蓄できない状況です。子どもの借金となる奨学金の利用は避けたいが、借

りなければ進学も厳しい状況なのに、夫婦の年収から様々な支援を受けられない

ものが多いです。教育支援は全ての納税者に権利があり、還元して欲しいです。少

子化対策になると思います。手厚い支援を是非お願いします。 

公立小中高校までは無償化を希望します。貧しさのために進学の道が閉ざさ
れることの無い社会、頑張っている子が報われる社会になりますように。 

学問は平等であって欲しい。母子家庭のため、どうしても仕事が第一優先とな

り、子どもにゆとりが持てません。無料の学習塾が小学校からあって欲しい。

負の連鎖を断ち切るには学力を上げるしかない。学力が低いと奨学金も受け

られない。親が仕事で子どもの勉強を見て上げられないので。ひとり親や貧困

世帯は学力が低い傾向にある。 

支援制度 

 

 

 

 

ひとり親家庭への支援が増え、本当に困っている家庭、児童の支援になってい

ることはとても良いと思いますが、一方で制度が充実すると、逆に離婚しやす

くなっている現状もあると思います。両親が揃っていて、二人で必死に頑張っ

ていても困っている家庭というのもたくさんあつはずです。「ひとり親＝支援

が必要」ではなく、お金（手当て）を配るのではなく、子どもがいる家庭全て

が子どもに係る費用は出さなくて良いような、現物支給的な制度があって欲

しいです。子どもにとって公平な制度・支援が出来ると良いですね。 



143  

キーワード 暮らしや仕事、子どもについてなど、制度や支援策への意見や要望 

支援制度 

（続き） 

非課税世帯の調査をしていますか。非課税世帯や母子・父子家庭が保育料や給

食費等の免除対象であることが理解できません。子育て・教育は平等にして欲

しいです。子育てや教育まで高所得者が負担するのは間違っていると思いま

す。 

非課税世帯のみ受給可能な制度ばかりですが、収入申請を偽り非課税世帯と

して受給している方々もいます。早くマイナンバー制度を徹底して欲しいで

す。 

いろいろな制度が出来ていることは助かるが、全ての手続きを役所に入って

するのが大変。手当てを受けるために数ヶ月に１度かもしれないけど、学校行

事、体調を崩した時の通院等を含めると、正社員として働かせてもらっている

が１ヶ月フル出勤したことは１度もありません。手当ての手続きを年１度、１

回だけで終わるようにしたり、郵送だけで済むようにして欲しい。 

子どもは平等なのに親の収入によって支援金などを受けられないのはおかし

い。 

ギリギリで制度が利用できない場合など、モヤモヤする。収入が高めの時でも

経済的に困っている場合もある。 

両親が働いていても支援を受けられる世帯もあるのに、母子で生活して兄弟

が課税されてるだけでいろいろな支援が受けられなくなる。子どもとの生活

のため、子どもとの時間を削っても働くしかない。もっと支援や制度を考えて

欲しい。 

知っていると得する、知らないと損する制度など多々あると思うが、いろんな

制度がありすぎて何が何だか分かりづらい。スタンダードでどういう制度が

あるのか、一覧表などを作成して欲しい。 

小学校、お金がかかりすぎ。入学準備で何十万円かかるのか。母子家庭死ぬ。

立て替えて、申請するのも面倒くさい。申請書提出するのにも会社を休まなけ

ればいけない。給料が減る。何のための援助なのか。市役所も学校も土日休み。

対応して欲しい。そのために会社休みたくない。あと、立て替え制度はやめた

方がいい。二度手間。後で返金するなら最初から取るな。他県や他市町村を見

習え。 

階層などケースバイケースで、もっと細かくなれば良いなと思います。 

高校、大学の無償化のすすめはどうなっていますか。 

就学援助など貧困家庭への援助は充実していると思います。しかし、それが本

当に必要なことなのかと思うことは度々あります。実際に援助を受けている

人たちはお金について節約や無駄なものを買わないなどの意識があるのか疑

問に思います。車や服装など高級志向等、優先順位など考えているのか、悩む

こともあります。仕事ができるのにしていないなど。私たちの税金なのでもっ

と私たちにも平等にして欲しいです。学童費、保育料も私たちには何も援助は

ありません。学童費の援助を受けて塾に通う子も多く居ます。私は不満を感じ

ます。 

税金が高過ぎる。誤魔化している人がたくさんいるので、平等にするべき。 

納税者は負担が増え、非課税世帯等の低所得者層には補助がある。仕方ないと

思うが、なんか嫌。 

就学支援制度の見直し 



144  

キーワード 暮らしや仕事、子どもについてなど、制度や支援策への意見や要望 

生活環境 

 

地域の自治会など興味があるが、入るきっかけや入会の仕方が分からず、参加

できていない。 

住居費として高い家賃を払いたい訳ではない。障がいのある子どもがいるの

でエレベーターのある所にしか住めず、家賃を抑えたくても抑えられない。ラ

ンドセルの支援があったようだが、気づいた時は締め切り３日前で手続きが

間に合わなかった。ゲームや洋服なども買っている訳ではなく貰い物なのに、

アンケート回答を見ると買っているように感じないか心配です。収入を上げ

ても税金も一緒に上がるので、頑張って働いて貯金しようと思っても出来な

い。収入が上がれば母子手当ては減るし、貯金の方法が分からない。 

はごろも小学校の近くに団地を建設して欲しい。 

宜野湾市がもっともっと子育てそやすくて、親子が、家族が住みやすいまちに

なることを願っています。 

借家アパートで家賃の負担が大きく、団地などに住みたいが現在の地区が子

どもの育つ環境として最適だと感じているため、区域外には引っ越したくな

い。古い団地などは外から見る感じでは空き部屋が目立つので、早く建て替え

をして、利用者をもっと増やして欲しい。長田にある公務員宿舎は別へ移し

て、長田区民が利用できる団地になってくれると有難い。 

通学路の歩道が狭く、車の通りも多いのでひとりで通学させるのがとても不

安です。ガードレールを設置して欲しいです。 

自治会加入率向上への取り組みをもっとして欲しい。 

非課税世帯の家賃負担を援助して欲しい。 

住宅費を軽減できる制度をつくって欲しいです。 

夫が病気になり、収入と支出が合わない。子どもに満足した生活をさせてあげ

られるか不安でしょうがない。NHKも悩みのひとつで、それに対する支援があ

れば助かります。 

高齢者や障がい者、母子・父子家庭などへの支援が必要だけど、相談できずに

いる人たちの状況確認や声かけなどもしっかり行って欲しい。 

多子世帯への経済的支援などあれば助かります。 

市営・県営住宅等へ入居出来ないため、通常のアパートなど補助金等があると

助かります。現在の生活は足りない分は児童手当で賄っている部分も大きく、

生活していくことで精一杯なので、収入と支出のつりあう生活が望ましいの

ですが、何を改善して良いのか分からない状況です。 

アメリカではお金ではなく、物資での援助があったり、母子世帯には家賃が１

万円程だったり、日本では出来ないことも多いと思いますが、なりたくてなっ

たひとり親ではないことも理解して欲しいです。 

弱視の子どもが増えていると思いますが、私の子もそのひとりです。メガネを

初めて作る時や、また作り直す時等にかかる費用が高額で困ります。フォロー

のために眼科も通わなくてはいけないので。 

相談・情報 

 

 

いろいろな支援制度があることをもっと広めて欲しい。役所に行っても、わざ

わざ尋ねないと教えてくれることが無い。世の中、病院未受診で出産する子も

居る。理由をきくと、「診察を受けるお金が無いから」と言う。母子手帳に無

料の診療チケットがついていることを学校の授業等でも教えるべき。 
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相談・情報 

（続き） 

子ども調査の結果を踏まえて、市生活福祉課が将来像も踏まえて何をどう活

かして市民の生活に還元するのか、HP や SNS で目に見える形で公表して頂き

たい。生活支援が必要な方への周知も含めて、行政がどこまで手を差し伸べる

のか、が一番気になる所です。 

子どもが小学生になり、なかなかクラスに馴染めていない様子で学校に行き

たがらないので困っている。 

新しい支援制度ができても、それを利用したい人が知ることが無ければ意味

がないと思うので、必要な人が利用できるように周知することが大事だと思

います。 

学童の申し込み期間を統一するか、申込期間が分かる表を配布して欲しい。保

育所は統一されているのに、学童によりまちまちでは、どこも定員オーバーで

小学校入学が不安しか無かった。 

就学援助制度が良く分からない。必要ではあるが、収入的にはどうせ当てはま

らないだろうと思うので、申請も面倒だなと感じて申請していない。申請した

ら援助を受けられるのか。いろいろ申請書類を揃えて出しても受けられない

のならやらない。もっと対象となる収入限度が分かるように知らせて欲しい。

（収入いくら以上なら出せないとか分かりづらい。全員出せとか言われる

し？） 

普天間第二小学校にヘリコプターの部品が落ちたことに対し、同じ宜野湾市

内に住む保護者・児童への周知・ケアが無いことに驚いています。不審者情報

はよくじんじんメールに入ってくるのに、何故？と思います。すぐに知らせて

欲しいです。子どもたちの安全を守るため、非常時の対応などが本当に対策で

きているか心配です。学校内だけでなく、保護者にも伝えてもらいたいです。

よろしくお願いします。 

仕事はしているし必要だけど、もっともっと子どもと一緒にいられる時間が

欲しい。せめて旅行にいけたら（思い出作りができたら）いいのかな。無料で

楽しく遊べるイベントなどあれば知りたいし、開催して欲しい。母子家庭にそ

ういったイベントが参加無料もしくは助成があったら良いのにな。私が知ら

ないだけかな。 

放課後の預かり制度を詳しく知りたいと思った。学童費が結構負担になって

いる。 

幼稚園・保

育園 

保育の制度が充分に機能していないと思います。出産や病気等で家庭保育が

難しい時に保育園の入所や一時預かりを利用したくても、空きが無いという

理由で利用できませんでした。緊急時に利用できない制度は無いのと同じで

は？ 

仕事をしていなければ認可保育所に預けられない。でも仕事をしたり、探すた

めには子どもを預ける必要がある。一時的に無認可保育所へ行き、就職してか

ら再度手続きをしろと促された。この手間の大変さを母親の立場に立って考

え、変えて欲しい。兄弟で別の保育所など大変である。国での決定事項である

ことは分かるが、市として子育てにもっと前向きに、女性が取り組みやすい環

境を整備して欲しい。子育てに関して、いつも負担を一手に担うのは女性だか

ら。 



146  

キーワード 暮らしや仕事、子どもについてなど、制度や支援策への意見や要望 

幼稚園・保

育園（続き） 

以前、通っていた保育園で、「土曜日の仕事が休みなら家庭保育」だと口すっ

ぱく言われた。（母子家庭で平日は休み無く働いているが） 土曜日も快く預

かってくれるようになると良いと思っていた。保育士不足もあると思うが、そ

ういう面も改善していくと良い。「子どもが大事」だと言われるが、子どもを

守る親に余裕が無くては良い家庭は築けないと思う。 

幼稚園も給食にして、時間をもう少し長くして欲しい。なぜ、幼稚園は午前中

のみなのか疑問です。せっかく施設があるのに、時間の問題で利用できない方

が多数いると思います。もったいないです。１年生になる時にギャップを感じ

ることを少しでも妨げるように、年長さんだけでも１年生の生活に近づけて

欲しい。 

保育園を探す際、市内の園の空き状況を市役所で一括して把握して欲しい。個

人で保育園へ連絡しなくても、役所の窓口一本にしてくれたら助かる。あと、

認可保育園の職員に知人が居たら無職（専業主婦）でも入園できた人を見たこ

とがある。市役所を通せば公平が保てると思う。 

幼稚園の預かり保育を 19時～20時までにして欲しい。共働きでお迎えが厳し

い。 

公立幼稚園の年長クラスも預かり対応にして欲しいです。上の子が小学校に

上がり、下に子の保育料が一子扱いになり、かなり負担が大きいです。 

保育料は上の兄弟が幼稚園までが２人目から減額となっていますが、他市は

小学校低学年までと上がってきているので、宜野湾市も上げて欲しい。１年生

になり、下の子の保育料が去年に比べて倍以上に上がっているので大変困り

ました。２年前にここに引っ越してきたため、小学３年生までだと思っていた

だけに、ここは幼稚園までだったのかとすごく落ち込みました。 

地域外の保育園に入れる制度や、仕事をしていないと保育園に入れないとい

う子育て世代の働き方についても検討して欲しい。 

幼稚園の年中さん組も年長さんと同じように預かりがあれば良いなと思いま

す。 

子どもを出産前から同じ職場で仕事をしているが、土日祝日もシフト制で出社し

ないといけなかったのに、保育園が土日休園のため預けることが出来ず、仕事に制

限が出来てしまった。認可保育園に入ることが出来て助かったが、土日も預かって

もらえたらよかった。全ての認可保育園で土日も預かってもらえる制度を検討し

て欲しい。 

保育園に入れない。待機児童対策、対応の連絡なし。入れない、入れていない

児童の親への配慮が無いところにとても不満を感じる。 

公立幼稚園も小中学校と同じく給食を導入するべきだと思います。（給食セン

ターの給食） また、４歳児クラスも５歳児クラスの様に希望者全員が入園で

きるようにして欲しいです。一日保育（預かり保育）も可能にして欲しい。 

双子が幼稚園年長さんの９月から保育料が２人分かかり、入学までの備品の

金額がかかり大変でした。卒園まで無料で続いてくれると助かったのにと思

いました。（他には、中学の入学も重なってもっと大変でした） 
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キーワード 暮らしや仕事、子どもについてなど、制度や支援策への意見や要望 

アンケート

について 

このアンケートを通して子育てや金銭等で悩んでいる方が救われるとしたら

素晴らしい調査だと思います。お疲れ様でした。 

アンケートが長すぎてつらい。 

この調査を計画策定の基礎にするのはどうかと思います。本当に調査が必要

な情報は得られないのではないのでしょうか。    
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キーワード アンケートの感想や大人の人に言いたいこと 

親への感謝 長生きしていつまでも一緒に暮らしたいです 

お母さん、いつもおありがとう 

働いてくれてありがとうと言いたい 

私を大切に育ててくれてありがとう 

いつも大事に育ててくれてありがとう。これからもよろしく 

いつもありがとう 

いつも僕のために仕事をしてくれて、僕のサッカーの道具を買ってくれてありがとう  

いつもありがとう 

これからもずっと楽しい会話をしようね 

今までありがとうございました 

育ててくれてありがとう 

いつもありがとう 

お母さん、いつも家事ありがとう。産んでくれてありがとう、大好き 

毎日ありがとう 

いつも優しくしてくれてありがとう。これからもよろしくね。あと、いつもお

世話や家事など、洗濯、ご飯をありがとう 

いつも守ってくれてありがとう 

いつもありがとう 

ありがとう 

今までずっとありがとう。これからもずっと一緒にいようね 

これからも私を大事にしてください 

これからも仕事を頑張ってください 

勉強が分からない時は教えてくれて、とても感謝しています。一生懸命に育て

てくれて本当にありがとうございます 

親へのお願

い 

もう少し、お小遣いを増やして欲しい 

もっとお父さん・お母さんと話したい 

少しは子どもの気持ちを分かって欲しい 

早くリップスティックが欲しいです 

休日は宿題のことは言わないでほしい 

お父さん、学校の出来事や勉強、成長について話している時はいつも聞いてい

てくださいね 

お小遣いがもらいたいです 

あまり怒らないで 

お小遣いを増やして欲しい 

お父さんと一緒に住みたい 

ピアノが欲しい 

お小遣いをもっと増やしてください 

公文をやめさせて欲しい 

自転車とスマホが欲しい 

お母さん、算数の問題で分かっているのに最後まで言うのをやめて欲しいです  

帰ってきた時に怒って帰ってきて欲しくないから、もっと笑顔で来て欲しい 

（３）小学５年生児童調査票自由意見 
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キーワード アンケートの感想や大人の人に言いたいこと 

