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Ⅴ．自由記述

１．意見やアイデアの有無
(小学５年調査(N=718)・中学２年調査(N=481)・16･17歳調査(N=177)；おとな調査(N=870))

「『子どもの権利に関する条例』に関する意見やアイデアなど」について調査票の末尾に自由記述欄を

設け、「家や学校、地域などで安心して自分らしく生き生きとくらすためにどんなことが必要だと思いま

すか。あなたのアイデアをおしえてください。」と尋ねた。

◎調査票別
「『子どもの権利に関する条例』に関する意見やアイデアなど」の自由記述の結果は、以下のとおりで

ある(図表Ⅴ－１－１)。

『小学５年調査』では、何らかの意見やアイデアが書いてあるのが59.9%、特にない・わからないと書

いてあるのが2.9%であった。

『中学２年調査』では、何らかの意見やアイデアが書いてあるのが49.9%、特にない・わからないと書

いてあるのが6.4%であった。

『16・17歳調査』では、何らかの意見やアイデアが書いてあるのが45.8%、特にない・わからないと書

いてあるのが4.0%であった。

『おとな調査』では、何らかの意見やアイデアが書いてあるのが53.2%、特にない・わからないと書い

てあるのが0.8%であった。

全体の調査回答者の54.1％から、何らかの意見やアイデアなどをいただいた。

図表Ⅴ－１－１ 調査票別の意見やアイデア

小学５年調査 中学２年調査 16・17歳調査 おとな調査 合計

意見がある 430( 59.9%) 240( 49.9%) 81( 45.8%) 463( 53.2%) 1,214( 54.1%)

特にない・わからない 21( 2.9%) 31( 6.4%) 7( 4.0%) 7( 0.8%) 66( 2.9%)

無回答 267( 37.2%) 210( 43.7%) 89( 50.3%) 400( 46.0%) 966( 43.0%)

総数 718(100.0%) 481(100.0%) 177(100.0%) 870(100.0%) 2,246(100.0%)
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２．代表的な意見やアイデア

「『子どもの権利に関する条例』に関する意見やアイデアなど」の代表的な意見等は、以下のとおりであっ

た。なお、まとめる際の基準は以下のとおりである。

◎意見やアイデアの自由記述のまとめるときの基準
①意見の表記は、誤字・誤表記などがあっても、そのまま表記。

②名前、固有名詞など人物などが特定できる記述は削除または抽象化。

③イラストは原則削除。

④句読点に関しては、必要最小限加筆。

⑤一つの意見は、一つに分ける(一文に２つの意見がある場合など)。逆に２文でも、一つの意見であれば、ひとつの文に。

⑥矢印などの記号は、できるだけ原文の通りにしておくが、必要とあれば改変。

⑴『小学５年調査』

ア．１０歳
(ｱ) 女性
○タバコのポイスてをやめてほしい

○私のたんにんの先生は暴力をふるいます。私はされたことはありませんが、頭をたたいたり、手を強くひっぱたいたりなどをしています。暴力のない世

界にしたいです。それと、先生はいつもどなって大きな声を出して、きびしくてこわいです。それから、給食はぜったい全部食べないといけないと言って

いて、給食が苦手な子が残されていてとてもかわいそうです。人間はそれぞれちがうのだから、安心して自分らしく生きられる学校がいいです。

○道やどうろにゴミをすてないでほしいです！

○みんなが、安全にくらせるように、地球温だんかを止めたり、ポイ捨てをなくしたりする。

○いたるところけいさつ？

○ぼはんブザーをつけるほうりつ(しからくばられる１年に１どずつ)

○みどりをどうぶつをまもる会をひらく

○ちょっとちがうかもしれませんけど 悪いことをしてぶたれるのはあたり前だけど イラついてぶたれることもあるやめてほしい

○コワイ！

○地域のみんなが、仲良くできる町。

○みんな仲よく

○友達いっぱい

いじめがないようにしたい。

○だれてもはいれてあそんでもいいし宿題や勉強をしてもいいところ

○あそんでくれる勉強をおしえてくれるおとながいるところ

○たのしくすごす

○大人がポイすてとか、非じょうしきなことをするから、子供もまねをし、非じょうしきな人間になってしまうと思うので、大人が子供に見本をしめしてほしい。

○もっと 子供のことを考えてほしい。

○休み 時間をふやしてほしい。

○自分勝手に行動しないで、いやな事があったら周りの人に相談すればいいと思います。

○もう少し、信号をふやしたほうがいいと思う。

○一人の時間があるといい。自分の思っていること、不安に思っていることを、人に話したりするのもわるくない。でも、一人でどうすればいいのか？と、

考える時間があると、自分らしく生きていけると、思う。そして、学校でのことも、自分ではんだんできるようになって、人のいけんだけではなく、自分

のいけんもいえるようになると思う。

○木やしぜんをふやしてほしい。

○なんか、いやなことがあったらだれでもいいからはなすこと！

○ポイすてをしないことやこう通ルールなどまもること

○こまった事があっても、友達や、先生に相談したら、楽しくすごせると思います。

○いじめが多くなっているから小学校の1年生～から 高校３年まで、子どものいじめストップの会議がほしい。

○みんな明るく元気になかよくする。

○きんじょどうし元気にあいさつとかをする。

○ごみは、もちかえること。

○物を大切にすること。

○むだずかいしないこと。

○なんでもすぐすてないこと。

○食べ物は、さいごまで食べること

○なるべく大人が、私たち(小学生)の下校時間にあるいてほしい。

○もっと緑をふやしたり、地球温だん化のことを考えるといいと思います。例えば、自動車をなるべく使わないで、電車で移動したり、するようにしてほしいです。

○保谷駅の階だんの前にある自動はん売機の横にベンチを置くといいと思います。そうすると、待ち合わせにちょうどよいと思います。

○学校の友達は、休み時間とか、ずっーといるグループを作くって、人に、いやな手紙をわたしていたりするので、問11、８の「いじめにあったり学校で

いやな思いをしたりしないように守ってほしい」な、みんなと 遊べるように、してほしいです。

○もっと身近に交ばんを作ってほしい

○やすらげてあんしんなしせつをつくって下さい



- 151 -

○学校で、カギをかけても登っている人がいるから、登れないようにしてほしい。

○おそくねない。(ねられる時は、)

○もっと相談できるところを覚える

○地域の人と仲をふかめる。

○公園をもっとふやしてほしい。

○もしくは図書館をふやしてほしい。

○家以外で友達と遊べるところをもっとふやしてほしいと思います。

○おそくねない。〔よふかしをしない〕

○はやくおきる

○家族といる時間を長くする

○しんりんを、ふやす。

○いじめをなくす．１

○休み時間をふやす。

○楽しく笑っていられる

○自分でやりたいことをやる

○いじめがでないように、よびかけをしたりする。

○自分がいつどうなるのか、わからないから 地球温暖化などのたいさくをみんなで協力をしたい⇒エコなりょうりをしょうかいしたり… ポスターでよびかけたり…

○一緒に、たくさん親とか友達と遊ぶ

○木をふやす。

○自分じしん強くなる！！

○友達に話しかけられたら、返事をする

○なるべく大人が、私たち(小学生)の下校時間にあるいてほしい。みんなとすごしたい。一人にならないように。

○いじめをなくしたい。

○木や、草原をふやした方がいい

○こうつうじこにあわないようにがんばる．

○じゆうにくらす。

○かんきょうをとてもよくするために、たばこをあまりすわないこと、ポイすてをしない事を活かして行きたいです

○車が横をビュンビュンくるとこわいので、歩道を広くしてほしい。

○自件などをへらしてもらえたら安心

○人と人とがなかよくなりささえあうこと。

○人の気持ちを分かり、自分の気持ちも分かってもらう。

○あかるくなる。

○もっと安全な場所を作ってほしい…。

○悪い人がいなくなってほしい。

○ゴミなどが落ちていてほしくない。

○自分のことを必要としてほしい。

○みんなで協力して明るい社会、町にしてほしい。→同じく ○協力すると言うことを、町の人全員にしてもらって、明るい町をつくりたい

○もっと自然をふやし、一けん家をいっぱいにする (例オールエンズ三丁目の夕日みたいに…)

○私のしょうらいのゆめは少説家です！ 社会にやくだつことではないけれど… そんな自分のゆめをかたり、そうだんできる大人、友達、ほしいです！

○みんながみんなをわかりあえる、これが大切なことだと思います。

○きれいな風景の川(しゃくじい川のやよい橋付近)

○しばふがあって 木がたくさんはえている公園

○サイクリングロードが東伏見付近にほしい！

○先生がいじめにたいしてちゃんとむきあってほしい。

○１年に３回西東京のおまつりをやりたい。(春と夏と冬)

○学校をきれいにして下さい。(東伏見小)

○月に１回西東京市のごみひろいボランティアかつ動を入れて下さい。

○家にいないで外へでる。

○ゴミは、ぶんべつ。

○人と人で、やさしくせっしたりする。

○だれかこまっていたら、すぐたすけてあげる。

○周りをよく見て行動する。

○トイレをもっときれいにしてほしい！(しょうしゅうざいだけじゃなくて)

○こうしゃをあたらしくしてほしい！

○あそびどうぐをふやしてほしい！

○エアコンつけてほしい

○私はソフトボールをやっているのでいつでもボールをなげられる場所がほしいです。

○学校は校庭開放の時間は 野球は禁止です。近所の公園も、ボール遊びは禁止です。毎日練習したくても場所がありません。

○いつでも練習できる場所を作ってください。

○かいじょいんをふやしてほしい。(学校に来る)

○みんなをたすけあう

○いじめや差別をしないでふつうの人間でくらす
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○クラスでうるさい人とがいて、先生がこまっていので、先生をふやしてほしい。 ・じゅぎょう中たちあるく ・かみをひっぱたかれた。 ・ふでば

こなめてくる ・顔をおもいっきりひっぱたかれた。 →もう一人先生がいればいいのに！！あんしんして学校に行きたい

○ねりまは、５年と６年でいどう教室なのに、西東京では６年だけなのに！！ 私も２回いきたいです！！

○たばこをなくしてほしい。

○西東京市にもっと「緑」をふやしたい。

○西東京市名物みたいな物をふやしてほしい。

○地域の行事などもっとふやしてほしい

○地球温だん化がすすんでってるから、地球を守るために、なにか活動をしたい

○西東京市を笑顔があふれるすばらしい市にしたい。

○①家をもっとがんじょうにして、安心してくらせるようにしたい。

○②いじめのない世界にしてほしい。

○いじめをなくすこと

○わたしのマンションでもやっている ワンワンパトロールなど 子どもたちを守るパトロールをしてほしい。

○いやなじけんや人がきずつくことをしないでほしい。

○ちゃんと、おまわりさんとかが、パトロールして 子どもたちが遊んでいても、安全になってほしい。

○交通事故がないようなぼうはんのようなものをつけてほしい。

○①公園には、いろんな所にゴミ箱をおいてほしい。

○②道には、じてん車がとおる道をつくってほしい。

○③あぶない所にはしんごうをつくってほしい

○④もっとみどりをふやしたほうがいい

○もっとがい灯をふやしてほしいです。

○明るい道をもっとふやしてほしい

○いろんな人と、仲よくする

○友達作りの日を作ってほしい

○動物をふれあえること

○きけんな人は、守ってほしい！

○みんなが、自由に遊べる時間がほしい。

○みんな相談して生きていく。

○みどりを、ふやして、西東京市、空気が、いいと、じまんできる市が、いいです。

○ねあげは、こまると、思う。いなかが、いい。

○店をふやすと便利と思う。

○自分の部屋をもつこと

○時間のきまりは、自分できめろ。

○ゴミをちらかさない

○ごみのポイすて、ガムのポイすてはやめてほしい。

○自然がたくさんあり、人通りが多い場所をたくさん作ってほしい！

○話をよく聞いてくれて一緒に考えて、くれるところが必要。

○もっと町を安全にしてほしい

○みんなで遊んだり、ウソをつかないで正直になってほしい。

○いろんな人との交流を多くする

○事故をへらしたいので安全うんてんしてほしい。

○みんなで話したりする時間をふやしてほしい。

○子供だけでいれるしせつがほしい

○ピーポ君の家ではなくて、どこの家でもかけこめるようにする。

○歩きたばこ

○たばこのポイすて

○あきかんなどのポイすて

○自転車の通路にもさくをつけてほしい。

○約束や、ルールを、しっかり守る

○大切なきまりは必要ですが、あまりにきまりを作りすぎてものびのびとくらせないと思います。子どもの気持ちを考えて指導をしてほしいです。

○人がたくさんいて、木があって、あそぶ場所がある！

○公園にもパトロールの人がいつもいるほうが安心

○いつでも仲良く、あまり事件や事故が多くないように協力しあうこと。

○友達とのしんらい関係を深めて、いじめなどがおこらないようにすること。

○みんな笑顔が必要

○いじめをしない

○大勢で遊ぶ

○自分の命は自分でまもる

○すぐにあきらめない

○人のめいわくなことはやめてほしい。

○いじめ、ぼう力がない所にしたい！

○ポイステをしないで、キレイにしましょう
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○西東京市はホテルもないしスポットもありません。 だから他の市からくる人たちにもっとよろこんでいいことて有名な市にしたいです。川などあって

いいかも(とくに保谷) それからプールをもっとごうかに！

○通学路のところに防はんカメラが必要だと思います。←(ふしん者におそわれたときのために)

○通学路にぼうはんカメラをつけるといいと思います。

○イベントなどをたくさんやるほうがへいいです。

○植物に囲まれたところがいいです

○どうぶつかん いきいきと生きているところがいいです。

○公園や遊び場を大人の人達がパトロールしてほしい。

○夜おそく外に出ないでほしい。

○子どもは、ぼうはんブザーをつけてほしい。

○どこに行っても安全なぼうはんブザー

○このぼうはんブザーから大きな音が１分以上なるとけいさつに無線でつながる。

○公園の周りを全部木でかこまないでほしい。歩いている人が中の様子を少し見えるようにしてほしい。

○親ばかっりあまえないで自分は自分らしく生き生きといきたいです。(友達とかをたよらないで)

○地しんたいさくをする。

○不しん者ができないようにもっとポスターなどを作る。

○ふつうに声をかけてくれて安全にしてくれてピーポー君の家をふやすといいと思います。

○１人で一つのほうそくを作る。

○自分達、子どもの意見を言わせてほしい。

○これからの事を考えれるよう時間を作ったりする。

○自分が思うように(自由に)すること

○ふしん者にあわないために、お母さんと学校に行ったり、かえったてきたりしたい。

○いろいろなじけんなどをなくしてほしい。

○『こうばん』をふやしてほしい。

○いじめをなく毎日楽しく学校やならい事にいけるようにしたい

○はんざいなどがないことや大人や成人がルールを守ってほしいです。

○できれば、木などを、きらないてほしい。

○まい日よう日をきめてちいきごとにパトロールをしてほしい。なんじにかえるなどのほうそうをするとふしんしゃがくるおそれがあるからやくしょなど

でその日のパトロールの人にでんわのようにれんらくしてほしい。

○としよりにやさしい市にしてほしい。

○大人が子どもを守ってほしい。

○上小に行く時に たこ公園の家みたいな所の前にミーラを付けてください。願いします。

○もう少し、シルバーセンターの人のような人がいてほしい。→たとえば！つうがくろの２かしょにはいてほしい！

○家にバスケゴールをつける。

○楽しい自ぜんのある公園が近かくにあるといいです。

○地球温だんかが進んでいるのでいいと思います。

○きれいな町にしたい

○自分らしく、いきることが大切。

○今、悪い人がいっぱいいて、人をさしたりするから、その悪人をたいほしたら安心してくらせると思う！

○いじめのない、安心、安全な西東京市！

○なんでも無駄に物を使わないで、大切に使う！

○家、近くにデパートやおみせがなくてふべんです。 どこの家の近くにおみせがあるといいです。

○ポイすて、や、地城をよごすまねは、しないでほしい。

○みどりをもっとふやしたい。

○みんな 仲よくしたりする。 家ぞくとか

○もっと社会のルールを守ったら、いいと思う。私がおとなになったら、人のためにボランティアをしたい。これが、自分らしさだと思う。

○西東京市に自然の公園をつくってほしい

○公園のような物では、なくてもっと子供が自由に遊べるあきちがほしい。

○木のぼりをしたいので、登れる木をたくさんふやしてほしい。

○ゲームセンターをふやしてほしい。あと、プリクラを４００円ではなく、１００円ぐらいにしてほしい。

○学校に、センプウキじゃなくて、エアコンをつけてほしい

○室内で、温水プールにしてほしい！！

○プールは、温水でなくてもいいけど、最初にあびるシャワーを温水にしてほしい

○あきちを使わせてほしい！ 理由は、せっかくいままで、遊んでたのにきゅうにあそべなくなったから！… どうせなら、ちょとぐらい木のぼりできる

所をあそばせてくれてもいいと思う。

○それか 公園を 作ってほしい。じゃなけゃあそぶ場所がないから！！

○ゲームセンターがほしい

○エアコンを学校につけてほしい

○プールを室内にしてほしい

○牛肉をいれてほしい

○自然の公園がほしい。とえいのあとちがうばわれたから(きょうかいになりやがった！！)

○安全にくらしていくために…。こどものじょうほうを入れて、西東京市の安全を守ってもらいたいです。
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○私的には ①いじめ(さべつ) 私は、３年から、４年の最後まである二人にいじめ(さべつ)をされてきたのでいじめさべつをなくしたいです！

○私的には ②ル～ル(きまり) みんながみんな、ル～ル(きまり)を、守きってほしいです。

○子どもの会という物を作って子ども達だけで相だんしたりしたいです。そうするとみんなでわかりあえると思うからです。

○もっといろんな人とせっしてあげたほうがいいと思いました。

○みんなでささえあい、たすけあう事が必要だと思います。

○ルールを守る。

○みんな、仲よく近所の人たちなどに、あいさつをすると明るい地域になるし、家も学も明るくなると思います。みんな楽しくすごせると、どんな子もよ

ろこぶと思います。

○まちがったことをしてもわらったりしない。

○いじめがなくて、かげの自分を作らないで、いつも前むきに生きたい。

○６年生のお兄ちゃん、お姉ちゃんは、もっとやさしくしてほしい。

(ｲ) 男性
○ごみをあんまり、捨てないようにふせぐ。

○動物が住み安いところ

○市の人たちが仲がいいこと。

○あなたが守れば地球がよろこぶ！！

○タバコを捨てるな！！

○ポイステキンシ ポイステ× えらい○

○マンションとか大きい物は、たてないようにする！！

○交通安全ロボットがいる 交通事故が無いようにしてくれる

○サッカーや野球を、できる原っぱを作ってください！ サッカーだったらかなりりっても外にでないくらいの大きさ。 野球だったらバットを使っても

球が外にでないくらいの大きさがいいです。

○一方的に押し付けることなく自由に決めること。

○明るい町にすること

○おとなたちが子どもを守ってくれるといいです。

○もう少しエコに関する西東京市だけの行事がしたい。

○もっと、木や植をふやしてほしい

○公園をふやしてほしい

○悪い人がいたらすぐ西東京市からおい出す。→いろいろ「けいびいん」の人が必要かな？

○おやばっかりにまかせないこと。

○さつ人しなりぼうこうするのをやめてほしい。

○地域などのやくそくを守ればいい

○通学路についてたばこをつぶしてすてたりイヌのフンを持っていかなかったりフリョウのフバもやだ

○つうがくろの事けんもやだ。

○すべてめんどくさく思わなければいいと思う。

○市のおかねをどうろを大きくするためでは、なく、ふくししせつや、かいごなどにつかってほしい。

○市のじょうれいなど、じゅうようなことは、市みんも、いっしょにかんがえれば自分らしく生きられるとおもいます

○家族や友達を大切にする。

○もっとかんきょうにやさしい町にしてほしい。(空気がきれい)

○遊ぶところをふやしてほしい

○西東京市のやくそくをまもる。

○事故防止

○どのまがり角でもかがみをつける

○たばこのぽいすてをやめる

○人のおおくいる場所でたばこをすわない

○ゲームをしない

○みんなで助けあい、協力していじめとかをなくす。

○安全に友達といっしょに帰る。

○こわい人を見たらすぐににげる。

○家でもそういう安全の事を話す。

○先生が生徒に手をださない。

○先生がきれないでほしい。

○先生はすぐ大きな声でどならないでほしい

○先生に生徒をさべつしないでほしい

○公園に絶滅にトイレがあるようにしたい。

○なんでもねあげしないでほしい。

○自転車にのるとき、ヘルメットをかぶりたくない。

○くるまでうしろの人もシートベルトをするのもやだ。

○植物を少しふやしてほしい。

○いつも外で友達と元気よく遊ぶ

○あぶないことをしない
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○相談を受けている所が、分からないから、ポスターに書いて、いろいろな所に、はってほしい。

○川にごみをすてないようにする。

○公園をたくさんふやしてほしい。

○ゴミのりょうをかげんしてほしい

○自分が、のんびりくらせるところが必要だと思う

○広いひろ場。

○あいさつがあり、

○いじめなどのないことが必要だと思う

○燃やすものの量をへらす。

○いじめがなくなる

○事件やじこをできるだけなくす

○学校のルールと家のルールと地域のルールをまもる

○自信を持つ

○あぶないところにしんごうをつけてほしい。

○通学路に大人の人がいる。

○大人が、かってに決めて、子どもにめいわくしないようにしてほしい。

○大人の好きかってにしないでほしい

○どんなことでもうなずいてくれる親

○夢中になれること。

○みんながつらいとおもうことを、らくらくできるようにくらす。

○公園の遊具(アスレチック)をふやしてほしい

○ちょっかいをださない

○世界平和

○みんなでたすけあう

○西東京市をもっとエコな町にしたいです。

○大人は、もっと子どもたちを守ってほしい。

○先生や家族や地域の人と仲よくなったほうがいい。

○ほんの少しいやなことや、くだらないことでも真剣に聞いてくれる人がいてほしい。

○自然が多い。

○この本みたいに、みんなで協力して自分らしく生きていきたい

○子どもこっ会ぎいん

○公園でボール遊びをさせてほしい。

○放課後、下校せずそのまま校庭で遊びたい。

○歩道と車道のあいだに自転車せんよう道路作ってほしい。

○土ようびを学校にしないでほしい

○夜の道をもっ明るくしてほしい。

○市で決めた事はすぐに知らせたり注意すること。

○みんなでいっしょにきたり、かえった、りしたらいいと思う。

○子供だけが使える公園がほしい

○CO2のさくげん

○社会のルールなどをより多くの人が守ってほしいと思いました。

○もう人を、ころす人がふえてほしくない。

○ほこう者があんしんしてあるけるどうろ

○みんなの意けんをきいて、みんながまん足するようなルールを作ったりしていくことが必要だと思います

○社会のルールを守ってほしい

○自然を残して、豊かで、気持ちのよい所にしてほしい。

○本をかりたりするのを親にきめられないようにしてほしい。

○町中をきれいにする。

○大人が子どもをみまもってくれる

○通学路の歩道のはばを広くしてほしい。

○工事や電線工事などがなく みどりがゆたかな場所で勉強をしたい。

○おとなにいろいろなことを言わせないようにしたい。

○１人はみんなのために、みんなは１人のために。

○近くにべんりなデパートがほしい

○みんなたいていは水とかガスとかをあんまりつかわれなくすればエコにもなるし ちゅきおんだんかにもやそしいからたいせつな ちょきをまもていきたい。

○みんな仲よくしてほしい！！(いじめにあったことがあるから)

○大人がここは自分で決めたほうがいいとか、ここは大人が決めた方がいいとか大人が考えて決めたほうがいいと、思う。 (なぜか)自分がこうしてこう

やっちゃっていいのかなぁ。とか思ってなやんだり、色々とあせってしまったりしてしまうときがあるからかもしれないから。

○市の人が１年に１度くらい来て 家庭の様子などを調査して、子供が、安心して住らせる様にしてほしい。

○ガムとかたばこをそこらへんにすてないでほしい。人をころすのをやめてほしい。

○チャイムをながくしてほしい。

○学校やきそくをなくして休みの日を多くしてほしい。(学校もたのしすぎるけど)
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○学校の休み時間を増やす。

○学校を早く終わらせる。

○学校が休みの日を増やす。

○学校で、人それぞれの学力にあった授業や勉強をさせる。

○自然の大切でににさんかたんそをださない。

○友だちと学校で仲よくあそぶ

○学校に行く日に土曜日をふやし(四時間)六時間をやめてほしい。理由 六時間目ねむたくなったりして授業がちゃんとしっかりうけられないから。

○わからないことは親といっしょに決めればいいと思う

○勉強をする。

○友達と遊んだり自分で考えること。

○ふしんしゃがなるべくいない。

○いじめなし！！

○ライトをもっとつける

○ぼうはんかめらをもっとつける

○安全で、広く、ボールも使えるような公国(広場)がほしい。

○もっと子どもが遊べる所をふやしてほしい

○西東市内はんざい等がおこらないようにもっと夜の時に明るくしたりげんじゅうに見はりをするようにする。

○西東京市の祭りをたくさんしてほしい

○自ぜんをいっぱいにしてほしい。

○タバコやゴミを道ばたにすてない。

○近所の人と仲よくする。

○はんざいをしない。

○友情や家族が必要だと思う

○いじめをなるべく少なくし、不しん者が多いので公園等、パトロールをふやす。

○広々した町

○自分らしく生きるには、まず、ボランティアやいろいろと人とせっするのが大事だと思いました。

○一人一人をちゃんと気持ちを伝える

○まちがってもいいという気持ちを持つ

○何回でも、失敗して、一つ一つ直していく

○友達と近くになりたい

○お店がほしい

○みんながマナーを守って、そしてコミュニケーションをとることが必要です。

○素直な気持ち

○真剣なまなざし

○へんなこと をしないこと。

○いいこと をする必要。

○市民みんなでルールをきめる。

○お金がかかるけど、人があまり通らない所にぼうはんカメラをつけたほうがよい。

○大人がもっとちゃんとした手本を見せてくれないと子供は大変な事になるから大人はもっとちゃんとした手本を見せるべきだ。

○登下校の見回り

○ふしんしゃなどがいなければ安心だと思います。

○市の人たち全体が守りあってほしい

○もっとふしん者などがいない子どもたちが安心してくらせるような場所に必要だと思う

○べんきょう

○食じ

○ポイステしない

○子どもの家やひみつきちや自転車のコースをつくってほしい

○きまりや使い方は市役所の人だけじゃなくて西東京市の人で決めてほしい

○こづかいアップ

○夜もっとがいとうの光を強くしてほしい

○がいとうを多くしてほしい

○いじめをなくす

○美しい西東京

○けむりのすくない西東京

○星のみえる西東京

○みんな家で親とそうだんして、自由なことは、自由にやる。

◯じゅぎょうをもっとわかりやすく楽しくして、「あれ早くやれ」「これ早くやれ」とかいわない。だいたい「ぼう力」とかダメとか言うけどさー、オマエ

ラこそたたきまくってんじゃねーかよバーカ「さい近の子どもは…」だのいっているバカアホがいるけどよほ、くやしかったら大人がしっかりしていゃい

ーじゃん。「子どもの読書ばなれ」とか言うけどさーちゃーんっっっと本バリ読みする人もいるのになんで「平きん」できめつけるワケ！？◯オレたちが

「最近の大人は…」て言いたいぐらいだヨチミ！！大人が子どもころす事件かあるけど、それこそこれの例だよ、子人はみな年上のマネとかするワケ。つ

ーまーりー、大人がもっとしっかりしろー！！

◯このように家族ともっと近くなってたくさん話合いたい。
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◯ルールをまもっていかないと生き生きとくらせない。

