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Ⅳ 自由回答意見 

 

[就学前]問46-1 問46の選択肢を選ばれた理由は何ですか。自由に記入してください。 

・就学前児童の保護者449名から、延べ589件の記入がありました。 

【肯定的な意見】：274件 

◆地元への愛着：122件 

・実家が近くにある ·················································· 40件 

・住み慣れたまちだから ·············································· 36件 

・生まれも育ちも門真なので愛着、安心感がある························· 27件 

・子どもの時から住んでおり、親族や友人が近くにいる ···················  7件 

等 

◆住環境・生活環境について：92件 

・持ち家がある、自宅を建てた、住宅を購入した························· 44件 

・生活するには便利で住みやすい ······································ 27件 

・職場が近い ························································  8件 

等 

◆子どもを取り巻く環境について：27件 

・子どもの友だち関係を壊したくない ·································· 16件 

・園や学校が変わるなど子どもの環境を変えたくない ·····················  8件 

等 

◆地域の子育て環境について：20件 

・子育てしやすい、子育て支援が充実している··························· 11件 

・子どもに優しい高齢者が多い、周りの人が手助けしてくれる ·············  6件 

等 

◆将来の転居について：12件 

・引っ越す理由がない ················································  4件 

・どこの市に住んでも変わらないと思うから ····························  3件 

等  

◆その他：１件 

１ 就学前児童及び小学生の保護者 
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【否定的な意見】：315件 

◆子どもや子育て家庭を取り巻く環境について：104件 

・学力のレベルが低い ················································ 33件 

・公園が少なく公園が整備されていない、子どもの遊び場がない ··········· 19件 

・子育て環境が良いとは思えない ······································ 18件 

・他市の子育て支援の方が充実している ································ 15件 

等 

◆生活環境について：153件 

・犯罪が多く、治安が悪い ············································ 46件 

・車道が狭い、歩道が狭い・ない、交通量が多く危険 ····················· 35件 

・マナーの悪い人が多い ·············································· 23件 

・環境が良くない（ごみ、空気が悪い、騒音など）······················· 18件 

等 

◆将来の転居について：49件 

・生まれ育ったまちへ戻りたい ········································ 11件 

・住み続けたいと思えない ············································  6件 

・引っ越す予定、検討中 ··············································  6件 

等 

◆その他：9件 
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[小学生]問42-1 問42の選択肢を選ばれた理由は何ですか。自由に記入してください。 

・小学生の保護者416名から、延べ538件の記入がありました。 

【肯定的な意見】：283件 

◆地元への愛着：159件 

・生まれ育ったまちだから ············································ 79件 

・実家が近くにある ·················································· 34件 

・住み慣れたまちだから ·············································· 28件 

・友だちがたくさんいる ·············································· 15件 

等 

◆住環境・生活環境について：76件 

・持ち家がある、自宅を建てた、住宅を購入した························· 31件 

・生活に便利で住みやすい ············································ 23件 

・職場が近い ························································  7件 

・環境がよく、住みやすい ············································  5件 

等 

◆子どもを取り巻く環境について：21件 

・子どもの学校が変わるなどの環境を変えたくない······················· 13件 

・子どもの友だち関係を壊したくない ··································  3件 

・子どもが生まれ育ったまちだから ····································  3件 

等 

◆地域の子育て環境について：20件 

・周りの人が手助けしてくれる、良い関係が築けている ··················· 14件 

・子育て支援が充実している ··········································  6件 

 

◆将来の転居について：4件 

・引っ越す理由がない ················································  2件 

等 

◆その他：3件 
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【否定的な意見】：255件 

◆子どもや子育て家庭を取り巻く環境について：103件 

・学力のレベルが低い ················································ 46件 

・子育て環境が良いとは思えない、支援が少ない························· 24件 

・公園が少なく公園が整備されていない、子どもの遊び場がない ··········· 13件 

・教育環境が良くない ················································ 10件 

等 

◆生活環境について：129件 

・犯罪が多く、治安が悪い ············································ 50件 

・車道が狭い、歩道が狭い・ない、交通量が多く危険 ····················· 14件 

・環境が良くない（ごみ、空気が悪い、騒音、街が汚いなど） ············· 14件 

・マナーの悪い人が多い ·············································· 14件 

等 

◆将来の転居について：15件 

・先のことはわからない ··············································  5件 

・子どもの成長や親の介護など生活スタイルに合わせて考える ·············  2件 

・簡単に引っ越しはできない ··········································  2件 

等 

◆その他：8件 
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[就学前]問47/[小学生]問43 最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や子育て支援に関して