親へのお願

い（続き） 

あまり自分のことを他の人に話してほしくない 

ビールは週３回にして欲しい 

宿題を分かりやすく教えて欲しい 

自分の部屋が欲しい 

お小遣いを増やして 

親への疑問 

・言いたいこ

と 

お母さんが厳しすぎる 

お父さんが厳しい。宿題を十でやらないといけないって当たり前? タンスの中に閉じ
込めるって当たり前？ ビンタされるのって当たり前？ 殴られるって当たり前？ 

いじめられるのって当たり前？ 泣かなきゃいけないって当たり前？ 嫌い。幸せに
なってみたい 

どうしてお父さんは仕事のイライラや何かでのイライラを子どもに押し付けてくるの？  

年下のことばかりなのは何でなの 

お父さんにキックボクシングを今すぐやめたいと言いたい 

自分だけ好きなものを買うな 

もっとゲームをやらせろ。厳しすぎる。すっきりした 

私にもかまって 

何で離婚したのか 

人の気持ちを勝手に決めつけないで。自分も出来ていないくせに、人に文句ば

かり言わないで 

時々の大声は止めて。お願い、人の話はちゃんと聞いて 

今後、何かあったらお小遣い廃止、というのは止めて欲しい 

あんまり怒らないで欲しい。同じことで怒らないで欲しい 

ゲーム機を隠したりして使わしてくれないから、貸してと言いたいです 

大人の人へ 

 

たばこは外とか、あまり人が少ない所で吸って欲しい。信号無視とか犯罪とか
しないで欲しい。国のケンカで、戦争とかで関係ない人を巻き沿えにしないで
欲しい。大人は欲しいものとかを買うのに、何で子どもの欲しいものはあまり
買わないの？ 

大人はずるいと思います 

いつも僕たち子どものために頑張ってくださってありがとうございます 

こっちの空気を読め 

宜野湾市はお金が少ない。ポイ捨てが多い 

ストレスをかけないで欲しい 

大人の人はいつもカッコいい 

このアンケートで、生活環境を良くして欲しいです 

いつも支えてくれてありがとう 

えらそうにするな（怒） 

学校・クラス

のこと 

何かまわりが怖い 

学校の今の担任の先生を交代して注意して欲しい。二度と担任になって欲しく

ない 

宿題減らして欲しい。寝ていても怒られなくなりたい。給食をおいしくして欲しい 

嫌なことを言ってきた人に注意して欲しくない。余計に嫌なことを言われるか

ら 



150  

キーワード アンケートの感想や大人の人に言いたいこと 

学校・クラス

のこと（続

き） 

学校で先生だけお菓子を食べたり、テレビを見たり、コーヒーを飲んでいるの

はずるい。先生の機嫌が悪いというだけで怒ったりしないで欲しい。子どもの

気持ちも考えて欲しい。運動会は年２回が良い。体育館にもクーラーをつけて

欲しい。教室はクーラーがついていても暑い 

好きな人がいて、それを言っただけで自分をいじらないで欲しい 

宿題を減らして欲しい。スイッチ（ゲーム機）を返して欲しい。給食をおいしくして欲しい。  

宿題が多いです 

学校の宿題が多い。夏休みの宿題も減らして欲しい 

学校の宿題が多い 

学校の宿題が多いです 

友だちの関係など、最近はあまりケンカなどは無い 

私が一番感謝しているのは３年生の時のまなみ先生です。理由は、嫌なことが

あってもすぐそばにいてくれたからです。ありがとうございました 

何で宿題があるのか 

夏休みを伸ばして欲しい。宿題は減らして欲しい 

やっぱり友だち関係はちょっと複雑 

出来る人だけ面倒をみて、出来ない人の面倒をみない人が駄目だと思う。いっ

ぱい怒られている人への先生の態度が違うのは何故ですか 

宿題が多くて大変なので、将来は出来るだけ無くして欲しい 

子どもの気

持ち・考え 

自分の気持ちを分かって欲しい 

悩みがあったら、すぐに親などに相談する勇気が出ました 

僕はちゃんとしっかり勉強もして、頑張っていきたいです 

気持ちが楽になりました 

これからもしっかりやりたい 

自分のことを親に知ってもらいたい 

これからは、自分のことをもっと知っておきたいです 

僕は別に悩みはない 

悩みが多いので、悩みを無くしたい 

親には悩みを言えないけど、このアンケートでは悩みが言えた 

親に言えないことがアンケートでは言えた 

改めて自分のことを振り返ってみると、お父さんやお母さんと話しをしている

ことが少ないと思ったから、積極的に話すようにしたいと思った。 

すごく長かったけど、久しぶりに打ち明けることが出来て良かった 

私は３年生くらいからおっぱいが大きくなり始めた。大きくなるのが楽しみ 

友だちと家が近くなりたい 

困っていることがあったらすぐ相談します 

子どもの気持ちをもっと深く考えて行動して欲しい 

悩んでいることや、相談したいことを言うようにしたい 

困ったことは迷わず話したい 

良く眠るにはどうすれば良いのかなと思いました 

自分の気持ちを書けてよかった。本当は悩みがいっぱいあるけど自分で解決したい  
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キーワード アンケートの感想や大人の人に言いたいこと 

子どもの気

持ち・考え

（続き） 

家から家出したい。どうしたらいいの 

今でも十分幸せ 

男子女子両方に人気があり、有名でオシャレで優しいと言われるようになりた

いです。将来の夢は、モデル兼ラジオパーソナリティ兼美容師で、好きな人と

結婚することです 

自由になりたい 

すごく楽しくて、お父さんとお母さんに知られたら怒られると思う 

自分の話も聞いて欲しい 

これからは将来に向けて頑張りたいです 

これから生活リズムを壊さないようにしたいです 

どうしたら頭が良くなるの？ 

子どもの気持ちも分かってもらいたい 

大人の人に相談できると良いなと思います。相談する人は親に言った方が良い

かなと思いました。 

いつも通り、大丈夫 

お母さんとお父さんとお兄ちゃんとお姉ちゃんが怖いから相談したいけど、誰

にも相談出来ない 

あまり相談は無いと親に言う 

私の気持ちを良く分かっていない 

自己表現・ 

振り返り 

このアンケートを書いて、普段のことをしっかり振り返ることが出来て良かったです  

心に隠していることなど、少しはかけてすっきりした感じがする 

自分の考えを言えた 

自分のことが書けたから良かったです 

自分の言いたいことを言葉でなく文で言えた感じがする 

アンケートをして、言いたいことが言えて良かったです 

アンケートの質問がたくさんあったけど、「そういえば、そうだった」と思い

出せたのは良かったです 

アンケートをして、人に話せなかったこともいっぱい書けた 

今日、このアンケートを行って、今までの振り返りや、自分の心を向き合いな

がら書くことができました 

今日、このアンケートを書いて、相談することや心配することもあまり多くは

無いということが分かりました 

アンケートをして、自分のことがもっと知れたし良かった 

このアンケートで自分のことについていろいろ書けたので良かったです。これ

からも楽しい日常生活を送りたいです 

自分の気持ちが素直に書けた 

本当のことを初めて書いた 

自分の言いたいことを書いてスッキリした 

今までは思っていても言えなかったけど、このアンケートをして思っているこ

とを書くことが出来てよかったです 

私はアンケートで自分のことが改めて分かったし、結構、普通にやっているこ

とが多かった 
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キーワード アンケートの感想や大人の人に言いたいこと 

自己表現・ 

振り返り（続

き） 

いろいろと振り返れて良かった 

自分のことを良く知れました 

自分のことを振り返られた 

あまり、人に話すことが出来ないことが書けてすっきしした 

学校生活で気にしていること、忘れていることを質問されて自分のことが分か

った。やって良かった 

アンケートをやって、自分ではあまりそう思わなかったけど思い出してみると

あって、それを書けたのは良かったです 

自分の生活がどんな風か良く分かった 

このアンケートで全部書けて良かったと思いました 

アンケートで自分のことがどんどん出てきた感じでした 

アンケートを書いていると、私にはいろんなことがあると分かりました 

悩み事などをはっきり答えられてすっきりしました 

自分についていろいろのっていて自分のことが分かった 

自分の気持ちを書けたし、今まで言えなかったことが書けたので良かったです 

アンケートに答えていく中で、本当の自分の気持ちに気づいた 

自分のことをいろいろ振り返って、こんなこともあったといろいろ思い出せた

のでありがたいと思いました 

自分の気持ちが言えて良かったです 

こういうアンケートがあるとすっきりする 

自分のことを振り返れて良かったです 

アンケートで言いたいことを書けて良かったです 

すっきりした 

自分のことがより分かった 

自分の気持ちをこのアンケートに書き込めて良かった 

アンケート

の感想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちょっとだけ難しかった 

質問がいっぱいあって大変でした 

学校のアンケートなどには書かれていないことがいっぱい書かれていて、答えた

くなければ答えなくて良いとあって、自分にやさしいアンケートで答えやすかっ

たです 

質問が簡単だった 

アンケートをとってどうするんですか 

少し悩む所があったけど、全て答えることができた 

いっぱいあって大変だった 

書くのに悩んだりした 

アンケートでとても難しいところもあったけど、ゴールまでいけました 

これからも、こういうアンケートに協力したいと思いました 

とても良いアンケートでした 

この調査は私たちの成長や希望、悩み、人生のことを調べるアンケートだと思

った 

事実を言えた 
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キーワード アンケートの感想や大人の人に言いたいこと 

アンケート

の感想(続

き) 

 

このアンケートは私たちの悩みや家族やみんなのことが分かるアンケートな

のですごいです 

アンケートが長かったです 

長くて疲れた 

これを見たら心が痛くなりそうです。数字と文字を使うってすごい。（鉛筆が

折れそうです） 

詳しいアンケートがあったから良いと思った 

このアンケートをやって良かったと思った 

迷うところなど分かりづらい質問があった。大人はもっと思いやりを持って欲

しい 

結構長かったけど、楽しい質問があったので良かったです 

来年もこのアンケートをするんですか 

とても簡単なアンケートと思ったけど難しかった 

とっても役に立ちそうな気がしてきたから、このアンケートは必要だと思う 

できるだけアンケートをやりました。ちょっと、「ん？」とすることがあるか

もしれませんが、よろしくお願いします 

このアンケートがどんな役目をするのか不思議に思った 

一言で言うと、「スッキリ！」した感じです 

アンケートはめちゃ難しかったです 

今までこういうアンケートをしたことがないので、ちょっと大変でした 

アンケートについて、良かったと思いました 

答えやすくて良かったです 

このアンケートは長いアンケートだと思った 

このアンケートは他のアンケートと比べて、答えなくても良いのが良かった 

このアンケートは困っている人にとっては良いアンケートだと思う 

このアンケートはとても良いアンケートだと思いました。もし、困っている人

たちがいたらすぐ分かるから 

アンケートは楽しかった 

とても良いアンケートでした 

長くてきつかった 

アンケートは答えやすかったです 

とても人生に関係のあるアンケートだったので、答えるのが難しかったです 

楽しかった 

アンケートは大変だった 

ちょっと長かったでーす 

自分のことと違うところもあった 

自分が全部出来なかったから、アンケートに答えて良かったです 

その他 イカスミはお歯黒になるけどおいしいよ   
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キーワード 暮らしや仕事、子どもについてなど、制度や支援策への意見や要望 

学校・教育 

環境 

学校や教育委員会以外で、学校のことを相談できる場所があると良いなと思います。  

学校からの学校評価アンケートは、回収方法を郵送にした方が良いと思いま

す。（現在にように子どもに持たせる方式では、何を書いたか丸見えなので書

きにくく、意見があっても全てはかけません） 

小学校の校則は何とも思わないが、普天間中学校の校則は変だと感じる。ま

ゆげの処理が駄目とか、ヘアゴムの色指定、ストレートパーマ禁止とかあり

得ない。沖縄の女の子は毛が濃いため整えるのが大変。皆、悩んでいるのに

可哀想。 

夏休みに学校でクラブ活動を何回かやって欲しいです。週に１時間は、子ど

もが分からないところ、聞きたいことを自由に、個人的に教えてくれる時間

が欲しいです。また、子どもが悩んでいることや、伝えたい事を先生に報告

することが出来ない子のために、手紙を書いて先生に提出する日があると良

いと思います。 

中学校のように、小学校も教材費、プリント代金を給食費と一緒に口座から

引き落としが出来ればいいなと思います。 

学費の支援、収入に関係なく皆が平等な教育を受けられるようにして欲しい。 

保育士の給料が上がれば働き手が増えてくれると思います。小学校も支援員

がたくさんついてくれるので、子どもたちのニーズに答えてくれて助かりま

す。宜野湾市でもシニアボランティア（沖縄市でやっている）など、小中学

校で活動してもらえる人材を募集してはどうでしょうか。安心して暮らせる

環境づくりをお願いします。 

はごろも小学校の給食にはおいしさを感じられないようで、子ども自身の食

欲も落ちてきています。果物もあまり出てこず、デザートは魚とかだよと話

してくれます。栄養のある給食を提供して頂いて感謝しておりますが、たま

に子どものリクエストメニューが出ると嬉しいと思います。 

小学校の支援員の数が足りないと思う。いじめっ子や授業の邪魔をする子を

つきっきりで見てくれる支援員が必要だと思う。そういう子の言動・行動で

とても迷惑している。そんな思いをするなら学校に行かなくても良いと思う

程です。 

子どもの学習支援事業要件を無くし、希望者が受けられるようにして欲しい。

塾へ行かせるゆとりが無いので、各中学校区に無料市営塾をつくって欲しい。 

子どもの教育費を海外の先進国並みに低くして欲しい。 

鍵盤ハーモニカや算数セット等は小学校入学時に準備するものとなっている

が、小学生の子どもが３人４人と兄弟がいると、それぞれの物を準備しない

といけない。家での保管場所や費用もかさむので、不要となった鍵盤ハーモ

ニカ等を寄付するなど、１学年分を学校で用意・保管し、ホース部分のみ個

人購入して使用することは出来ないのでしょうか。 

体育着の校章の転写はどうして必要なのでしょうか。体育着でどこかへ行く

ことがあるのでしょうか。そもそも指定なのは何故ですか。体育着上下と帽

子の１セットで 5,000 円以上もする物を替えセットまで用意すると１万円以

上かかります。ネットで安価な物を購入できれば負担が減ると思います。（子

どもの成長は早いです） 運動しやすい服＝体育着というだけではないです

か。 

（４）小学５年生の保護者調査票自由意見 
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学校・教育 

環境(続き) 

はごろも小・大山小・大謝名小は学校が近いが新しい学校の方が人数が多い。

均等になるように、それぞれの学校の特色を出してはどうか。例えば、大山

小は制服を無くす（個人的に制服は好きですが）、英語教育に力を入れる、１

年生から６年生まで少人数制の学級にする、副担任の他にサポーターの人が

多くいる、など。 

将来、子どもたちが仕事に就くまでに選択の幅が広がるよう、自分に合った
仕事に就けるよう、小中学校の教育課程で充分な支援をするべきだと思いま
す。高卒程度ではなかなか大変で、それ以上の専門的な学力が必要だと思い
ます。親の経済的なサポートでは限界があり、学習に意欲的な子が家庭の事
情で諦めないといけないことはとても損していると思います。 