◯社会のルールをまもってこうどうしてほしい。

◯そうだん場を近くに作ってほしい。

◯ポイすてを、無くす。この市をえこにする。

◯市で作ってポイすてを、した人は、ばっ金とかをしてほしい

◯いじめなどをなくす。

◯事件や犯ざいなどがなくなったほしい。

◯おとなにいいたいほうだいにされたくない。

◯安全で楽しい町にしてほしい。

◯わざと人を１人でもころした人は死けいにしてほしい

◯どうぶつとむしのいのちをもっとたいせつにしてほしい。

◯学校は土よう日もあってほしい。

◯スポーツをするところを、もっとふやしてほしい。

○みんな仲が良い西東京市にしてほしい。

○テレビ局、遊園地、ラブ小、中、高、大学校、すし屋、テーマパーク、無料でなんでももらえる所、109みたいな大きいショッピング～、ライブ会場、

プロレス(WWE)せんもんてん

○西東京市のみんながルールをまもればいい

○教育委員会での教えをみんなが喜ぶことかどうかを考えて出してほしい。

○ぼうさいくんれんせんたー西東京市

○子どもの行事をふやしてほしい！

○町をきれいにしてほしい

○ふしんしゃをへらしてほしい。

○自分のやりたくないことをむりやり、おしつけないでほしい

○道を広くしてほしい。

○安全で自分の自由時間をふやしてほしい。

○公園でボールをつかえるようにしてほしい。

○わるい人をいなくする。

○さつじんをなくしたらいいとおもう

○社会のルールを守れだいい(OK)

○西東京市に自由に遊べる所をふやしてほしい。

○車にのる人をへらせ！

○さつじん事件をなくせ！人をなんだと思ってんだ。

◯地球をこわすな！

◯いろいろなことにこわがらないでやる。

◯あきちをふやしてほしい。

◯公園をふやしてほしい。

◯ゲームセンターをふやしてほしい。

◯自然をふやしてほしい。

◯学校の中をごうかにしてほしい。(エスカレーターなどをつける)

◯きゅうしょくをこうかんしてほしい。

◯どうぶつえんをふやしてほしい。

◯いじめがなく、みんなたのしくすごせる地域。

◯近所なかのいい地域。

◯自然な場所を作ってほしい

◯殺人事件やいやなことがないようにくらしたい。

◯ちゃんとした生活をしてほしい

◯けいさつが公園や一通りのすくない所をちゃんとパトロールしてほしい。

◯自由なことをしたい。

◯一週間、ボランティアで、すみずみまでそうじをすること。(町)

(ｳ) 性別不明
◯風呂の水を、洗濯に使うなどのエコを一人１つでもよいから、やってほしい。(大人がエコとかいっているのにやっていない人が多いから)

イ．１１歳

(ｱ) 女性
○リサイクル

○地球温だん化

○たて物ばかりふやさないで 木を、うえる場所をつくったほうがいいと思います。

○ボールが使える公園を作ったほうがいいです。

◯先生が、一人で授業を進めないで、私たちの意見も、取り入れてほしい！
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◯学校の中でのいじめやいたずらなどに、すぐ気づいてくれたり、そのことにたいして、てきせつな事を言ってもらいたいのです。それがむずかしいのな

ら、だれでも気がるにしゃべれる先生、大人の人達が必要だと思いました。

○公園など、ふやしてほしい…。そうすると、緑がふえて、気持ちがいいから？

○休み時間を、30分？ぐらいにしてほしいです。そうすると、友達とせっするきかいがうえるから

◯ボールあそび

◯親がもっと自分のことを知ってほしい。

◯①けいさつかんをふやしてほしい。 理由 こうえんでへんな人にあっても、けいさつがいなかった。

◯大きな公園があって二さんかたんそを出さない車を出してほしい

◯大人や、色んな人と相談してからにしてほしい

◯自分の学校ではいじめられている子がたくさんいる。

◯卒業するまでにいじめとめてあげたらいいと思う！

◯いじめている子をとめられなかったらいじめてることと同じ。

◯りこんを、しない方が、自分らしく生き生きとくらせると思う。

◯安全でみまもってくれること だと思います。

◯みんなが、安全で楽しいルールを作って、安全にくらしたい。

○自分のことは、自分でやる。

○あんまり大人に言われて物事をきめない。

○自分らしく自分にあったちゃんとした物事を決める。

◯ピーポー君はどこにあるのかおしえてほしい。

◯何でも、かんでも、大人が決めず子どもも少しは決められるようにしてください！！

◯落ちているゴミをへらして 木々をふやしてほしい。

◯自然をもっと大切にしてほしい。

◯人の気もちを考えてほしい。

◯クラスがえのとき、大親友とはなされたくない → (ともだち) いっしょにしてほしい

◯公園のゆうぐをふやしてほしい。

◯大人でルールを守れてない人がいるので、ルールをおしえたらいいと思う。

○みんなで楽しく遊んだり、たすけ合ったり協力したりする事。です。

○人をいじめたりしない事。です。

◯西東京市でいじめをする人をいなくすればいいと思う！ (注意：私は、いじめられていません！！)

◯ゴミはゴミバコにすてる

◯みんなにちゃんとした西東京市のルールは守ってほしい(もちろん私も守ります。)

◯もうすこしゴミをへらしたい

◯しんりんなどをふやしたい

◯いじめやさべつをなくす

◯ルールを守る。

◯自分でやりたいことは、自分でやって、みんなに、いってほしくないことは、言わないでほしい。

○人どおりの少ない道をなくしてほしい

○いなかのように、自然をふやしてほしい

◯公園などにゆうぐをふやしてほしい。

◯なにやらきまりをつくらないでほしい。あまり

◯おとしよりと仲良くできるといいと思う

◯お祭りなどをたくさんする。

◯ゴミをへらす。

◯いじめにあってる子供のために、電話だけでなく、真けんに向き合ってほしい。

◯もっともっと、自然をふやしてほしい。

◯おとなは子どものことをちゃんとまもって こどもに安心させてほしい！！

◯もし、いけないことをしたらおとなや子どもがしていたらしかってほしい

◯学校の行き帰りにちいきの人とあいさつする

◯お願い 森や林など芝久保町にぼうけんができるような所をつくってほしい

◯保谷町にはお店があまり無く、物を買いに行く時は、ひと駅先まで行かないと、大きなデパートが無かったり、「やぎさわしょうてんがい」にあったＡ

書店がなくなって、車が多い青梅かいどうを出て、Ｂ書店まで行かないといけなくなりました。子どもでも、必要な物を買いに買いに行くのに、電車だっ

たり自転車で行くのは、いやです。しょうてんがいには、潰れた店がいっぱいあるのに、たてかえて、新しいお店を建てようともしなくて、最近ビックリ

しています。そして、つい最近に出来たのは、大人でもあまりよらない様なびようしつです。しょう店がい以外の所は、コンビニやお酒屋しかありません。

◯子どもが友達とあそびに行けるような場所がなく、大人には、家であそべだの、外でボールあそびしてこいなど、男子の様にあそべません。私とか、小

５、小６の女子になったりすると、友だちと田無に行ったりして、買い物したりする事が多くなりました。それがもっと身じかな所にあると、電車などを

使わずに、安全にあそびたいです。今の、小５、中２に、家であそぶ、外で元気にあそぶ等言ってもムダにすぎません。そんな事だったら、大人が子供の

あそび場所(あるいは出かけ場)をうばっている様にしか感じません。

○悪い事をしていて「いかにも」こわい人でも勇気を出して悪い事をしていたら止める！

○みずから自分を「コントロール」できるようにする… …たとえば 悪いことをやってはいけない！！

○子供にいいことをおしえる！

◯意見とかで周りの人に合わせたくないけど、手をあげにくい(はずかしい)から周りの人に合わせています。

◯でも自分らしく生き生きと すごすためには、もっと友達とかに言いたい事をちゃんと言って本当の意味の「仲のいい」友達をつくっていきたいです。
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◯あきちで遊べるようにしたい なぜなら、いままでかんり人が土地をほっといたくせにいきなりはいれなくして、木のえだを切っちゃてはいれても、木

にのばれないから、前のようにもどしてほしい！

◯最近家の近くにある公園に木があったのに切っちゃってくさいし、きたないしので、木を切らないでほしい。

◯なんで ゴミ袋が有料になったのは、どおして？なんで西東京市は、し金が少ないの？

◯学校が、ふるびてひびがはいっているので、きれいにリフォームしてほしい。

◯なんできゅうしょくでは、牛肉がでないの？

◯何で、けやき小だけ温水プールがあるの？？

◯プールやゆうえんちなどをつくってほしい(ゲームセンター プリクラ)

◯もっと、おまつりとかがいっぱいあってほしい。そうしたら、地いきの人とも信らいしあえて、もっといい西東京市になると思う。

◯〝エコプラザ西東京〟のような活動もいっぱいあると、地球について考えられると思う。

◯みどりをふやしてよりよい市作りをしていきたい。

◯みんな仲が良くて安全な西東京市

◯しぜんがおおくて、空気がおいしい地域がいい。

◯家からちかくて、行きたくなる学校がいい。

◯自分も人にいやな事をしない。そうする事でみんなと仲よくできて、いじめなどがなくなると思う。

◯よく、テレビで「○○を殺した」っていうけど、そんなぶっそうな、世の中になんかしたくない。自分たちがおとなになるころとかに、殺すなんてことを０にしたい！

◯ここらへん(西東京)は、おみせが少なくてとっ～てもふべんです！だからもっとおみせをふやしてほしい

(ｲ) 男性
◯もう安心して生き生きしてくらしている。

◯広場をふやしてよい

◯想談にのってくれる人がもっといてほしい

◯学校でいじめが、なくなってほしい。そうしたら、自分はつらくなくなると思うし、自殺をする人がいなくなると思うから。

◯友達等と、仲良くする。

◯家から学校までガードレールのある道にしてほしい

◯みんなが協力できること。

◯みんな仲良くすること。

◯友達とあるぶ時間や家ぞくといる時間をふやす。

◯車のじことかがないように、カーブミラーとかをつける。

◯じしんけいほうを家に一つつけてほしい

◯かさいほうちきを家に一つけてほしい。

◯スポーツせんもんの公園をつくってほしい

◯自由の時間を少しふやす。

◯みんな仲よく大人も子どももみんな協力しあいくらせるといいなと思います。ぼくは学校に自動会長を作ってほしいです。先生たちだけできめてる事が

あるから子どものいけんもきいてほしい。

◯大人がパトロールしてほしい

◯せいせいどうどう生きていく。

◯宿題なくせー

◯その人の、考えを発っきできる行事を作ればいいと思う

○自然をふやしたい

○たてものかをたくさんたたてほしくない

○道を作らないほうがいい

◯とうりみちにじてんしゃをおしたり大ぜいで、とうりみちにいないではじによりしづかにしてほしい いきなりぶつかってきてごめんなさいもいわずに

じゃまとかいわないほうがいいとおもう。道にごみをおかない

◯ぽいすてをしない。

◯植物をふやす。

◯リサイクルする。

◯悪人をなくす。

◯平和な市にする。

◯ぼう犯カメラを増やす

◯学校のせつ備などを最新のものにしてほしい

◯温暖化のことを考えてほしい。

◯もっと森林や空地をふやしてほしい。

◯ポイすてなどをもっときつくしてほしい。家の庭にいっぱいゴミがある。

◯公園の遊具を、もっといっぱいほしい。

◯市民のグランドなどを無料で開放してほしい じゃなかったら子どもたちの遊び場がどんどんへっていくから遊べなくなる。

◯運動会など土よう日の次は日よう日にしてほしい

◯ふしんしゃをへらしてほしい

◯そとにいもおそわれないものがほしい。

◯町をきれいにしてほしい

◯ポイステしてほしくない

◯その市のルールをまもる。
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◯みんなで仲良くしていじめをなくす。

◯はんざいなどを無くす。

◯きまりをまもる。

◯あいさつをする。

◯じこのないようにしん号を守る。

◯ともだちとあそぶ時間

◯本をよむじかん

ウ．年齢不明
(ｱ) 性別不明
◯事件をおこさないでほしい そのためには、市民一体となってパトロールや市民のおとなの人は、もっとそとにでて子どもたちを見てほしい

⑵『中学２年調査』
ア．１２歳

(ｱ) 男性
◎一人一人協力し、イジメなどのないよりよい学校。

◎ふくそうはちゃんとしてほしい。

◎うるさくするなどのけじめをもっとつけてほしい。

イ．１３歳

(ｱ) 女性
◎いじめの問題などをもっと真剣に考えるべきだと思う

◎家親だからと言って何から何まで決めるのはやめてほしい。決める権利くらいあるはずだ！

◎学１年早く生まれてきたらかって、全部押し付けたりちょっとの失敗で悪口を言うのはダメだと思う。自分も始めは後輩だったのだから、気持ちを考えてほしい。

◎学やたらとグループを作るのはやめてほしい。とても入りずらいグループもある。

◎遊園地ほしい

◎大人が子供のなりたいものなどを応えんして、支えていく。

◎「みんなは１人のために、１人はみんなのために」が大事だと思います。

◎ふれ合いを増やして仲良くなりたい(小さな子)

◎自由な時間をふやす

◎勉強にしばられないない

◎先輩や後輩ともあそんだり出来るようにしてほしい。

◎児童館だと小学生とか小さい子がたくさんいて 入りにくいので中学生のための場所みたいなのを つくってほしい。道路とかでたまっててもだめだし…。

◎とにかく、親にしばられたくない。

◎人の気持ちを考えることが必要だと思う

◎自然を増やす。

◎大人・子供関係なく皆でしっかり やってければ良いと思う。

◎為に生きる

◎教室にも監視カメラがあったらあんなことされなかったになと思います…。

◎いじめする人とかを…もっとちゃんと怒って欲しいです…。

◎どうしていじめやいやがらせをされた方が学校を休んだりしなくちゃいけないのかなと思うからです。

◎大人が変にでしゃばらないでほしい。

◎子供を守るためとか言いながら、規則を作りすぎて、子供が不自由になってると思うから、もっとゆるい規則にしてほしい。

◎先生に同じくらいものが言えるように、大人と同じうように扱ってほしい。

◎何だかよくわからないけど、市会議員か何かが沢山金をもらうぐらいなら、学校を改装したりするお金にして下さい。

◎給食もほしい。

◎こんなことを言ってもムダだと思う。

◎お互いに おもい合ったらいいと思う。

◎子どもに自由をほしい！！

◎不良を撲滅。

◎先輩を殺す(笑)

◎ディベートをたくさんするべきだと思う。

◎学校について． ・東京にはじめて引っこして来た時、まずはじめに思ったことは、うるさすぎる。授業にならないくらいのうるささで がんばってや

ろうとしている人達にとっては良い迷惑なので 担任の先生に席替えの席を決めてもらって、うるさい人を 一ばん前にしてもらいたい。

◎地域について． 外灯が少ないと思う。 もっと増やした方が色々な事件がへると思う。

◎親が死んでくれればいい。(大人)

◎みんな、一生懸命仲良く暮らす！
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◎思いやり。

◎子供が自由に大人へ声を出せること。

◎娘の好きな人に文句ゆーな。 ２次元でいーじゃない。

◎フリーダム プリーズです。

◎あと別に生きていくのに必要ない勉強とかしなくていーのでは。(数学図工とか理・社etc)

◎だから小子化が進むんですけどね…。

◎人の事を考えられる人になり、地域をより良くするために

◎ボランティア活動など、積極的に参加する

◎大人がもっと大人らしい行動をしていただきたい！！(バカなことをしない)(さつじんなど)

◎人は人と 自分は自分

◎いじめをなくすためみんなに手紙などで呼びかけてほしい

◎みんなで協力して、みんなの意見をとり入れていく。

◎明るく 楽しく 元気よく

◎子供の遊べる所(公園や施設)を増やしてほしいです。遊ぶ所が全然ない！！

◎学習室などがたくさんほしい。

◎気軽に相談したい(相談センターなどに電話、メールしにくい)

◎子供の事をもう少し考えて西東京市で良かった、とか思えて、安心安全、生き生きとできるようにしてほしい。(部活などで帰りがおそくなった時など

帰る時 暗くて怖いから、夜まわりや暗い所などに電気をちゃんと点けてほしい。)

◎イジメなどがあるか、ないか、きちんとアンケートを定期的にやってほしい！！(って言うか、やった方がいいと思いました。)

◎公園

◎自分のことをオープンに言える友達がいっぱいいるので、そういう大切な友達が必要だと思います。

◎彼氏トカ彼女トカができたら、変わるとおもいますョお♡！

◎うちの学校の先生で、すぐにたたくのを、やめてほしい。

◎すぐにたたく先生は、自分から話しはじめて、うちらが話しはじめると、注意してくるから、うざいです。

◎けじめをつけること。

◎自分らしく生きること。

◎自分の道は最終的に自分で決める。

◎家での親のけんかがひどく、早く死にたいと思ったので、けんかをなくしてほしいと思った。

◎あと、先生がセクハラをしてくるので、やめてほしい。

◎いじめをなくす。

◎今以上に人をおもいやる。

◎大人は大人で手本になるようにする。

◎みんながドラえもんになる。 ドラえもんのようにだれにでもやさしく、時には厳しく、協力してくれる人になる。

◎西東京市のスローガンを毎年かんがえるとイイとおもう。←そうすると、それに向かってがんばっていこー！みたいな！ 今年は、「ぼくドラえもん」

がいいと思う。

◎どんな人でも親切にしていく。

◎子供の事なのになんでもかんでも大人が口出しするのはやめてほしい。

◎子供についての約束やきまりは大人の意見も必要だけど それを実際にやる子供の意見も取り入れた方がいいと思う。

◎でも、あんまり子供の事を考えすぎるのもよくないと思う。いつもは自分の事は自分でやらせるけど 何か変化があったり、おかしなと思ったら、優し

くアドバイスしてほしい。

◎学校でのルールや規則について守っていない人がいました。

◎だけど今は、最近校規を守っている人が少しずつ増えてきています。

◎だから、私達と、先生が言うだけじゃなくて地域の人達も協力してくれたから守ってくれる人が増えたんだと思います。だから、協力というものは た

だやるだけじゃなくて、きちんと最後まで協力することは大事だということが分かりました。

◎金を使わなくてもいい遊園地のような遊び場を作ってほしい。

◎けやき小を新しくするために金を使いすぎだと思う。

◎はんざいから子供を守ること。

◎先生たちに ちゃんとしてほしいです。

◎お互いに心がけて、優しくすれば良いと思うし、自分の言いたいことを言った方が良いと思う。

◎あいさつのたえない町

◎大きい(ショッピング)モールがいると思う。

◎もう少し家にいる時間と友達とあそぶ時間がほしい。

◎人と人とのつながりが必要だと思う。

◎子どもが自由にくらせるためうに…。

◎One for All All for One 安心して暮らすには、みんなの協力が必要

◎基本的に、大人は話を聞いてくれないので、真剣に聞いてほしいです。

◎大人がちゃんとしないとダメだと思う。

◎自分でできることは自分でするから、そんなに気を使わないでほしい。

◎①学校の先生や親などがわかってるふりではなく、しんけんに子供の話しを聞いて相談にのり、１人１人をもっと ちゃんと みたほうがいい。

◎②大人だからって 子どもをつかったりばかにしないほうがいい。

◎③人の気持ちも、わかっていないのに くびをつっこんだり、しないほうがいい。

◎④子供の事ちゃんと 考えてほしい。
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◎自分の意見をしっかりと持つこと。そしてそれを積極的に表現すること。

◎１人１人が物や、人を大切にしてほしい。

◎人によって態度を変えないでほしい。

◎平等にしてほしい。

◎まじめに話を聞いてほしい。

◎もう１人でもキズつけないで。

◎キズついている人がいるのにどうして気付かないか？ おかしいと思う。

◎子どもにもうすこしかんしんを持って下さい。

◎大人はやりたいことをやりすぎ。お金つかいすぎ。

◎子どものコト考えて下さい。

◎☆産んだなら、責任を持って育ててください。お願いします。

◎世の中はめちゃくちゃすぎる。 自分勝手な大人がでてくるから、子どもが傷つく。

◎現実から逃げてる(現実逃避)。

◎大人なおかしくなれば 子もおかしくなる。

◎私が思うに、タバコのすいすぎとか、大人になりきっていない なか身が子供の大人が多すぎると思う。だから、たくさんの事件がおこるし、ダメな事が多すぎる。

◎それぞれの自由をそんちょうし、でもルールもちゃんとつくるのが一番だと思う。

◎多分このままじゃ地球の下身も中身もこわれていくと思う。

◎まず、こどもがいきいきしていくにはみんなで仲よく たのしい 環境をつくっていくの がいいと思う。だから ぎゃく体されてる子とかは もしかしたら電

話だってできない人もいるかもしれないし、周りが支えて いけるのがいいと思う。１人１人幸せのけんりはあるんだから、苦しい子がいるのはおかしいと思う。

◎だから こそ 私は中身も大人な人になりたいです。

◎安全でたのしく生きていけるようないじめなんて言葉のない様にたくさんのこと、いじめのこわさをちゃんとおしえてあげるとか、子供の教育をちゃん

とできる先生とかが必要だと思いました。

◎１人１人が心を広くもち、自分勝手でなくなって、信らいできる友達を持てるようになることが必要だと思います。

◎不登校の子のための学校などを使ったら、不登校の子も勉強できるし、友達もできると思う。

◎例えばもっと 地域で かんたんにふれあえるきっかけ、イベントを増やして、人との交流の輪を広げて、もし 何かこまったことなどあればすぐに

いろんな人に相談したり話ができるようになったらいいと思います。

◎親だけではなく、他の大人も、子供のいじめや人権に真剣にかかわる。

◎親が子供の個人的なことに口出しするのもダメな親だと思う。自立できなくなるし。そうゆうのに気付かないバカな親が多いのも、同じ人としてどーかと思う。

◎信頼できる親・友達・兄弟・先生がいたら、人生は大きく変わると思う。

◎(昔の私→)いろんなことが心配…話せる友だちも親も急しいし…得意なこともない…勉強もイマイチ…スポーツも…毎日がいやになる…けれど…→けれど、今

の私はこうなりました！

①いろんなことが心配・話す人がいない→まずは友だちや親以外で話せる人を探すこと！(学校の先生や地域の人達にもたよっていいんだよ)

②得意なことなし。勉強もイマイチ。スポーツも…毎日がいやになる。

→得意なことは人に必ずあるはず！！ もしなくてもがっかりしないで努力して探すこと！！ 好きなことを得意としてがんばってもいいんだよ。どんなこと

にも努力が必要なのだ！！ 自分自身が行動しないと！！ 一日を作るのはあなた！ 何もしなければ始まらない！ この翼が大きくなればなるほど私は強くな

れた！！ 西東京市はあなたの強い『みかた』です！！

◎みんなが優しく、ふれあえるような事。

◎先生のちがいによって、校則いはん［→不要物もちこみ］をした際のたいしょをそろえてほしい。

◎大人が勝手に決めたことを、ムリヤリ子どもにおしつけず、子どもの意見も聞きながら、色々と決めたほうがいい。

◎けれど ワガママな意見もあるから、最終的には大人が決めたほうがいい。

◎聞いてあげよう 人の気持ち 心がバラバラに こわれちゃう前に

◎全員が悪い心にまどわされないこと。

◎相手のことを、もっと考えること。

◎親や先生などに、従順になること。

◎国やお金になど、間違った愛をもたないこと。

◎○歩きタバコ ○ポイ捨て ○ヘビースモーカー やめてほしい 禁煙 タバコはやめろ！！

◎もっと大人が子どもの話を聞いてほしい。

◎家族のことは、親だけでなく、子どもも一緒に話し合ってほしい。

◎親に対しての不安、悩みをかかえている人に向けて 対応してほしい。

◎真剣に自分の立場にもなってみて 考えてほしい。

◎親や一番上だから できるでしょ？ じゃなくて、一番上(姉)でもないのに 言わないでほしい。

◎私の親は一人っ子と末っ子です。

◎一番上の私の気持ちを理解してくれず、私は私自身、親に何を求めているのか、あいまいで…。

◎忙しいのは分かってる。けど、下やまん中もそうだけど 私も見てほしい。

◎人の立場に立って考えてほしいです。

◎人の気持ちをちゃんと理解しようとする気持ちを持ってほしい。

◎友達の事を悪く言わないで。してほしくなかったことをきちんと本人に言ってあげてほしいです。

◎危険なおとながいなくなるようにしてほしい。

◎小さいころはいいけど、大きくなってきたら、あまりいろいろ自分でやっているときに言わないでほしい。

◎仲間はずれやいじめ、かげ口をしないでほしい。

◎学校でのいじめなどは自分とは無縁だけど、先生たちもそれを無視したり めんどうくさがらないでちゃんと考えてほしい。また、頭ごなしにおこるの

はやめてほしい。
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◎親にたたかれたり、なぐられたりしたときに、すぐに、逃げれる場所