ご意見がありましたら、ご自由に記入してください。 

・調査票末尾の自由回答意見欄には、就学前児童の保護者253名、小学生の保護者228名か

ら、延べ688件の記入がありました。 

 就学前児童 小学生 

自由回答意見 合計 365件 323件 

１ 幼稚園・保育所・認定こども園について 92件 15件 

 

利用料に関すること 
(主な意見)保育料が高い、０～２歳児の保育料の無償化 など 

34件 6件 

施設の新増設、待機児童の解消に関すること 

(主な意見)保育所・幼稚園の増設、定員の拡大 など 
15件 3件 

入園・入所に関すること 
(主な意見)兄弟姉妹同じ保育所に入所したい、入所決定通知が遅い など 

13件 2件 

教育・保育内容、人員体制に関すること 
(主な意見)先生の増員・待遇改善と負担減、食物アレルギー対応、緊急時の連絡体制

など 
11件 0件 

施設・設備に関すること 
(主な意見)建物の補修 など 

4件 3件 

利用時間・利用日に関すること 
(主な意見)保育時間の拡大・時間延長 など 

4件 0件 

その他 
(主な意見)園庭開放を増やす、保護者会活動の負担軽減 など 

11件 1件 

２ 行政の子育て支援について 84件 73件 

 

経済的な支援に関すること 
(主な意見)ひとり親家庭・多子世帯や低所得家庭への支援、塾の費用の助成 など 

28件 20件 

地域子育て支援拠点事業に関すること 
(主な意見)屋内施設や幼児が遊べるスぺース、土・日に参加できるイベントの開催 など 

13件 9件 

病児・病後児保育に関すること 

(主な意見)受入施設の拡充 など 
11件 3件 

放課後児童クラブに関すること 

(主な意見)時間の延長、一時利用、指導員との関係、質の向上 など 
10件 18件 

情報提供に関すること 
(主な意見)わかりやすい情報提供、SNS・アプリの活用、外国人に向けた情報提供 など 

7件 4件 

一時保育・預かり保育に関すること 

(主な意見)長期休暇時・土日・緊急時の預かり、放課後児童クラブ以外の預かり など 
5件 6件 

相談支援に関すること 
(主な意見)相談窓口が尐ない、顔の見える相談体制、土・日の相談対応 など 

5件 2件 

地域との交流や子育て支援活動に関すること 
(主な意見)地域で助け合うシステム、ベビー用品のシェアなど 

1件 5件 

その他 
(主な意見)働きたい人が働ける環境整備、様々な家庭環境の子どもに対する支援 など 

4件 6件 
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 就学前児童 小学生 

３ 学校について 40件 96件 

 

教育内容に関すること 
(主な意見)学校間による教育格差の是正、教育水準の向上、学力向上の取り組み など 

23件 34件 

施設・設備に関すること 
(主な意見)トイレの洋式化、老朽化した施設の改善 など 

7件 9件 

教職員に関すること 
(主な意見)教員の質の向上、発達障がいなどの専門知識の研修 など 

3件 20件 

校区・学校配置に関すること 

(主な意見)校区の見直しや統合 など 
3件 1件 

給食に関すること 

(主な意見)給食の完食を無理強いしない、給食の無償化 など 
1件 4件 

部活動、放課後の過ごし方に関すること 

(主な意見)遊び場や勉強する場の提供、部活動時の照明の点灯 など 
1件 3件 

その他 
(主な意見)長期休暇時や放課後の校庭開放、ＰＴＡ活動の負担軽減 など 

2件 25件 

４ 地域の子育て環境について 110件 94件 

 

親と子の集いの場、遊び場、公園に関すること 
(主な意見)広い公園、遊具の充実、体育館の開放、雨天時の遊び場 など 

48件 53件 

道路や公共施設、バリアフリー対策に関すること 
(主な意見)道路が狭い、歩道の整備、エレベーターの設置、路上駐車対策 など 

34件 9件 

子どもの安全・安心に関すること 
(主な意見)治安の改善、防犯カメラ等の設置、地震などの災害時の対応 など 

15件 16件 

子どもの居場所に関すること 
(主な意見)自習室、ボランティアの協力で安心して遊べる居場所 など 

2件 8件 

その他 
(主な意見)子育てしやすい就労環境、住民の社会的意識の向上、交通が不便な地域の

改善策 など 
11件 8件 

５ 関連行政に対して 20件 25件 

 

小児医療、予防接種に関すること 

(主な意見)小児科や救急対応できる医療施設の充実、予防接種の拡充（定期接種や無

料化）など 
6件 9件 

子どもの発育・発達、障害に関すること 
(主な意見)教職員の適切な対応と質の向上、支援員制度の充実、障がいの支援 など 

5件 11件 

母子保健に関すること 
(主な意見)産後ケア、不妊治療の助成、健診場所の拡充 など 

3件 0件 

行政職員について 
(主な意見)職員の対応がよくない など 

1件 2件 

その他の行政に関すること 
(主な意見)税金の使いみち、サービス等の地域格差の解消、土・日の窓口対応 など 

5件 3件 
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 就学前児童 小学生 

６ その他 19件 20件 

 