年収がある程度あっても税金支払い等が多く、実質的なゆとりを感じません。
習い事や塾へ行かなければ良いじゃないか、という意見もありますが。残念
ながら今の教育現場に期待できないのが実情です。先生方の給与を引き上げ、
子どもたちの教育に注力して欲しい。 

ＰＴＡ会費は必要ないと思う。 

あまりにも学歴重視の社会のため、子どもが夜中まで勉強しなければいけな
いということに不満がある。私の小学生の子も学習塾に通わせているが、本
当は自由に遊べる時間をたくさん与えたい。もっと、子ども一人ひとりの得
意を伸ばす教育ならどれほど良いだろう。数学が苦手でも国語が得意なら、
それだけで大学まで行けたら良いのに。優しくて勇気のある子が、学歴がな
いために潰されていく世の中は狂っているし間違っている。（これは息子のこ
とではなく、息子の同級生のこと） 

学校の先生は増やした方が良いと思います。負担が大きいと感じます。 

学校で渡してくれている学習面の資料をちゃんと読んでいない人もいると思
うので、低学年のうちに学習習慣をつけるために具体的にどのようにすれば
良いか、実際の体験談などが聞ける無料講座を開設してはどうか。キャッチ
コピーは「学習習慣→学力アップ→収入アップにつながる」みたいな感じで。
公文や学研のようなドリル形式の塾に補助を出したり、幼稚園から小学４年
生までに学習習慣をつけてあげられる無料（もしくは低額で）の何かを考え
られないか。 

就学援助に関する書類を直接「学校→担任→子ども」の経路で渡さないで欲
しい。小学校高学年や中学生になると、友人から「この手紙、何？」と聞か
れているようで、本人もネガティブに感じている。援助制度について子ども
とも話し合っているが、恥ずかしいと感じさせている気がする。 

今回はアンケートをありがとうございます。生活的に厳しい家庭は多いと思いま

すが、本人次第でどうにかなる家庭もあると思います。是非、子どもたちに先生

から声をかけていただき、救いの手を差し伸べて欲しいです。学校でしかまとも

な食事が出来ない子がたくさんいると思います。担任の先生の負担が多く大きい

のは承知の上でお願いです。もっと児童・生徒の話に耳を傾けて欲しいです。よ

ろしくお願いします。 

子どもたち全てに平等な生活と教育が受けられるようになれば良い。収入の
格差で学ぶことが出来ないようでは駄目だと思う。 

クラブ活動と勉強を両立させる環境を整えて欲しい。時間が長すぎて宿題す
る時間や家族と過ごす時間が削られている。国・県・市町村・学校からもク
ラブ責任者へ通達を出して、子どもの時間を守って欲しいです。病院や歯医
者に行く時間もなくてストレスが多いです。 
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学校・教育

環境(続き) 

今現在、我が子はアレルギー除去食の対象児で、この５年間、安心して学校
給食を提供してもらっています。毎年、更新のための会議や手続きがあるの
ですが、「定員数があるため確実ではない」と言われるのが不安です。複数の
アレルギーを持ち合わせている場合や重度のアナフィラキシー等、難しい場
合は除去が出来ないと分かります。しかし、毎年の検査でも対象品目が１種
類から変わらず、また、数値的にも大きな変化が無く、医者からも除去が必
要と診断されているので、スムーズに継続とはならないのでしょうか。これ
からの時代、アレルギーを持つ子が増えていくのは確実です。給食センター
の施設、設備、人員配置等の見直し、支援を望みます。どの児童も学校給食
を食べることが可能になって欲しいです。安心・安全な学校給食を提供でき
る宜野湾市になって欲しいと望みます。 

一時的な親の介護で正社員から非正規となり、収入が大幅ダウンする見込みであ

る。幸い、親は入院・手術をしたものの自宅療養となったので一安心だが、また

要介護になると働くことが出来なくなるのではないか不安である。母子家庭であ

るため、子どもは祖母宅で放課後を過ごしているが、気疲れしていないか心配で

ある。学校で過ごす時間も多いので、スクールカウンセラーが毎日フルタイムで

いてくれると助かる。 

子どもたちが長時間を一緒に過ごす学校の先生を、臨時採用ではない正規の職員

として確保して頂きたい。先生方にゆとりがないと、すべて子どもたちの所にし

わ寄せが来る。少人数の児童・生徒を２人以上の担任で見ることが出来ると理想

です。 

学校は本当に無駄が無いか考えて欲しい。（例：クラスＴシャツ→そのときだ

けで後は使わない、制服→私服で良い、体操服→私服または無料貸し出し、

道具（習字道具・ハーモニカ・笛・算数セット・裁縫道具・エプロン等）→卒

業生から提供されたものを学校で貸し出し、毎月の教材費や用紙代→教科書

以外は使わない） 

教育費支援 高所得者へ頼らず、子育て・教育は平等だと考えます。義務教育の間の給食

費無料化をお願いします。 

子どもが進学しやすい国・県にして欲しい。大学や専門学校も行かせやすい学費

にして欲しい。親の経済力の理由で諦めないといけない子どもたちが可哀想だと

思う。 

小学校から大学までの授業料および給食費の無償化を望む。 

学校に支払う費用を無料にしていただきたい。（算数セットなど、買ってもす

ぐに使わなくなるものは共同で使用したら良いのに） 学期ごとに請求がきて

厳しいです。特に中学校はＰＴＡ費や給食費が高い。 

某離島のように、塾の無料化を検討して欲しい。 

私立中学校も給食費を免除して欲しい。私立高校入学金も補助があると助か

る。 

収入レベルに関係なく、全ての子が同等の学習環境（学用品等）が与えられ

るようにして欲しい。 

大学の奨学金制度を拡充して欲しい。 

中学校卒業するまで給食費、医療費が全額免除になって欲しい。 

ひとり親世帯に対する教育援助を充実させて欲しい。 

学校行事（修学旅行等）の負担が少なくなればとても助かります。 
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教育費支援

（続き） 

学費を大学まで無料にして欲しい。 

中学校卒業後が教育費が一番かかるのに援助が無いのでもっと考えて欲し

い。大学まで進学させたいが、経済的に無理な場合、子どもに諦めさせるの

は申し訳ない。大学あるいは高校まででも国の援助があれば、とても助かる。 

就学援助（特に高等学校・大学等）の拡充 

上の子が宜野湾市内の小学校から琉大附属中学校に入学したら給食費の援助

が受けられなくなりました。附属中は私立校ではありません。小学校の時に

受けられていた就学援助を中学校でも受けています。が、何故、給食費の援

助は受けられないのでしょうか。「宜野湾市内の中学校に限る」という枠から、

もっと広い視野で子どもたちを援助して頂きたいです。 

学習塾など無料または低金額で通えればと思います。 

私立高校の学費の支援等はありますが、中学の私立の援助などは多様にない

ので、一般的な家庭だとまだまだ通わせるには難しいので、子どもに学力が

あっても諦めさせることになるのは、親としては避けたいところです。 

就学援助を利用させて頂きています。準要保護だと学用品費や給食費、修学
旅行費等、一度支払った後に戻されるのですが、月々の支払いで目一杯で支
払いが滞ることも多々あります。生活が苦しいため利用させて頂いている制
度なので、支払いが先ではなく、相殺して頂けるものになるととても助かり
ます。また、ＰＴＡ会費を必ず納める必要があるのであれば、こちらも含ん
で頂けると助かります。 

高校・大学入学や交通費・教科書・各種検定等の支援があると良い。 

中学校の修学旅行には８～10万円かかります。私たちは金銭的に厳しいため、
行かせられない旨を子どもに話しています。修学旅行助成金等があると助か
ります。 

子どもに対する投資（教育・福祉）の効果は目に見えにくく、速効性も感じ
にくいかもしれないが、教育こそ国や社会を豊かに導ける方法だと思います。
本市は学校の建て替え等で教育に投資している部分もあると思いますが、も
っとソフト的な部分にも投資して欲しいです。土地もほとんど無く、ハード
の整備は限界があるので、図書館や学校図書室の充実や、働く先生方のゆと
りを生む施設や、給食費の完全無償化、保育料の無償化、学用品費の無償化
の検討をお願いします。 

子どもの人数が多いと徴収金等、急に出る支出の負担が大きいが、宜野湾市
は小学生の給食費が助成されるのですごく助かっている。 

教育費は全ての子が等しく受けられるように無料にする。これは校納金、給
食費、修学旅行費など、学校で受けるべきものは全て無料にしてしまう。そ
して、子ども手当ては教育費無料に合わせて無くす。税金をうまく活用して
いくと、税金を上げても誰も文句を言わなくなると思います。うまく活用で
きていないから税率を上げると文句が出ると思います。 

大学などの学費がかかるので、返さなくても良い奨学金がたくさんあると良

い。 

義務教育以降（高校・大学・専門学校）の進学に伴う教育費に対して、給付
金や減税等を検討して欲しい。ひとり親世帯には負担が大きく、将来に不安
がある。 

就学支援制度を見直して欲しい。 
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子育て環境 もっと子どもに優しいまち、安全なまちでいて欲しい。ほとんどが共働き状
態で、預けたくないのに預けないと生活出来ない。税金を支払うため、保育
料を支払うために働いている感じ。 

もっと住みやすい、子育てしやすいまちになったら良いなと願います。 

基地のことばかりに力を入れず、もっと子どもたちを育てやすいことにお金を使
ってください。子どもの安全も大切だと思いますが、宜野湾市にお金が無いと生
きていくことすら厳しい世帯が増えてきます。子どもを産んで育てやすい環境を
お願いします。 

普天間、新城、喜友名など、子どもたちが広々と遊べる場所がなく、オスプ
レイなどのこともあって、子どもたちのストレスや非行に繋がっていると感
じる。 

親がいなければ自分では食べていけない子どもたち。社会的に一番弱い立場にいる子

どもたちが幸せな社会こそが健全な社会だと思う。命どぅ宝の島で離婚率１位と子ど

もの心に傷を負わせるというのが許せなく思う。何より一番の問題ではないか。恵ま

れない子どものためにいろいろな支援があるのは良いことだと思うが、そこにばかり

焦点がいき、後手後手の対応になっている気がして危機感を覚える。 

 どんなに人がサポートしても、子どもの心に空いた穴は親でないと埋められない。

本当にサポートの必要な、心に負い目を持った子は表に現れないのでサポートは受け

られない。子どもの一番の喜びはお金・物ではない、親と一緒にいることである。ま

た、子どもの成長を見ることが親の一番の喜びで、親に自分の成長を見てもらい喜ん

でもらえるのが子の喜びである。それが生きる希望・望みだから、子どもの希望を叶

える世の中であるために、家族が基本ということに焦点をあてるべきではないのか。

子どもたちが自分の身近に自分たちを守ってくれる大人が大勢いると感じられるよう

に、世代間でのつながりが持てるようになることが大切だと思う。その機会・方法を

探って欲しい。 

はごろも小学校の近くに住んでいますが、自宅（アパート）近くに公園があ

り、子どもたちが友だち同士で公園で遊べる環境に大変満足しています。ま

た、公園の清掃や管理も良くされており感謝です。 

現在、携帯電話・スマホ等は無くてなならないと思って所有している世の中だと

思うが、特にスマホに関しては、人間の成長や生活にも害の方が多いと思う。子

どもが乳幼児期からそれを見て育つと、良い育ちが阻害される上に、親も子も社

会（地域）との人間関係をつくりにくく生きてしまうと思う。（時間がないからス

マホ？ スマホにとられて生の関わりが持てない、作れない、作りづらい） 制

度によってモバイルの規制をしても良いと思う。（モバイルを良しとする世の中に

騙されている気がする。） 

子どもは所属しているクラブの監督やコーチ、父母の皆様に支えられ、助け

られていると思います。子どもと近く関われる大人がたくさん居ることで支

えていけると思っています。地域で行っている部活や活動をもっと支援して、

多くの子どもたちが参加できるように、沖縄県で支援して欲しいです。 

子どもを育てるのにすごくお金がかかります。もっと子育てしやすい社会にして欲しいです。  

子どもの医療費の無料化 

医療費や教育費など、子どもにかかるあらゆる費用の軽減を望む。進学を応

援できないのが心苦しいです。 
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子育て環境

（続き） 

 

１歳の子どもが認可保育園に通っていますが、家では熱もなく機嫌もいいの

に、園に着くと熱が出て、鼻水も咳きもひどいと言われ、病院に行くように

毎日言われたり、少し熱が出るとすぐ電話があり、全然仕事が出来ずに困っ

ています。心配してくれるのはありがたいのですが、家では元気で熱も無い

ので、もう少し園で様子をみてくれる制度などあると助かります。 

多子世帯には年収に関係なく子どもに対する手当てを増やして欲しい。下の

子どもの年からは高齢出産であり、子どもの成人、そして夫婦の老後までの

やりくりが大変である。夫婦は何とか自分の蓄えはできるが、子どもの教育

費は第３子以降は手厚くして欲しい。 

子ども支援がある職場がもっとあれば助かります。無認可園の保育料も、も

のすごく負担に感じていた。 

全ての子どもたちが保育園に無条件で入れるように、もしくは認可・認可外

も平等に保育料を格安で支払う。希望する世帯は学童に無条件で入れるよう

になる。多子世帯は軽自動車には乗れないので、自動車税の免除があると助

かる。学校にかかる費用の無償化。 

就学援助の収入上限をもっと上げて欲しい。また、児童手当の額がもう少し

上がればいいなと思う。 

小中学校の給食費無料、医療費助成（入院のみではなく）は中学生も保障して欲しい。  

ひとり親で養育費もあてにならず頑張っている人への支援は何もない。子どもと

の交流の時間を削って働いている現状。パートでがっつり児童扶養手当・医療費

免除の支援を得られているひとり親世帯がうらやましい。私の税金が使われてい

るかも、と思うとやり切れない。せめて負の連鎖が続かないよう、子どもたちに

しっかり教育を受けさせ、経済的にも精神的にも自立させたい。そのための支援

が得られると頑張れる。 

医療費を大学まで無料にして欲しい。 

給食費・医療費の全額免除が出来たらとても助かります。 

年収に関わらず多子家庭への経済的支援があると良い。少子化対策にもなると思う。  

未就学児を安く預けられる場所が欲しい。０歳・２歳・３歳を毎日みるのは辛い。子

育て支援センターとかに３人連れて行くのはしんどいので預けられる場所が欲しい。 

医療費についても、中学生は部活等で怪我も多く通院したりするのに助成金
が無いのは金銭的にとても厳しいです。 

認可保育園をもっと増やして欲しい。そうすれば私も働くことが出来て、家
計に余裕が出来て、子どもたちに我慢ばかりさせなくて済むのに。 

子育て支援 子育て支援として効率幼稚園の預かり保育を充実させて欲しい。年中さんの毎日

預かり（月の半分だけではなく）、年長さんの預かり時間延長（18 時までではな

く、先生方の任用 18時 45分までに合わせて 18時 30分まで）、預かりのお迎えを

中学生（代理申請した上で）も可としてはどうか。近隣保育園でも小学５・６年

生のお迎えを認めている中、公立幼稚園ではその辺りを厳しくしているのに、午

前中で帰る子はひとりで歩いて帰る子を見かける。預かり利用者のお迎えはどう

して保護者に限定するのか。もっと働いている世帯が利用しやすいようにして欲

しい。公立幼稚園の教育方針や先生方の子どもたちへの接し方は大好きです。制

度を見直してもらいたいです。 
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子育て支援

（続き） 

給食費や医療費などの支援や補助が欲しい。 

兄弟の年が離れていることから、大人がみていてくれる環境があったら良い

なと思う。小さい子は保育園になかなか入れず、お兄ちゃん・お姉ちゃんだ

け学童という訳にもいかず、とても生活しづらい状況。 

小さい子どもがいたり、子どもの人数が多いと働き先がなかなか見つからないし、

土日祝日の休みＯＫの所が無く、ずっと専業主婦をしています。子育てママたち

を応援してくれる働き先などが増えることを願っています。お金が無いからと子

どもたちに部活をやめさせたりする家庭も周りにいますが、ほとんどが非行に走

っています。 

児童手当が安いと思う。中学・高校の制服が高いと思う。給食費無料制度は

出来ないのでしょうか。もっと経済的に子育てしやすい方向につながって欲

しい。 

子どもの居

場所 

 