◎ファッションのお店(アクセサリーなども)があったらいいなと思う。

◎夜、「ふれあいの小道」がけっこう暗いので、もう少し明るくしてほしい。

◎向台公園も夜、まっ暗だから、街灯をつけたらいいと思う。

◎スポーツセンター、総合体育館など、もっとスポーツをやりやすい環境にしてほしい。 例えば、バドミントンしかできない。とか、バスケしかできな

いとか。 他のスポーツも、もっとできるようにしてほしい。

◎家に管理者などがどろぼうあるいは無断で侵入して物をさわることなどがない社会になってほしい。そうすれば子供だっていつ管理者がどろぼうするのかなとおびえ

てしまって外に行かなくなることはないと思う。最近の子供が外遊びをしないのはゲームが 売れているからというだけでなはなくて家の管理者がどろぼうするからだ。

◎自分のいけんを自信をもって言える自由は環境

◎親があれこれ言っては、いけないと思う。

◎ここは、お母さんお父さんにはいってきてほしくない！って所ははいって来ないで欲しい。

◎もっと 子どものことを大切に考えてほしい。

◎みっともない親にはなってほしくない。

◎友達みたいな親が良い。

◎いじめを完全になくしてほしい。そのためにもっとちゃんと気をくばるべきだと思います。 いじめ０(ゼロ)にしてほしいです！！

◎そして、だれもが仲良くできるような市にして下さい。

◎プラス思考

◎西東京市では道にタバコの吸殻が捨ててあったりするのでマナーをみんなで守るのが大切だと思う。

◎すなおになる。

◎いつでも電話やメールをしてもいい相談所をつくる。

電話は話してて、辛くなったらいきなり切ってもよいとしてくれると気軽に相談しやすい。

愚痴も聞いてくれるとうれしいデス。お年寄りの方ともできればお話ししたいです。温かい心で話してくれるとうれしいです。

温かい心で 話してくれるとうれしいです。

◎自分らしく暮らして、つらいことがあったらすぐにまわりの人に相談する。

◎どうしても通学路が暗くて怖いので、もっと街灯をつけてほしい。

◎明保中にもせめてクーラーはつけてほしい。

◎西東京市も給食にしてほしい。

◎休み

◎みんなと〝協力〟して 親や友達などと一緒になんでも考えることが 必要だと思います。

◎大人が、もっと子供を見て、一緒に話したり、コミュニケーションを作ったりする時間が必要だと思います。

(ｲ)男性
◎市役所をもっと長く(営業時間)してほしいと思った

◎平和でくらす。

◎友達とか人とかの接し方を小さい時から教えること。

◎ゴミひろい。

◎暗い道に電気をおいてほしい

◎別にない 人は人 自分は自分で 自分で決めていけばいいと思う。

◎みんなが仲良く生活すること

◎学校の先生が逆に生徒に相談する時間を作ればいいと思う。

◎もっと自由な時間を増やしたり、自由にのびのびできる所をつくったほうがいいと思います。

◎地域などがゴミがひとつもない町がいいと思う

◎木を増やす

◎交番を増やす

◎規則を守り、よい大人を見本にして生活する。

◎子供は子供、大人は大人で別々にくらす

◎他人の気持ちを考えること

◎自然をこわさない

◎虫をころさない

◎マナーを守る！！

◎自分の趣味などがあう人がたくさんいること

◎自然を増やしてほしい

◎学校の勉強をなくしてほしい

◎のびのびといろいろなことをしたい

◎受験などで子どもをしめつけないでほしい

◎自分の能力を上げれる場所をつくってほしい

◎面倒くさいことはしたくない

◎バターを作ってください

◎税金を減らしてください。

◎自分の考えを、しっかり持って生活する

◎どうせ理想でしかないので書いても無駄

◎野球大会やドッヂボール大会など大会をやってほしい。
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◎歩きタバコをやめてほしい

◎大人が小どもに勉強とか押しつけないで子どもに決めさせればいい

◎①テニス(ソフトテニス)のコートを増やして

◎市民が一緒に使える(有料の予約式)体育館を作ってほしい。

◎バカみたいに家ばっかり立てないで西東京市から自然を増やして西東京市は自然環境作りが出来るんだ！！！というところを見せましょう！！！

◎いい友達を持つこと

◎犯罪が多すぎる。犯罪者を育てないために、教育を変えたり、親のしつけを変える。(モンスターペアレンツ)をどうにかする。

◎ルールを守る。

◎子供しか入れない、子供専用の集会所。

◎助け合い

◎公園を増やしてほしい。

◎はんざいをなくすために、みんな(おとな)が子どもを守ってほしい。

◎おもいやり

□特にありませんが、少し疑問があります。なぜこのようなアンケートを採るのか分かりません。こんなことをやって何の意味があるのでしょう？ 実際

これで解決したことがありますか？ 市役所の人が勤務中にマッサージ機やテレビを見ているようでは、良い町になるはずがありません。こういうことを

改善することからまずは始めてください。

◎それに、子供の学力が低下している今、こんなことをやってる場合ですか？ もっと先のことを考え、住民のことも考え、西東京市を住みやすい良い町

にしてください。あくまでも市役所の人(あなたたち)は僕達が払っている税金などで給料をもらっているのです。無駄に使わないでください！

◎「おもいやり」をみんなが心がけける。

◎子供も大人もマナーを守ってほしい

◎自分勝手な行動を取らない

◎公共物を大切にする

◎人を傷つけたりしない

◎子どもの意見もちゃんと考えてとり入れるようにする。

◎積極的な子には、協力してもらい、非協力的な人に無理に協力してもらわない。

◎相談センターをもっとアピールする。

◎自由に生きる。

◎親や友達とかのお金を取らないように。

◎市から、現金でわなく、子どもしかつかえないお金をあげてほしい

◎ちゃんと、自転車にのるのに、年れいせいげん。を出してほしい

◎絶対の自由と平和の共存

◎学校の枠をこえて、いろいろな人と触れ合う時間が欲しい。

◎もっと部活の数を増やして、たくさんの人が満足できるようにしてほしい。

◎バスケができる場所を増やしてほしい。

◎カメラなど、ボウハン システムを 強化してください。

◎いじめとか「いけない」と言ってるけど、結局やってる人はいるんだろうからこのアンケートをじゃんじゃんやってあげてほしい。

□このアンケートはすごいと思う。

◎自分の思っていることをためないこと

◎学校の、先生で１人２人が、うざったいです。

◎２年の担任、数学担当の、Ａ先生がとてもさいあくです。きょうしとしてさいていです。ぼーりょくをします。

◎野球ができる所を増やしてほしい(公園など)

◎授業でもっと楽しくしてほしい もっと分かりやすくしてほしい

◎ぼうりょくをしない。

◎自然公園など自然とふれあう所を作ってほしい

◎もっと自由にしてほしい

◎話し合いながら皆で決める。

◎ゴミの分別やかんきょう問題についてとりくんでほしい

◎もっと臨視員を増やしてほしい。

◎たばこを、減らしてほしい

◎学校の予算を増やしてほしい。

◎もっと遊ぶ所を増やしてほしい(例、ボーリング場など)

◎青梅街道や所ざわ街道など大きい道路があるからもっともっと緑をふやしてほしい。

◎小学校や中学校でも自転車通学有にしてほしい これは、木当にお願いします。

◎学校にいる不良をなくしてほしい。

◎いじめっ子をなくしてほしい。

◎心のキャッチボール

◎タバコのポイ捨て

◎大人との交流を大切にする

◎ポイ捨て禁止

◎公園などを増やしてほしい

◎学校内のクーラーの設置

◎町をきれいにしてほしい



- 165 -

◎なんでもかんでも公共物などにせいげんをつけて自由をなくさないでほしい。

◎一人一人自立して親やおとなにたよらず生活すればいいと思う。

◎子供に自由を与える。

◎親なども社会のルールを守ったほうがいいと思う。

◎自分の事をちゃんと見てほしい。

◎個人の気持ちを重んじてほしい。

◎生きるのは市内の金を 金を増やす。

◎明るい未来を自分達の手で！

◎あいさつをしあう。

◎子どももそうだけれど、おとなもおとならしくしっかりルールを守って、手本を示すようにいてほしい。

◎子供は子供、大人は大人と きっちり分けて決めたい。

◎市議会議員、市長、教育長等の給料を増額しないでほしい。

◎eco活動を年に２～３回やってほしい。

◎問題のない平和な町、市内の人々全員のことを知っていくことも必要だと思う。

◎皆の心と心 支え合って生きていこう！

◎世界平和with地球温暖化

◎タバコの吸殻が落ちていなくて、安心できるようにする。

◎生きがいを見つける

◎通学路を安全に行けるようにしたらいいと思う。

◎気合い

◎やさしさ

◎自分の意見がはっきりと言え、その意見が上下関係に関係なしに、対等な地位で投論できること。

◎小さな公園にもちゃんと時計をつければ子供が自主的に「時間だから帰らなきゃ。」と思ってくれると思う。また、一時半ほどに小学校などのスピーカーから

なる「小学生の帰宅放送」は、中学校で勉強してたり、テストの時だったりすると 集中できず、それに その放送は 逆に 不審者に 子供の 帰る時間を教

えてしまうと思うので、小学生の親 に郵便で「毎日○時から小学生が帰宅します。お子さんの安全のためにもご協力ください。」などと おくり、そうやって

見てもらうほうがいいと思う。 とにかく、いつも西東京の人々の安全のために ありがとうございます。これからも、がんばってください。

◎全然考えが思いつかず、案はありませんが、地域や学校で、少しずつでも「イベント」などを増やしていければよい、と思いました。

◎おたがい仲良く、信らいして生きていく。

◎自分の事は自分できめる。

◎西東京市南町付近や向台町付近に、子どもが遊べるしせつをもっと作ってほしい。(例：体育館、大きいパーク、大きい公園) 最近、元もとある公園に

あきてきたという。

◎僕は、中学２年のコンピュータ部に所属しているのですが、今のコンピューターのソフトでは、「ワード」や「エクセル」、「インターネット」ぐらしかできず、

市の役人の方にとっては、それだけで充分だと思われても、そういうわけにはいかないのです。「一太郎」などのソフトすら入って いないので、コンピュータ

ーで何かをつくるにも、せいぜい何かのレポートか、グラフぐらいしか作れません。もっと技術を学べるソフトを少しでも多く増やしていただきたいです。

◎また、僕は、他にも思うことがあります。それは、なぜ、東京23区などには、エアコン設備や、給食が整っているのに対し、我が西東京市には、それが

ないのか。(給食は一部) その上、ゴミ袋にお金もかかり、上文で記述したように、学校設備もままならないとはどういうことか。予算がそれほど少なく

なってしまった理由の根幹を明確にした上で、今後の対策について検討してほしい。

◎西東京市がこんな状況であるにも関わらず、この市は、11階建てマンションなどの建設を予定している。スーパー、病院などは市民にとって必要不可欠

であり、建設するのは、良いと思うのですが、マンションは、市民にとって、マイナスと感じる人の方が多いとも感じます。

◎市の方も、とても大変であると思いますが、西東京市のマイナスな点を これから改良していっていただければ、と思います。

◎大人が子供と一緒に考え、子供が生き生きと暮らせるように子供の立場になって考える事が必要だと思う。

◎友達と遊ぶ

◎無料マッサージセンターを作って 人々の体をいやしてほしいです

◎幼いうちに、親が子に愛情を注ぎ込む。

◎笑顔であいさつ。地域のわを広げる。

(ｳ) 性別不明
◎他人との壁は作らない。誤解されて本当の自分(自分の性格)が他の人に分かってもらえない。

◎みんなが一人一人が助け合いながら協力すること。

ウ．１４歳
(ｱ) 女性
◎何事もみんなで話し合えるようにすれば、いきいきと生活できると思う。

◎子どもの意見も まともにきいてほしい。

◎いじめをしない

◎自分のことは、自分で決められるから決めさせてほしい。

◎一方的に押し付けるのではなく、子どもの意見もそんちょうするべきだ。

◎きょうだいとくらべるのではなく、平等に見るべきだ！

◎○○をしろ！と言って 子どもをしめつけるのは、どうかと思う。

◎子どもだって自分のことは自分できめられる。
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◎もっと自由にしてほしい

◎親などがぜんぶ決めるのではなくて、子供の意見も聞いて決めてほしい。

◎もっといっぱい木を植えてほしいです。

◎あと、木を切らないでください。

◎マンションを建てすぎだと感じました。私の遊べるような、場所が少ない。でも、ゲームセンターなどそういうものがほしいのではなく、木が一杯あって、緑の多

いのんびりできる空間が欲しいです。よろしくお願いします。 夢は何年か前のように、どこを歩いても木かげのあるすずしい、きもちい空間ができることです！！

◎学校などで無駄にルールなどを作るから「自分らしく生き生き」としたくらしなどが出来にくいのが近頃の現状。

◎家でも親がうるさく言うので、今の私達は居場所が少なくなっています。

□ここに色々書いてもどうにもならないと思うのであまり書きませんが、自分的にはこのようなアンケートをあまりとらないで欲しいです。

◎いろんな事を何でも言い合える場がほしい。

◎西東京市No.1

◎自由

◎協力しあえばいいと思う。

◎コミュニケーション…ちょっとしたものでも。

◎不登校の人を助けてあげる

◎おとなや親だけで決めないで、子供の意見を取り入れた上できまりごとを決めてほしい。

◎はっきり言って自分の母親は私がまじめな相談をしても笑っていて、本当に聞いているか分からなくて、すごく 心が傷きます。

◎家族や友達がいるから、毎日が楽しい！！

◎仲を深めるためにたくさん行事やお祭りをひらくとよいとおもいます。

◎住宅街の通学路を車がスピードを出して走ってくるので 安心して歩けない！！

◎部活の帰りなど帰りが遅くなった時感じるが、電灯が少ない！！(こわい！！)

◎やりたいことは自分で決めたらいいと思う。

◎すごくいい町なので あまり感じない。

◎学校でやる、内科検診等を徹底してもらいたい。

◎先生達に生徒の気持ちをもっと理解してもらいたい。

◎学校のトイレをキレイにしてもらいたい。

◎地域の人が安心してくらせるのがいいと思う。

◎ボールとかをつかってあそべる場所がほしい。(バスケットボール、サッカー、野球)

◎じゅくとかで帰りがおそいとき、道がくらくて不安。

◎カラスが出るじき、おそわれるのがこわい。

◎明るい地域になるといいと思います。

◎もっと自分自身と向き合うこと。

◎本当に信らいできる友達を持つこと。

◎家と学校では、素の自分でいられるように、学校の休み時間で起きた悪いことは先生がちゃんと知っていてほしいです。

◎校則など学校のルールをかたくしすぎないでほしいです。

◎しっかり１人１人の事をよく知ってあげれば、安心して生き生きとくらしていけると思います。

◎今の大人が、私たち子どものいい手本になることが一番必要だと思います。

今は、大人が人を殺してしまったりしていてそれを見た子どもが自分のきらいな子を殺してしまったり、傷つけてしまってそういう子どもが増えてます。

それは、大人がちゃんと私たちの手本になっていないからそういう事を子どももマネをしてしまい事件が多くなってしまってるんだと思います。

大人がそういう事をやめていけば、時間はかかるかもしれないけど事件はなくなってくると思います。

なので、大人が私達の手本になってくれれば安心して生き生きと暮らすことができるんじゃないかなあ？と思いました。

◎はんざいなどをあまりおきないでほしい。

◎もっと緑を大切にしてほしい。都市開発をしてほしい。

◎暗いところにもっと、外灯をつけてほしい。

◎夜 バイクなどの音がうるさい。

◎みんなが、みんなに対してもっと優しくなって、

◎小さなことを許し合い、認め合い、醜い感情を持って人を見ることをやめれば、きっと、もっと個性を出せて、世界が素敵になると思います。

(ｲ) 男性
◎いろんな場所に防犯カメラを設置してほしい。

◎街灯を増やし、電気切れ(玉切れ)が無いようにしてほしい。

◎ボイ捨て無し。

◎大人たちが見本を見せること。

◎子供たちと対等な関係を築くこと→大人の意見でなく、子供の立場からも見ても、考えて欲しい。

◎表だけでなく、その背後にある自実を見つけてほしい

◎給食にしてくれ

◎もっと自由がほしい

◎信らいしあえた昔の日本にもどってほしい。

◎西東京市になぜ花火ができる所ろがないの？

◎わるい事をなくす。

◎心を強くする！

◎木々や草花、森林をたくさん 増やしてほしい
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(ｳ) 性別不明
◎学校は友達と友々に すごせる場で楽しく 家よりの楽しく過ごせるから学校です

エ．１５歳

(ｱ) 女性
◎子どもの話を聞けーっ

オ．１８歳

(ｱ) 男性
◎もんげんを決めない。

カ．年齢不明
(ｱ) 男性
知らない。でも授業でも自分らしく受けたい。先生はうるさい。I don't know, Sorry

(ｲ) 性別不明
のびのびと生きる

⑶『16・17歳調査』

ア．１５歳
(ｱ) 女性
●本当にこの意見を繁栄させてくれるか不安です。西東京市だけではなくて本当はもっと、この意見を大事にして欲しいです。こんな世の中になってしま

って本当に行き先不安でいつ命を絶つ決断をしてしまうか自分でも不安。

●ネットや個人情報の利用がもっと良い事や生活に役立つために使われて欲しい。まだまだ大人の知らないネット事情が多数繁乱していてはっきり言って良くな

い世の中です。知らないサイトに少しでもうらみをかうと大変なので本気で人と当たってぶつかって交流することの出来ない時代なんて悲しいですね。

●人は人で、もっと昔のように近所づき合いはあっても一人一人が自分をしっかり持って人にこびずに楽しく長生きを夢みて目先より今を楽しむ時代が戻

ってきて欲しいと思います。

●電車の中で人のスタイルや顔、寝顔を勝手にケータイやデジカメ、しまいにはビデオで撮っている人、掲示板に載せている人を沢山見てきました。子供

や女性だけではなく、男性会社員もターゲットになっているのでおどろきです。

●大正や昭和に生まれられなかったことに○○です。市の方々、もっと良い世の中、子供が伸びのびすごせて、図書館で自宅から持参した教材なども気が

ねなく学習できる所があっても良いと思います。

イ．１６歳
(ｱ) 女性
●自分は自分！！

●自分は世界に１人だけだから、自分という個性を生かそう

●他人なんて怖くない！

●緑をいっぱいにする。

●大人が子供の安全を見守る。

●大人には、最低限の常識やマナーを守ってほしい。

●周りの子供は、思ったよりも大人のことを見ているはずです。

●夜、部活などで遅くなっても安全に帰れる道。

●小さい子たちも安全に遊べる公園を増やすこと。

●地域の皆で、公園のそうじなど、ボランティア的なものをやる、っていうかやりたい(笑)

●夜に２～３人でパトロールをする。

●近所の方にはあいさつする。

●信号無視しない！

●他人の気持ちを考える。

●何かを決めるとき、３年後の自分を想像する。

●ポイ捨てしない。

●道でタバコは吸わない。

●自分は、他人と違っていいんだ、と気付く。

●何かするとき、それが誰のためになるか考える！などなど…。［(＊・△・＊)］
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●もっと、みんなで遊べるような広い公園(ボールなどを投げてもよい)や、図書館に勉強スペースが欲しいと思う

●買い物したりする所が少ない。

●西東京市だけ、中３まで医療費がただでないのはひどいと思う。

●”子育て支援”とか言っといて、医療費が収入別とか意味不明。

●近所は女子校なので、近くの方で生徒が家から携帯で写真をとられたりしていることがとても多いです。だからこのごろは隠れてそういうことをするこ

とが多い人がいるのでまず携帯写真を写すやつを何とかしてほしい。

●学校などでは校則を守れと言うのに大人が社会のルールを守れていない。＝説得力がない。 例)歩きたばこの禁止なのにたばこを吸いながら歩いている。

●大人が子供のことを気にかけて、子供も大人をたよって、協力し合えたら良いと思う。

●老人ホームとか高齢者の施設じゃなくて、若い世代のためのものも作ってほしい。 例えば、マック等のファーストフード店がないのは柳沢ぐらいしか

ないので…あとゲーセンとかカラオケとかあると活気がついていいと思います！！

●人に迷惑をかけないこと。

●細い道も街灯をたくさんつける。

●もっと大人と子供の関わる行事やとりくみがいっぱいあることが必要だと思います。

●子供が遊べる公園→苦情とか言われない！！

●ショッピングできる場所

●ゆっくり休めるカフェ→だけど、お店とかぢゃなくて公民館みたいな？

●昔のようなお祭りらしいお祭りがしたい…

●田無じゃなくて、保谷でも。保谷愛しているので。

●なつかしい面子ともあえるし毎年ワクワクしてたのに。

●あと、個人的な勝手な意見ですが 「私たち小学生が下校します～」という放送…あれ、うるさい上に小学生どくとくの棒よみ感が神経にさわる…は言いすぎです

が、かなり気にかかります。それに、普通の人々は言われなくても(市民なら)この時間に小学生が下校するのは知っているだろうし 危ない目にあったら助ける気は

あると思います。そういう気がない人は放送したって無いままでしょうから意味ないし、変態とか殺人鬼(？)があの放送をきいたら逆に「あっガキが帰宅すんだ。や

っちまおうかな」とか思うかも…。そこまでじゃなくても、子供ギライの人があの放送をきいたらイライラして更に嫌いになりそうですよ。何の得にもならない上に

むしろ犯罪者をよびこみしているのでは？しかもうるさい。ということで、私なら、あんな放送ながしません…。子供は好きですが、そんな私でもちょっとイラっと

してしまうので書かせていただきました。(最近、放送のある時間に帰宅していないので、もしもうやめたりしたらごめんなさい。)おそまつさまでしたー。

●キマリ事、社会のルールを守れない人をもっとしっかり罰してほしい。

●そして、努力している人が報われる世の中にしてほしい。

●わたしは、高校２年生です。一番頑張っていることは、部活動です。その部活動では、校則も、社会ルールも、きっちり守って、私生活と、部活動のき

っちりなところを、イコールにさせることに対して、とても力を入れています。そして、部員のメンバーは、それを守ることができています。だからこそ

わかることだと思うことなのですが、大人が社会のルールをきっちり守っていないのに、子供にいろいろ注意することは、おかしいと思います。電車やバ

スの中の優先席で携帯を使ったり、ゴミのポイ捨てを普通にしたり…など、他にもたくさんありますが、本当にひどいと思います。そんな大人にならない

ためにも、規則や決まり事をちゃんと守るということを、子供には徹底したらどうかなと思います。でも、わたしは規則を守ったりすることは、いつもし

ていることなので、慣れていますが、そうでない人達に、「ちゃんと守る」ということは、なかなか難しいことなんだろうな、とも思います。ルールを守

らせるために、どういう言葉かけをしていけばいいのか、ということを大人がいろいろと考えて子供に注意をしてあげていけば、子供は意外とルールを守

る、ということをちゃんとするはずだと思います。長々とすいません。。。何かの役に立てられたら嬉しいです。

●がいとうをふやしたら夜道が安心かもしれない。

●映画館をつくってほしい

●ニート、フリーターをへらすといいと思う

●ピーポーくんの家、店をふやす！！

●地震が(災害)がおきた時に何処に避難すればいいのかわからない。

●芸能人が来ない

●信号がない横断歩道に信号をつける

●新青梅街道のみちの自転車がコワイ、マナーが悪いのでどうにかしてほしい

●中学の時にどうろを走ってる車にわるぐちをゆわれた…ザンネン

●きんじょのバイクの音がうるさい(12:55ごろ)

●カラスがこわい

●パンダがかわいい

●人に頼らず自分で進むこと。

●変な人がいない安全で明るい街にする。

●保谷駅、柳沢駅のまわりの交通の便←道路がせまくて危ない。

●中学校に給食をつけてほしい。食事のバランスが弁当だとどうしても偏る。

●中学校の制服を変える。西東京市のははっきり言ってよくない。

●校長先生であまりよくない人が多い。

●泉小の近くに児童館がない。(ひばりは遠い)

●もっともっと西東京を有名にしてほしい。高校の人はほとんど知らなかったし「田舎！！」としか思われてなくて悲しいのです。

●みんなで協力しあう。

□それと、アンケートの欄に「興味がない」という欄も必要ななんじゃないかと思った。

●「心配」とか「危険」とか言うなら徹底的に守ってみなよって思う。

●学校の先生(女)に「電車とかでちかんに遭ったら、それはすごく可哀相だけど、駅員に言ったりすると、時間がかかって大変だし遅刻しても免除になれ

ないから、がまんしなさい。」って言われました。だから私は毎日がまんしています。こんなことを言う大人がいていいんですか？教師なのに。

●市の行事、地域の行事をもっと増やす。

●学校が参加できる(夏休みなどに)ボランティアを増やす。
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●一方的に決めつけたりせず、その子の年齢を考えて、その子が何を考えていてどうしたいのかを聞いたほうがいいと思います。あと、モンスターペアレ

ンツが最近多くなっていますが、そういう方のお子様は、自分の意見が、通って正しいものだと勘違いしているので、いくら私達のような年齢が上のせん

ぱいが頼みごとや、やってほしいことがあって頼んだ後、そこを離れて、数分後、様子を見にくると、自由に自分のやりたいようにやっているで、そうい

う所を、改善するべきだと、私達は思っています。

●そういう子どものことは、私達がやるべきだとは思いますが、根本的な原因は私達だけではどうしようもないので、根本的原因の方を改善することを御願い致します。

●自分は周りから必要とされているんだと自覚することが必要だと思います。また、自分のアイデンティティーをしっかり持つことが必要だと思います。

●西東京市を中心に頑張っているインディーズ(アーティスト)の人達で「音楽祭」みたいなのを開き、地域の人やアーティストの人達との交流の場を作っ

たらいいと思います。

●家庭や学校、地域がもっと市と協力をするべきだと思います。

●市民の声をもっと真剣に聞くべきだと思います。

●市民が住み良く、互いの意見を尊重し合える市になれることを願います。

●もっとお互いに協力し合える地域にできたらなぁーと思う。

●♡あとは、みんな仲良し♡

●明るく・元気にー♡

●公園をもっともっと増す。

●マンションだけじゃなくて、森とか、木とかいっぱい増やす。(自然！)←ストレス、イライラふっとぶ！！

●自由に使える場所があったらいい。(なにかのイベントとかでつかえるように)

●おとしよりのため、子どものために歩道をつくる。(ひろい)

●かいほう感のある広場。

●はなバスもっといっぱい走ってほしい。

●西東京民、最高！ 地元は神！ ＊西東京は最高です！神です！ 学校でつらいことがあっても地元に帰ってくるとホントに落ち着く！神◇◇

●西東京市(保谷)には私のような高校生ぐらいの人が阿蘇減る施設がない。(少ないと思う)