市や地域の取り組みへの謝辞 
(主な意見)親子教室は親子ともに価値ある時間を過ごせた など 

8件 4件 

ご意見・感想 
(主な意見)市民の意見を聞いてくれない など 

4件 5件 

アンケート調査に関すること 
(主な意見)質問が難しい、結果を公表してほしい など 

3件 7件 

その他 

(主な意見)市内に魅力的な施設がほしい、グローバル社会に向けての環境づくり など 
4件 4件 
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[13歳から18歳の市民]問30 今後、若者が門真市に定住するために、どのようなこと・ものが必要だと思

いますか。あなたのご意見をお聞かせください。 

・13歳から18歳の市民118名から、延べ178件の記入がありました。 

・魅力ある商業施設を増やす、つくる ·································· 22件 

・治安を良くする、安全に暮らせるまちにする··························· 20件 

・若者などが楽しめる場所、遊べる施設を増やす、つくる ················· 15件 

・公園を増やす（ボール遊びやスポーツができる所など） ················· 14件 

・街並みをきれいにする、清潔なまちにする ···························· 12件 

・交通の便を良くする（京阪電車の準急が止まるようにするなど） ········· 12件 

・教育を充実し、学力を向上させる ····································  9件 

・門真市としてのアピールをもっとする（ガラスケの活用など） ···········  8件 

・まちを代表する施設や場所、イベントをつくる·························  8件 

・産業を盛んにし、働く場所や機会を増やす ····························  8件 

・道路・歩道を整備する ··············································  7件 

・経済的な支援を行う ················································  7件 

・自然や緑の豊かな環境にする ········································  5件 

・図書館や運動施設など公共施設を充実する ····························  5件 

・自習ができる場所を増やす ··········································  4件 

・地域の人が交流したり、仲良くする ··································  4件 

・防犯カメラや街灯を増やす ··········································  3件 

・子育てをしやすい環境にする ········································  3件 

・自治会や子ども会を廃止する ········································  2件 

・市内に立地する企業をもっと生かす ··································  2件 

・もっと収入を増やす ················································  2件 

・その他（もっと栄えるまちに、今のままでよいなど） ···················  6件 

 

２ 13歳から18歳の市民 
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[13歳から18歳の市民]問31 門真市でも生まれてくる子どもの数が減っています。将来子どもが増えるた

めには何が必要と思いますか。あなたのご意見をお聞かせください。 

・13歳から18歳の市民128名から、延べ197件の記入がありました。 

・保育所・幼稚園・認定こども園を増やす、待機児童を出さない ··········· 24件 

・治安の改善、安全で安心して暮らせるまちづくり······················· 18件 

・公園の整備・増設（ボール遊びができる公園など） ····················· 18件 

・子どもの遊び場づくり（雨の日対応など） ···························· 15件 

・安心して生み育てられる環境づくり ·································· 12件 

・子育て家庭が住みたいと思う環境づくり ······························ 12件 

・若年層や子育て家庭への援助、経済的支援 ····························  8件 

・男女など人々が出会う場、機会を充実する ····························  8件 

・お金、安定した給与、働く場所 ······································  7件 

・教育環境の充実、学力の向上 ········································  6件 

・保育料、教育費、子育て関連費の無償化 ······························  6件 

・魅力ある商業施設やレジャー施設をつくる ····························  6件 

・子どもをもつこと、子どもを増やす大切さを知らせる ···················  6件 

・安全な通学路、交通安全 ············································  5件 

・医療費助成の拡充・無償化 ··········································  5件 

・子育てグッズの支給 ················································  4件 

・若者や子育て家庭に向けた住宅の供給 ································  4件 

・人口を増やすための取り組みを進める ································  4件 

・結婚や離婚に関する意識の働きかけ ··································  4件 

・産前産後のサポート、母親への相談・カウンセリングの実施 ·············  3件 

・公民館、図書館、プール、自由に使える場等の整備 ·····················  3件 

・産休や育休がとりやすい職場環境づくり ······························  3件 

・自然を増やす ······················································  3件 

・イベントを増やす ··················································  2件 

・保育士・幼稚園教諭の増員、処遇改善 ································  2件 

・その他（人間として成長できる環境、福祉の充実、男性も育児ができる 

環境づくり、いじめのない社会、愛や思いやりのある社会など） ·········  9件 

 

 



 

 