普天間小学校の近くにも児童館を造って欲しい。放課後、子どもたちが遊ぶ

場所が少ないように思います。 

各小学校の近くに児童センターがあると助かります。放課後、学校の近くで

習い事ができると安心して働くことが出来ます。最近は、変質者情報が多く、

登下校が心配なので、安全の確保もしっかりして欲しいです。 

新城児童センターの職員の対応が良くない。特に女性（ベテラン）の電話対

応が最悪。一時期通っていたが、嫌だと言って全く行かなくなりました。 

学校職員の方々の負担を増やすことなく、児童の居場所として学校施設を朝

や夕方に開放して欲しい。（土曜日もだとありがたい） 実現すれば共働きや

ひとり親世帯が安心して働ける（シフト制や専門職を配置すると職員の負担

は増えないかも）。 

放課後の学童の預かり料金が高くて入れることが出来ない。 

はごろも小学校の近くに児童センターが無いが、利用したいのであったら良

いと思う。 

塾に行かせるにも登下校するにも変質者などの心配があるため、小学校にず

っと居ても良いという環境になると安心である。先生たちがずっと面倒みる

というわけではなく、児童館や学童、塾をしているスタッフが小学校でする

というような感じ。今は放課後学童は人数制限があると思う。 

学校の近くに児童センターを造って欲しい。 

小学校高学年（４～６年生）になると、一般的な民間の学童が受け入れてく

れない。児童センターのお迎えは 18時までと、民間企業の終業時間に合って

いない（19時まででないと迎えられない）。なので、児童センターもやめて、

放課後や長期休みなどに自宅で子どもひとりで過ごすことになるので、とて

も不安である。 

学校下校時はそれぞれの家庭の事情もあるので一律は難しいが、全ての子ど

も、どんな境遇の子どもも利用できる居場所があると良いです。最近、不審

者が多いので、下校時の子どもたちの安全を確保する方法も市として考えて

頂きたいです。 
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支援制度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課税世帯と非課税世帯での支援制度が極端すぎる。もう少し細かく基準を設

けて、子どもたちが平等に支援を受けることの出来る社会をつくって欲しい。

お母さん同士の話の中では、頑張ってフルタイムで働いてわずかばかり収入

を増やすより、短時間労働で夫の扶養に入り、非課税世帯の手当て等を受け

る方がお得だという傾向が強い。私も収入アップのため、数年前からフルタ

イムで働き始めました。頑張らなくても簡単に制度を利用できる現状、これ

からの日本、本当に大丈夫でしょうか。 

支援等については低所得者ばかりで、所得がある程度あっても、実際の出費

（他の子どもの学費等）が多いため、支援して欲しいです。所得で決めない

で欲しい。 

親（祖父母）と同居しているからといって、家計が楽になるとは限らない。

就学援助の新しい審査で末っ子だけが落ちた。同じ住所だが生計は別である。

祖父母同居だからって余裕があると思われたくない。 

子どもが空手をしていて、遠征費（派遣費）が結構かかるので、他市町村が

している派遣費用助成制度を宜野湾市でも少しでも良いからやって欲しい。

県の強化メンバーに入って派遣されることもあるので、毎回全額となると家

計的に厳しい。以前、宜野湾市に問い合わせをすると、部活動としてやって

いるのであれば県の上位３位に入っていれば派遣費を出すといわれたが、空

手は小学生では部活としていないのがほとんどで、結果を出しても部活では

ないことで助成金がおりないのはおかしい、不平等だと思う。 

今回の調査は、公的な支援があることすら知らずに困っている人への積極的

なアプローチにつながるように感じ、とても素晴らしいと思いました。これ

からも、子どもたちが健やかに成長していけるよう、ご尽力お願いします。 

児童手当、扶養手当が中学までなことが不安。高校から通学代、弁当代等、

お金がかかる。希望高校を目指すより、行ける場所に限定せざるを得ない。

就学援助ももちろんありがたい制度だけど、支援が始まる前に新たな借金が

増えてしまう。難しくても、その時々の支援が必要である。 

児童手当や児童扶養手当等、手厚い支援を頂き感謝しているますが、子ども

の成長に伴って増額すれば納得もするのですが、子どもの成長の反面、支出

が多額になり、これから先に不安を感じています。また、上記制度がいつま

で続くかという点にもとても不安を感じています。 

支援等をギリギリ受けられない家庭も生活は苦しいです。無駄なことを省き、

少しでも支援して頂けると幸いです。 

大学に進学したくても経済的理由で断念せざるを得なかったり、学力はある

のに進みたい道に進めない方もたくさんいると思います。日本、沖縄の将来

のためにも、そのような子どもたちに就職という道ではなく、学ばせる進学

の道を遠慮なく選択出来るような制度をつくって欲しいです。（奨学金とかで

はなく） 

両親の年収ではなく、子どもの有無、人数もみて頂きたいです。少子化に貢

献している人間なのに金銭的な援助があってもいいと思ってます。あらゆる

就学援助が受けられず不平等、不公平感を感じています。強く感じています。 
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支援制度

（続き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私も配偶者もフルタイムで働き社会保険や税金を払っています。家族は７人

で大学生もいて支出もそれなりでぎりぎりの生活ですが、小学生に対する支

出は滞納しないよう、優先して納付しています。その反面、就学援助受給者

の一部では、両親がいて母親は認定基準を超えないように収入のバランスを

とって非課税とし、グレードの高い車に乗り、お稽古に行き、公的援助をう

まく使って余裕のある毎日。所得は上手にやれば誤魔化せられると思います。

税金を納付しているのが馬鹿馬鹿しく感じてしまいます。就学援助は何のた

めにあるのか。本当に困っている人は少なく、上手く利用している人がいる

のは公平なのか。大学生がいる世帯は結構大変なのに、アルバイトの収入も

あり就学援助の対象外。働き損と感じます。 

小中学校の入学時期や修学旅行の時にとてもお金がかかります。どんなに節

約しても毎月赤字で、病院受診も迷う程です。借入・貸付等の制度があるの

なら、もっと積極的に周知して欲しいです。また、申請時の添付資料が細か

くて多いため、諦めることが多いです。平日は日中夫婦共働きで役所に行く

ことも出来ません。役所のデータで調べられることまで資料として提出する

のはどうなのでしょうか。 

生活保護や支援については制度をもっと考えるべきだと思います。保護を受

けながら子どもにスマホを持たせているのはどうかと思う。片や、真面目な

方は車を持つと駄目だから保護を受けずに頑張っている、という矛盾はどう

にか出来ないのかと思います。ちゃんと受けるべき方がきちんと受け取れる

制度にすべきではないかと思います。市町村単位ではなく、国がもっと考え

るべき。 

子どもの送迎や病院通院などのサポート制度の範囲（中学生までとか市外ま

でとか）を広げると就労に役立つし、子どもの安全も確保できると思う。母

親が働きたくでも子どもを持つが故、働きづらい環境にあり苦しんでいる。

結婚・出産すると、その後の自分の人生が社会的にリタイアせざるを得ない

か、そもそも出産を諦めてキャリアをとるのか、未だ選択せざるを得ない現

状である。それが改善されない限り、どんなに費用を支援しても人口を増や

し、女性の社会進出も実現しない。 

家庭の収入はそれぞれですが、アンケートにより差が出るのが分かると思い

ます。アンケート後半の質問には少し疑問が残ります。低所得者だけが何も

かも優先させられているような感じも受けます。支援も良いですが、生活保

護を受けながら塾に通っているとか、無料塾に通っているなど聞いたりしま

す。全家庭が平等に制度を受けられるようにして欲しいです。私たちも子ど

もを育てながら、子どもに良い教育を受けさせたいと願っています（塾や習

い事など）。アンケートが活かされることを願っています。 

沖縄は子どもが多いので、もっと子どもに対する医療や教育に関する支援制

度が欲しいと思いました。あっても知られていない制度もあると思うので、

もっと広めたら良いと思う。 

貧困とまではいかないが、就学援助制度などの手続き・申請が面倒で、要件

が満たされない確立も高くて諦める人が多いのではと感じます。一方で、不

正に制度を利用してゆとりある暮らしをしている方が周囲に多いのも事実で

す。本当に必要とされている方へ支援や援助が行き届く社会になればと願っ

ています。役所の方には不正に手当てを受給している方を徹底して調べて頂

きたいです。 
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支援制度

（続き） 

 

 

 

収入が希望通りではないのは自分の能力のせいだと思うので、強く支援を求

めるのはどうかと思う。 

支援金などの制度は大変ありがたく利用させてもらっていますが、申請する

際や査定してもらう際に、単純に年収や家庭の収入だけではなく、子どもの

人数や支出の部分にも目を向けて頂けたらと思います。 

児童手当で子どもの教育費や給食費を引き落として欲しい。子どもが多いと

同じ手続きがいっぱいなので、子ども手当て、児童手当は充当される方が良

い。 

生活環境 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

少し楽したい。 

普天間地区にも市営住宅を造ってください。アパートの家賃が高くて生活が

苦しいです。 

将来が明るく思えるような宜野湾市になって頂きたい。 

58号線沿いのマンションに住んでいますが、夜間のバイクがうるさく、子ど
も部屋だけ二重窓にしまそたが、それでもうるさくて眠れません。子どもの
成績や成長にも大きな影響があるので、どうにかして頂きたいです。それが
原因で転校する子もいますが、持ち家のため、それも出来ません。本当に困
っています。オスプレイよりもバイクが数倍うるさいです。 

主人の実家に住まわせてもらって家賃の無い分、助かっています。その事に
ついては本当に感謝しています。 

浦添市のリサイクルプラザを度々利用しています。洋服や本、雑貨等をひとり数
点を無料でもらえます。しかし、浦添市以外の人は不要品を受け取ってもらえま
せん。制服や体育着もありとても助かると思うので、宜野湾市でも是非検討して
ください。 

真栄原近辺で市営住宅や兼営住宅があったらとても助かります。子どもたち

も成長してきて、親元を離れたいと思っても、家賃や生活費を稼ぐためにフ

ルタイムで働いて、帰りが遅くなってしまうと子どもたちに寂しい想いをさ

せてしまうので、なかなか出ることが難しいです。障がいを持つ子もいるの

で、仕事をしたくてもフルタイムでは厳しいという面もあります。安価で借

りられる家があれば良いなと常に思っています。子どもたちがあまりにも偏

食のためにそれぞれ別メニューになるので食費にお金がかかり過ぎているの

も問題です。 

医療や介護、教育制度が整っていれば、どんどんアップする税金も納得でき
るかもしれません。スウェーデンのような社会保障が充実した国になって欲
しいです。 

インターネットを活用した節約術、お金の教養（使い方・貯め方・稼ぐ方法)

を高める無料の講座、ネット管理（アカウント・ＩＤ・パスワード）関連の
教室、格安で利用できるスポーツが出来る施設があれば良いなと思う。仕事
のあと、遅い時間でも利用できたら健康管理などに良いし、健康になれば働
けるし、税金（支援）に頼らない生活を迎えられるかも。 

働いても働いても出費が多く、預金が１円も無く、不安な生活を送っている
が、お金が無くても子どもらは元気に学校へ行き、満足もある。 

差別や劣等感を感じずに、サポート施設の利用が出来るように工夫して欲し
い。 

この 10年間、県営・市営団地に応募しているが当たらず、将来が不安である。
医療費支援は大変有難く、感謝しているが、メガネ購入援助もあると助かる。 
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生活環境

（続き） 

 

離婚して実家のある宜野湾市に引っ越してきました。仕事と家庭を両立させ
る上で、体調不良時や残業時に子どものことを頼めるのは助かっていますが、
実家近くで急いでアパートを探したため家賃が６万円超と高くて困っていま
す。毎年、団地の入居募集があるが子ども２人では優遇世帯にはあたらず、
５年連続で抽選からもれています。沖縄市ではすぐに団地が決まり、子育て
に関してとても良い環境にありました。今後も宜野湾市に住む予定ですが、
団地や低価格で住める所を探しています。今年はやっと県営団地の募集も再
開され、応募済みです。今後、団地が増えるか、優遇世帯の見直し等があれ
ば本当に助かります。本当に困っています。どうかよろしくお願いします。 

離婚するために実家に出戻りましたが上手く成立せず、実家の母は再婚相手

もいるため肩身が狭く、早く自立したいです。でも離婚に応じてもらえない

ので、母子世帯として受けられる支援も受けられずに困っています。 

安く住める制度や、中古物件でも良いので補助が受けられる制度があればと思う。  

貧困・就労

問題 

両親の収入は最終学歴に比例する。低学歴が多いので低収入、すなわち貧困

へとつながる（負のスパイラル）のは昔から分かりきっていることです。早

く、もっとスピードを上げて解決して欲しいです。 

今のお母さんたちはフルで働きすぎだと思います。パートくらいで良いと思

います。もう少し心にゆとりが出来ればいいなと思います。ただの個人の意

見ですが。 

過去に役所の非常勤希望で履歴書を出したことがあったが、11年間も音沙汰

無しである。いつもやっている事がちぐはぐだなと思う。 

扶養内で働いていますが、もう少し働きたくても、結局は働き損なので悩み

ます。正社員ならメリットもありますが、子どもとの触れ合いが減るので悩

みます。 

その他 仕方の無いことですが、住民税が高い。 

私の友人は保育園（うるま市）の食事づくりを仕事にしていますが、実際は

少ない量でカットの仕方を工夫して料理をかさ増ししており、日々心苦しく

て辛いと話していました。それでも子育て世代の私たちは働かなくてはなり

ません。何が正しく、何が悪いのか、見えないところで不正は行われていま

す。この小さな声が届いてくれますように。 

アンケート結果のデータを市の広報誌に掲載して欲しい。 

プライベートのことまで聞いてしつこいですよ。 

いつもいろいろとお世話になっており、ありがとうございます。 

佐喜真市長、応援しています。これからも頑張ってください。    
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キーワード アンケートの感想や大人の人に言いたいこと 