●バスケットボールのゴールやランニングコース等がある広い公園があればいいのにと思います。またスポーツセンターの体育館開放日を増やしてほしい。

そうすればもっと子どもの活動する幅が増えるのではないでしょうか？

●学校の相談室って行きにくいかもしれません。 もっと開いている時間を増やせればいいのかもしれません。

●困っている人がいたら、だれにせよ助けてあげた方が良いと思う。

●あと、子どもの安全のために、大人たちが登校時間や下校時間などに見まもっていてほしい。

●自分自身が考えていることなどを、主張できる場所を作ってほしい。

●小学生～高校生は、まだまだ考え方などが未練であるけれども、様々な意見・考えを持ちあわせているので、大人には、なかなか見えづらいことや、気

づかないことが見えたりすることがある。だから、アンケートなどを、細かくとって、子供達の意見などもとりいれてほしい。

●自分らしく生き生きと暮らすためには、幅広い世代が参加できる企画を立ち上げたりして、普段話せないような世代の人と交流して、自分を見つけたり、

自分自身の意見をもったりといろいろな体験をして、自分の生き方に反映することも必要だと思う。

●子どもにあーだこーだ言う前に大人は何もできてない。

●まず大人が社会の手本になってほしい。

●ゴミぶくろたかい！

●分別めんどい。 こんなことしてんの西東京市だけ(ゴミ袋がわけられているのは)

●言ったことを実行に移してほしい。

●はなバスの本数をふやしてほしい

●協力

●最近のニュースを聞いてみても、ろくな大人がいない。

●私達は何を信じて、何を手本にすればいいのかわからなくなります。

●いつまでも子供扱いしてバカにするのはやめてほしい。

●根本的な部分が狂いはじめてて、これから社会に出ていく私達が不安に思うのは当たり前だと思う。地域どころの問題じゃないけれど、どうにかしてほしいです。

(ｲ) 男性
●パトロール

●西東京を安全な町にしてほしい。

●また、小学生が自転車に乗る時ヘルメットを着用してほしい。 そうすれば、命の保障になるからです。

●子供(～１８才)までの使える自習室等

●関係ないですが…ひばりヶ丘北口商店街に、歩行者又国の時間帯を設けて欲しいです。歩道が狭い上に車通りが多いので、いつもヒヤヒヤしています。

●「自分らしさ」とはもっと簡単なことだと教えてあげるべき。 自分にしかできないこと、自分の最大の長所などを考えて悩み込む子が多いけれど、「君

のことを他の人と間違える人はまずいないんだよ。」と言ってあげるだけで、その子は自分が他者と同じでないことを悟ることができる。つまり、個性と

は、難しいものではなく、生まれもった顔つきや体格も個性であると考えてあげるだけで、その子は気が楽になる。 自分が自分であることに自信が持て

る。 それだけでも、人は生き生き暮らしてゆけるのではないか。

●警察にもっと警察としての自覚を持ってほしい。 警察官のくせに弱いのでもっと強くなってほしい

●だめな大人を減らしてほしい。

●子供の権利を増やしてほしい

●議員の給料をもっと減らすべきだ(まともな仕事をしていない奴ばかり)

●住宅ばかりではなく、子供が大人と遊べるような安心できる公園などがあったらいいと思う。前に住んでいた福生市は中央公園など南公園など川がキレ

イに流れていて、そこでみんなと安心して遊んでいたので、西東京市はあまり好きじゃありません。

●暗い道にもっと外灯を増やしてほしい

●子供の相談所についてもっとくわしく教えてほしい
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●マイペースに生きる！

●自分らしさを見つけさせるための行事。

●国際・国内の情報の可能な限りの提供。

●人間として、必要な思いやりや、愛情、いつくしみに触れる行事の開催。

●幼少児や老人、現社会人などと、積極的に交流できる施設や環境。

●様々な事を体験したり、経験することにより、人は、成長すると思います。だから、そのような経験をさせることや、見学させることが重要だと思いま

す。(例えば、未成年の飲酒や喫煙で、体を崩した人の話など。)

●その他にも、罪に問われた人などの話とかを、実際に、体験した人の話は、説得力があるから、自己を成長させるには、いいと思います。

●市民の暮らしをするために、もっと近い関係(市と)になれば良いと思う。

●みんなで仲良く暮らす。

●道路をもっと広くしてほしい。(車が近い)

●おこづかいが上がらないのに消費税が上がったら物が買えなくなるから困る。

●明るい公園が少ない。(木が多すぎる)

●スポーツをする公園が少ない。(高校生が行って遊ぶ場所がない)

●姉妹都市の同年代の人たちとの交流。

●市民プールなどが少な過ぎる。

●高校生限定などの交流ができるようにしてほしい。

●かけこみ寺などのようなしせつを作ってほしい。

●スポーツジムなどのしせつも作ってほしい。

●未成年者が喫煙しているときに注意するだけではなくタバコの自販機をなくせばいいと思う。

●子供が信号を無視するのをたまに見るけど大人が信号を守っていないのをよく見かける。大人が守らないルールは子供も守れないと思うから、呼びかけ

たり、意識を変えさせる必要があると思う。

●できるだけ幼いうちからいろいろな経験(例えば、文化や道徳的なもの)を養えるような、授業または行事などを多く取り入れるべきだと思う。

●また、相談施設は、なんとなく、固苦しく、行きづらい、というイメージがあるので、例えば、宣伝活動の幅を広げ、もっと身近に感じられるようにす

べきだと思います。

●自分のことをしっかり理解すること。

●地域活動をさかんにして市を明るくする

●コミュニティーバス等の公共施設も充実しているので住むに至って問題はありませんが、喫煙者の歩きタバコをやめさせてもらえば、それに越したことはありません。

●心

●今のままでいいと思うよ。 西東京市は西東京市らしくいけよ。

●悪いことをしている人。しそうな人、その人に注意をする人の権利をもっと与えるべきだと思います。

●大人が子供を傷つける(身体的、精神的共に)事はあってはならないのでは。

●見て見ぬふりをする人ばかりに思える。

□この意見、実際に読まれているのか…このアンケートがいつから実施されているか…もし、このアンケートが以前から行われているのなら、はっきり言って意

味ないですよ。資源の無駄です。なぜなら、西東京市が変わってないから。 前から思っていたのですが、大人ってアンケートとか好きでも、そこから先がいつ

も見えないですよね～。実際になおるんですかね？子供に対する西東京市の社会が。このアンケートで。 変えてみせて下さいよ。期待してますから。

●あと、子供の意見として、もっと自然の多い市にした方がイイと思いますよ。少しでも温暖化をおさえるためにも。まずは小規模で。お願いします。

(ｳ) 不明
●道路がくらくてこわい場所があるから、電気をつけてほしい。

ウ．１８歳
(ｱ) 女性
●私自身に関して言えば自分自身が努力することがまず必要だと思います。いくら大人が力を貸してくれても他人が自分のことをどう思っているかという

ことを変えるのは不可能ですし、結局自分が変わらないと意味がないからです。大人が子供社会に介入できるのはがんばっても中学ぐらいまでだと思いま

す。学校や地域のことをいくら変えても人間同士のコミュニケーションは変わりようがありません。まして高校生にもなれば今までの失敗や経験を活かし

てコミュニケーション能力を高めるために努力することは必須だと思います。もう自分で変えて自分で適応していかないといけない歳です。

●ですので、西東京市の大人の方々にはどこまでサポートしていただくことが可能かわかりませんが、私としては大きな改革よりも小さなアドバイスをい

ただきたいと思います。

●おかね

●テンプリの切原赤也 天元突破グレンラガンの名ゼリフをうつろな子供たちに聞かせる(マジです)

●大人はもっと 私利私欲を減らして下さい。

●緑や昔使用していた施設がなくなって、家やマンションになっていってしまったのが悲しいです。

●又、テレビで拝見したのですが、西東京は、市長さんの給料をあげるためにゴミ袋代金を徴収しているのをきいたときとても残念でした。それは本当に

私たちのためにやっていることなのかとても疑問に思っています。

●あと、個人的に、ボランティア等で、無料のじゅくみたいなものを週１…などとやって欲しいです。

●あともう１つは、私は高校生ですが、部活の温度差が気になります。 練習が激しいく、とても厳しい所があったり、すごく適当で、放りっぱなしの部

活動があったり…と、何だか先生のやる気のなさが少しさみしいです。

●私は西東京市に小６の時、転居してきてあわなかったので、不登校になり、入退院を繰り返し今やっと自分らしく、高校生活を楽しく送れるようになりました。

生活保護を受けていますが、私立高校の援助をもっとしてほしい。家計に、負担をかけて、家族に、申し訳なく、反対の態度で家族に当たってしまう。
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●西東京市の高校生くらいの人で、夜中遊んでいる子がいます。やっぱり、将来を考えたらそんな遊んでいる場合じゃないと思う。他人だから、どうなっ

てもいいわけじゃないと思うから正しい道、示してあげてほしい。

●少し周りの大人の目も甘いんじゃないかなって思う。

●夢中になれるものとたまに休息！！

●地域人々が積極的に参加できるような行動を増やす。

(ｲ) 男性
●自己中心的にならないこと

●周りの人のことや、自分がしようとしている事の後をことを考える

●自治

●たばこ廃止

●とてつもなく広い公園を作ってほしい。

●ビルとかマンションばっかり作らないでほしい。

●学校の設備をもっと良くしてほしい。

●盗難の取り締まりをしてほしい

●身近になんでも話せるような人が必要だと思う。

●いろいろ意見を言われるより、自分の話を聞いてほしい。

●意見を言われると、余計考え込んでしまったりしてしまう。

●話を聞いてくれるだけで、気持ちが落ち着くように感じる。

エ．年齢不明
(ｱ) 性別不明
●殺人事件などが最近多いので、不審者が出ないように、小さい子どもだけを守るのではなく、中学、高校生や大人(特に女性)が被害に会わないように、厳しく

西東京市のいろんな所で、警察官の方々や、大人の男性の方にパトロールする必要があると、思います。いつ・どこで・不審者に会うかわからないので…。

⑷『おとな調査』

ア．１０歳代
(ｱ) 女性

◎子どもがいない

◆質問の仕方がややこしい。 わかりにくかった。 子どもの事を考え、この様なアンケートをとることは良いと、思うが、考え方が理解できない。

◆中学校などの押さえつけるような教育を見直した方がいいと思います。子ども同士の けんか に 対する処分が厳しすぎです。 「ことなかれ主義」

は子どもの成長にとって良くないと思います。

◆それから、生徒を 本当に 理解しようとしない先生がいらっしゃるのが残念です。 私の知人は ある高校で けんかをした際、先生から一方的に悪者扱い

され、でたらめなうわさ話を流されて友人も無くし、周りから嫌われたまま、中退させられました。 グレる子どもは、それほどまでになる理由があるはずだと

いうことを、大人一人一人が 念頭に おくべきだと思います。 それから、もめごとを避けたいために、卒業生を歓迎しない学校も変だと思います。

◆もっと地域の人たちと関わっていたら良いと思う。

◆日々のあいさつを子どもも大人も心がけ、地域で協力して暮らしていけたらと思う。子どもの安全は、地域の大人が守っていかなければいけない。

◆子どものSOSに気付いてあげる。

◆見かけで判断するのではなく一人一人中身を見てあげる。

(ｲ) 男性

◎子どもがいない

◆話を聞いてくれる教師を増やす。

◆ゆとり教育なんてやったら、上の方を目指すやつは余計に負担が重くなるのできちんとした教育をする。

◆普通の学校に障害者学級を作り、ホームルームなどは普通の子と同じにいるようにして、普通の子たちが自分とは違う人間を幼い頃から知っておくこと

で差別の意識をなくしていく(兵庫県宝塚市Ａ小学校ひまわり学級)

◆現在、子どもが関係している事件が多いので、本当に心から子ども達が、安心して遊んだり、暮らしたりしていける環境を作ってあげることが必要だと

思います。

◆地域ごとでの行事を増やし、なるべく参加して 地域での絆を強くする必要があると思います。大人が子ども達の話をしっかり聞いてあげたり、子ども

達の考えている事を知ったりする必要があると思います。

イ．２０歳代

(ｱ) 女性
◎子どもがいる

◆これからは夏に向けて日が長くなるので、子供が外で遊ぶ時間も長くなると思います。なので 親やシルバーの人が 地域パトロールを 積極的にやってほしい。

◆児童手当を義務教育がおわる中学卒業まで親としたら望みます。 働きたくても 働けない 母親は沢山いると思います。
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◆いこいの森が広くて、安全なので小さい子を連れて行きやすいです。

◆いこいの森で児童館みたいなみんなで遊ぶ集まりをして欲しいです。

◆ひかげを作って、ふんすいも短時間で良いから再開してして欲しい。

◆西東京市は、道端や公園に犬のフンが多く、よくないと思う。子供が安心して遊べるように、もう少し街の美化に取りくんでほしいと思っています。

◆違法者やマナー違反を厳しく取り締まって欲しい。

◆細い道や裏道でのスピード違反者がたえない。

◆大音量で走るタクシー運転手がいる(タクシー運転手のマナー違反は多い)

◆自転車を止めていけない場所での取り締まりをもっと厳しくしてくれないと、歩行者→とくに子供や障害者の迷惑や危険に の危険や他の自動車などの

危険につながる事も。

◆子供うちしか外でおもいっきり遊べないと思うので、友達たくさんさそって元気に遊ぶのが１番。帰り道は家のちかくの子と帰って来るようにすれば大丈夫だと思う。

◆何でもあぶない、こわいからと言って子供の世界をなくすのはよくないと思う。日ごろから一緒にニュースを見て(朝、夕方)事件などの話をしている。

親がガミガミ言うより実さいにおこっているニュースを見せれば自分(子供)も気をつけようと思う。

◆ゲームも時間・日にちを決めてやらせる。子供が３人いるので、１日１日じゅんばんにしています。時間は１時間。宿題は遊びに行く前にやらせます。

(帰ってからだと寝てしまうため…) うちの子たちは今のところのびのび遊んでいるように思えます。友達が多くて幸せな子達です。

◆働きたくても預ける保育園の空きがなくて困っています。

◆クラスの人数を増やすのではなく、新しい認可保育所を増やしてほしい。

◆自由に遊べる場所(公園)(施設)を増やしてほしい。

◆水遊びできる、噴水や池を作ってほしい。

◆自然にふれ合う場所が少ないので 増やしてほしい。

◆３世代同居の推奨 例えば、２世帯住宅に改装する場合に工事費の補助が受けられるなど。

◎子どもがいない

◆子どもにとって家庭が１番安全で安心できる場所であり、相談所ではなく親に相談できるような家庭環境が作られるが１番良いと思う。

◆夏祭り等子どもが中心となって行う行事(名物になるような)

◆問11で学校内に相談室があることを知らなかった。相談機能をもっと充実させる

◆大学生や近所の大人等、交流がもっとあるといい

◆地域の安全を守って欲しい。

◆駅周辺には、常識の無い男(40才位の太った人)がひじょうに周りにメーワクをかけていて、気にくわないと叫んで(大声を出して)わがままにしほうだい。

AV(違法の物)をうっている所も見ました。田無駅周辺のお店をやってる人は知っています。ああいう男を野放しにしていては、小供にも悪い影響があります。

◆気がるに地域の安全をうったえられるキカンなどがほしい。

◆大人のモラルを正せば、子供は守られます。

◆街の整備がきちんとなされて、皆がきれいにすることを心がけ、暗い場所、怖い場所など治安を悪くさせないように、きれいな街をつくること。地域の

大人達が子どもを見守れるように、努力すること。子どもたちに声をかけられるようになること。子どもたちが、安心しておもいっきり遊べる場所、公園

などがあること。地域のサークル活動など、大人と子どもがもっと接する場所があればいいと思う。

◆理解のある親、先生、

◆悪いことは悪いと しかってくれる大人がまわりにいるべき！

◆市内で幼稚園教諭をしています。 西東京市は自然に恵まれ、良い環境の中にあると思います。しかし実際は公園など公共の場での中高生の使い方の荒

さが目につき、ゴミがすてられていたり、大声で騒いだり…

◆誰もが安全に快適に過ごせる場が多くなればなるほど伸び伸び、生き生き暮らせると思います。

◆親や先生など身近な大人以外にも、話を聞いてくれたり相談に乗ってくれる大人がいる状況が必要だと思う。

◆自分らしく生き生きと活動している大人に接する機会が多ければ、こどもにそれぞれ自分たちで何かを感じ、あんなふうになりたいとか、そういう考え

もあるんだとか、視野が広がっていろんな選択肢の中から自分で決定する力をつけていけるように、大人がサポートしてあげる環境が必要だと思います。

◆子供が安心して自分らしく生き生きと暮らすには、まず大人が余裕を持って安心できる環境じゃないと老人や子供といった社会的弱者が自分らしく生活できないと思う。

◆医療費やその他教育費等日常生活において必要不可欠な費用を市や区で負担するという制度をとり入れている所もあるが、経済的負担は軽くした方が大

人にとって子供にとっても生活の安定には有効だと思う。特に西東京市は東京にありながら下町で、緑も多い方だと思うので雰囲気も温かい感じで安心し

て子育てできる環境にあると思うが、みんなあんまり豊かな暮らしをしているように見えないので経済的な支援は喜ばれると思う。

◆障害児に焦点を当てての意見になりますが、障害児も普通の児童と一緒に学び・遊べるように、学校でも特別扱いせず受け入れつつ、その障害を他の子

供たちが理解できるような授業を取り入れてもらいたいと思う。(例：車イス体験、点字・手話etc)

◆障害児も普通の児童も多方にとって互いの世界を知るいい機会になるのでは、と思う。

◆安心して、自由に(制限が少なく)遊べる場と時間があること。←公園など遊具である程度遊びが規定される場だけでなく、広場や草原など自由で自然がある場合も。

◆うるさく介入するのではなく、肯定的に見てくれる、見守ってくれる、関心を向けてくれる大人がいること(親だけでなく、教員や学童指導員、近所の大人など)

◆人の役に立っている、自分には力があると感じられるような(達成感を得られるような)機会があり、そのことを他者に認められること。

◆困った時には助けを求められる、相談できる大人がいること(直接子どもに向けて相談できる機関やＴＥＬ番をもっと周知してほしいと思います)。

◆学校や社会などで、価値観やジェンダーを押しつけられないこと

◆忙しくない大人、時間や精神的に余裕のある大人が身近にいること(子どものつたない話にもじっくりゆっくり付き合える大人がいること)

◆子どもがいないので、答えるのが難しい質問もありました。 他県ですが、子育て支援課とは近しい職場で働いています。お互い頑張りましょう。

◆安全であること。

◆のびのびと遊べる環境であること。

◆まわりを思いやれる環境であること。

◆治安を良くする。警備・巡回の体制を整える。

◆規則でしばりつけない。

◆良い先生に教育させる。

□このアンケートについて 日本語の意味、設問の意味がよくわからず、回答できないものもあります。 よく考えて、真剣に作成するべきだと思います。
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◆環境 (遊べる施設、広場、公園) (不審者がいないのかパトロール) (万が一の事故や震災時の連絡先の確認、避難場所確認) (相談できる施設)

◆コミュニケーション (家での会話) (友達との交流) (近隣の方との付き合う) (学校の先生)

◆時代が時代なので防犯ブザーや携帯電話は持っていてあたりまえなのかもしれませんが、本当ならそんなものが必要のない安全な通学路があればよいですね。

◆さりげなく自分を気にかけてくれる慣れ親しんだ大人。(先生とも親とも違う友達の延長にいるような人)

◆子供といっても、一人の人間で、自分達が思っているより大人な部分もあるので、子供だからと片付けずちゃん と １人の人間として考えるのが大切だと思います。

◆遊び場を作る(楽しめる場所)

◆素人などでも良いので、子どもにスポーツ等を指導してくれる人を巡回させる。

◆地域(コミニュティー)などのつながりを作る。

◆大人と接する時間を持つ(社会のルールを教えてくれたり、問題を一緒に考えてくれるような大人と)

◆17歳～25歳までの人(大人と子どもの架け橋の年代)の人と関わり合いを持つ時間を作る。

◆安心して体を動かして遊べる場所を作る。

◆安全な町づくりが必要だと思う。

◆子どもを家で一人にさせない、子どもが安心して過ごせる施設、環境を整えることが大切だと思う。

◆親や地域の方々、皆が子どもを守っていかなければならないと思います。

◆パトロールを増やして欲しい。

◆もっと、地域の人たちとのふれ合いの場を増して連帯感を高めるべきだと思います。

◆たくさん コミュニケーションをとることが必要だと思います。

◆一番は、治安がいいことが子どもにとって大切だと感じます。

◆家の外でおもいきり、遊べる環境、スペース、をもっと確保してあげられること。

◆地域が協力したつながりがもっとあれば、いいと思います。

◆地域で見守り合える安全なところ

◆仕事と家事の両立をしているお母さんが増えていることを考えると 会社での時間短縮や、お父さんにも育児に参加することを早急にすすめていただき

出生率が上がってきたとは言えど市として、１人産まれたら○万支給とか もっと 子育てしやすい産んでも 経済的に悩まなくて 済むよう 環境造り

を して欲しい。23区の方ではそういう所があるけど西東京市の方はないと思う…。

(ｲ) 男性

◎子どもがいる

◆自分の(子供の)意見に大人が耳をかたむけること。

◆子供達を、人任せにしないで(例えば 学校の先生に任せきりにしないで)、親も自分の子供１人１人をしっかり見ること。

◆今の世の中、いつどこでどんな事件があるかわからないところがこわくなっているので…何が必要とか、具体的には言えない気もします…。

◆親・先生・大人は子ども１人１人の性格を理解しその子にあった付き合い方をする。勉強が出来る子もいれば苦手な子もいる。運動が好きな子もいれば

大嫌いな子もいる。(人前で)話すのが好きな子もいれば嫌いな子もいる。 勉強が苦手な子には教室でハジをかかせないように 運動が苦手な子にはみん

ながわからないところでそっと手をかし 話すのが苦手な子には無理に意見などをもとめたりせずどうしても必要なら文章に書かせる。など相手が何を考

えているのかわかる大人になるよう心掛ける。

◎子どもがいない

◆やっぱり地域のコミュニティが大事だと思うよ

◆いくら子供が学校から帰りますって放送されても、となりに住んでいる子供の名前がわからなかったりしたら意味ないと思う。だからプライバシーどう

こうじゃなくて、表札をしっかりつけたりして地域で守っていけばいいと思う。マンションが多くてもう無理かな。

◆近所の付き合いが大切だと思います。その地域にどんな子が住んでいるのか、どんな大人が住んでいるのかがわかれば登下校など安心できると思います。

◆だんだん自治体が無くなってきて、地域ぐるみの行事・イベントがなくなっていると感じています。

◆自分が小さいころは近所の人(子供含め)と地域の清掃やどこかに遊びに行っていた記憶があります。幼なじみと学校に行ったり 進路先を考えたりして

いました。そういうのが今後、大切になるかと思います。

◆空地など(都営の跡地)も今では遊ぶ場所として最高なので柵で立入禁止にせず、もっと解放すべきです。

◆最近の傾向のような、過保護な体制は必要ないと思います。時には、子供を厳しくしかり、道を示すのも大人の役目だと考えています。そのためには、

学校の先生にもっと権限を与え、児童の親に負けない、体制がとれるとよいでしょう。また、親の教育に対する教育も考えることが必要かと思います。

◆地域行事を定期的に行う。

◆近所の人が一体となって 生活出来る仕組みを作る。

◆個性や自由をかんちがいさせない。

◆子供を持つ親同士のコミニティを増やす。

◆コミュニケーションを取らせる仕組みを作る。

◆子どもとのコミュニケーションの強化。

いじめなどは、とことん 追求しない限り、解決しないと思う。

いちおう注意したという、大人の自分勝手さが悪化をまねいていると思う。

教師は正義感を持って、第二の親として接するべき。

子どもが悪いことをしたら、ちゃんとしかるべきだし、よいことをしたら、ほめるべき。

◆道路整備(歩道など)

◆自然を多く残す(公園ではなく、ありのままに近いもの)

◆うまく答えれず、すいません。 子どもが安心できる街は 大人も安心できる街だと思います。 頑張って下さい。

◆外で遊べる場所の確保。

◆過保護にしないこと。

◆格差をつけないこと。
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◆人と人との交流する機会をもっと増やす(お祭りやバザー等気軽に参加できるもの)