大人の人へ 困っていることを無理に聞くのは止めて欲しい。おせっかいを焼かないで

欲しい。話しかけないで欲しい。焦らさないで欲しい。 

タバコを吸うのは止めて欲しい。それだけでも大気汚染。 

子どもより子どもの大人をもう一度学校に行かせた方が良いと思う。 

大人の言っていることが理解できない。 

子どもは大人より普通に権力が低いけど、子どものことを少しでも多く考え

てくれる大人がみんなから好かれると思う。 

理不尽に物事を勝手に決めつけず、私たち子どもの意見にもしっかり耳を傾

けろ。大人たち（世間）の意見が多い方を正当化しないで、しっかり考えろ。 

大人は矛盾している。 

大人は矛盾していることが多い。 

大人は理不尽 

大人の人は、何で子どもが学校に行きたくないと言っても、頑張れとか言っ

て行かせるんですか。 

もっと中学生が遊ぶような所をつくって欲しい。 

大人は大抵の人は、子どもの気持ちが分からないと思う。 

困ったことがあったら、すぐに伝えるようにします。 

タバコのポイ捨てやめて。地域清掃で一番多いゴミはタバコだから。ゴミが

増えるだけ。 

市役所からのお金を少し増やして欲しい。 

大人は、「子どもの時、自分もそんなことあったから大丈夫」って言ってい

る。でも、大人は「子どもの時ってあんま覚えてないな～」って言って

る。どっちか子どもは分からないのに、子どもが相談したら「大丈夫だか

ら」って言って話しを終わらせないで欲しい。 

自分もやっているのに、人に口答えするな。 

ディズニーランドをつくって欲しい。 

子どもには優しくして。 

お仕事、お疲れ様です。 

医療費、補償してくれてありがとうございます。 

大人の人は良く成功例を話したりするけど、子どもにとってそれが一番迷

う原因になる。 

子どもの気持ちとかちゃんと分かって物事を決めて欲しい。 

大人はズルいと思う。 

「いつもありがとう」と言いたいです。 

子どもだって子どもなりに頑張っている。大人でもあまり命令しないで。

疲れちゃう。たまには手助けしてください。そしたら本当に助かります。

甘いのは分かる。でも、たまにはそうしてくれた方がとても嬉しいです。 

（５）中学２年生生徒調査票自由意見 
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キーワード アンケートの感想や大人の人に言いたいこと 

親へ 

 

成績のことを細かく言われたくない。 

世界中のケチで厳しい親は子どもの気持ちを考えてみてはどうかと思う。 

親の心、子知らずというけれど、子どもの心だって親は分かってくれな

い。 

もし、自分の子どもにイラっとしても、「産まなければよかった」とか思う

のではなく、まず自分の行動を振り返って、「何で自分の子どもはこうして

しまうのか」を考えてみてください。もし、子どもに手を上げている親が

いるなら、「子どもはおもちゃや道具では無いですよ」と言いたい。 

親がマジで嫌だ。めちゃたまにいい時あるけど、ほぼ嫌なことばかり。 

自分の部屋が欲しいです。 

言い争っている時、少しはこっちの意見が通っても良い気がする。 

自分がやりたいと思ったことをやらせて欲しい。体力が無くて続けられる

自信は無いけど、１回でもいいからやらせて欲しい。 

人のことを見た目だけで決めたり、頭が良くないと駄目、頭の良い高校じ

ゃないと駄目とかよりも、人に優しくて性格の良い人になることから目指

した方が良いと私は思います。 

家族が仲良くなって家族旅行に行って楽しみたいと思いました。 

仕事がんば 

仕事、頑張ってください。 

厳しすぎる 

高校も行きたいので、これからもよろしくお願いします。 

何でお酒を飲むの？（お酒を作ったのは何で？） 

いつもありがとう。 

常に自分優先とか思うの本当にやめた方がいいよ。子どもが言うこと聞か

ないとか、約束守らないからとか、そんなちょっとのことですぐ怒って、

勝手にスマホ取り上げて、「お前の態度が直るまで返さん」とか言うのは自

己チューすぎ。スマホ取ったら良くなるだろうとか、そんな甘い考えは無

駄だよ。子どもは反抗期だから、どうせスマホ使えないなら、「もっと悪い

ことしちゃえ」とか思ってるよ。だから、家にいても楽しくなくなって、

夜にしか帰らなくなって、どんどん家が嫌になって、何も言うことをきか

なくなるんだよ。まず、そういう自分は絶対悪くても謝らないぞ、みたい

なの無くして、素直にスマホ返せば？まず、そっからじゃん？親がこんな

に自分勝手でどうする訳？ちょっとケンカしたくらいで、子どもの態度が

直るまで何もやってあげない、とか言ってずっと無視するのも親としてど

うかと思うよ。 

先生へ 

 

 

 

 

 

もっと分かりやすく勉強を教えてください。 

生徒が授業中に寝るのは先生の責任だと思います。なのに、怒るってどうい

うことですか。また、お偉いさんが来た時だけ「いい子じらー」する先生っ

てどうなっているんですか。本当に止めて欲しい。 

生徒に悪口を言う先生は駄目だと思う。 

贔屓するな。 

顧問をやめて欲しい。 
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キーワード アンケートの感想や大人の人に言いたいこと 

先生へ（続

き） 

たまにあるアンケート、正直に書いたら三者面談とかで親に見せるやつ、や

めて欲しいです。正直に書けないから。 

「良いことをしたら良いことが返ってくる。悪いことをしたら悪いことが返って

くる」とか先生たちは言うけど、実際、そんなことは無いから。キレイごとを言

わないで欲しい。 

学校の先生は特に「態度を直せ」と言うけど、「人の振り見て我が振り直せ」

と言いたくなる。 

音楽の先生に挨拶しただけなのに怒られた時が意味分からなかったです。 

学校・クラス

のこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勉強ばかりじゃなくて、遊ぶ時間を伸ばして欲しい。 

誰が決めたかは知らないが、分かることは、生徒のことを理解していると勘

違いしている人がいる。誰が面白い人、ノリが悪い人、優しい人、暗い人、

影キャラとか理解していない教師が非常に多い。誰の足が速いかとかはさす

がに分かると思うが、ひとつの組に運動神経の良い人が偏りすぎて、その組

はとても楽しいかもしれないが、その面白い人、優しい人、運動神経が良い

人が回ってこない組はどうなるんですか。思い出が何ひとつ出来ませんわ。

どこかの組が勝てば別の組が負けるのはシステムだから仕方ないけど、明ら

かにアンバランス過ぎておかしいです。お陰でネガティブ発言しか出ませ

ん。４月のクラス発表の時、こんなにもバランスが悪いとは、先生方は生徒

たちの性格を理解していないんだと残念に思いました。正直、あれは泣きま

した。今の所、一番残念なクラスです。もっと言いたい事がありますが、今

日はこれが一番伝えたかったので、長文失礼しました。 

学校の制度が少し厳しすぎやしないか。 

学校の授業でタブレットを使ったことをしてみたい。 

いじめが無いっていうけど、あるのに見て見ぬ振りするをするのが分からな

い。 

怒った時に叩いたりする先生がいる。 

私が怪我をしている時、先生は他の先生にお願いするのを忘れて会議に行っ

てそのまま帰った。次の日、へらへらして「ごめーん」と謝っただけで、カ

バンを帰りに持つのをお願いしたのに来なくて自分で持って帰ったりした。

先生は責任感が無いと思う。あと、私がカバンや荷物を持っているのを見て

も、私が怪我しているのを知っているのに「大丈夫？」とも言わない。もう

少し、先生になる試験とかもちゃんとして欲しいと思う。 

技術の時間に「マイクラ」というゲームを入れて勉強させて欲しい。考える力がつくから。  

担任がウザイ。 

男女差別をする○○先生、嘉数中学校からいなくなって欲しいです。 

１組、面白くない。 

職場体験は全中学校で１週間とかが良いです。あと、プールの授業をやる意

味ありますか。プールを生理で休んだら 20 分間走らされます。すごく嫌で

す。 

夏休みの部活が多過ぎる。どうにかして欲しい、ていう願い。 

学校と勉強が多い。 

学校にお菓子や飲み物、スマホを持ってきても良いようにして。 

担任が苦手です。 
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キーワード アンケートの感想や大人の人に言いたいこと 

学校・クラス

のこと（続

き） 

このアンケートを通して「いじめ」を受けている子が救われるように願いま

す。お疲れ様でした。 

台風の時は学校を休みにして欲しい。（夏休みが少なくなってもＯＫ） 

たまに、友だちに許可なしで自分の嫌な動画を勝手にアップロードされたことがある。  

眉とか別に勉強に関係無いし、みんなに迷惑にならんから剃ってもイイじゃ

ん。 

高校・大学まで義務教育がいいと思う。 

先生が怖くて嫌だ。（特に音楽とか） 

土日は部活を休みにして欲しい。 

担任、替わって欲しい。 

クラスは何で自分たちで決められないの？ 

部活がつまらないし、休みが無い。土日まで毎日部活で疲れるし、家族とゆ

っくり話す時間も少ないのかなって思う。部活の休みは週２日くらいで欲し

いから、部顧問の先生とかに呼びかけて欲しい。 

担任の先生のエコヒイキがあらいしキモい。 

自分の気持

ち 

大学まで行きたいけど頭悪いからいけないかも。高校、どこ行けばいいか分からない。  

もっと宿題の時間を増やしていきたい。 

学校も嫌だし、家に居るのも嫌だ。まだ死にたくないけど、生きていること

がすごく嫌になる。 

もっと勉強が出来るようにしたいと思った。 

お疲れ様でした。宜野湾市を平和にしてくれてありがとうございます。今は

悩みとかも無くて、毎日が最高に楽しいです。 

将来、困ったことにならないように勉強を頑張っていきたいです。 

今のところ何も無いです。何かあったらすぐに相談します。（お母さん、友だち、先生）  

家にいても楽しくない。つまらん。学校の方が楽しいよ。あと、ずっと遊ん

でいたいけど、勉強とか面倒くさい。 

夢を大事に守り、それに向かって叶うよう努力します。 

家族のことが嫌いです。 

親がこれからもずっと仲良くしていたら、言うことは何も無いです。 

勉強いらん 

アンケートの

感想 

 

 

 

 

 

こんなことして何か出来ることあるんですか。 

質問が多くて大変でした。 

アンケートが長かったので、もう少し短めにして欲しい。 

こういうアンケートは定期的にしたいと思いました。 

調査の目的をもう少し細かく知りたかったかなということだけ言っておくことにします。  

自分が普段している生活を具体的に知ることが出来ました。 

面倒でした。二度とやりたくないです。 

問いに「～どうするか」と書いてあるのに、答えには「～はない」という、
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キーワード アンケートの感想や大人の人に言いたいこと 

アンケートの

感想（続き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意味が分からないことが書いてあるので、おかしいなと思った。 

自分の現状が分かった気がする。 

とても良いアンケートだと思う。 

いじめとかはしないようにと改めて強く思った。 

楽しかった。自分のことが知れて良かった。 

改めて自分のことについて振り返られた。 

自分の心境が分かった。 

問 17 の「ほしくない」を「なくてもいい」や「興味ない」などにして欲し

い。あと、問 14（ク）で食事が楽しくないのは友だちと食べる時だけで、家

族と食べるのは楽しい。大体のことは家族と居たりすると楽しい。 

このアンケートをしたことで、これからの自分のことを考えることが出来ま

した。ありがとうございました。 

いろいろ書かれていてすごく助かりました。 

アンケートをしっかり考えながらすることが出来た。 

このアンケートを通して、自分の思っていることや考え、過ごし方などを見

通すことが出来たのでとても良かったです。 

いろんなことが書けて良かった。正直に書けた。 

楽しかった。 

このアンケートで子どもの悩みとかを聞いて、何が変わるのかな、と思いま

した。もし、「いじめられている」って答えた人がいたら、いじめは無くなる

んですか。夜に親が居ないって答えたら、呼びかけるだけで、多分、帰って

来ないと思った。 

自分についてのアンケートだったから大変だった。 

やらなくていいんじゃないですか。 

問 23 で「父親がいない」に○したけど、時々会うから他の所にも○をつけ

た。 

楽しかったです。 

問題の意味が分からないところがありました。 

このアンケートで何か変わるとは思わないです。 

今、悩んでいることが結構出てきたので良かった。普通のアンケートには全

然出てこないことが細かく書かれていて良かった。 

具体的に良く分からない。 

長い 

アンケートをすることで自分のことを改めて知ることが出来たので良かったです。

リアルな質問が多くてびっくりした。 

自分の生活などのことが知れて良かった。 

このアンケートの意味を教えてください。 

面倒くさかった。何でやるのか分からん。 
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キーワード アンケートの感想や大人の人に言いたいこと 

アンケートの

感想（続き） 

 

アンケート、楽しかったです。 

自分の気持ちをしっかり書けた。 

何かいっぱいあった。 

自分と向き合えることが出来て良かった。 

アンケート、何か楽しかったです。ありがとうございました。 

ありがとうございます。    
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キーワード 暮らしや仕事、子どもについてなど、制度や支援策への意見や要望 

就学支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給食費・ＰＴＡ会費無料化 

修学旅行の負担金を半分にして欲しい。中学校も給食費を半分は補助して欲しい。  

ＰＴＡ会費の負担が大きいです。部活させていない全ての父兄から遠征費を自動的

に集めるのは問題があるのではないか。給食費も助成制度を設けて欲しい。 

給食費の負担軽減 

給食費を無料にして欲しい。 

中学校は学用品費、修学旅行費、部活でとてもお金がかかって大変です。制服、

体育着は負担がとても大きいです。（修学旅行は無くても良いくらいです） 本

当は就学援助を利用したいのに、お父さんの年収の関係で申請要件を満たして

いなかったため受けられませんでした。義務教育なのに借金してまで子どもを

中学校に行かせるのはおかしくないですか。助けてください、お願いします。

あと、部活のＴシャツ必要ですか？お金がかかります。 

上の子が高校生の時にもらった就学支援金は本当に助かりました。ありがとうござ

います。このような制度を今後も続けて頂けますよう、よろしくお願い致します。 

給食費の無料化 

給食費の件ですが、支払えるはずの方が何らかの偽造をされているという事とを良

く耳にします。学用品代、遠足のバス代、修学旅行などを我が子に当てるのは親の

義務というのは当たり前のことですが、義務教育に関しては、ドリル代は教科書の

一部なのでは？とか、中学校は給食費が自己負担なのは何故か等、親たちにも分か

るように説明があっても良いと思います。親御さんたちは理解できぬまま、妙なう

わさが出回っています。中学校の修学旅行代金は平均収入の家庭にとっても額が大

きいです。集団割引など利用できないのでしょうか。 

持病で体調が安定せず、短時間働くのも困難です。今は医療費の助成制度は受

けることが出来ていますが、出来れば就学援助も受けられればと、今回申請し

てみました。家庭の事情や背景も視野に入れて認定して頂ければと思います。

去年も申請しましたが認定されませんでした。 

小学生より中学生の方が給食費が高いのですが、小学生の給食費は助成がある

ので半額となっています。そこから中学校に入学すると月額の支出が一挙に高

くなります。学用品や学級費も中学の方が高いので、中学生こそ給食費の助成

をお願いしたいです。 

上の子が県外の高校へ進学するため出費が多いです。大学進学にも貯蓄が必要

と感じます。子どもたちに最低限の学校生活が送れるような支援があれば良い

なと感じます。（全員が使う給食費や教材費等） 

教育費は無償にすべき。普通の一般家庭の人々にはとても不平等に感じる。毎

月の給食費や修学旅行費の負担が大き過ぎる。私たちだって苦しい。 

費用をかけずに子育て出来ればと思う。子どもの能力を活かせず断念すること

の無いように、子どもには平等にチャンスを与えられる世の中になって欲し

い。 

就学援助制度の医療費の払い戻しはありがたいのですが、一度支払いをしない

といけないのが困ります。たまに借り入れをして支払いする時もあるので。 

（６）中学２年生の保護者調査票自由意見 
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キーワード 暮らしや仕事、子どもについてなど、制度や支援策への意見や要望 

就学支援

（続き） 

市の就学援助の所得制限枠をもう少し広げて欲しい。（例：県の高等学校就学

支援金くらい） 

義務教育までは全額無料 

中学校の修学旅行の費用の徴収について、修学旅行費 73,500 円を一括で支払

うようにとのことですが、就学援助を受けている家庭にとっては大変厳しいと

学校に相談しましたが、宜野湾市ではそのように決まっているので負担金だけ

支払うことは出来ませんと言われました。一括で全額支払って、後から７万円

返ってきますと言われても、こんなにまとまった金額を一括で支払うのは大変

です。他市町村では負担金だけを先に支払うと聞きました。是非、宜野湾市で

も支払い方法の見直しをお願いしたいです。そして、沖縄の一般家庭でも修学

旅行費は大金で大変だと思うので、全生徒への修学旅行費の援助をお願いしま

す。 

高校の授業料免除 

中学校も給食費の半額補助など、小学校のように出来れば良いなと思います。（中

学になると高校受験のための学習塾の費用など、教育のための支出が増えるので） 

中学修学旅行費の分割があれば助かります。 

クリスマスや誕生日等、子どもたちと一緒にお祝いできる状況ですが、就学援

助制度を利用したいです。子どもが５人居ますが、食事だけはお腹いっぱい食

べさせています。子どもの貧困の問題を考えれば裕福かもしれません。しかし、

長男・長女でも洋服等を購入したことは数える限りです。浦添市にあるリサイ

クルセンターを利用したり、親戚からのお下がりがほとんどです。修学旅行の

子どもが重なったり、下の子のランドセルは兄姉のお下がりを使用と考えてい

ます。就学援助制度を受けられるよう、金額の引き上げ、もしくは子どもの人

数等を考慮して頂きたいです。 

子どもの就学にかかるお金がとても掛かる。兄弟がいたり、修学旅行がかぶっ

たり、大きな出費で借金しないと（不便な思いをさせたくない）支払えない。

借金返済で毎月の出費も増え、公共料金や家賃の滞納で、また借金というサイ

クルから抜け出せない抜け出せないのかと不安。せめて子どもにかかるお金の

援助があれば助かると思います。 

給食費が高額。収入が基準を満たしていても世帯人数が多いと公費支払いが精

一杯なのに、準要保護も毎年認められない。 

中学生まで給食費が半額だとだいぶ助かります。義務教育なのに学校へのお金

がかかり過ぎる。制服等も高過ぎる。 

「義務教育」なら給食費や修学旅行費を全て無料にしてはどうか。就学援助等

の細かい算定業務にかかる経費を、もっと幼児教育や福祉の充実へ活用して欲

しいです。 

学校給食費は児童手当から自動的に差し引いて頂くと良いと思います。準要保

護に関しては、借金があり多く働いているのに収入が少し多いと対象にならな

い事が多いので、本当に困っていても受給されない。 

進学支援 

 

 

中学生から特に子どもに使うお金が増えたなと感じます（部活等）。母子世帯

で金銭的に余裕も無く、今後の進学費用の工面が厳しいです。子どものために

何とか頑張っていきたいという思いは強いです。支援均等、もっと金額が上が

ればと思います。 
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キーワード 暮らしや仕事、子どもについてなど、制度や支援策への意見や要望 

進学支援

（続き） 

子どもの進学・入学金などの手当て等があれば助かります。入学の時期は兄弟

などがいたら出費がかさむため、とても経済的に困ります。 

自分の子どもには好きなように進学させ、なりたい職業を目指して欲しいとこ

ろですが、現実には経済的負担を考えると無理があり、頑張って節約しても２

年間の専門学校か短大くらいで、なれる職業も限られてしまいます。出来れば、

頑張る子どもたちへの学費の支援をお願いしたいです。 

高校進学からの金銭的な支援が減る。進学のための制度が少ない気がする。 

大学費用の援助があったらありがたいです。 

奨学金制度の見直し。給付型は枠が少なく、ごく一部の限られた子しか受けら

れない。貸付は枠は多いが金利が高い。 

奨学金の給付制度（支援の枠を拡げる） 

一番上の子は専門学校へ進学しましたが、奨学金制度での入学です。奨学金制

度を活用しても手元に元金がないと奨学金の意味は無いように感じました。

（奨学金が下りる入学前に多額の費用を納めなくてはいけないため） その際

は貯金を崩してのやり繰りになりましたが、弟・妹たちのこれからを考えると、

２人目からの進学は諦めが必要かなと多々勉強させられました。一番お金のか

かる時期の高校から進学の支援を、もっともっと借金をせずに出来るよう充実

できたら子どもの夢も応援できると思います。 

どの子どもにも希望する学校までの進学をさせたいです。まずは子どものこと

から。経済的な面や子どもの進学情報などにもっと宜野湾市が力を入れて欲し

い。子どもが将来に希望を持った生活が出来るような宜野湾市にして欲しい。

子どもたちも意欲を持って元気いっぱい過ごせれば、宜野湾市ももっともっと

明るくなるのでは？ 

高卒後の進学時の支援も考えて欲しい。奨学金は返済が不安だし、子どもに負

担がかかるので、その後の生活が心配になります。 

教育環境 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公立中学校での修学旅行で「ＵＳＪ」へ行く目的がよく理解できずにいます。

集団生活で導くものが他にあるのではないかと考えます。今後は目的や明確な

計画での実施を求めます。 

地域に学習補習の場所があれば学力向上につながるのではないか。自習する場

所に指導者がいてくれたら助かります。 

数年前、普天間小学校の門に「めざせ、不登校ゼロ」と書かれた標語が掲げら

れていました。不登校の子が一番苦しんでいる中、更に苦しめることになる取

り組みだと思います。掲げるなら職員室の中が良いと思います。 

小学校のメロディオンは学校の備品にした方が良いと思います。卒業後、捨て

る事になるのでもったいない。また、入学オリエンテーションの時、会場前で

売っている辞書などは、「必ず使うものではない」と書いておいた方が良いと

思います。特定の業者とのお付き合いを感じます。 

親が送迎できないからという理由で学校の部活に入れない子たちがいる。可哀

想だ。子どもたちに明るい未来を。 

中学生になって放課後の活動や勉強を習ったりする場所や機会を作って欲し

い。（小学生はあるが中学生対象が無くて困っている） 
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教育環境

（続き） 

中学校にも言葉の教室（小学校にはあった）など障がいの支援が出来る先生や

クラスを設けて欲しい。軽度の先天性の障がいをもつ家庭では、通院して言葉

の訓練やリハビリを受けているので、その都度、早退させてもらって病院に通

っています。これからの進学の際に本当に出席回数等が引っ掛かってこないの

か心配になります。特別支援学校に通えない中学生の成長も少しは配慮して頂

けると、もっと良い宜野湾市になるのでは、と思います。子どもたちのために

もよろしくお願いします。 

各学校にテニスコートを整備して欲しい。海浜公園テニスコートの早朝使用

（部活）を実現して欲しい。 

プール開放日が少ない。小学校の図書館など、クーラーが効いている場所で、友だ

ちや親と宿題ができるところがあると良いと思う。ＰＴＡ活動に参加する人は決ま

っていて、やらない人が多いが、皆が何かの役につけて学校にもっと関われるよう

にすると、いい学校・いい地域になるように思います。学校補助員が足りていない

と聞きました。もっと給料を上げたら（安いと聞いています）応募してくると思い

ます。 

中学・高校時代の塾代が大きな負担になっている。中学の体育着を学年別で色分け

しているので、兄弟間でお下がりを与えることが出来なくて不便である。市長は中

学校の図書館の視察にいって欲しい。中学校の学力が低い訳が分かるはずです。 

小学生の時、不登校に対して学校の先生方が全員把握できておらず、対処するのに

時間がかかった。学校側から支援策の説明も無く、自分たちで施策を探して相談し

たりと、とても大変でした。学校側に相談できることをもっと分かりやすいように

して欲しいです。（教育者としてもっと関わるべきだと思います） 担任の先生と

の関係で不登校になってしまったのに、他の先生が対処するのは疑問に思います。 

目的意識を持つことが学習意欲や就労意欲につながると思うので、小学校から

のキャリア教育をして欲しい。隆労継続のために、経済（金銭）優先ではなく、

生きがいとして「職」を選択出来るようなキャリア教育を。 

修学旅行費を１学年から積み立てたら良いと思います。 

部活の週末お日程がギリギリで決まることが多く、歯医者の予約など入れにく

い。それ以外の日程も入れづらく、平日も部活があるのでまよってしまう。 

子育て支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療費無料化 

医療費の負担軽減 

中学生でも医療費助成金（外来）がもらえるようにして欲しいです。 

納税しているので、子育てなどの教育や福祉についてもっと還元されても良い

と考えます。夫婦とも公務員なので年収はありますが、子どもが４人いるので

教育費や養育費はすごくかかります。それなのに公的支援は子ども手当てだけ

というのは納得できないし辛いです。 

こども食堂や学習サポートがあると良い。 

ひとり親世帯の支援は必要だと思いますが、親の収入があっても様々な事情で

子どもにお金をかけられない世帯もあると思います。全ての子どもたちが平等

に教育の機会やその他の支援を受けられるように望みます。 

中学まで医療費の負担をお願いしたい。 
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子育て支援

(続き) 

子どもの医療費を無料にしてもらえると病院（特に歯科）にかかりやすい。将

来の担い手なので考えて欲しい。 

認可保育園選定の場合、なるべく住んでいる地域に近い保育園に入所できるよ

うにしてもらいたい。 

児童手当など、高校３年生まで必要だと思います。高校生の方がすごくお金が

かかるので、少しでもあればみんな助かると思います。 

放課後の子どもたちの居場所が無い。行く所が無くてショッピングセンターへ

行く、お金を使うしかない。学童など民間に頼ることが大きすぎないか。無償

で自由に案シして利用できる児童センターを小学校と併設するくらいしない

と、お金を使う遊びしか分からない子どもたちが増えるのに心が痛みます。行

政の皆さんが出来ることを確実にやって欲しいです。 

いろいろな支援制度を受けられていることをとても有難く思っています。おか

げ様で子どもたちは素直な子に成長しています。ありがとうございます。 

第２子以降の子どもの保育園～大学卒業までの教育費は国が負担して欲しい。 

医療機関での窓口負担を無くして欲しい。 

もう少し、教育費を軽減して欲しい。子育て世帯の税金緩和も考えて欲しい。 

生活環境 子どもが多いと住みづらい。昔と何も変わっていないと思います。 

宜野湾市真栄原に団地を造って欲しい。横断歩道で渡ろうと立っていても停ま

ってくれる車がとても少ない。信号が必要だと思う所（真栄原十字路から大謝

名向け）がある。 

真栄原近辺で市営住宅や県営住宅があったら、とても助かると思います。 

子どもがたくさん居る家庭にとっては、とにかく日々を過ごすのがやっとで

す。 

いろいろな支援、制度に感謝。とても有難いです。子どもたちが健康で安心し

て生活できるような環境づくりを。 

生活支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もっと母子家庭用の低家賃のアパートなどを増やして欲しい。団地に申し込み

しても全然当選しないです。毎月給料 11万円では生活費と食費でギリギリで、

生きていくのが嫌になります。もっと、貧しい暮らしの方に手を差し伸べて欲

しいです。借金などで子どもにやらせたい事もさせられないのが悲しい。部活

も試合が多く、送り迎えが出来なくて（ガソリン代が無い）子どもが可哀想に

なる。 

国民健康保険の負担が多い。母子家庭手当ての上限収入額を上げて欲しい。 

仕事はフルタイムで、更にヘルパーの夜勤をして一日中働いております。子ど

もの大事な時期に一緒にいてあげることや部活などの送迎もままならない状

況です。共働きの方々は二人が昼間働いて、土日もどちらかが自宅におられる

生活をしているかと思います。それなのに母子手当ての収入が子ども２人だと

300万円以下は手当がもらえないという判断は、本当に母子家庭を苦しめるも

のではないかと思います。女の子２人ですが、育ち盛りで食費もかなりかかり

ます。節約すると何ヶ月か生理も来なくなります。本当に苦しいです。子ども

たちに部活もご飯も我慢しなさいと言うことが辛いです。 

生活費に対しての給付金がもう少し多いと助かります。 
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生活支援

（続き） 

私がパニック障害やうつになったりした事があり、体調にも波があるため、ど

うにかパートの仕事を生活のためにしているが、そういう人でも気軽に働ける

環境などがあれば良いと思う。知り合いでも、周りにそういう人が多い。みん

な、子どもたちの進学や学費などに苦しんでいる。 

持病で体調が安定せず、短時間働くのも困難です。医療費もかかりますし、子

どもも今が一番お金がかかります。障害年金の手続きをしてみましたが認定が

おりませんでした。パーキンソン病は薬代も高く、リハビリを受けたりいろい

ろと医療費がかかります。年齢的には働き盛りです。仕事はとてもしたいので

すが、体調的に困難です。障害２に値しなくても障害年金を受けられる制度を

設立して欲しいです。 

ひとり親世帯への負担が少しでも無くなると良いです。県営・市営団地の応募

にも子どもが小学生の時から応募していますが、全然当選することもなく、ず

っと生活も苦しくて子どもたちに申し訳ない日々を送っています。うちの長男

は理由があって１学年下げて小学校に入学させたのですが、18 歳を過ぎたこ

とで児童手当や扶養からはずれ、ますます厳しい現状です。そういうのも学校

卒業まで対応してもらえると助かります。よろしくお願いします。 

病気で支援金を増やして欲しい、という意見に対して無視しないで欲しい。 

子どもが増え成長していく中で、お金がかかるようになり経済的に苦しくなっ

てきています。仕事の休みを減らしたり、アルバイトなども始める予定ですが、

健康面からも不安があります。何とか夫婦で頑張りたいですが、支出を減らす

方法が分かりません。相談したり、解決策の情報が欲しいです。 

仕事をしたいけど、子どもの急な休みによる休暇を取りづらく、働きにくい。

内職があればと思う。 

子どもが３人以上いる母子世帯の人たちには別の手当てがあると良い。そうし

ても食事や学校、部活、生活にお金がかかってしまって大変。 

多子世帯への援助があって欲しい。 

相談・情報 中学生という年頃の男の子の反抗期は対応に困る。相談したいが仕事が忙し

く、平日 17時までに行政に電話するのが難しい。 

今現在、学校に友達がいないと子どもが悩んでいます。学校での悩みや相談を

教育委員会をもっと活用できると有難いです。学校の先生方の中には笑顔の無

い挨拶をする先生がいる。子どもたちは見ているので、挨拶は見本となれるよ

うに頑張って欲しい。 

子どものパソコン・スマホの安全な利用方法や、ＳＮＳでの交流のマナーなど

の講演会などがあるといいですね。 

高校での必要な教育費がいくらなのか、中学の間に知りたい。（支払いが不安）

（それによって費用の準備、進路などを前もって考えられると思う） 

これまで、他の子に対する先生のふるまいで気になることを聞いたりしたが、

どこにどのように教育現場の方に伝えたら良いのか分からない。学校アンケー

トには書きにくかったりするので、教育委員会からこのようなアンケートが

時々でも良いのであれば良いと思う。 
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不安・心配 子どもの進学に対し、学力が伴わないのが不安。しかも、子どもが何の対策を