◆子供がやりたい遊びのできる場所の提供 昔は野球等やったものですが近年はどこでも禁止(球技)になりどこならできるのか？と考えるくらい遊び場が

減っていると思います。

◆老人ホームや地域高齢者とふれ合れいを大事にする。そのため高齢者の所に行ける機会を作れたらいいと思います。

◆親から「これだけは守ってほしい」ということだけを子に伝えて、あとは自由にやらせれば良いと思います。

◆大人の方から余計なことはやらなくて良いと思います。どこかで反動が出ますので。 すなわち条例を作ると反例が出て、ややこしいことになると思います。

◆「自分の子には厳しく、他人の子には優しく」すれば、色々なことが、改善されると思います。

◆最近の子供(特に小学生くらい)、は外で遊ぶことが、自分の子供時代に比べ、非常に少ないと思います。外、公園で、友達がたくさん集まって、みんな

で鬼ごっこ、サッカーなど大人数で遊ぶことが少なくなかったです。しかし、今の子供はゲーム、パソコンなど少人数で家にとじこもって遊ぶ機会が多い

と思います。たしかに昔に比べ、近所も家がたくさんできて、遊ぶ場所もへったと思いますが…。

◆外でみんなで遊べる広場をもっと考えるべきだと思います。

(ｳ) 性別不明

◎子どもがいない

◆定期的にパトロールを行う。

◆家族とのコミュニケーションを大事にする。

◆不審者を見かけたらすぐまわりに言えるようなふんいきを作る。

ウ．３０歳代

(ｱ) 女性
◎子どもがいる

◆子育て世帯と、そうでない世帯が同じ物件(マンション等)に住まう場合、騒音などを配慮しなければならない。子育てをしている世帯は、騒音を出さな

いように気をつかい、そうでない世帯は、騒音をがまんしている状態であることはままある事だと思われる。 例えば、市で一括して、マンション一棟ま

るまるを「子育て世帯用」のものとして、貸し出したりすると、親は助かるし、子供ものびのび育っていけると思う。 その逆も(子供の騒音を嫌う人も

少なくないと思われる)あれば尚良いのではないか。

◆家では身近な人(親が)、学校では先生が、地域の公園などでは近所の人が、それぞれ 子供に関心を持って、良く話しを聞いてあげられる環境を つくる事

◆子供が小さいので 近くに安心して遊べる公園がほしいです。 今は 自転車で何10分もかけないと全くありません。

◆自分の住んでいる地域の犯罪の公開。

◆今は、子供にやさしくない時代ですよね

昔は、多少 子供らしい わるさ。(大声でわらったり、木のぼりをしたり、かべにボールをあててキャッチボールしたり) こらーっとは言われても、

みんな 子供を 見守ってくれたのに。 今は、悪い事をすると、しかえしがこわい！！

子供はよばれたら走るってくるし、大ごえで笑ったり、歌ったりする物なのに 公園でさえそれができない今日このごろ。 公園は少なくなり ゲーム

をする子が増え、私は今のインターネットの事件もすべて、ここから(遊ぶ場所がなくなっている)はじまっている気がする。私も子供が小さい時、他の人

におこられたくないからやんちゃな男の子をゲームを、あたえて、しずかにさせたけいけんがあるから…

◆現在、多くの家庭で共稼ぎしていると思われます。 子供と接する機会がへり、コミュニケーション不足だと思いつつ、時間を取るのが非常に大変です。

◆そんな中、友達同士で遊べる時間は子供にとってとても貴重だと思います。安心して遊べる公園や公共のしせつをもっと増やして欲しいです。家での会

話の中で、そんな遊んだ話など、会話ができたら良いなーと思っています。

◆子供と母親についてですが、母子センターで健診やそうだんを行っていますが、対応してくれるスタッフの方に対してですが、あまりにも対応が悪いのが目立

ちます。子供の子で不安に思っている母親に対して、のひどい対応が目立ちます。どうしてもっと親身になり相手の気持ちになり物言が言えないのでしょうか？

スタッフの方はわかりきっている事なのかもしれませんが、もう少しやさしい対応を望みます。相談したいと思ってもいまのままではできないと思います。

◆最近 西東京市では子供の人口が増えていますが、そのことについての対応は、どうなっているのでしょうか？同じ西東京市の中でも小学校をくらべる

と子供の数の差がはげしいの１クラスの人数が多いのではそれにより親の手伝い参加が増えているのも原因の１つでは？ゆとり教育で学習の遅れについて

も不安ですか、１クラスの人数も少なくして１人１人見ることのできるクラス運営を望みます。

◆今おきている世の中の事件についてもこういったことで少しでも改善されていくのではないでしょうか。

◆市内どこに住んでいても同じようなサービスが受けられる市であって欲しい。現在富士町に住んでいるが近くに保育所や児童館などがなく不便だ。

◆西東京市は乳児集団健診やポリオ等の集団ものの日程が少なく毎回とても混んでいる。乳児を抱えて頼れる人もいなくとても大変、市民のことを考えて

もっと混まない方法を考え実行してほしい。

◆今の市のサービスは１人目の子ども限定が多い。(母親教室など)２人目を妊娠しても地域の知り合いを作る場がない。

◆こういう不親切さが多いのでこの町は暮らしにくい。 条例を策定したところでかわらない。もっと今すぐできる簡単な改革を進めるべきだと思う。

◆いろんな人たちがいろんな暮らしをしていて、それをみとめる広い心。

◆横のつながりがもっと強くなって欲しい。

◆独身の頃は思わなかった事ですが、子を持ってはじめてわかること…子供は夫婦だけでは育てられない。たくさんの人に見守られて子供は育つということ。

◆①児童手当を増やしてほしい。

◆②公園が家の近くにないのでできれば作ってほしい。

◆③医療費(小・中学校)はけっこうかかるので、助成してほしい。 他の区は助成しているところがあります。

◆おたがいを思いやることができるようにしたい。

◆子供がマナーを守ってすきなように遊べるような所が欲しいです。最近はいろいろと制限が多すぎて子供はのびのびと遊べません。運動能力がおちるの

もうなづけます。

◆さまざまな子供さんが、いると思うので、周りの大人が、個々を理解して、よいところをのばしてあげられるといいですね。

◆学校は、なかなか、個々をとらえず、集団として見られるので、理解しきれない面が、多いかと思いますが…。
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◆安心して安全に生活できるような、道路の整備。

◆地域の大人が小さい子供に目をくばり犯罪から身を守ってあげる。

◆子供が何か事件などにまき込まれた時にかけこめるような家の目印をふやす。

◆(うちは子どもが幼児です。)もっと地域がつながって育児できる環境が必要だと思います。 例えば、助産院、小児科、などといっしょに保育園や、託

児施設、老人も関われるような 複合施設など。又、保育ママがもっと増えて、地域の保育園ともいっしょに保育できればよいと思います。

◆子供の通学路になるような所には防犯カメラを設置するなどしてほしい。

◆性犯罪の前科がある人が近所に住んでいるならその情報を教えてほしい。

◆無職の人(特に成人した男性で)がいないようにする！

◆子供が小さいうちから自立して自分でいろいろと物事を考え決めたりできるようにするための訓練をする。 (例．キャンプ、お料理教室etc)

◆地域の人との関係をもちつつ、大人の見守る中で、遊んだり、出来る様に環境を作れば良いと思います。 ただ、大人の中にも、いろいろな人がおられ

るので、子供の為に何かという意欲がある方にそういうのをお願いしたいです。

◆大人も子供も無理じいはせず、参加できる様にして欲しいです。

◆Ex)小さい子供がいる場合：おむつ替え、授乳やベビカーでの行きやすさ等や、遊べる場所があったりする事など…。

大きな子供がいる場合：子供の影響に悪い物や、変な大人が立ち入れない事、家族でやれたり、大人が見守る事の出来る事など。

◆子供がまだ小さいので、(１才５ヶ月)他市にあるような(武蔵野市の0123のような)未就園児に対象を限定した児童館的施設がもう少したくさんあると安

心して遊ばせることができると思います。

◆現在、６才、２才の女の子の子育て中です。 下の子はまだ未就園児なので、習い事等したくてもなかなか…。バレエやフラダンスなど、子供も一緒に

楽しめそうなものは一緒に習えるような、教室があると嬉しいです。市でやっているのは抽選のものが多く、中々参加できません。夏休みなどにも親子で

料理など、子供と参加できる(それも格安で)、催しをたくさん開いて欲しいです。又、そういうサークルの紹介もして欲しいです。

◆育児サークルを作る(増やして)ほしい。 同年代の子供を持つ親同士・悩みを話したり共感したり交流し 地域みんなで子供を守れるようにしたい。

◆公園を増やしてほしい。

◆大人が子供の手本となるよう、日々の暮らしの中で 気を付けなければ なりません。

◆マナーを守ることや、自然をたいせつにしたりと、言葉で伝えなくても 自然と子供 伝わる様 行動しなければ ならない と 思います。

◆保谷駅南口の道路を広げてほしい。

◆ベビーカーを使うので、車にあたりそうで とても こわい。

◆子どもが好きな人ばかりではないので、子どもがいることによって想定されること(ex.公園のふん水(水あそび場))を初めにできるだけ考える。子どものためによかれ

と思ってしたことが、他の人にとっては迷惑だった場合、なければそれなりに していたことが、途中からなくなることによってない ことよりも ひどいことになる。

◆市内で起こった事件などをメールで配信してほしい。

◆働く母親の負担をへらすために中学にも給食を導入してほしい。今時、中学がお弁当などという市区町村は聞いたことがない。

◆歩道を広くして見通しをよくする。

□難しいと思いますが、親子が同じアンケートをして、お互いがどう思っているかを知れるような機会をつくってほしいです。

◆歩きタバコは 全面禁止するべきと思う。

◆一人一人違うものを持っていると思うので それを良い方向に持っていけるよう、尊重してあげる。

◆ルールは守らなければ行けないという事を教えながらも、個性を活かしてあげる。

◆安全な環境が第一だと思います。

◆地域の一員である自覚も大人子どもを問わず安全の向上に役立つと感じます。

◆道などで子どもと会った時、大人と会った時には何か声を掛け合う事も大切な意味を持ち、安全性につながると思います。

□質問がわかりづらく 理解がきちんとされた上での回答が集計できるとはとても 思えません。。。 うちは、幼い子なので 対象ではない 質問もあり

回答に 困った。。。

◆やはり家庭が一番大切で、学校や地域はその補助的な役目だと思っていますので、家庭としての基本的なこと、例えば家族で食卓を囲んだり、団らんし

たりというのを、常にしていきたいと思います。

◆西東京市で一つ気になるのは、道路がゴミゴミとしていて、歩道がないことが多く、小さい子を連れては大変歩きにくいことです。自転車でも同じです。

環境や治安の良し悪しは、こういった道の整備具合からも決まるのではないでしょうか。都心にも近く、大道りも多い便利な場所だからこそ もう少しき

れいにすることで 大きなイメージアップになるのではないでしょうか。今の西東京市は 立地の良さのわりに、知名度も好感度もないと思います。

◆子供の尊厳をしっかりと守る為に、家庭でもし虐待がある場合子供が助けを求める方法や、判断基準的なものを学校で教えてあげて欲しい。教師からで

も、市の職員でも良いと思います。また地域の中でも通報するのは判断が難しいです。マンション内や駅、スーパーに相談窓口の公告や、何か市報などき

っかけになるポスターを増やして欲しい。

◆「相談窓口はあります」という待ちの姿勢でなく、半年に１度家庭訪問や、何か面談(↖集団でも)の機会があると良い。

◆ママサロンが生後２ヵ月位の時にあるが、６ヵ月、１年、と機会を増やして欲しい。とても良かったので。

◆学校にいる時は 不信者が 校内に入れないように防犯を強化して欲しい。

◆公園など、子供が安全に遊べる場所(⇒車が入ってこない所)を増やして欲しい。

◆校舎の耐震強化を 早急に進めて欲しい。(児童館も)

◆子どもには社会にはルールがあることは教えなければいけない。

◆厳しすぎず、すべての子どもに目がいくようなクラス編成。

◆親たちにも 自分たちが 子どものお手本になるように 生活する。

◆児童館の幼児ルームの年齢制限(０～３才以下のみの利用)

◆基本的な衣食住が出来る事→児童手当を多くする

◆安全な遊び場所の確保→

◆大人が良い見本を見せること

◆土曜日は課外活動などで 好きな事、やってみたい事を 体験 出来る 機会を作る。

◆勉強 以外に 得意なことを 伸ばして あげれる様な 制度を 作って 欲しい。

◆学校を 自由に 選べる。
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◆育児サークルの充実

◆保育園の数をふやしてほしい。

◆すでに「安全教室」などでやっているかもしれませんが、不審者に遭遇した時の対応、対処などを子供達に教えてもらいたい。 口頭だけでなく 実際に動き

を交えたりして。 例えば、車で近づいてきた大人が、車内から声をかけてきたら、まず３歩さがり、相手の手が届かない範囲になってから返事をする。あやし

いと思ったらすぐ後ろをむいて逃げる。など。 これは、ニュースで見ましたが、欧米では幼稚園くらいから 園や学校で寸劇みたいにして教えていて、小学校

低学年では 誰でも 知っていることでした。 実際にできるかどうかは別として、知っているのと知らないのでは 大違い だと思います。

◆町の電灯が暗すぎる。 もっと、安心して、夜も歩けるように、明るくしてほしい

◆歩道を整備してほしい。

◆いこいの森公園の噴水中止をはじめ、これから育っていく子供達がのびのび遊べるスペースを、わがまま極まりない非常識な大人のために少なくさせら

れているのにすごく不満があります！！！ こんな非常識な大人がそだってしまったのも もしかしたら幼い頃にのびのび遊べなかったからではないので

しょうか？これからの日本をしょって立つ子供達。大人の都合で追い込むと、近い将来その子供達に殺されてしまいますよ！！

◆ボランテァ活動をもっとする(パトロールなど)

◆大人のいるところで あそばせるとか。

◆あと、何才以上の子(人)は親以外入れない様にする。 子供が少さいと小学生とか、がいると危険なあそびとかするので不安。

◆暑い時でも 砂場で遊べるよう、屋根がほしい。

◆ケータイ ゲームを子供に もたせないようにしたい。

◆子供に 安全なもの を 食べさせたい。もっと 表示や、使用してはいけない 添加分 を きびしくして ほしい。

◆親からは 伝えているが、テレビやケータイ、ゲームが、子供にとって 良くないものだと、いろいろな所で、伝えていきたい。

◆生活水準向上のため、生活のために働かざるを得ない親が増える中、心のよりどころとする親を身近に感ずることができず、少なからず寂しさをかかえている

子供に対し、まずは、行政から企業側へのサポート、もしくはアプローチをしてもらい、働きながら育児出来る体勢をととのえてほしい。実際制度があったとし

ても、生かしている現場が少ないことを思うと意味がないので、じゅうなんに対応していただけると心の闇に光がさすかもしれない。暗い事件の多い昨今、守っ

てやれるのは家族であると思うので未来ある子供たちを被害者にも加害者にもさせないよう、大人が、心していかねばならないと思います。

◆安全性を高める。(交通面や犯罪などから守れる制度)

◆ある程度の広範囲の速やかな情報公開も必要

◆学校の中での出来事の透明性。

◎子どもがいない

◆近隣とのコミュニケーション

□私達には子どもがいないのでアンケートに答える意味が良くわかりませんでした。子どもに関する質問なら子どものいる方により多くの質問をし意見を

いただいた方が良いのでしょうか？ 西東京市に住んで まだ２ヵ月足らずなので市に関する質問にはお答え出来ませんでした すいません。

◆子供だけのせまい社会以外の事を体験できるような機会を作ってあげる。

◆近所のボランティア施せつや会社、商店など→働くのを手伝ったりして と交流したり、話したりする機会を作ってあげる。

◆大人も近所の子供の顔を知ることによって、何かあった時に子供に声をかけやすくし、みんなで子供を守る意識をもつ事をし合う機会になると思う。

◆中学生・高校生ならアルバイトをさせたり(ルールはきめておく)するのも社会とのつながりやお金の事を学ぶのによいと思う。

□問14－１ 途中まで記入してしまいましたが、「子供自身が決める」という選択肢はないのでしょうか。選択肢が何を指しているのかわからなくなって

しまったので、記入は無効にしていただきたく存じます。

◆条約とは関係ないと思いますが、今の子は社会から隔離されているような感じがします。いざ社会に出るときに、心理的な壁が高いのは、学校などが隔

離施設的なものになっていて、社会の実相が子どもに見えないからではないでしょうか。

◆さらに関係ないと思いますが、ほとんどの人間が正社員になるというモデルは現実には当てはまらなくなってきたように思うので、確定申告や年金保険

料の支払い方、申請のしかたなども義務教育で取り下げていただけたらと思います。

◆子供が安心して外で遊べるような安全な街

◆はやね。はやおき、朝ごはん

◆「子どもの体力」をもっと見直してほしい。

◆からだを動かすことにより、及ぼす影響を調べてほしい。

◆人と接することはどういうことか！

◆勉強と同じくらい必要な社会性を養ってほしい。

◆広い空地←芝生とか草がはえているような…。、木とかのぼってもおこられないところを家の近くにつくる。

◆家庭内での親子関係が何より重要であると思う。愛情をもって成長を見守ること 善悪をきちんと考えること 子供とのかかわりを深くもつようにしな

ければならないと思う。

◆地域住民全体で その地域の子供の安全を守るよう目をくばる。 他人の子だから…と思わず、注意する時は きちんと 言ってあげた方が良いと思う。それには

親の協力も 必要である。(良かれと思って注意しても親が嫌な顔をすることがあるので…) イザという時のために地域内で顔見知りを作ることも必要に思う。

◆公園の噴水が子どもたちの騒音？楽しんでいる声のために、近所への影響で止まりました。そもそも○公園のオブジェ？触れてはいれない様となってい

ます。子どもたちが自由にできる様、公園を設定する時によく考えてから つくるべきと思います。大人の目線の公園で…。これから高齢者も増えるので

そういう方が○○になるのもよいのですが。誰もが楽しめる環境をつくることは大切と思います。そのために作る時点でよく検討してほしいです。つくっ

て使用されてないから税金のムダ使い。こういうことはよく反省してほしいです。アイディアというより基本的なこととして 子ども～高齢者までのニー

ズをとらえるために本人たちによく、話をきき、参加してもらうことでしょうか。

◆一人一人の親が自分の子にたっぷりと愛情をそそいだ上で、きちんとしつける。今は子どもに無関心とも思える親が多いようにみえる。

公園で小さい子を遊ばせているが、ちっとも子どもを見ていず、ケータイをいじっている母親はめずらしくない。公共の場でルールを守れない子供がいて

も、注意するどころか、「もっとやれ！」などとはやしたてる父親さえいる。親になろうとしている大人の方を教育する方が先なのかもしれない。

◆知らない人とでも あいさつする！ようなキャンペーン。マンション内では あいさつ するようにしているし、そのきっかけや 理由もあるのですが、

それが地域にも 広がるような 試みがあるといいですね。

□問３～７・問14－１の解答が、問の意味がはっきりせず、答えづらかったので「その他」にしました。 問14は”あなた”(つまり”私”)が「親」とし

て、ということでしょうか。
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◆安全な地域であること

◆周りの大人がいつも気にかけてくれる

(ｲ) 男性

◎子どもがいる

◆上記７＋愛情を感じる事によって、自分は必要な存在だと認識させる。

◆上記１や３にあるように、顔の表情や、声のトーン等にも気を配り、意見は最後まで聞き、否定はせず、尊重するようにする。

◆個々の意見には違いがあることを認め、どのように調整し、折り合いをつけるのかを学んで欲しい。

◆意見等の相違により自身や他人を傷つけないで欲しい。

◆既存のルール等にとらわれず、自身が制度作り等に携わったらどのように行動等をするか常に問題意識等を持ってさまざまな事に取り組んで欲しい。

◆費用(お金)を払えば、その範囲内では自分の好き勝手が出来るという考えは誤りで、一定のルールや、それをされた他人がどう思うのかを考え行動する。

◆公共(施設等も含む)のものを大切にする。みなが気持ちを良く、安心して利用出来るよう汚れたらふく、ゴミは持ち帰る等、子供においても各個人で出

来る事は、たくさんあるはず、清掃の方にお願いするのはそれ以外の事になる。

◆実生活や、社会に結びつく授業や、興味を引くような授業を行って欲しい。

◆勉強は嫌いであったが小学校の先生に自分では気付かない一面をほめられ理系の大学に進学出来た。１人１人をよく見て、接してくれたと感謝している。

◆家族が一緒にすごす時間づくりのための条例をおねがいします。 →残業をへらす。育児休業をとりやすくする。 →共働き家庭の増税(専業主婦(夫)

家庭の減税) →主婦(夫)の地位向上

◆共働きをして、家族をかえりみず、金もうけしている家庭が優遇されていると思います。

□西東京市が税金を使って 小金井市の団体に依頼しているのはおかしくないでしょうか。→と西東京市にお伝え下さい。

□お役所的アンケートで条例の根拠にされてもらっては困ります。

□子供といっても０～17歳で判断力が全く異なるので、このように一律にアンケートをとっても無意味です。

◆子供の習い事(勉強でなく、音楽←団体でやるもの、スポーツなど 水泳、バレー、サッカー、野球…団体スポーツが良い)の補助をする。 ・場所の

確保 ・時間 ・お金

◆子どもは地域で育てる。

◆周囲近所の人との関わりを深くすることで、みんなで自分達の街を守る意識を持ちたい。 ※共働きのため、周囲の人との関わりが少なく、地域の事も

良く分からず不安。

◆放任。

◆大人が全員一人前の分け前を要求すれば、ワリを食うのは子ども達。大人、特に自分達の子育てを終えた(一段落した)大人が、周囲の、地域の子育てを

支援するような仕組み、風土づくりが必要。子育てを終えて これからは自分の人生…などという、ワガママで了見の狭い考えの人間が、少なくともカッ

コイイとは思わない 社会になることが大切。

◆道路の整備(ごちゃごちゃして、子供が安全に歩ける道路が少ない)

◆防犯に力をそそぐこと

◎子どもがいない

◆子どもが安全に暮らすには、家族と家族の周辺が、 ・子どもに 強い関心を持つこと。 ・子どもに 強い関心があるということを 子ども達に対し

てコミュニケーションを通して伝えること。 この２点につきます。

◆条例策定が 子どもの暮らしにどの程度、影響を与えるか、私は全くわかりませんが、留意して欲しいと思います。

◆また、子どもの学力向上に必要なものは、たったひとつだけです。 ・子ども達が勉強に集中することができる環境を提供すること。 これだけです。

優れた教師、教材はあまり重要ではありません。まして条例や法律を、寄与する影響は少ないと思慮しますが、期待します。

◆安全の確保→(地味な感じという意味での)私服の警備員の配置

◆携帯電話(メール)やインターネットに、どっぷりと浸らせないように、大人の側が工夫や配慮をするのが肝要でしょう。

◆ケイタイやNetなど制限をかけてほしい。

◆外で遊べる時間をみんなで共有できるようにしてほしい 外で遊ぶ子供が少なすぎる。

◆みんなで体を動かせる事が少ない。教育も大事だが子供は、外で体をつかって覚える事が大きいと思う。

◆ケガ、ケンカなどして覚える事を大人がこわがっている

◆もっとおおらかに生活できる場がひつようなのでは？

◆これから社会に、生きる小供たちが、大人の作る社会に出てくるのがかわいそう、夢のある社会を作りたい。

◆ガンバレば、なしとげる事を、子供のうちから教える事が大事、そうして生きたい。

◆いじめや、インターネットでの中傷など、特定の子供が被害にあわない様にしたら良いと思います。

◆大人が夢に向かって一生懸命生きる事。←ここが大事

⇒活気有る社会(地域) ⇒子どもも夢を持って 夢に向って真直ぐ伸びる。

◆具体的になりづらい物ですが……地域活動←大々的に 例 ねぶた祭り等 ⇒共通の意識 価値観の共有化 ⇒善悪の明確化 ⇒不安を排除

◆何が安心で何が不安なのか？ そちらが解ってないのではないですか？ ここで言う”安心”の意味が伝わって来ません。

◆地域住民が利用できる施設の充実。 情報提供(左記の)

◆モンスターペアレンツを撲滅。親から、社会常識を叩き込むことで子供社会にも規律を学ばせる。道徳の授業も大切、その前に、安心して、子供を産め

る行政をして欲しい。(バックアップ体制、費用面など)

◆ある程度の社会のルールを教えるのは非常に大事な事だと思いますが、１人の個人としての尊重も大事だと思います。

◆人がもう少し減ればよい。現在は人１人の命がやたらと軽い。毎年何千人も車の事故で死傷しているのに、レジャー用の車がうられている世界はかなり異常だと思う。

◆人口が減る事を恐れる事はない。今の人口が半分ぐらいになった所で、人は礼節をとりもどせると思う。 もっと子供をそだてにくい社会にして人口を

減らしましょう!! (子供のいる世帯に子供税を課するとか。) 100年後、150年後の社会の為に、私達は行動すべきです。

◆子どもをあまり過保護にする必要はないと思う。

◆交通や犯罪などから守り、安全に暮らせれば充分だと思う。

◆成人に近い子供(中学生以上)には社会のモラルなどを教える機会がもっと多くあればいいと思う。



- 178 -

◆子供の人権を守ること。

□このアンケートの自分が誰なのかよくわからないものがある。 ０～17才をひとくくりにしても答えにくい。 アンケートを作成する勉強をしてほしい。

□設問が不自然で 答えにくいところがありました。

◆親子が一緒に参加できる行事を増やし、親子のコミュニケーションと他の家族とのつながりをもたせる。

◆いろいろと顔見知りが増えれば、安全面も強化されると思う。

◆できるだけ小学校は６年間(できれば、３年以上)クラス変え無にして、子ども同士またその親たちも交えた関係づくりを小学校のうちに築き上げれると

地域の安全化などが促推できると思う。

◆できるだけクラブ活動参加をすいしんした方が良いと思う。

◆ボランティア活動(課外授業)。学校周辺・駅周辺などの清掃

エ．４０歳代

(ｱ) 女性

◎子どもがいる

◆子どもは、高１になり 中学は卒業しましたが、中学校の頃は、学校帰りにコンビニに寄ったりと、学校側で禁止されていないのカナと思う位 自由で、今も

毎朝、コンビニに寄っている 子ども達の姿とみなす。大人がもう少し 子どもに対して 厳しい目を向けていかないと、今後の子どもたちの 行動が心配です。

◆パトロールの強化など、強めて頂きたいです。

◆また、市の教育相談を利用した事がありますが 仕事の都合で来庁できず、しかも 昼休みしか電話できない時に、心良く相談にのって頂いたことがあ

り、その時は 大変 助かりました。これからも 仕事をしている人の時間帯などに合わせて、こうした機関を利用できたらと 思います。

◆教師の質を上げる

◆教師の評価の機会設けて欲しい

◆学校の質を上げる

◆第三者機関が学校の評価していない～

◆母親教室というのがありますが、高齢で初産という方も多くなっています。同居している場合、義母との意見相異(時代、年代など)が、育児～生活全体に、大きな

不安、不信につながります。ここで、トラブル等、ありますと、生き生きと暮らす、どころではありません。 たとえば、母親教室＆義母教室なんてどうしょうか。

◆・大人が、かみくだいた食べ物を、乳児に与えない。(昔は、よくやったけど) ・今どきの(専門家から見た)子育て。(昔はあーだった こーだったけ

ど…) ・こんなとき、どうする。(やけど、けが) 素人治りょうはこわい…(昔はさ…) ・食べ物の話(量、すすんで食べさせたいもの)おやつのこと、

アレルギー。 ・新米ママと、新米おばちゃん、おじいちゃん、パパ 二人以上で参加なんて、できたらいいなと思います。

◆子どもの時代の遊びは大事だと思うが、時代が時代だけに、大人が介入する、あるいはせざるを得ない状況がある。失敗という、経験も含めて、自分が

やりたいことを自分でやった、という、達成感が味わえ、それを、生かして、今度は～もやってみたい、という意欲がもてるような、環境があればなあ、

と思う。昔はそれが、自然の中での体験だったり、子ども同志だけでの体験だったり、自発的なものであったが、あまりにもコントロールしすぎ、の世の

中になっている。条例など、必要なのか？大人の側を規制する条例ならまだいいと思うが…

◆質問の答えとしてははずれるかもしれませんが…西東京市は、高齢者に対しては手厚いようですが、子どもに関して予算が少なすぎると思います。

◆今時、中学校で給食がないのは、都内で西東京市くらいのものでしょう。

◆失礼ながら、小・中学生の先生の質も高いとはいえません。

◆自宅の廻りは、老人ホームだらけです。 せめて、子ども達が一緒に宿題したり、おしゃべりできる場所を作っていただければと思います。

◆公園も、ボール遊び禁止、花火禁止、元気に遊べばうるさいと言われ、水遊びの声も騒音です。

◆少子化は当然の結果です。

◆子供の事を１人の人格として認めること

◆子供が遊んでいたりしている時、危険なことや迷惑な事をしている時、大人がどんどん注意していけるような、環境作りをして行けたらと思います。

◆見て見ぬふりをしている大人が多く、大人が手本となるような社会作りをしたいですね。

◆私自身、４才から保谷市→田無市(のち西東京市)に住んでいますが、学校がずっと私立だった事、フルタイムでずっと働いていた事などあり、あまり地

域の知人もいず、お世話になっている市にも愛着心が薄いのが現状です。子どもは地元に友人も多く、楽しそうですが、”地域に対する意識”というと、

あまり関心がないようです。

◆大人も子どもも、日々忙しい生活に追われ、時間が足りない状況の中、寝る時間も使ってインターネットなど利用し唯一ホッとできるひと時を持ってい

る感じもします。

◆そこで、「市」の情報(イベントやお得情報)を10代後半～成人向けにインターネットで提供し、同世代がお喋りできたり(近くにいるのにしばらく会って

ない人と、ここで話せる、コーナーとか)老人や子どものイベントにお手伝いを募集するとか、mixiのように、１日１回は見てみるようになるものから、

若者を地域に巻き込んでいき、関心を持ち、”地域の役に立ちたい”、”地域の役に立っている”という実感が得られるようにすると、今後の西東京市の発

展につながるのではないでしょうか？”パソコン””ケータイ”～インターネット利用がカギだと思います。

◆子供が巻き込まれる事件が多いので、防犯体制がもっと充実するとよいと思います。 たとえば、自分の子が小学校の登、下校をした事が携帯メールで

確認できると安心です。

◆かぎっ子と呼ばれる子供が多すぎる。 驚く人もたくさんいると思うが、アメリカでは12才以下の子供を一人で家におくことは禁止。共稼ぎの家はベビ

ーシッターを雇う。これに違反した場合 親は逮捕されることになる。多くの家庭の場合、父又は母が家にいて子供といっしょにいる。子供が学校に行っ

ている間は働くが 学校から帰ってくる時間には必ず家にいる。しかも塾がないから 親が子供の勉強をみている。親と子が一緒に過ごす時間がアメリカ

の方が かなり多い。 学校においても 机や床、つまり公共のものに いたずら書きをしただけで大問題となり 一回目は警告、二回目は退学となる。

◆人任せにすることばかり考えずに 自分の子供をきちんと育てたい。

◆マナーのない子供が多すぎる。(ゴミをその辺に捨てたり) また、親が子供をみていたら少しの変化にも気づくはず。

◆心の病気を防げるかもしれない。

◆「一人一人が他人に迷惑を掛けない。じぶんがされていやなことは人にもしない」と思えば 住みよい地域になると思う。

◆ＰＳ．小さい子ほどお母さんに一緒にいてもらいたい。子供にとったら働くお母さんを支援するのは疑問。落ち着かなくなる。
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◆地域の人々がコミュニケーションをとれる多様な場が多くあると良いと思います。