しない。 

一昨年に給与が月 5,000 円上がったために児童扶養手当が月１万円カットさ

れ、生活がかなり苦しくなり、現在、トリプルワークをしています。児童扶養

手当のボーダーラインをもう少し細かくして欲しいです。深夜にアルバイトを

するため、子どもをひとりで留守番させています。修学旅行費の捻出には、更

にアルバイト時間を増やさなくてはいけません。（＝所得が上がるので、また

更に扶養手当がカットされます） 今は悪循環の中で無理をしながら自転車操

業でやり繰りしています。私自身が倒れたら、と考えると毎日不安です。 

学費（教育に関する費用）が減ることで負担が減るんだろうなと感じます。将

来のために、子どもたちへ貯金をしてあげたいのですが、なかなか進まないの

が現実です。生活保護を受けていない家庭の場合でも、余裕がある訳でもない

ので不安があります。 

このアンケートに答えているうちに、自分は駄目な母親だと責められている気

分になり胸が痛んだ。 

学校の修学旅行費は、一昔前のような毎月の積み立ての方が生活的には有難い

です。今は一括払いだと聞いているので、今から支払い月が来ることに不安を

感じています。（中学１年の時から感じていたが、直前になると不安が一層大

きく感じられます） 

アンケートに

ついて 

アンケートの結果で「何がどうなる」というものをちゃんと示して欲しい。で

なければ答えた意味が無い。ただアンケートをとって、「何がどうだ」という

だけでは意味は無い。何をどう改善するというのを回答した家庭にちゃんと報

告して欲しい。何も無ければ次は無い。 

アンケートの質問数が多過ぎる。 

何のためにこのアンケートが必要なのか。具体的にきくからには具体的に知ら

せなくてはいけないのでは？ 記入しながら非常に不愉快になりました。次回

は記入しません。子のアンケートに意味はないと思います。 

その他 保育士採用枠が少ない。     
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キーワード 学校や社会のことについての意見や要望 

学校生活 学校はもっと仲の良い人同士を同じクラスにして欲しい。毎年クラスから孤立

するので精神的に辛い。 

部活のオフが少ない。第３日曜日の「家庭の日」をわざとテスト期間にかぶら

せたり、大会がかぶっていたりしてオフがつぶされている。 

学校で行われる生徒総会で学校を良くしたいと意見が多く出るにも関わらず、

「費用が無いから」の一言で片付けられてしまいます。これなら、総会をする

意味も無いと思います。どうにかなりますか。 

学校での掃除時間に掃除をしない人や、授業中におしゃべりをして妨害する人

がいたり、時間のメリハリや学校内のルールをちゃんと守らない人が多い。も

う少し、高校生としての自覚を持って責任感のある行動、考えを持つべきだと

思う。怠けたりふざけたりする人がいて、その人たちのせいで迷惑がかかり、

真面目にやっている人ばかりが不快な思いをする。高校は義務ではないのに、

勉強しないで授業中うるさくして勉強をしに来ている人に非常に迷惑だと思

うし、これはどう考えてもおかしいと思う。ひとりや二人ならまだしも、人数

が多いと注意するのも大変だし、出来ない。 

中部商業ですが、先生の授業が非常に分かりづらい。自習の時間が異常に多い。

プリントの問題と教科書とが一致しておらず、何をやっているか分からない

（生物）。板書だけしてテストまで細かい解説は無い。腐ってます。少しの意

見ですが、よろしくお願いします。 

高校でも部活の「家庭の日」をつくって欲しい。 

学校の校則が厳しすぎるのが分かりません。眉毛が濃くていじめのようなこと

が起きたら、学校側はどう対応するんですか。眉毛を茶色にすることは勉強へ

問題が起きるんですか。透明ピアスをすることによって見た目が悪くなるんで

すか。リップをつけて顔色を良く見せるのはいけないのですか。もう少し改善

して欲しいです。 

生徒指導が厳しすぎて個性が無い。 

高校生にもなってガチトーンで死ねといっている奴がいたり、決まりを守らな

い、雰囲気を乱す奴がいる。 

学校のやり方とか、いろいろと不思議な点が多いため、もっと明確に示して欲

しい。もう高校生なので、ある程度、自分の中で理解することが出来るので、

もう少し隠さずに出して欲しい。 

もっと生徒の意見を強く反映して欲しい。 

学校設備 

 

 

 

 

 

高校のトイレをきれいにして欲しい。 

クーラーをもっと効かせてください。お願いします。 

普天間高校を新しく建て直して欲しいです。 

学校のクーラーをつけて欲しい。朝早く来て、クーラーがついていない中での

勉強は苦しい。 

クーラーをつける時間を早めて欲しい。校舎を新しくして欲しい。トイレが臭い。  

普天間高校の校舎がとても汚いのでどうにかして欲しいです。 

古い学校の設備等を新しくして欲しい。 

（７）高校２年生生徒調査票自由意見 
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学校設備

(続き) 

トイレが臭い。クーラーが効かない。 

学校が暑い。もう少し涼しくして欲しい。 

気持ち・考え 世の中、子どもっぽい子どもが大抵ですが、大人より大人っぽい子どもがいま

す。ですが、その人たちだって子どもです。そんな人が子どものくせにだとか

言われてはいけないと思うのです。私自身、子どものくせにと言われたことは

無いのですが、言われていないだけで思われていると思うのです。それを言う

人たちを軽く論破できる程の知識があれば、もしそれを悩む人がいれば大きな

手助けになると思います。そんな大人っぽい子ども同士での話し合いの場があ

れば、そんな子どもたちの心が広くなるのではないでしょうか。長文を書きま

したが、伝えたいことは特にありません。 

人間関係が一番難しいし、面倒くさい。 

自分の将来について考えると、自分が本当にそれを達成できるか不安になり、

考えるほど悩んでしまい、頭がおかしくなりそうになります。でも、今出来る

ことを少しずつ目標を積み重ねてやっていけたらいいなと思いました。また、

僕は友だちに関して、その人を友達だと認識しているけど、その人は僕のこと

を友達として見てくれているのかなと思っています。怖くて話しをしていいの

かも分かりません。何かきっかけがあれば友達になれるのかなと思いました。

いろいろ考えるのもいいけど、考えすぎると不安や緊張などが出てくるのかな

と思います。でも僕はその感情を乗り越えて、将来やいろいろな経験をして、

たくましい人間でありたいなと思いました。 

生きづらい世の中ですよね。 

支援・補助 高校卒業後に留学する予定、留学したいと思っている。ひとり親世帯などの経

済的に困っている子どもへのサポートをして欲しい。 

奨学金の給付型を取りたくても、学力条件などを必要としており諦めざるを得

ない。本当に進学するための資金が家計から出せなくて困っているけど、学力

が突出して高い訳ではなく奨学金がもらえない学生もいるので、もっと必要と

している人に、給付型の奨学金を与えて欲しい。 

お金が無いという環境のせいで未来の選択肢がつぶされ、勉強したくても進学

のためにアルバイトをしなければならなかったりするし、お金が無いというだ

けで高３なのに借金して大学にいくかと悩む人もたくさんいるので、何とかし

て欲しい。 

生活保護で学校費免除の人たちがおかしい。本当に生活が苦しいならこの制度

は良いと思うが、中には免除されている人たちが旅行とかにいけるのがおかし

い。そういう人たちはギリギリ免除じゃない人たちよりも得をあいている。そ

の方が不平等。ちゃんと、そこも調査して決めて欲しいです。（何でも無料に

すれば良いってことはおかしいです。） 

宜野湾市から、東京へ行くための資金援助 

高校へ進学するための授業料などを国が払って欲しい。もっと教育のための費

用を増やして欲しい。学ぶことは大切で楽しいから。 

大学受験 

・進路 

国公立大学がとても人気なのは分かるけど、国公立がすごくて私立は別にみた

いな感じがして、そういう雰囲気が好きじゃない。 
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キーワード 学校や社会のことについての意見や要望 

大学受験・

進路(続き) 

このアンケートをやって、学校に対して卒業後のことを意外と考えていたりす

るんだと思った。 

進路が決まらない。 

生活環境 

 

宜野湾市は勉強できる所が少ないと思った。ガクアルのような勉強のできる所

がもっとあるといいなと思う。 

夜の普天間基地からの飛行機の音がうるさいです。 

宜野湾市をもっと活気あるまちにしたいため、中城村や西原町寄りの所に人が

行き来するような楽しい場所を作って欲しい。 

基地がうるさいです。 

高校生のひとり暮らしをしやすくして欲しいです。 

辺野古反対。 

沖縄県の最低賃金を 800円にしてください。 

交通環境 伊佐交差点から普天間交差点までの信号をもっとスムーズにいくように調整

して欲しいです。 

モノレールを宜野湾市まで伸ばして欲しい。市内バスをつくって欲しい。 

バスの時間をきっちりするか、ゆいレールが欲しい。 

アンケート 家事手伝いは時間ではなく内容だと思うので選択しづらい。 

自分を振り返り、恵まれていると思った。しかし、それに甘えて頑張れていな

い（勉強や部活が）と思った。今回、このアンケートで自分の環境をよく知る

ことができた。 

アンケートを取ることで具体的に何が変わるのか気になる。 

アンケートが長かった。 

その他 市役所の方々、日頃から私たちを支えてくださり、ありがとうございます。ま

た、自分自身を大切に、無理することの無いように、そして、皆様のご健勝と

ご多幸をお祈りいたします。 

A DEXTER（天才）だから    
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キーワード 学校や社会のことについての意見や要望 

就学支援 高校生の授業料はすべての家庭で免除にして欲しい。 

親の年収に応じて、高校の授業料等を支払うなどの制度に多少不満あり。 

県外国立大学へ進学している子がいますが、県外のため留学援助金が利用できな

いとのこと。給付型と貸与型両方の奨学金は利用できないので残念ということで

した。（現在は貸与型を利用）学業中に関しては給付型の金額が増えるが、給付型

と貸与型の両方が利用できると良いと思う。母子家庭のため、生活が非常に苦し

いこともありましたが、その中でも工夫し、また子どもも努力して頑張っていま

す。来春は県内大学院に進学を考えています。市に相談することで前向きに、手

当てがあることで子どもたちの教育に役立てています。子どもたちが小学校高学

年になる頃、いろんな制度でお世話になり、それを無駄にしないよう、日々感謝

しながら自分に出来ることをし、夢は叶うということを信じています。皆の力を

借りながら、地域、宜野湾市、沖縄で成長しています。ありがとうございます。 

就学支援金制度について、我が家は収入額が多いとの事で授業料（月 9,900円）

を納めていますが、不動産収入等での収入額が多い方のみに改善して欲しい。主

人のように朝から晩まで働いて、家も親族等の援助も無く、全て自分たちの給料

からローンを組んで、子どもも４人いて、毎日頑張って収入を増やしているのに、

と思う時があります。自営業や不労収入（大家さんとか）で収入が高い方は税金

対策とかして収入額を調整してたりするのを見ると、会社員の主人は損している

気にもなります。 

高校までは授業料を無料にするべきだと思います。 

奨学のための給付金は昨年度は申請できず、今年度は申請中です。申請のための

税額非課税の区分ですが、所得税の確定申告において市県民税判定（控除）をど

ちらの親のところで申告するかによって変わってきます。税の仕組みがよく分か

らない人は収入の多い人（大体父親）に入れるので、父親・母親の合算額が同じ

でも、この仕組み（税の控除）に詳しい人とそうでない人により不公平な制度で

はないかと思います。昨年は控除する人数を１人と２人に分けなかったため申請

対象外となってしまいました。 

 特に制度の名称も似ているため、対象になっているのかどうかも分からず複雑

になってます。申請の文書も難しく、理解できている人は少数だと思います。 

学校生活を送るための支援制度をもう少し考えて欲しい。制服代などが高いです。 

所得に関わらず平等に支援をして欲しい。返さなくて良い奨学金制度は不公平だ

と思う。我が家は高校３年間で一度も適用せず、非課税世帯は３年間もらえるの

はどうかと思う。３年間在学して一度だけの支援ならまだ我慢できるが、お金の

かかる高校生は何の支援も無い。部活しているともっとお金がかかる事を知って

欲しい。 

市からの支援金は親に支払わないで、市が学校に支払いする方が良いと思います。

父子・母子家庭の親でも支援金を子どもに使わず、親自身が使っている人とかも

いると思います。子どもがかわいそうだと思います。 

（８）高校２年生の保護者調査票自由意見 
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キーワード 学校や社会のことについての意見や要望 

進学支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもたちは部活・勉強を大変頑張っており、成果も出ている。今の成績であれ

ば県内の国立大学へ入学できる十分な学力がある。それだけではなく、県外の国

立大学へも入学できる学力もある。それなのに親の収入のため、県外の大学への

入学は無理である。申し訳が無い。（知人は子どもを２人県外大学に入学させてい

るが、勉強は不得意であり、嫌いであるらしい。なのに、何故、お金のかかる大

学にいかせるのか不明だ。親の見栄なのか。）国・県はこういう将来有望な子ども

たちを救って欲しい。学力、精神力、体力もあります。埋もれさせないでくださ

い。 

経済的な理由で大学進学出来ない子を無くして欲しい。 

 経済的なことで現在高１の長男の進学もとても頭が痛いです。小さい頃からの

夢を叶えるために部活も勉強も頑張ってきたので希望の大学に行かせてあげたい

ですが、奨学金の利用が無いことには不可能です。でも、子どもの借金になるの

で正直不安でかわいそうです。 

これから塾へ行く予定があるので、教育費や通学費が増加予定です。県外への進
学を考えており、県内大学よりもレベルを上げた目標を希望としています。親と
しては出来る限りのことをして協力したいと考えていますが、負担を減らすこと
が出来れば、塾の回数を増やしたり、さらに上を目指せます。子ども自身も気に
せず、目標を上げて目指せると思います。県外へ進学する場合（沖縄県は出て行
くことに負担が大きい）、生活費や学費のどちらにも支援策があると、もっと子ど
も達に良い教育を受けさせてあげられると思い、要望します。健康のために食事
等には費用をかけています。その代わり、遊び等をせずに費用を回しています。 

貸与型奨学金であっても、最初の入学金の分だけでも給付型にすることが出来る

と進学を考えるゆとりが出来ると思う。 

母子家庭で経済的困難では大学の入学金をどう準備したら良いか毎日不安で眠れ

ない。 

大学や専門学校に進学させたくても入学金や授業料が高額のため、諦めざるを得
ない状況である。このような状況の学生に対して救済して頂ける制度や支援策は
あるのか、全く分からない。奨学金制度を利用しても返済に苦しむのなら、何の
意味も無いと思う。一時的な支援ではなく、子どもたちや両親がお金の心配をす
ることなく、勉強が出来る日本にして頂きたい。 

大学進学塾の費用が高すぎて行かせられない。低所得世帯向けには県の支援もあ

るが、中間所得層なので非該当である。しかし、ひとり親なので塾代負担は相当

厳しい。中間所得層向けにも支援を充実させて欲しい。（大学授業料等も含めて） 

今回のアンケート等を参考に、もっと給付型の制度を活かし、子どもたちの進学

率を伸ばしていけたらと願っています。 

教育にかかるお金の無料化を望む。経済面を気にせず、子どもが進学できるのが

理想。子どもは国の宝です。 

生活困窮と言われる世帯の子どもたちに対する援助策ばかりが聞こえるのです
が、沖縄のように世帯所得が低い地域はどの家庭もギリギリ頑張って生活をし、
税金を納めています。進学の際には奨学金という借金を子どもたちに背負わせる
状態。困窮世帯の子どもたちだけに援助が与えられ、苦しいながらも税金を納め
ている世帯の子どもたちには支援が無いのには、何か納得のいかないものを感じ
る。学びたいと希望する子どもたちには平等に支援をして頂けたらと思います。 

子どもは卒業後、進学希望だが、母子家庭で経済的に厳しいため進学出来ません。

大学・専門学校などの学費免除（無料）などの制度・支援があって欲しいです。 
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キーワード 学校や社会のことについての意見や要望 

進学支援

（続き） 

高校、大学、専門学校など進学時にかかる出費が大きすぎる。もう少し何とかな

らないか。子どもが学びたい気持ち、挑戦したい気持ちを大事にしたいが金額が

大きすぎて応援したいのに辛い。 

塾に行かせたいけど母子家庭なので負担が大きい。大学に行って欲しいけど学費が心配。  

高校生と専門学生の子がいて、まだまだ教育費にお金がかかります。専門学生の

子は奨学金をお借りして学校に通っています。世帯主の所得税やその他の税金な

どは子育て最中の家庭にはとても厳しい状況です。決して旅行へいったり贅沢が

できる状態ではありません。低所得世帯のお子様に対して無料の塾があると聞き

ますが、低所得にかからない世帯では塾の代金は家賃並みに高額になり、生活費

を圧迫するため思うように通わせることが出来ないのが現状です。学びたい全て

の子に等しく学べるチャンスを与えて欲しいです。 

子育て支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我が家はありがたい事に恵まれている方だと思います。低所得イコール教育レベ

ルの低さの連鎖が、行政によって良くなることを願います。低所得世帯に対する

教育費、医療費等、手厚い支えが必要だと思います。収入が高い者からの税金が

有効に使われ、将来の子どもが豊かな未来になるよう願います。 

児童手当も収入額で減らされていますし、下の子に障害がありますが特別児童手

当ももらえません。ただ収入額だけで決めるのではなく、せめて子どもに関する

ことだけは均等にして欲しいと思います。下の子はデイサービス料も支払わない

としけないので、通わせたくても通わせにくいです。何の援助もありません。 

父親が公務員なので公的援助は受けることが出来ません。しかし、子どもの人数

や親の介護等で、給料だけでは到底賄えない。負担が大きく、生活は苦しいのが

現状です。授業料の助成だけでも助かるのですが、児童手当も高校卒業、出来れ

ば 20 歳や大学卒業まで受給できるようになれば、もっと子どもたちに良い環境

を整えてあげられると思います。 

中学を卒業するとお金がかかるのに手当てがもらえなくなる。高校卒業まで延長

して欲しい。お願いします。 

高校までの学校（教育費・給食）無償化、特に医療費無償化を行って頂きたい。

低所得世帯の子どもたちが不自由しないように。一般家庭の子どもたちがもっと

上を目指せるように。底辺の底上げが重要だと思います。 

このアンケート対象の子が通信制の高校に通っています。私も体調が優れず、子
どもがアルバイトなど社会との関わりの第一歩としての勇気が出せず、私も精神
的にも日常的にサポートすることが困難です。少しずつ活発に、また希望に満ち
溢れた明るい人生を送ってもらいたく、大学生や少し年上の兄姉のようなサポー
トがあれば、話すことも楽しめて、元気になれるかと思います。元気になってい
けば、私一人の力だけでなく、何かと先々に事がスムーズに運ぶような気がしま
す。そのような、若い世代の子たちとのつながりが持てるような支援が、サーク
ルのような支援があれば、有難く感じることがあります。是非、参考になればと
思います。ありがとうございました。乱筆乱文、失礼いたしました。 

高校生まで児童手当があるととても助かると思います。 

給食費を免除して、医療費を高校生まで負担して欲しい。難しいと思いますがよ

ろしくお願いします。 

大きくなればなるほどお金がかかるが、高校生からは児童手当も無く給付金はほ

とんど無いのに、食費はかかり、部活をさせるとその費用もかかる。大きくなっ

てからの支援をもっとして欲しい。返済するのではなく、給付型の支援をして欲

しい。 



184  

キーワード 学校や社会のことについての意見や要望 

子育て支援

（続き） 

病院・歯医者にかかる出費は支援していただきたい。将来を背負う子どもたちの

健康を守るのは国や役所が考えるべきではないでしょうか。勉強したい子が学校

に通える平等な世の中になって欲しいです。 

児童手当を高校卒業まで支給して欲しい。交通費の支給があったらいいなと思う。  

生活環境 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税金や物が高くなっている割に給料は上がることがなく、このままじゃこれから先（子

どもたちの世代）生活するにあたって今まで以上に大変になるのではないかと不安に

思います。もう少し国や政府で皆が生活しやすい環境づくりをして欲しいです。 

ひとり親世帯で大変厳しい訳ではないが、大変余裕がある訳でもない家庭は、補

助も無いのできりつめる必要がある。将来の子どものための貯金もしてあげたい

がなかなか貯められない。焦りだけがつのる。 

小・中・高と子どもがいるが、３人揃って修学旅行ということもあり、子どもに

は行くなとは言えないし、そうなることもあると思うと子どもを産めない、産み

たくないという人もいるのは当然だと思う。少子化と言いながら、ここまでお金

がかかると子どもはいらないと思うのは当たり前だと思う。 

 両親共働きでも子どもが体調を崩せば休まないといけないし、保育園も入りき

れず待機になっているので、祖母に預けての仕事もフルでは働けない。とにかく、

公務員との給料の差がひどすぎる。どれだけ働いても払うのが多すぎる。子ども

との時間も少なく、なかなか勉強もみてあげられないし、話しも詳しく聞いてや

れない。もっともっと経済的に余裕が欲しいです。 

宜野湾市の恩恵に預かって育った子どもたちが大人に成長した時に、この地に住

み、この地で仕事をし、この地に税金を納めることが出来るように工業地帯や商

業地帯の整備をし、しっかりとした雇用制度の確立を願います。 

とにかく子どもを育てていくのにお金がかかる。少子化になるのも仕方が無いと

思う。生活保護を受けるまでではないが、ゆとりなんて全く無い。 

両親世帯子ども５人の７人家族です。夫の両親は共に他界、私の両親は離島で年

金暮らしのため頼れる人がいません。支援制度については、「収入に対して何人家

族」で算出していると聞きました。同じ収入で同じ人数でも、男の子（食費がか

かる）か女の子（生理用品等）か、子どもの年齢、部活をしているか、塾に通わ

せているか等、家族によって違うと思います。うちは男の子５人です。末っ子を

除いて４人が部活をしています。長男は一時期塾へ入れましたが経済的に厳しく、

すぐにやめさせてしまいました。下の子たちの成績も気になりますが、通わせて

あげることは出来ません。高校生１人、中学生１人、小学生３人で、給食費や弁

当代、部活費用（部着・ユニフォーム・シューズ・バッグ・部費）などの出費が

とても家計の負担になります。医療費は子どものために使うのが精一杯で、親の

私たちは何かあっても受診しません（出来ません）。月１回の家族の外食もしたこ

とはありません。家族旅行も無いです。 

 また、うちのように双子や三つ子のいる世帯は学費・給食費、医療費（体調崩

すタイミングが重なります）、服や靴の買い替え（成長のスピードが一緒です）、

学用品（ノート・鉛筆・鍵盤ハーモニカや笛、算数セット、絵の具セット、体育

着）など、ダブルでの出費は家計にとてもダメージです。皆が行っている旅行に

は連れていけません。お金のかかるレジャー施設へも行けません。ゲーム機は変

えません。パンツ１枚、靴下１足にしてもお下がりを回して５人で着ています。
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生活環境

（続き） 

支援制度はたくさんありますが申請しても通りません。少子高齢化の現代なので、

多子世帯にはもっと支援があっても良いのではないかと思います。子どもたちに

平等をお願いします。 

高校生にもなると小さい子より食費も増えます。児童手当が小学生よりお金がか

かる高校生がもらえないのが疑問である。高校生は弁当だし、小学校・中学校の

ときより出費が増えました。 

暮らしや仕事でスキルアップして自立するために、生活援助があると親の意識も

変わると思います。結局、親の意識が高まることで子どもが変わり、社会も変わ

るのではないかと思います。いろんな制度や支援があっても、豊かな社会に結び

つくように、親に目的をしっかり伝え、子どもの自尊心が育つ家庭・地域・社会

であるようにと願います。学問＝平等＝豊かな社会になりますように。 

子どもの高学年進学と重なる 40 代から介護保険等の税金も増え、手取り金額が

増えないので、子育て家庭の税金、所得税の面も配慮して頂けると助かります。 

生活保護受給者への現金支給ではなく、食材などの現物支給や、金銭管理支援（成

年後見だけではない管理の仕方）を検討してはどうか。 

児童扶養手当の制度で 20 歳まで受給ができ金額が変わらない、生活保護も受け

やすい制度、県営住宅や市営住宅に優先的（無抽選）に入居できる等、もっと支

援出来ることがあると思う。住宅の抽選を受けるのにも所得証明が必要で、当選

しなくても証明書代は戻らない。生活保護も家賃の上限があり、その上限内で入

居はできない。引越し費用も補助が無い。結果、入居できない。提出しているデ

ータ以上に費用がかかる事を分かっていない。 

ひとり親支

援 

 収入があっても毎月赤字で生活出来ない人もいるのに、母子家庭は免除があり、

ゆとりがあると効きます。そのため、偽装結婚も多いそうですね。不公平を感じ

ます。手当てがあるなら免除は必要ないと思います。免除が無いなら手当ては欲

しいです。 

団地入居については本当に困っている母子家庭であっても、なかなか入居するこ

とが出来ないのは何故か。 

結婚中は就学援助、離婚後もさまざまな支援をして頂きました。特に高等技能就

学援助（看護学校）のおかげで現在は経済的に自立し、納税する側になることが

出来ました。本当にありがとうございます。 

教育環境 

 

 

 

 

 

 

 

 

 部活の指導者によっては勉強との両立が難しい時間設定や休日が無い場合もあ

り、スポーツによって大学を目指す学生には良いかもしれませんが、そうではな

く、勉強（試験）で大学を目指す学生には負担になったり、継続しづらい面もあ

ります。どちらの学生も有意義な部活や学生生活が出来ると良いと思います。子

どもは部活をやめる選択をして、勉強に力を入れたいと話していました。本当は

部活を続けてもらいたかったが、本人の希望を優先させました。 

職場体験や将来のビジョンを描くための学習体験がもっと早い時期（小学校）か

ら充実しているといいなと思う。「働くこと」が、目先の経済（お金）だけに捉わ

れるのではなく、人のために役に立つことや、自分の生きがいとして「職」を選

択出来るようなキャリア教育ができると良いと思う。お金目当てだと雇用される

側、雇用する側、どっちになっても「ブラック化」の恐れがある。 
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教育環境

（続き） 

教科書を無償にして欲しい。 

暮らしも大事だが教育が大事だと思う。大学まで無償で進学できる世の中にして、

医療も無料であって欲しい。諸外国の良い所を参考にして、宜野湾市だけでも子

どもや低所得者に対して優しい社会であればいいなと思う。切に願います。 

現在、高校までは支援があり、学校にあまりお金がかからず助かっています。し

かし、高校卒業後の進学の際、奨学金、教育ローンしかなく、その後の支払いが

不安になります。外国では大学まで無料で学べる国も多いので、できるだけ取り

入れて欲しいです。 

常勤で仕事をしたいけど、子どもの部活との調整が難しくなると思うと踏み切れ

ない面もあります。学校の部活の在り方も少しずつ変わっていっても良いのでは

ないでしょうか。学校ではなく国などに動かしてもらわないと変わらないと思い

ます。 

小中学校と部活動をしていましたが、高校に入り、１年生後半で辞めました。学

業と両立できないことと指導者が理由です。検定や資格等の受験対策、成績向上

に力を入れて欲しい。部活動の時間が長いのではと思う。県内でも一部の県立高

校では外部からの競技経験者が指導されていると聞きます。高校だけではなく中

学校でも外部指導者が必要ではと思いました。現在、子どもが市内中学校に登校

していますが、先生方の忙しさからなのか、子どもたちに向き合っていないと感

じます。心の余裕を持って欲しいと思います。 

子どもが部活をしたいと言ってもさせられません。受験のため、塾へ入れたくて

も月３万円程度、夏には７万円の熟もあります。良い教育を受けさせたいのです

が、私の子どもとして生まれてしまった子どもたちに申し訳無いです。 

学校の教材費は無償ではないのか。少ししか使わない教材も支払いすることに対

してもったいない、無駄があると感じる。効率よく学習できるシステムがあると

良い。 

情報提供 来年、定年退職なので、その後の収入が不安である。支援策の具体的な方法を教

える制度があれば良い。 

本人が大学進学を希望しているので、なるべく希望をくみ取りたいのですが、奨

学金を借入しないと厳しい現状です。周囲からは奨学金を返済するのが大変だと

いろいろ聞きます。奨学金制度についての説明会とかを開催して欲しいです。（平

日は仕事のため、参加できる日曜・祝日に） 

高校生までの生活はどうにかなっていますが、大学進学やその他でもどのくらい

のお金がかかるのか、その時の親の収入や生活のやりくりで上手くいくのか心配

です。低金利や無利子等の支援策があれば利用したい。 

県外へ進学する場合の平均的な準備品及び金額等の参考があれば嬉しいです。ま

た、家庭の都合上、大学は国公立しか考えていないのですが、本人のレベル次第

ではどのような所まで望めるのか、アドバイス等頂ければ幸いです。現在の進学

等の現状や、内地へ進学する場合の特性、県内国公立大学へ進学して就職した場

合、どのような差があるか等も教えてください。 

制度などあまり知らない。もっと分かりやすく教えてもらえたらと思う。下には

４歳の子もいるので、これからもいろいろ教えて欲しい。 
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交通環境 バス代が高く、高校卒業後は奨学金を借りれないと学校にも通わせられなくなる

と思う。（仕事にバスで通うと約 30分くらいの時給はバス賃となり、何のために

働きに出ているのかと思うことがあった。） 

市民バスがあると高齢者や学生にはとても助かる移動手段になるのではないか。 

市ではなく県からのアンケートとして掘り下げて欲しい。交通網（電車・バス）

が完璧に整っていないせいで、仕事を辞めてまで学校への送迎を止むを得ずして

いる方、バスの便数が少ないためにレベルの高いクラブチームの練習参加が出来

ない等、可能性のある子の芽を摘む状況もある。もっと真剣に子どもの将来、母

親の負担を考えて、県民全員が笑顔で心豊かに暮らせるようにして欲しい。 

宜野湾市内へ通学しているが片道１万円のバス代が出ます。近い方だと思います

が、それでも大変です。朝練（部活）や塾など、中高生が安心して市内で自転車

を走らせることが出来る自転車優先ゾーン道路等があると、金銭面・健康面等で

メリットがあると思います。雨降りの宜野湾街道の朝の渋滞は非常に大変でバス

も動かない状態です。何か対策があればと思います。また、バス利用時に学割が

あると助かります。よろしくお願いします。 

その他 携帯代ももう少し安くなって欲しい。 

仕事が少しきついため変えたいと思っている。土日休みの所へいきたい。（人間関

係がベストな職場に出会えるといいなと思う。） 

このアンケートが役立てばと思います。 

税金が多すぎる。固定資産税がすごく高いと思う。 

消費税はもう少し上がっても良いと思う。老人福祉もきちんとみて欲しいし、年

金もいい加減にしないで。                



188  

 