◆地域活動などを増やし、顔みしりを一人でも多くすることで安心して生活できるのではないかと思う。

◆条例策定には関係ありませんが らしく、生き生きと暮らせるには信頼できる人を、こまった時に相談にのってもらえる人をつくる事だと考えております

◆また、西東京市だけではないのですが、市民税、住民税、健康保険、年金と我が家はサラリーマンでないため支払いにいくのですが 高すぎます。 や

はり 安心してくらせるもとになるのにお金もベースにあると思います。

◆他人の子供でも、ほめたり、注意したり…etc 声をかける。

◆家庭－親が愛情を持って子供を育てる。

◆学校－・将来に夢が持てるような環境 ・子供が尊敬でき、子供を守ることができ、子供を明るくしてくれるような、教師

◆地域全体で、大人が子供を守る環境にする。

◆父親の育児参加。

◆企業の協力努力も必要。

◆１．地域の安全を確保する。 最近の警察官は、交通違反の取り締まりばかりに熱心で、地域のパトロールなどしている姿が見られません！！ 私が子

供の頃は、子供の下校時など、交番から出て子供達に声かけなどしてくれていましたし、子供達も”おまわりさん”を親っていました。

◆２．学校の先生が、子供達を教育しやすい環境にする。 最近は、学校や先生にくだらないクレームをつける親が多いようですが、これでは本来の「し

つけ」が学校でできないのではないでしょうか。

◆３．いじめや友人問題の対策として、現在学校に相談員の方がいらっしゃるようですが、こちらから相談に行くだけではなく、そちら側から積極的に子

供達の間につっこんできていただけるといいと思います。

◆子供は冒険が好きです。 時には、他人のお宅の塀の上に登ったり、多少は危険なことでも大いにやってほしいと思いますが、「人の家の塀に登るな！！」

「公園で遊べ！！」などと、大人から注意されるそうです。地域の大人の、暖かい目も必要だと思います。「犯罪に結びつかない」程度のイタズラは、目

をつぶってもいいのではないかと思います。

◆遊具の充実した、大きな公園がない。 小さな公園はたくさんあるけれど、誰も遊んでいない。大田区の「タイヤ公園」「萩中公園など是非参考にされ

て、同レベルの公園を作ってほしいと思います。

◆おとなはおとなとして、シッカリとした態度で子どもに接っして欲しい。

◆周りに侵害される事なく、しかしできる限り調和できるよう努力をして行きたい。

◆大人が子供を振り回す事がないように。

◆心こそ大切だと思います

◆子供達に沢山の事を学んで、共も成長していますので、感謝と勇気の心で見守る、誉める、励ます、そして大人達が笑顔でいる事が、子供達も豊かに育

むのではないでしょうか？！

◆めんどくさいかもしれませんが、もう少し近所の人と交流が持てたらと思います。

◆どんな年代の子でも ともだちが第一です。 いっぱいはいなくて、よいのです。 ひとりでも、いればよいのです。 親友がいる子どもは幸せです。

親友ができる。学校生活･地域になってほしいです。その場所を作って下さい。

◆子どもが、自由に遊べる屋内の場所がなく、困っています。

◆図書館は騒いでは、いけないので、テーブルやいすがあり、友だちの家にあがらなくてもいいように、大人が見守る中、自由に話したり、ゲームなどで

遊んだり宿題を一緒にできるような、空間を作ってほしい。

◆道路などに座り込んだり、雨が降ると、行き場がなく、放課後、遊ぶ場所がなく、困っています。

◆行くところがないので、リビンなど、商店街などに行きたいと言ったりしますが、そういう場所は、極力、避けたいです。

◆子供たちが行きやすい児童館や気がるに相談できる窓口をつくる

◆大人が子供の話しをよくきく。

◆昔はカキをとってどなるおやじがいたが今は子供たちが(小学生)交通りょうのはげしい所でしゃべってようと声をかけたり、しからない人が多い(交差

店のまん中でふざけていた)←注意したら１人はあやまったがあとは無視された。

◆お母さんどうしや、子供に”おはよう”と声をかけても無視する子供が多い。

◆夕方など安心できる大人が子供たちを見守る安心にあそべる所をつくる。

◆補足①※リサイクルに力を入れる！！(最近プラスチック プラ と書いているが市役所にきいたら銀色のものはプラではないといわれた。プラとプラ

でない違いがわからないので、各家庭用にわかりやすく 市でくわしい表をでしてほしい)

◆補足②［図あり］かえでどおりに大型のトラックがとまっていて車で右折みえない

◆※小学生の通学路にはなっていないので駐停車禁止にしてほしい。

◆※近所で中年男性に小学生が体をさわられる事例があった。パトロールを強化してほしい。危ない所は外灯を、あかるくするなど(省エネタイプの)

◆親は(大人は)、子供に過保護になりすぎず、でも、常に子供に関心を持ち続け、子供の話しには、ちゃんと耳を傾け、温かく見守っていく事が大事だと思う。

◆地域でも学校でも子どものことを見守れる大人が沢山いること。

◆子どもアドボケーター養成

◆子どもオンブズパーソン

◆市民グランドなど、空いている時は、できるだけ、子どもの開放して下さい。 それでなくても、ボールを使って遊ぶ場所もなく困ります。 子どもは

ますます、家庭内で、ゲームをするしかありません。 空いている時は→本日、開放のように、放課後、グランド等を開放して頂きたい。 だれも使って

ないのに、管理人がいて、注意されるのは納得いきません。管理人がいるなら、なおさら、開放すべきです。

◆ボール遊びができる公園が欲しい。

◆夏になると光化学スモッグが発生して、外遊び、プールなど出来なくなる事が多すぎなので、何か対策を講じてほしい。

◆不審者情報など防災無線が何か使って、放送してほしい。

◆今、中町に住んでいます。子供に本を自由に遊んで読ませたいのですが、図書館が近くにありません。子供が小さいので、２人つれて遠い図書館に行く

のはとても大変です。そこでゼヒ!!ぜひお願いしたいのが、ネットで予約した本を、市役所のどこかで受けとれるようにしてもらえないか、と言う事です。

元保谷市の方の市役所の一階には、あきスペースもあるし、「予約した本を受けとる」と言う、これだけで良いので、窓口を作って欲しいのです。お金も

そんなにかからないと思うし、みんな喜ぶと思います。他の区で、すでにこの様なことをやっている所もあるので、ぜひぜひぜひ!!図書館の無い中町にい

ても本を気軽にかりられる様にしてもらえないでしょうか。お願いします!!



- 180 -

◆子供がのびのびと遊べる所(声がうるさいと怒られない所)、公園をつくってほしい。

◆最近は子供が被害者となる事件とかも多く、知らない子供に声をかけにくい状況にあると思います。時に困っている子供に対して声をかけていいものか

どうか迷う事もあります……もっと他人を信頼できる社会を作る必要があると思います。私達大人ももっと子供から信頼されるようにならなくてはよい社

会は望めないと思います。

◆他人の子がキケンな事などしていたら、しかってやれる夜の中。

◆学校、地域での色々な行事や活動に 積極的に参加して、学年を越えた人とのつながりや、他の学校の人たちとの交流など、幅広いつながりを得ること

が、必要だと思います。 なぜなら、数ヶ所の居場所を持っていると、１ヶ所で何か嫌なことがあったとしても、他の所でホッとできたり、相談もできた

りして、子どもにとって救いにもなるし、幅広い視野で、考えることができるからです。

◆雨の時など体育かんの開放を増やしてほしいです。

◆学校で相談室などありますが、先生に直接では話し辛い子もいると思うのでアンケートなどで現状や意見を聞くなど 増やすと良いと思います(自分の

名前が表に出ると思うと真実を語れないと思います)

◆歩きタバコは駅の周りだけではなく全面で禁止した方が良いと思います

◆中学校は 全面的に給食を とり入れてほしいです 子供の栄養面を考えても、 友達関係を考えても親の負担を考えても給食はある方がいいです。(人

のお弁当を見てからかう人がいるなどの話を聞きます)

◆自転車にもウィンカーをつけて欲しい

◆自転車道の整備をして欲しい

◆教師としての人間性に欠け・熱意のない教師は 学校から排除して欲しい

◆◎教師の評価の場を子供・保護者に与えて欲しい(海外の常識！！)

◆地域でのサークル活動の空き状況がすぐわかるよう まとめた 情報誌が欲しい

◆老人を子供扱いしな施設が欲しい。

◆介護予防のため、高齢者が安く参加できるようスポーツジムと提携して欲しい

◆公民館・スポーツセンターでの活動を、土日の空き学校施設(教室・体育館)でもやって欲しい・利用しやすくなる

◆子どもが自由にのびのびと遊べる環境を整える。

◆子どもの安全を地域で見守るということで、過度にこどもたちを監視してしまっている感がある。

◆小学生高学年から中高生だけのたまり場があるといいと思う。

◆子どもが集団で遊んでいると、悪いこと、いけないことをしているととらえる雰囲気が市内中にある。この市民の意識改善も必要。

◆子どもが中学の時いしせめにあい、一時不登校になりました。 校長先生や担任の先生は、特に相手にしてもらえず、いじめられている子にがんばるように、と言

われました。 何か 一言でもいいから声かけをしてほしかったです。 今では、朝登校する小学生に、下を向いて歩いている子どもには「おはよう！」と声かけを

しています。 誰かがみている。声をかけてくれる。少し安心している様子です。一声かけて、「おはよう！」と言ってあげる事必要なのではないでしょうか。

◆子供達が、大人と話すというと、親や先生と限られた人としか話す事がなく、もっと お年寄りや 地域の人 と コミュニケーションをとる事が大事ではないか。

◆今 塾に通う子供が多く、友達と遊ぶ時間もない子が多く、勉強はもちろん大事だが、もっと子供の時しか出来ない経験や 体験をさせてあげたい。

◆子供の個性を認めてあげたい。

◆昔は、大人にないしょの子供のテリトリー(ひみつ基地)(や時間)があり、色々な年や性別の子供がいっしょに だてつながりや横のつながりを もって、

お互いをたより、時には がまんして、社会性を きずいていったように思います。

◆今は、子供の時間や場所さえ、大人が見守らなければならないほど、地域の安全 が おびやかされているように思います。結果、大人の考え方にはま

った 人間関係を、未じゅくな 子供たちの 世界にもちこむことになっているように思います。(例：アポなしで友だちと遊べない(同じ公園にいても))

◆個というものから開放された ひらからた社会が 理想なのでは。

◆高いかき根を低くするような。昔 誰かが言っていた。「人類みなきょうだい」みたいな気持ちがもてる社会 を 築いていける人になってもらいたい

と願いながら 子育てを しています。また、そういう気持ちで 自らも生活しています。(困っている人には手をさしのべ、悪いことをしたら他人でも

注意をします。)

◆子どもが安心して自分らしく生き生きと暮らすには、子どもをとりまくまわりの大人(親・学校の先生など)がまず、自分らしく生き生きと暮らしている

ことが大前提だと思います。

◆そのため、母親への子育て支援(仕事の両立、再就職支援、困ったときのメンタルケアなども含む)及び、学校・幼稚園・保育園等の先生・職員への支援

(職場での人間関係、労働上のトラブル、子どもとの関係、保護者との関係の悩み、メンタルケアなど含む)が できる 場(相談機関やシステムなど)が

大切 だと思います。

◆親の相談機関はすでに ありますが、①そういうものの 存在 を 知らない → 宣伝、情報提供をもっと！ ②しきい が 高く、相談しづらいと

思っている → 親しみやすく、くふうする ③相談員の質にばらつきがあり「あたりはずれ」「相性」が あると 感じている 利用者もいます。 「相

談してみたら？」と教えてくれる学校の先生がいる一方、「下手に、相談を親にすすめると、名誉キソンで訴えられたりトラブルになるので教えるのは難

しい」といった先生もいます。教育－福祉－医療が上手に連携をとって、親や子の健全な育ちをケアしサポートするシステムがほしいです。

◆大人(特に シルバーの方)がもっと 学校にかかわってほしい

◆部活動、補修、など

◆大人が生き生きと暮らすこと。

◎子どもがいない

□子供がいる人にアンケートして下さい。 子供がいない人が応えるのは、ただの、もーそーだよ。

□よくわからないので、答えを空らんにしました。

□子どものいない家庭には不向きなアンケートで、どれ１つ、答えられない。 何を 導きたいのか？

□お答えしょうと思いましたが、あいにく子供がおりませんので良く判りません。ご了承下さい。

◆家庭が安心できる場所であること。

◆大人が自分の都合で物を考える様を子供に見せないことが大事。

◆道徳の授業をする。

◆住んでいる地域での大人と子供が一緒にできる活動をつくる。

(畑仕事をやっている。)
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◆子供どうしで遊ぶ時間を持つ事。

◆大人の目

◆今の子ども達に願うこと。 １．物への感謝…食べ物など。野菜ができるまでを知る等。 人への感謝…特に家庭への感謝。生活に必要な料理、そうじ

など。 働いて収入を得ることへの感謝。子どもに家庭での仕事を与える。等。 ２．世界、社会へ目を向ける。

◆今、世界でどのような事がおこっているのか、いまだに戦争が絶えない国の人々のことや、貧しい人々、勉強したくてもできない子供達、戦争や病気で

死んでいく子どもたちのことなどを伝える。(人助け)

◆子どもたちには世界平和に貢献するようなスケールの大きい人間に育ってもらいたい。そのためには、まわりの大人たちが変わらないとダメだと思います。

◆ニュースを見てても、教育関係者のハレンチでなげかわしい事件が多すぎます。

◆３才位までは 子供が 家庭・親元で 養育されるような 制度・補助があれば良いと思う。

◆０才の子、乳児が 他人に保育されているのは おかしいと思う。母親が働かなくても 済むなら 手当を充実させたり 企業が 何らかの 補償をするべきだ

◆子供の頃に 温かいものに つつまれ、愛情たっぷり注がれる 権利を 子供は持っているのだから 保証されるべきだと思う。

◆最近の若者の犯罪を見る度に 親子の絆を考えさせる。

◆親子の間の情が薄いなあと思う。親が自分の手で育て 育てられてこそ 育くまれるものがあると思う

◆その為の税金の使い道なら喜んで納税したい。

(ｲ) 男性

◎子どもがいる

◆基本は家族とのコミュニケーションが大切。

◆家に帰った時、親がいないこの時代、父親の収入では、足りずに、母親もパートへ。 これでは、子供と接する時間も殆ど無し。 やはり、生活にゆと

りができる事が、まず必要なのでは？

◆地域の公園について おとな(じいさん・ばあさん)が公園を独占している 元来公園は子供のためのもののはず キャッチボールも出来ない様な公園な

ど必要なし 公園で遊ぶ子供の声はそう音ではないはず

◆学校だけにまかせるのでなく、地域とのつながり、子どもだけでなく、地域の大人のつながりがないと、子どもを安心して、身守ることはできない。

□もっと内容のあるアンケートにして欲しい 途中でいやになりました

◆地域内でのコミュニケーションが重要と考えます。 近所のおばちゃんや２・３年違いの先輩とのコミュニケーションから多くを学べるハズ。そういっ

た機会を何かの形で与えられれば、子供達も自分の判断の基が広がることになると思います。

◆地域共生と言いながら、協力出来る一部の人に負担がかかるような制度などは止めていただきたい。

◆大人がうるさく口出ししないで自由にやらせる

◆｛スポーツの奨励力 スポーツ施設の充実}スポーツ好きな子供は健全に育つ

◆子どもの頃から地域活動への参加

◆広々とした公園の整備

◆まず 大事なことは 子供達 一人一人の 個性を 重んじる事ではないかと思います。

◆それぞれ 得意・不得意があるのに 何もかも、同じレベルに持っていく必要はないと思います。

◆月並みですが、その子の持っている 良いところを伸ばし 悪いところは 時間をかけて 直してあげることを 大人である 我々が心がけなければい

けないのではと 思います。

◆そして近くの子供に気軽に声かけできる 環境が大切ではないかと思います。

◆学校での イジメを 早期に発見、適切な対応が 取れれば、子どもの 悩みは かなり 減ると 思います。

◆学校だけでなく、父兄との ネットワークが 重要でしょう。イジメを行った 子どもに 対しては、「見つかると大変なことになる」というペナルテ

ィを課して、他の子を牽制することで、再発防止へつながれば 良いなと 思います。

◆大人が自分(達)の利益や欲のために「自分さえ良ければ」「何でもアリ」な考えをしない事！！

◆安心して暮らせる為に、 １．コミュニティ強化。 ２．安全地域の確保～歩道の整備、公園の確保(緑の確保) ３．行政が深くかかわる街づくり

◎子どもがいない

◆市内全域での歩きタバコの禁止。

◆高校の義務教育化。

◆子は親の背を見て育つ、大人が、コミュニケーションをとり(挨拶)、人を死に追いやったり(殺人)しない様、出来ない大人は子供にとり恐怖を生えつけ

る。大人に対する罰則を強化する。

◆「悪い事をしてはいけない」と、親(大人)が子供にきちんと教えられる様に。信号無視(歩行者)も、子供が見ている時は、させないとか。

◆死刑ももう少し執行すべきでは。

◆地域で、コミュニティをすすめるとか。

◆公園や緑のある所でスポーツをしたり、

◆学校の教育のあり方がそんなに厳しくなければ、安心して自分らしく生き生きと暮らすことができるはずだ。

◆個になること、差別すること。

◆いつの時代もあることですが、ネット社会が進む中、より、情報の出し入れが、容易で、子供の判断の方向性も多用化してきています。

◆私は、子供の頃、道徳の授業(学校、家)で、たたきこまれたような気がします。(善悪について)

◆大人が、子供に理解できる用、生きた教育をし、子供に考えさせる。状況を作ることがこれから大切になると思います。

(ｳ) 性別不明

◎子どもがいる

◆学校や先生方にゆとりがなく、特別支援教育を推進しながらも、やはり周囲の子とずれ(遅れ)があると、違う学校へ行くようにすすめられている。子ど

も自身は、多少いやな思いなどしながらも今の所楽しみもみつけつつ通っている。「40人学級では目が行きとどかない」ような事を先生も話しているので、

そんな子どもや、いじめをする方の子ども達へのフォローもできるようなゆとりのもてる学校にして欲しい。
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オ．５０歳代

(ｱ) 女性

◎子どもがいる

◆子供達の帰宅時間に市からの報送をありがたく思っています。これからも続けて下さい。

□設問の意味がよくわからない。答えの選択肢が不適切だと思う。

◆まず第一は、環境だと思います。

◆家族、みんなが仲良く、協力し、助け合い、一緒にすごす時間をなるべくもつこと。

◆かくしごと、悩み、何でもいいから、親、祖父母、学校の先生、お友達に、一人で、なやまず、必ず、相談して欲しい。

◆駅回りの駐輪場もっとふやしてほしい。パルコの裏、学園町のあたり、

◆狭い道を車がスピードを出して走ってるのが許せません。徐行させる方法があるかなあ？

◆子どもは社会の宝という共通認識を持ちたい。

◆誰の子、どこの家の子という認識だから 声もかけないし 注意もしない。また注意されたりすると逆に親がキレたりする。

◆あいさつを交わすことは 大人も子どもにも大切に思う。

◆子育てや教育に関する社会(公的機関)の、軽視は大きな問題、経済より教育。もっともっと予算を計上してほしい。児童館、図書館をふやし、学校も早

急に30人学級を実現。

◆①地域の異年令(赤ちゃんからお年寄まで)の一緒に楽しめる行事が行えたらいいんだけど。

◆②子供会とか、文庫とか、大人と大人、小人と小人、大人と小人とかつなぐ、場があると、いい関係がつかめるかなあ

◆まず、親が、子供を愛すること。

◆でも、自分の物だとは、考えないこと。

◆学校は、子供の親らいできる先生が子供を見守ること。

◆地域も同じ。

◆結局は、大人がよゆうのある人間であること、その為には、社会が、良くなければならないと思う。

◆家や学校以外でも、子どもが安心してすごせる場所を作ってほしい。 地域の商店街や自治会が協力して子どもの居場所を作る努力をしてほしい。

◆地域で子どもたちを見守ることができる。 それには日頃の地域のつながりを密にする。 ベースとなる地域の意識が希薄になっている。

◆子どもがのびのびと遊べる場所を確保する。 いこいの森の騒音事件はびっくり。 市もよく考えて設計すべきでした。

◆大人がルールを守っていない事が沢山あります。 ゴミの事．犬のしつけ．

◆なんとなく、いつも、カリカリとしている様です(大人)が。

◆人の事ばかり気になる様で、人の事ばかり言っている。

◆もっと仲良く 近所の人と あいさつぐらいしたらいいと思う。

◆みんな そのうち 死んで行くのに、気どってばかりいる。

◆西東京市は歩道がない道がたくさんあって危ない。せめて通学路は巾の広い歩道を。

◆畑など緑が多い割には広い公園も近くにない。

◆うちはもう大きくなってしまったが子供は元来にぎやかで当たり前。うるさいからと遊び場の噴水を止めてしまうようなことはかわいそう。昼間たくさ

ん外で遊べば夜は騒ぎませんよ。

◆議員報酬が上がり、ゴミも有料になったのだから子供が増えて育てやすい自治体になって下さい。

◆1.スクール ランチじかんさいていは20分ぐらいほしい。

◆2.おじいさんやおぼあさんとむかしのはなしききますと

◆子どもを”ひとりの人”として扱うこと。「子供騙し」など以ての外、相手がどんなに幼くても。

◆子供達が話を聞いてもらえたりできる場所がほしい。

◆この地域に10年以上空地になっている都営住居跡地を子供達、地域住民に開放して欲しい。今年３月よりワイヤーの柵をし立入禁止になってしまいまし

た。管理会社社員の見回りもきています。以前も柵はあったのですが、破損した所より自由に出入りでき、子供達も、遊んでいました。この空地は大木、

実のなる木そまぞまな木があり、子供達も自然に付れ、工夫をこらし、遊んでいました。子供達自身で考え、工夫した遊びの中から遊びが生まれるのでは。

◆子どもがいつでも自由に使える場所を増やして欲しいです。たとえば 勉強も図書館では出来ないとか言われると家でできない子は場所がみつからずフ

ァーストフード店でやっている子が多いと聞いています。公民館も人の目が有ったり遊びに使っている人がいるのでおちつかないようです。公民館で使っ

ていない部屋を静かに使えるように開放する事などは出来ないでしょうか。

◆毎日の出来事を親子で話す (忙しくても１週間に１回)…(親の出来事も子に話して、意見を聞く事で、子供も何でも話せるのではないでしょうか)

◆学校では クラス行事を増し、親子でスポーツ、ゲーム、道徳など楽しんだり考えたり出来る機会が増えると良いと思います。

◆親も子も忙しい方が多いようですが、ゆとり教育の一貫として行えると良いと思います。

◆もっと地域ぐるみで子供達の環境を守れる様に、色々な工夫が必要だと思います。 例えば、空教室の地域への開発や、高令者のをお借りしての子供達

とのかかわりの機会を増やす等、様々なカベを乗りこえなければならないかも知れませんが、何もしなければ、何も変わらないと思います。

◆できない事をあげるより 出来る事から始められると良いと思います。

◆親同志の情報交換。

◆安全な遊びの確保や、野球やサッカーなど、チーム単位でなくても遊べる場所。

◆教師は、たとえば、学校に来なくなった生徒のことをその友達に さそって来るようにして欲しいなどとまかせないで欲しい。 言われた友達の方が重

荷になって 逆に なやんでしまった例をいくつか、知っています。

◆思いやり、

◆あいさつ。

◆今の子供達は、近所の子供達と遊ぶ事が少なく、自分の友達だけの遊びが多いと思います。私達の子供の頃のように 近所の年令の違う子供達が一緒に

遊べるように 何か出来ると良いですね。

◆昔 見たいに 近所の小一から小六までの子供達が”火の用じん”の見囲りに一緒に行ったり、そんな活動も大切だと思う。

◆やはり住んでいる地域の横のつながりが大切だと思う。

◆子どもを通してお母さんどおし仲良くもなれるし、コミュニケーションをとれるような、相談し会えるような関係を築くことが必要だと思う。
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◆30人学級の実現。学校では先生も子どもも忙し過ぎます。

◆心と時間にゆとりをもって生活させたい。

◆携帯電話のトラブル。小中学生が持つなら変なサイトにつながらないもの。特に小学生なら特定の人(親とか…)にだけつながるような物にさせたい。

◆近所つき合をほど良く。

◆孤立させない。低学年までは家庭でもあいさつ規立正しい生活態度を身につけさせる。又、周囲も気をくばり、子供に対して善あくもメリハリをつけ自

分で考えさせ、まずは親が示して死かくのない環境作りに政治家も心がけて皆んなでよりいっそう住みやすい西東京市にして行きましょう。

◆大人達が大きな心で見守る事が大切。

◆親の協力、行動力

◆ボランティアの方々

◆大型施設(老人ホーム等)利用

◆地域で子どもを育てるということが大変重要なのだと思います。わずらわしいなどと思わず、道で会ったら声をかける。危ないことしてたら注意するこ

となどは意識しなくても自然にやりたいものだと思います。

◆しつけは基本的に家庭で行うものと思っていますが、地域の目は子どもの安全を守る大切なものだと思います。

◆小中学生の子ども達が、集団で自由に集まって 話したり、サッカーやバスケをして遊んだりできる場所がありません。ストレス解消できるように、い

つでもそこに行けば、無料で 仲間と、伸び伸び行動できる 広い場所がないと、子どもは、生き生き育たないと思われるのですが……

□設問に無理が あるのでは ないですか 子供が２・３人の場合、少し違ってきますし(１人・１人で) 答えが しずらいです。

◆子供達の安全な居場所があること、仲間づくりができること

□私の子供達は、成人しているので、今の学校の様子がわからず、アンケートに答えにくいです。 質問があまりにも、生活から かけはなれていて、ど

のように答えてよいのか、分かりませんでした。

◆自転車の乗り方の教育が必要。(幼稚園から必要) 小学生で、スピード 出して、とび出し、ジグザグで走る、等、見ていて、ハラハラします。

◆子供に、大人から、あいさつをする。(声をかけてあげる)

◆子供の様子を気付かう。

□問14、15の質問がよく理解できませんでしたので 答えは、控えさせて頂きました。

◆できるだけ子供が自身でものを考えたり行動できる自由なふんいきのある社会であってほしいと思います。

◆その為には親や回りの大人が暖かく子供を見守り愛情をもって接していくことではないかと考えます。

◆堅苦しい条例にならないよう、ほんとうに子供がどうしたら幸せになれるかを考えて条例を策定して頂きますようお願い致します。

◆大人が楽しそうに暮らしている事をみせる事が一番だと思う。

◆子供は大人を必らずみているので 大人が楽しく、(サークルやあつまり(バーベキュー大会)など楽しく過ごしてる子供も共に参加する町内で、いや、市など

で大きなイベントをして、子供も参加して子供にも手伝わせるが、が 大人の中心のイベントにすると子供はそれを見て、イベントの進行など学ぶ 大人が楽し

そうに参加すると、子供も楽しいと思う。昔のように、子供と大人が違う世界で暮らしているのではなく、子供も大人としての自覚をしっかり持ってもらう為に

は、大人の世界の中で共に生活する事がよいと思います。大人の難しい事などはしっかり見せてもらう そして学んでもらう事が各々家族の中では学べない事を

学ばせるいい機会ではと思います。昔は大家族の中で社会が学べたが今はそれは出来ないので地域が大家族の役目をする事がいいのではと考えます。

◆地域の見守りの目－が必要だと思います(特に低学年)

◆危ない時は一声かけて、帰宅を促します。

◆おとな同志が、コミニュケーションを上手にとっていくこと(かこつけないありのままの自分を出しながら) それは、まず家庭内です。あいさつからは

じまり、いろんな話が出来る様に、あたたかい、一番の居心地の良い場所をつくるようにする、(家庭)が基本ですね。

◆両親の仲の良いのも大事だと思いますね。

◆ちゃんと出来る様になっていれば、いろんな事が、少しでも、解決する様な気がします

◆食事を一緒にする事も大切ですね。(手抜きの料理でもいいから！！)

◆子どもを 公平に見られる(見ることができる)教師が絶対必要

◆挨拶・声掛けに心掛ける

◆近頃の子供社会は、とてもストレスが大きいようです。

◆私共の手におえないような様々なことがおこっているのですネ。

◆幼児の頃から、子供をよく観察して、伸ばしてやらないと、強く生きていく力はつかない様に思います。

◆市内をもっと清潔にしたらどうでしょうか？ いかがわしい貼り紙はとり除く、歩きながらのタバコはとりしまる。ゴミのポイすてもとても多いです。

駅まわりはきれいなのに少しはずれると草はのび放題。

◆もっとレベルアップできるし、子供たちにも良い影響がある様に。

◆私は子供を３人育て、すでに３人独立し家庭を持ち 孫も２人おります。働きながら主人の転勤 に 従いの子育ては 大変で 行政が 何を してく

れたかは思い出せない位のことです。でも 済んだことは もういいので 今、娘や息子が直面している 悩みを、述べたい。

◆少子高齢化対策、働くお母さんの支援、なんて耳にタコが できる位 聞いています。実際は 労働条件は あまくありません。安心して 働きながら 子育

てが できるのは 公務員と大企業社員位です。保育園とて 子育て経験のない先生も多く、子供が体調不良となればすぐ職場にTelがかかります。

はしか、水泡そうとなれば 働いている 親・祖父母が順に仕事を休みしのぎます。私達には宇宙に住む夢などありません。多額な費用で訳のわからない国にバ

ラまき、宇宙に、バラまく前に、もっと、国民の足下の生活を支援して下さい。必要度の低い道路や緑路を作る前に この情勢不安定な社会を、子育てしやすい

環境 に するために 税金を使って下さい。私たち夫婦が40年近く納め続けてきた すさまじい税金を、いくばくかでも 納得のいくよう 使って 下さい。

◆子供は 家族だけのものではなく、地域の宝ものと思う気持ちを育てる思いを大切にして、皆で感心を持てるようにしたい。その為にも、妊婦さんから 安心して

すごせる町造りから考えるのが大切だと思います。子育てに助けが必要な 家庭には、第三者でも、協力、してもらえるようにしてあげる。すこし大きくなった 子供

には 気軽に声をかける町にする。子供達が皆で遊べる広場を提供してあげる。お年寄の知恵を 子供達に 伝えられる場面を 作る 等。考えたら どうでしょう。

◆東伏見コミニティーセンターのような、10時頃(夜)まで、中高生が居る事のできる場所で

◆大人も居る場所があるといいと思います。ロビーが明るく、多数の中高生が、大人の目のとどくところにいて、注意されながら、とてもよい環境に思えました。

◆家庭内では、いつでも気軽に話せる雰囲気を心がける。

◆子供が、自分にされて嫌な事は、他人にはしない、相手との立場も考える。

◆いつでもどこでも挨拶が出来る事。
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◎子どもがいない

◆食生活も重要だと思います。今は何でもインスタントものや冷凍食品などを使う事が多いですが、やはり母の手作りのものを食べさせるとかも必要だと思います。

◆挨拶を笑顔、今の子供達は基本的な事が出来ない子も多いようです。

大人から挨拶から始めましょう。通学する子供達におはよう！とか お帰りなさい！とか 声かけも大切です！

◆何事も コミュニケーションが大切、と思います。

◆子供の心にうけるメール配信。

◆学校で禁止している流り物を３ヶ月に一度位解禁にして思い切り遊ばせてあげる。

◆変な考え方をする親が多いので、入学時に 親に最低限の心構えを理解させる講習会を開く。

◆会話の少ない子供に他愛の無い話の相手をする機会を作ってあげる(みどりのおばさん、駄菓子屋の店員さん、文房具屋etc)

◆１．子どもにとって安全に過ごせる環境作り ・公園等の遊戯物の安全性の維持 ・防犯に配慮した街路灯などの整備 ・見通しの良い通学路の整備

◆２．子どもがかけ込みハウスの確保

◆３．いじめ対策 いじめを隠すのではなく、きちんと向き合って対策を構じる 学校生活・家庭環境作り

□(追伸)問14、14－１が表側と表頭が同じ設問肢のため、答えるのに難しかったです。

(ｲ) 男性
◎子どもがいる

◆安心、安全はどのようにして、確立するのか。その為に必要な、処置等を考えながらの役割を望みます。

□子ども自身、あなた、と２通り聞いているが、こちら側に意味が、伝わってこない。(めんどくさいと思う)

◆子供の教育というものは、家庭が基本であり、市とか、機関が、外から守ってやるものだと思います。

◆機関の方々が、もっと子供達の中に入り、こまっている事、悩んだりしている事を、自身でつかむ事も大事では？

◆子供は世の中の宝であるという共通意識が必要。

◆特に若い時代に時代に心にひびく、体験や、経験が、その子の人格形成プロセスの中で重要なことは、いうまでもありません。

◆大人の生き方自体、「減点主義、チェック方式」を改らため、その子の良さをいかにのばす、「ほめて育てる方式」にかえていく必要性があると思います。

その大前提にはその子のことを「信頼してあげること」。そして、その子供を豊かな感受性を大切にするには、早い段階で、たとえば、感動する映画(DVD)

「頭の中の消しゴム」など、見させた時にすぐに涙する子供はまず、大じょうぶ！！逆に無感動の子にはてきせつなさりげないカウンセリングが、必要な

のかもしれません。いずれにしても、現場は現場でしか変えることはできません。

◆子どもがそれぞれ得意な分野でリーターシップを発揮し、自分自身が自信を持てる事を一つ発見して欲しい。

◆そのために、子供が参画できる色々な場を創出して、個性を伸ばすきっかけを増やしたい。

□子供が３人共20～30代なので今、昔を思い出して記入。ですのでこの設問には思い浮かばない。

◆１．共同生活(協調)に慣れるイベントに参加できる機会の提供

◆２．社会のルール、マナーの習得を地域全体でサポート

◆３．安全・安心・信頼できる地域社会の創造

◆４．個々人の能力を伸ばすサポートプログラムの実施(地域毎の特長を持ったアクションを考案→○○特区 市の補助で育成)⇒特長ある町作り＆子ども

の成長と町の財産作り

◆５．市民交流、活性化に伴う、子ども参加型で市全体が生々とした町作り(世代を越えた交流の和)

◆権利と義務の調和も考慮して行うべきと思います。

◆また、テーマを決めて、公聴会等の企画も参考になる意見が収集出来るのではと思います。

□突然のアンケート依頼でビックリしていますが、依頼する側としての趣旨をもっと明確にする必要があると思います。また、設問の内容も吟味が必要で

意図としている情報収集がどの程度出来るか疑問に感じます。

◆NPO活動ご苦労様です 苦言を記しましたが良い市を目指して頑張って戴き為、応援します。

◆我慢、恥じらい、思いやりを大人達がもっと大切にして子供達に日常生活の中で教えて行けば良いのではと思う。

◆地域地域のコミュニケーション

◆西東京市は子どものための－中学生、高校生 施設や行事が少ない。 例：中学生の海外との交流事業がない。

◆中学生向けの地域の会館、(自由に行って自由に話ができたり、スポーツができる施設など)

◆小学校の移動教室も ６年生しかなく、隣接する武蔵野市などは長期の農村体験があるのがすばらしい。

◆地区会館などを自由に開放し、申込者だけでなく、使えるようにするのが望ましい。

◆親が変に口をはさまず、学校の先生はきちんとしかるなど、社会の常識を小さい時から教育していく必要がある。まず、親の教育から。

◆子供より親の問題があると思う

◆人の痛みが判らない子が増えているので他人でも注意をしてほしい。

◆(安心・安全・円満)

◆(ｱ) 自我の目覚め(児童館の利用＝子供同志で遊ばせる)：早い方が良い

◆(ｲ) 市の重要な事を理解させる(積極的に参加させる)

◆(ｳ) 家庭での話し合い(子供と気軽に話せる環境づくり＝状況判断に努力)

◆4)学校での話し合い(担任の先生との信頼関係を保つ)

◆※子供自身の努力が必要

◆①家庭での教育を徹底する

◆②学校での教育を充実させる

◆③住んでいる地域の見聞を広める

◆親はもとより、その小学校・中学校の卒業生が進んで、学校行事に参加する(したくなるような)楽しいイベント 行事・機会を増す。 ［運動会での親

子・卒業生・先生・子供対抗リレー・ソフトボール・サッカー］ ［文化祭での親・卒業生の出店など］

◆考えることの重要性

◆失敗をおそれない(失敗があたり前。でも、同じことはくり返さない)

◆まずはあいさつ (しゃき・にこ・はい)
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◆①地域の大人たちがもっと皆で子供に目を向けるようにする。

◆②価値観が多様化している中で、もっと多くの面での評価を子供に与えるようにする。

◆③その多くの評価を使って、進学、就職など子供たちの将来が決まるような社会を作っていく。

□※非常にわかりにくいアンケートで、大人、子供から見た表現になっていないためどれに○をつけたらよいかわからないものがある。(特に問14 ex.自

分で決めたい↔決めさせたい？) 集計結果が統計的に正しいものになるか疑問である。

◆近所付き合い。

◆自分の住んでいる地域を大切にする心を養う為に参加型の各種イベント等を活発に行うことが必要であると考えている。

◆いろいろな世代の人達(年下の子や高齢者など)と接する機会が多い。

□なお、問14－１は質問の意味がわかりにくいと思います。 「自分」→私自身(親)を指すのか、私の子どもを指すのか。 「市の重要なことを自分で決

める」→「～について自分の意見を決める」の意味？

◆細かいことも大切だが モンスターも増えている。

◆とり上げすぎて 助長しても しようがない むずかしい時代だが 今は明確に一本 線をひかなければ ダメだと思う。

◆学校がベストとは 全く思わないし 人としての問題もある。

◆社会が ヒステリックで どこからでも「力」が加わってくる。

◆とりあえず やさしさの フォローで しのぐしかないのか。

◆最終的には 受け取る 本人の問題 になってくる。

◆家庭の教育(社会、勉強、礼儀等)を親が責任をもって教える。他人に任せない

◆現在、子供達は、低学年から高学年の子供まで共に楽しむ様な事が、少ない様に感じています。又、学校の先生方も、子供達と友達の様になりすぎてい

る感じがし、あいさつも出来ずにいる子供が多すぎます。

◆スポーツ等に積極的に参加できる様にすべきと思います。

◆１．話しを曖昧にしないで、良い事、悪い事、ハッキリ指摘してあげる。 良い事の時は、めいっぱい誉めてあげる。悪い事は、きちんと怒る。その後

のホローも忘れなく。(怒りぱなしでなく)

◆子どもが生き生きと暮らせるためには、人間関係の欲求と知的好奇心を満たすことができる環境を整えることが肝要かと思います。

◎子どもがいない

□子供がいないまで想像して記入しました。

□子供のいない当方には不向きなアンケートなので(推量して書くしかない)、対象者を絞ってアンケートした方がよい。

□無作為に選び出した相手にいいアイディアを教えて欲しいという泰平楽な精神は見事という他ない。

◆自分の子供をまともに育てるのも至難のわざであるのに他人様の大切な子供をどう育てるのか意見を言えという話ができるのは公務員ならではの発送で

しょうか。

カ．６０歳代

(ｱ) 女性
◎子どもがいる

◆となり近所の人々は、どんな人間か知っておきたい。

◆今迄は平和でしたが、近所に駐車場とアパートが出来たので どんな人々が越して来てるのか心配です。

□(設問の意味がなかなか理解出来ませんでした)

◆個人情報の守秘義務が求められていますが、又犯罪の危機性も多い中、子供達が生き生きと暮らすアイデアがなかなか湧いて来ません。そんな閉塞感が

あります。個人の力は限界があります。公的な機関が安全に留意しながらも柔軟流動的に「場」や「マンパワー」を提供してくれる事を望みます。例えば、

専業主婦の子育て支援に保育園の一時保護の許容量を大きくする。子育て支援のファミリー利用料金の半額を「市」が負担して利用しやすくする(専業主

婦にとって１Ｈ800円の出費は大変と思う)。１対１対応ではなく、複数対複数(同数)にして双方にとってやりやすくする。公園の数を維持or増加してほし

い。遊具を入れるのみではなく草っ原の公園も是非必要だと思います。小砂場も貴重アイテムです。

◆小学校毎に見守る人に腕章が配布されています。それをもっている人が放課後の公園にいて安全に協力するといいかもしれません。

◆芝久保第二運動場はマレに残っている「土手」で幼児の遊び場としては今時貴重ですが、登録、許可証が必要です。幼児の体調や天気などで当日になっ

て(団体で使用の場合)いきたいと思ってもなかなかいけません。幼児なのでそこら辺柔軟に対応して下さるとありがたいです。

◆担任の事務を手伝う人が必要

◆勉強が遅れている子にはていねいに教える。

◆なるべくお互いに声をかけ合う。(生活の場で)

◆地域社会をきれいにする。

◆自分の子でなくても 悪い事をしていたら注意する。

◆長男25才、次男22才ですが、今迄、何事もなく、本当にまっすぐに、生長してくれました。昔、弟の面倒を良く見てくれた長男に感謝しています。(再

婚したため、子供達とは別の世帯です)

◆防ぎようもない事件が起こる昨今ですが、とにかく、少ない子供の命を守る為に、高齢者の人手を利用するなどして、みてはどうでしょうか？

◆外で立ち話等で時間をつぶしている方達に散歩がてら学校から帰る子供達を送ってもらうとか。

◆良いアイデアは思いうかびません。

◆公園について ※小さな子供達が安心して遊べる公園が少ないと思う ※学区等で子供達の間には遊び場のルールがあるように思へます。大人が思うよ

り以上に〝なわ張り〟の意識が強いようで、うまく大人がリード出来ないものでしょうか？

◆道路について ※のびのびとくらすために 安全な道路を確保してあげたい→大人が絶えず注意、気配りが必要なのは不自然なのでは…

◆安全について ※街灯の増設 ※町内での見守り→何かあったら直ちに飛び込める 一般家庭のネットを確立

◆小さいうちは(学校)に行くまでわ母親が子供を見ててほしい。

◆家族がお話をする時間がたくさんほしいですね。その中から、いじめや、今子どもが何を考えているのか、いろいろの事が見えてくるのではないかと思います。
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◆朝、夕、のあいさつを気持ちよくできるように。

◆近所の方々とのおつきあいを大事に、困った時はいつでもお手伝いできるようにしたいと心がけています。

◆とにかく、明るく笑顔であいさつをすると１日気持ちよくすごせます。

◆登校時の子供達にも「おはよう気をつけていってらっしゃい」と声かけを心がけています。 子供達もニコニコしながら「おはようございます。」と返

してくれます、先ずはあいさつからと思います。

◆子供自身の存在を否定されないこと、又、居場所が明確であると感じられること。

◆議論したり、相談したりする人や場所があること。

◆信頼関係を保てる環境が地域にあること。

◆興味のあることをより伸ばすことのできる環境が用意されていること。

□とても答えにくいアンケートでした。子供自身のことを決めるには話し合いしかないのでは…？

◆子供、老人にも一声をかけ、一人で生きているわけではない。一人ではなく皆んないっしょだと言う事。

◆人間関係が昔のようにギスギスしていない社会であってほしい。

◆私は田舎で育ったせいか、のんびりやです。

◆下校時等は、おまわりさんに、見廻りをしてもらいたい。

◆保育料や、給食費を払わないで平気でいる人が沢山いると云う話を聞きますが、まじめにやっている人達のためにも、公平にしてもらいたい。

◆子供達のメール等をもっときびしく、きせいしてもらいたい。

◆いじめ問題には、学校の先生はもっと目を光らせて、しんけんに子供の相談に乗ってあげて、解決に向けて努力をしてもらいたい。

◆子どもは地域全体で育てるという意識を持つことが大切だと思いますが、子ども自身も地域を愛すること、地域が生活し易い所となるよう、子どもの立

場で務めるを、果たす必要があることを、教え育てる教育が大切だと思います。

◆以前の子育てに比べて今の子供達は心の病気で学校に行けない…等の様な事があるそうですね。もっと心休まる教育を望んでいます。

◆せっかく土曜日を休みにして(小・中学校)いるので、どうぞ、有意義な土曜日にして頂きたいと思います。

□このアンケートが来て思った事は ■子供さんを育てる為の調査でも、年令の幅が大きすぎて書きずらかったです。 ■私は60才台ですので、もう少し

現在子育てをしているか、それにかかわる仕事をしている方の意見を参考にして下さい。

◆いじめ、いじめられに憂慮していますが、最近の子供達の心理は、お互いの独自性が薄く、群れたがる傾向が強く、お友達の輪に非常に気使い自分が無

い気がします。輪に居れば強がり、輪に入れなければ悲観するのは、どちらも弱い人格形成を作ってしまう様に思えます。

◆教科に人間としての(人格形成の為の)道徳教育の時間が必要と思います。

◆1.日本伝統の空手・剣道・柔道他正規の授業に取り入れる。

◆2.音楽・図画・工作他芸術の授業をさらに充実させる。

◆3.自分の子供と思って見守りたい

◆シンプルに子供が自由に走ったりボールをけったり出来る場所がもっとあるといいと思います。(遊技きぐなどは置かない)

◆現在の社会では競争が激しくお互いの信頼関係を築くことが難しくなって居ります。学校に於ても親御さん達の意見があまりに強く教育をする側の先生

達が大変困惑されていることも多々あります。ここにも信頼関係が必要なのではないでしょうか。

◆私達が子供の頃には親たちは純粋に先生を尊敬していました。親が尊敬している先生を子供達も無心に尊敬したいものです。そこには親と子と先生の間

に良い関係が出来ていました。小さい頃から子供が安心して育つことができる環境は子供の人間形成の上に於ても大変、大切なことです。平和な社会の中

で子供達が健やかに育つ様、親たちや、周囲の大人達が心をくだいていかなくてはならない時ではないでしょうか。

◆お年寄りも、若い人も、子供達も、皆がつどえるような、緑あふれる公園の中に、ある人は読書を、ある人は談らんを、ある人は草野球をボランティア

の(年代層は、上から下まで)人達を中心に、自由にできるようなスペースが欲しいと思います。

◆規則がらめにしない事。

◆子を見守る事の出来る、手出しをするんじゃなく、声をかけてあげげる。

今の頃 たとえば、たまたま、この間おきた事なのですが。 ビワが たわわに実のり それをほしくて ２～３人が木にのぼり初めました。近くにいた

人は、ビワの木がおれやすいとはしらずに見ていました。 私は１声かけてしまいました。ビワの木は、おれやすいから、のぼらないのよと… そして、

学校に、役員さんから 声をかけてもらうようにしました。 命の大切さも、おしえて下さいと。

◆月に１度、子供会の様な、集まりの会を作り、１～２時間、歌ったり、運動したり、その集まりが楽しくなれるといいと思いますが、現状では、何が起

こるか分からない世の中になっているので、子供達を守る事に頭をかかえてしまいます。何か良い方法がありましたら、お願い致します。

◆家の前を通る登・下校の子供に声かけ(あいさつ)↖(いってらっしゃい おかえりなさい)をするよう心がけている。(無視されても)

◆子供の前で信号無視しないよう気をつけている。

◆小学校の登下校にたずさわっております。

◆人の子も自分の子ども、孫も同じに接して 叱り、注意をしております。

◆特に下校時べそをかいてくる子、口げんかをしたり、嫌な事があった児童はすぐわかります。声をかけてあげると出来事を話してくれます。又、注意を

してきかない場合は学校に連絡をしております。

◆挨拶・思いやり・感謝…等の出来る成人になってほしいと思います。

◆人間として生きていく為の基本的なルールをしっかり守れる子どもに育つように、周囲のあたたかい協力が必要。

◆学校の勉強だけではない自立に必要な生活技術等も身につけさせたい。

◆ふだんから自分の身は自分で守るをつねひごろ教える

◆大声を出す練習、皆と大きな声で歌う。

◆学童保育の帰りは、冬の５時は暗くなり、心細い時もあると思います。新１年生はなれるまで、どなたかついて帰れるといいと思います。

◆無関心な世の中にならないように、ひとり、ひとりの大人が未来のある子供達を見守っていける世の中でありたいと思います。

◆子供に声かけ運動も必要かもしれません。

◆子供は両親がしっかりと善と悪、社会のルール 常識を責任を持って小学生までに仕付ける事。

◆自由をはき違えている両親に育てられている子供達がおりますので権利ばかりを主張する前に義務や大変な労働、そして辛抱がある事を両親が身を持って教育する事。

◆一人では生きられない。思いやり そして 助け合い 協調性のある子供達が育つ様に、両親と社会、教師が力を注ぐ事、学力だけを問題にしないで…

物ではなく心豊かな子供として成長して欲しいです。
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◆地域の住民同志の交流があり、大人同志がいつも気軽に話が出来る。いい関係が保てること。

◆礼節を守り、ルール及びマナーを守ることが必要です。

◆子供は親を選んで生まれてくるわけではないので、教育・医療は無料にし、子供が競争社会で傷つくない様育てたい。あまやかして大事にすることではなくて。

◆小さい時から親が愛情をもって育て、相手の気持ちを大切にしてゆける様な 子供にする事が 一番大切であり、それから 社会に出ても その気持を

持ち続ける事が 皆んな 安心して暮らすことの出来る 世の中であると思います。

◆私の子供達は大人になっているので あの頃と今とはずい分色々の面で違っていると思いますが、いつでも家庭内(家族仲良く)、又近所の方々と接して

いると 友達の交友関係がわかって 来るので 安心だと思います。

◆家族・近所・友達の目がある内は それほど 悪い事が 起きないと 信じています。

◆社会のルールを守る事を基本に、自分が他人にされて嫌だ、と思う事は、絶対他の人にしない様に躾けます。

◆１．地域の人達と協力し合って犯罪の発生の芽を摘む事を心掛ける。

◆１．今の世界は、子供達に何か起れば全て他人のせいにしてしまう親が多く見受けられます。家庭での躾が出来ない親だからです。その親が精神的に子

どもと同じだからた゜と思います。

◆30代40代の親の会等を結成して、その会の中に年長者(子供を育てた経験のある)を招いて、社会のモラルを徹底して教育をしていかなければならないと

思います。(ボランティアで…)

◆今は親が子供を怖がる人達がたくさんいます。幼少の頃から親を尊敬するよう育てれば子供も社会に出た時後に立ちます。(人間関係の)

◆又、子供を怖がる必要もなくなると思いますが…

◆あまり、具体的なことは、わからないが、 私の場合、いっしょに生活している 子どもは居なくて近くに住んでいる娘夫婦の子供(小６女、小４女)を、

見る目線で考えた。これからは、成長の度合いによって、考えも変わると思います。

◆中学生以上が気軽に行ける場所があると、いゝですね！(現在も、あるのかな？)

◆家族が仲良く学校の友達とも仲良くいじめにあったりしないで元気に通学出来ればいいと思う。

◆私利、私欲のうずまく大人達の中で、子ども達だけ「いい子に育て」と言うのは虫が良すぎると思います。本当にどうしたらいいのか、わかりません。

◆条例を作ったら安心して 生き生き暮らせるのか疑問です。

◆私はもう子育ては終わりましたが、こんなはずではなかったと思う事がたくさんあります。それは現代にはマッチしない。明治の頃の日本人を育てたよ

うな古くさく感じます。

◆必要な事は、強がって生きて行くばかりではなく、失敗も認めてあげる。地域においてはプライバシィーを守りながらも近所付き合いをし、子供達を守る方向に行く。

◆挨拶をして相手からも自然に挨拶が返ってくるようなそんな地域になってほしい。

□質問・回答がわかりにくい。

◆家族と良く話し合う。

◆近所や囲りの人々と仲良くする心掛けが必要。

◆人への思いやりの心を忘れない。

◆子供を１個の人間として尊重しようとする姿勢は良しとして子供の権利を尊重するあまり、何にでも子供の意見を反映させようとする風潮は考えものです。

◆子供は育てはぐくむ者です。また半人前です。一人前にする大人が首をかしげる行動のある昨今、目をむけるのは今、子育てをしている大人だとつくづ

く感じております。

◆身近に何時何が起きるか解らない暗いニュースが続いています。

◆自然災害は避けられないでしょうが、秋葉原の事件のように 自己の不満を平気で他人を破かいする。命を平気で奪ってしまう、人の命を物体としかと

らえていないような人間が増えているように思います。

◆パソコン、携帯等で人と人との交わりが面倒くさくなってきている人が増えて来ているのでしょうか？

◆人への思いやりの精神 社会のモラル、ルール。 人との支え合え 感謝の精神 等々。 道徳の授業を学校で教育の中でしっかり教えて欲しいと思い

ます。モラルの低下があまりにもひどく、教育の見直しが必要と思います。

◆母親がもっと子育てに専念すること、 子供には心をこめてなるべく手造りのものをしっかり食べさせること。 それしかない。

◆自分が子育てをしていた時という設定なら、答え易かったが、孫や他の家の子供と言うことになると、時代が違いすぎて答えに迷いました。 私の年代の親が

育てた子供が今の親になっています。ですから、世の中が変わってしまった等と人ごとのように言うつもりはありませんが今はどうして、こんなに親も子も忙し

いのか。子供を見ていると可愛そうに思う時があります。特に幼少時から、余裕がありません。私のご近所には60代 70代でまだ元気な人が多くて、手のかかり

そうなお子さまのお母様に、「いつでもお手伝いしますよ」と声をかけていますけれど それが また むづかしいのです。子供はまず慈しみ、また老人を大切

に、昔の子育ての原点に戻りたいものと 思っています。アイデアなど何も なくてすみません。 元気な老人は 暇があっても遠慮しています。

社会全体の安善！！

◎子どもがいない

◆親が子供から目を離さず でもあまり干渉せず見守ってやる

◆子供の話しをよく聞いてやる

◆食事をきちんと用意し、食べさせる。

◆子供が悪い事をしたら、大人はおもいやりの心を持って注意をしてあげる。

◆親から学べない事を昔の子供達の様に近所のおじさん おばさんから教えてもらう事も地域社会においては必要な事ではないかと思います。

◆すぐ切れる子供が多くなってます。きっと子供は子供なりのストレスをかかえているのだと思います。

◆大人は子供に声をかけてあげる！それだけで気持ちが(心が)開ける！って事もあると思います。

◆子供そのものより、”親”(先生？)の教育が必要。

◆親、(大人)があまりにも自己中心、権利主張(過ぎ)、無責任

◆子供は大人の映し鏡

◆”大人”を教育する講座、講演会、話し合いの機会など 頻繁に設けてみては？

◆ひと声をかけることが自由に出来ればいいなーと思います。(今はおかえりと声をかけてもしらん顔、うっむくと顔を下にして歩いている子供が多すぎ

ると思います。知らない人に対して「けいかい」心が強すぎると思う)＝社会に対してふしんかんが強い。もう少しおおらかになってほしいと思います
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(ｲ) 男性
◎子どもがいる

◆１．子育てに係わる、学校・社会との接点での、諸々の問題の原因の大部分は、親自身に原因があると思います。

◆子育て中の”親のあるべき姿”についての教育システムの構築が、極めて重要と思います。両輪が機能して初めて、子供～親～教師の望まれる三者鼎立

が誕生すると考えております。(日本存続の前提条件と考えています。)

◆かかるNPOがあるとは知りませんでした。御苦労様です。御健闘を祈ります。

◆異なる他人の考え方を理解する

◆フェイス to フェイス

◆ゲーム、インターネット等の時間を制限する

◆動物愛護(命の大切さ)、生物のすべて(動物、植物、物)

◆頼れる街づくり 例 コミニュケーションのとれる街

□アンケートの設問があまりねられていません

◆子どもに農業、花や樹の手入れなどの自然教育を、低所得家庭の子弟にも参加できるよう配慮。

◆市民、子ども優先のスポーツ施設を。詰め込み教育には落ちこぼれても、スポーツで自分らしさ、アイデンティティを回復できるのでは？

◆子どもにボランティア・社会活動の機会を。

◆何か役に立つことに参加できれば、達成感が生まれる。

◆どんな時でも自分を大切に。

◆心も身体もいつも健康に。

◆一日を楽しくすごす。

◆子供が自立心が持てるよう、精神(心)的成長を手助けしたい。

◆地区の子供会のようなものをつくり、子供同志が触れあえるような場をもっとつくるべき。

◆子供どおしの横のつながりを増やしたいと思うので、自由に参加できる地域での楽しい行事をたくさん企画する。

◆異年齢での顔見知りが増える様に考える。

◆こども達が伸び伸び遊んだり、話し合ったりできる時間をもっと増やすこと。

◆地域の大人達と、学校の先生・PTA関係者、子供達との交流の機会を増やすこと。

◆学習、おけいこ事、スポーツ、遊び等、各分野に分けて、「エルダー・チーム」(お兄いさん、お姉えさんチーム)を編成して、子供同士の成長のチャンスを作ること。

◆社会・地域のルールを守る。

◆他人を詮索しない。

◆今の青年 20才～30才位の子供達は仕事場でもいいつけられた事しかやらない 自分から進んでやろうとしない 時間だけいれば可と考える人が多い

これからの時代が不安です

◆自分から何でも進んでやろうとす気持ちを子供の頃から 心の片スミにでもと思っております

◆この設問には関係ないのですが 住み始めて４ヶ月まだ西東京の事がわかりません又子供が成人のため質問の内容が不明な所があり 参考になりましたが

◆話は変わりますが この機会ですので聞きたいのですが 西東京市には市民が良り暮らしやすい町にするため、そのような、市民、リポータ等募集して

おりますが、是非聞いて見たかったのでよろしくお願い致します 返事いただければ幸いです

◆子どもに社会のルールを守らせる雰囲気、環境づくりが必要。 ex.他人の子供でも、ルールを守らない場合は、誰でも気づいた人が注意できるように。

◆外灯をもっと多く明るくする

◆道路整備、歩道整備をする。

◆１．西東京市は町内会がないので近所づきあいがなく、親しみがほんの２～３軒しかない。 子供がいれば学校のつきあいで顔なじみにもなるが、子供

のいない家庭においてはそれもむずかしいのではないだろうか。

□２．子供がいない家においてこのアンケートの設問は答えにくい。

◆まず人に会ったら挨拶をする事 挨拶が出きない子が多すぎます。挨拶からコミニケイシンが生まれます

◆子供達の行動に関心を持ち、気がついた事は、できるだけ伝える様にし、そういう考え方を子を持つ父兄の方々に理解してもらう。

◆西東京市には ほんとうに 良い心のおちつく 公園、広場等が少なすぎる。子供が光の陰影の中で遊べる少さくとも、変化のある(ただ、だだっ広い

だけでない)場所を造ってあげたいと思う。

◆※武蔵野市とは格段の差と思う。

◆携帯等の機械との付合いを制限し、友達等人間との触れ合いを増す時間や機会を作る事。

◆信頼関係を重視する。

◆社会のルール や 家庭のあり方を基として、その上で子供の考え や 意見 を 十分に知り、聞き、平和で 前向きな、家庭、学校、社会の一員と

なれるような 理念が必要と思う。

◆子ども達は、気の合った仲間でグループを作りますが、これに入ってこれない子供に対しては、大人達が、強制的な地域環境(子供会など)を作ってやる必要がある。

◆子ども達も 一緒に参加できる組織づくり。また 地域のお年寄りなども子ども達と一緒に参加できる組織づくり。

◆現在こそ地域が地域の子供を育む必要性があるものと考える。そのためには、学校選択制もよいが、子供たちが地域の学校へ通学する学区制が必要と強く思う。そう

することで、地域が必然的に、児童・生徒の通学時を含め、学校生活が安全、安心して送られるよう、(いじめやひきこもり等を)見守ることができるものと考える。

◆子供の権利を尊重するのも必要ではあるが、子供が安全、安心して社会人になるため、また、将来の西東京市民として成長してもらうためにも、地域が

子育て(子どもたちを見守る)を行うことで、地域社会環境の活性化も図れ、且つ、親の義務として、また、社会の義務として、今、強く求められているも

のではないかと痛感している。

◆(ｱ) 田無駅液内に お知らせボード(何でも)設置

◆(ｲ) 田無駅ペデステアル 外部 デッキにて 市民のフリーマーケット 金曜日PM8:00マデ

◎子どもがいない

□子どものいる家庭を選んで下さい。

◆１．子供達を中学生位までは親がアドバイスをして毎日の生活態度を注意して、見守る事が必要だと思います。(非行に走らないように)

◆２．日頃、子供達と話合いをして、考えていることを十分理解するように心掛けていることが必要だと思います。

◆自分達が住んでいる場所柄を研究する
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(ｳ) 性別不明

◎子どもがいる

◆少し大人が自然の楽しみ方を教える

◆子供からも楽しい事を教えてもらう

◆言葉にしなくてもわかり合うこと

◆自然を…。

◆親の背中を見て子供は育つものであり、精神構造が子供のまま、親になった人達が多く、自己中心的社会現象が多く見受けられるため、親達への教育の

機会を設ける必要もあると考えられます。

◆各町毎に、「かけこみ寺」の様な、相談家庭の設置。

◆地域学童保育可能な学童家庭の設置。

◆子ども相談･メール110番 等

◆PC(携帯)利用の相談受付・回答

キ．７０歳代
(ｱ) 女性

◎子どもがいる

◆約15年間保育園と学童へ週１～２回迎えに行くことがありました。痛切に感じていたことは、やはり家庭の余裕(時間的に一番)が大切ということ バタ

バタした暮らしじゃダメだと思っています。大人も子供も落ち着かない変な自己主張ばかり強いのです。思いやり、やさしさが不足ぎみです。 どうした

らよいか、長い時間かかっても人間的に根本からやさしさ、や思いやり愛情を身につけていかなければと思っています。 せめて隣の人や子供への声かけ、

あいさつから くり返して 行っていきたいと思っています。

◆地域で協力して、悪い点は叱る。そして良い点はほめてあげる。

◆保護者同志の交流(子供も含む)

◆外でのびのびと遊べる環境を作ってあげる。

◆子供と同じ目線で話す様にする

◆最近の親達は忙しいすぎると思います。自分達のやりたい事が第１で、子どもが、第２と考えているように見えます。

◆仕事を持っている人達が多いのでどうしても仕事が優先され小さな子どもが、淋しい思いをしているように思えます。

◆親が地域の人達と日頃声をかけ合って家族同志のふれ合いを持つ事が大事だと思う

◆これは子供だけの問題では高令者にもあてはまると思います

◆子供達が安心して大人や友達と接することは、友達を作る上でも大事な事と思います。

◆大人の暖かい目線が成長して行く上には大事だと思います。

◆子供には云って聞かせるだけでなく、親は出来る範囲で積極的に行動で示す。

◆いつも背中を見られている、という意識で大人が行動すれば子供は自然と常識を身に仕けてくれると思う。

◆アイディアはこれといってないのですが、他人の子供でもよい事をした時は、一言誉めて、あげる。誉め言葉を沢山かける。

◆現代のお母さんは、少さな子供を預けて、頑張って働いていますが、せめて子供が小学校位迄は、母親が子供といっしょにいて、学校から帰れば、お帰りと出迎

え手作りのおやつ等食べながら、お話を聞いてあげることは、大人になってから、お互いのよい想い出となります。子供が一人で玄関の鍵をあけ、おやつと、お小

使をもらって、家の中で、ゲームをしている姿は心が淋しいと思います。親は、ローン、教育費と物価高の中、生活が大変な事はよくわかりますが、親が世間並の

暮らしを望むのではなく、ありのままを、家族が受けとめ、助け合って、人は人と言った、家庭の教育が必要で、貧乏にも堪える強い精神と勇気を親子で養ってほ

しいと思います。何時、天災や、食糧難がくるかもわかりません。今は何でもほしいと言えば、親が無理しても、買い与える。少し過保護気味だと思えます。

◆自分の子供も人の子も一緒、皆で力を出あって頑張ること。

◆与えられた環境に感謝し、そこでの自分の立場での義務と責任を精一杯する。結果はあまり思わず、その過程を大事にさせたい。今、自己中心の大人や

子供が多いので心配しています。

◆私本人はもう80才に近くなりますので昔の事は申しませんが今の子供達を見ているとこれから先の日本の事が心配になりますね。親があまりちえがあり

すぎるといいますか、情報が早く入るといいますか人生を経けんした人の話を、子供を育てている親が聞かないですぐ今の時代とか今はとか消される人達

が多い様に感じますね。学校の先生も子供達の事を思ってしている色々事を親の方がけちをつけたり反対する様ではあまりよくないと思っています。今の

子供達がみんな自分に責任を、持つ事は、すべてに必要だと思っています。大人になり社会に出ても大事な事なので小さい時からが大事ですね、

◆①近所の子どもの顔を知る事

◆②道で声をかける事

◆親がしっかり社会のルールを教えて、なるべく近所の人達と、お話し合いをして、逢ったら、挨拶をするように心掛ける。

◆子供や、お年寄りの方々の事に心をくばるようにします。

◆人間は一人では、生きていけませんから、何時も人々に何らかのお世話になって、いるのですから。

◆小学生の帰宅時間に地域に協力の放送がありますが、私は必ず声をかけをしておりますが、いつも無表情で朝など「おはよう」と気をつけていますが、じろー

と見て何も言わずに行ってしまいます。子供は地域があたゝかい気持ちで対応すべきであり、又危険から守るのではと思います。当方は通学路に当たり、信号も

複雑なので、必ず声かけをしますが反応なしでむなしく感じます。もう少し、大人も声かけをして子供を危険からうすれるのではと心を痛めています。

◆保護者の方も学校へ送りだしても友人と話しに夢中のようですが囲りに気をつけてくださるといいのではと思います。

◆高令者ももう少し囲りに気ばりをしてよりよい時間が子供達が持てるようにしたいものです。

◆子どもたちの学校への行き帰りに逢った時には声をかけて上げる。(いつの間にか友だち関係になっています。)

◆遊んでいる時など危険なことをしていたらやさしく友だちのような声かけてなおして上げる。又時間があった時は遊び方など教えて上げる。

◆☆以上は声かけ運動でしょうか。 声かけると逃げる時がありましたがこの頃はそのようなことは、ないようです。

◆安心して遊べる公園、空地が地域にない。

◆熟いが多いためか、外に出かける機回が少ないのは残念！

◆私は、孫と生活しておりますが今住んでいる地域は、安全だと思います。
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◆出来れば外で、遊ばせる事だと思います。

◆親は子供の性質を知る、…むつかしい事ですが後になってとても大切な事の様に思います

◆子供は好きな事遊びも、勉強も、好きな物は、良くします。特に男の子は、長い目で、親が見て、子供が少し位遊びすぎても、あせらずに……子供の進

む方向を見てあげたらと、…

◆今は子どもに関する相談機関がたくさんあって親は安心だと思います。

◆私どもが子育てする頃は、相談するところもなく、大変不安な気持ちでした。

◆ひそのこどもたちも成人して今親になっています。このような相談機関があることを教えてあげたいと思います。

◆おとなが子供にウソを言わないで他人の子供でもわるい時はいけないとおしえてやる事が良いと思います。

◆私自身はそう心がけて居ます。

◆今現在、学童の時間が５時迄、それ以後はファミリーサポート制度がある事は知っておりますが、種々な事情でお願いしたくない保護者の方がいらっし

ゃるとか… 保育園が７時頃迄頑張って下さり、学校に入学と同時に５時迄… 大変なことと思いますが、何とか考えて、いただきたいと思います。

◆市のいろいろな事に参加させていただき、年令なりに充実した毎日を過ごさせていただいております

◆今日この頃思う事。高齢の元気な男性が退職後地域社会になじまないでいます

◆学習やスポーツ・ボランティアへの関心も低い傾向が見える。高齢の女性や妻が家計の節約を考えて一生県命家事を、こなしています(土曜も日曜日もありません)

能力の高い高齢な男性を家庭に引き、こもらせては宝の持ち腐れです外に出て働いてもらいましょう。たとえば公園で掃除をしながら子どもの安全を見てもらう。

その時かならずタスキか腕章を身につけて(市できめられた物を自分で買う) それから小学校一年生の下校時間に安全に家に帰れる様にできたら良いと思います。

◆男性は時間と場所をきめれば集まると思います そして何よりもその人たちに能力を出していただきましょう。

◆このたびは良い勉強をしました 子どもに関する相談機関がたくさんある事です ありがとうございました。

◆子どもの話しを真剣に聴き いじめにあわないように守る事が大事です。

◆今は昔と違って情報があふれ、かえってそれがまなびにはなるとはいえ不安をかきたてます。ニュース報道(事件事故戦争)企業やさまざまの広告宣伝、

それに多くの外国人が日本にもいます。

◆自分らしく生きるには、非常に強い心と前向きな姿勢、国際的視野や同時に弱いものが安心して生きられるような環境 一番弱いものに焦点をあてた生

活が大切なのかも知れません。思いやりのある心を育てることが大切なのだと思います。でもとても変化多様性のある今日とても大変なことだと思います。

でも、それには、多くの人の知恵や力やお金が必要なのだと思います。

◆その意味で西東京市の「安心して暮らせるまちづくり」にとても期待しています。

◆各家庭、各個人によって、物の見方、考え方は異なる社会のルールにはずれなければ、よいと思う。

◆子供の将来を思う時 まず家庭だと思います。

◆小さい時に善悪の判断、また親の自覚も大切だし 無限の可能性を秘めてるわけですから、学校では道徳をきちんと教えるべきです。

◆子供達は皆良い子です。

◆まず他のせいにするのは間違いだと考えております。

◆自分勝手な事はしない。

◆他人の痛みも知る。

◆住んでいる周りはきれいにしたい。

◆他人の迷惑になる事はしたくない。

◆「ありがとう」～「ごめんなさい」を素直に伝える様に。

◆時たま電車内で席をゆずられる事があります(若い人に)

◆若い人でも、人に依りけりで、しっかりした人達も沢山いる事を知りました。家庭で育つ段階で、しつけをしっかりとさせるべきと思います。 若い女

性でも自転車でぶつかりそうになっても、「ごめんなさい」も云わず通る人もいる。 家庭生活の根本は、「しつけ」と思います。

◆市で公園に大人のボランティアをはけんし子供達の安全を見守ってほしい。

◆自分の子供と同じように近隣の子供にも目をむける機会を多く持ちたい。

◆一日の生活(学校、友達、遊び等)の様子をよく聞いてあげる。会話の時間を多く、危険な場所の点検。

◆私は70才代です。

◆自分の子育ての時代とちがってどうかと思う事は、家庭内で親子の会話が今は少なくないか、道を歩く時のルール、自転車での歩道を走る時のルール、

がなっていない。母親が子供を乘せているにもかかわらず赤信号でも平気で走りぬけて行く。学校帰りの子供さんに「おかえり」のことばも今は、かけら

れない時代ですね。「変な人が居たと」言われる時代です。 うっかり注意が出来ないです。

◆家でも学校でもおとな、先生が、話をシッカリやってほしいです。

◆当然のことながら 子どもを とりまく環境は、以前に比べてきびしいものになっております。

◆子ども達が 健やかに、精神的にも たくましく 育っていってほしい と 切に 祈っております。

◆健全で安心して暮らせる街を、希望します。

◆余り子供を叱る親が少なく、良い事と悪い事だけきちんと教える様にして欲しい。又 他人を愛する事 社会のルールもキチンと教えることを忘れない様に！

◆今の学校は躾を教える時間が無いこと 日教祖が親を大事にすること などを教えることを忘れたので今の様な世相の事件が起きているものと思いまし

た 教養の時間も大切だと思います。

◆学校の先生が生徒の気持ちを良く理解して充分相談に乗って欲しい。

◆親が必要以上に子供の干渉をしない方が良いが子供の心の移り変りにはいつも気をつけて慾しい。

◆地域の子供には、自分の孫に對する様に暖かく、見守ってあげたい。

◆①大人自身がまず、社会のルールを守る。

◆②親自身が、幸せな家庭を作って行く努力をする。

◆③子供達は教師や両親の生活態度に敏感だ。口だけの指導は適用しないことを、大人は、知っておくべきである。

◆④教師や親、すべての大人達の言動が、理不尽であればあるほど、子供達は、心、傷つき、反発すると思う。子供の生活態度や勉強を口だけで、いくら

云っても駄目！大人自身が、子供を良く理解するためにも、大人達自身が、もっと学ばなければいけない。そして、そこに「真の信頼」が出来て、不安定

な子や、さからう子供はいなくなると思います。 子供は宝ものです。

◆地域の人々が他人事と思わず子供達が何かあったら手助け出来たら良いと思う。
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◆子供達の遊べる広い場所が最近は、マンションが建てられ、外で遊びたくとも場所が少なくなり、子供どうしで、あん心して外遊びが出来ない現実です。

広場は、住民にとって、必要です。

◆①０才～３才までは特に大切な時期 親の精一杯の愛情が必要不可欠と思います。

◆②第一の条件は心身共に健全であること。

◆食育・食の大切さを知ろう 特に朝食はしっかり食べさせる。

◆③子供が何を考え望んでいるかを常に把握し対話をすること。

◆最悪の区別をはっきり認識させること。

◆甘やかし過ぎはよくない。(厳しさも必要。)

◆④子供の行動・言動に関心を持って見守ること。

◆付記：心の痛む事件・事故が多い昨今 個個人が安心して心豊かに生きて行ける世の中であって欲しいと願うばかりです。(アイディアとは一寸違うかも。)

◆１．社会のルールをキチット守る事。

◆２．親を大切にする事。

◆３．友達間のやさしさ、思いやりを教える事。

◆教室は密室です。教師が未熟であったり、又性的な悪癖を持つ者が担任になつても、それを周囲が気付かされるのは大きな事件等が起きてから初めて判

る事が多いです。 ハワイを含むアメリカで見聞した事ですが、父母の中で、教師の資格を持つ人や、特殊な技術(ピアノ等音楽系や体育系)を持つ人が、

ポランティアで教師を助けています。落ちこぼれの生徒も救うことが孤独にならず、独善にならず、落ちこぼれの生徒も救うことが出来ます。たった一人

の教師が、20人以上の生徒を全ての科目で指導をするシステムの現在の小学校では生徒の落ちこぼれ、教師の精神障害者が出現するのは 当然の成りゆき

だと思います。多くの父母の目と手を学校にボランティアで供出しましょう。

◆昔は近所で子供達が遊んで居ましたが 忙しい世の中、になったのか、今はありません。 その中で幼ない子が喧嘩しても少し年の上の子が仲直りさせ

たり、それらを じいちやん、ばあちやんが少し離れた所に腰かけて、ほゝえましく見えたりと。最近は そんな 風景はなくなって寂しいです。

◆秋葉原事件なども、声かけ合う人間関係が近くあればと残念に思うのは私だけでしょうか。

◆私が子育てした頃は、パソコンも携帯電話もありませんでした。子供達も今よりのびのびと遊んでいたように思います。インターネットやメールなど便

利になりすぎて顔の見えない いじめがあったり子供達がきずつくことが多く大へんだと思います。

◆自分をやさしくつつみ込んでくれる 大人の人に接する場があれば良いかと思います。手芸とか体操とか それぞれ好きなことを選べるお教室などいかがでしょうか。

◎子どもがいない

□このアンケートがどんな役に立つのかとても疑問です。 設問自体が…これで意識に関することが解るとすれば、すごい！ ずいぶんと費用もいるでしょうに…

◆子供の長所を伸ばしてやり、大人になった時、自信の持てる、他者への思いやりが出来る人間になれるように、教育することが必要。

◆昔のように学校から帰り おやつを食べ 宿題などをして、夕方になってちょっとでも外にでて大きな子も小さい子供も一緒になって縄跳び 鬼ごっこ

缶けりなどと遊びが出来る街にしてあげたいです。

◆他人の子どもでも、危険な遊びや、万引等を見たら注意したい。

◆子供を取り巻く環境は最悪な昨今です。

◆子供にやめさせたいもの ケータイ、メールを何とか規制する事が出来ないでしょうか。 いじめやうつの原因になっています。

◆私は戦后、１クラス60名という学級の中で楽しく過ごしていたものです。 少子化の現在、もう少し１人１人と先生が向き合ってほしいです。

◆幼い時から、どんな子供(自分の子・他人の子区別なく)にも愛情をもって接すること。ただ、あまやかすのでなく。叱るときは、理由を、はっきり説明

して、きびしく接し、たとえ小さな善行でも、正しくよいことをしたときには、大いにほめてあげること。

□※子供がおりませんので、子育ての経験なく、正しい回答はできませんでした。 ※また、自分の子でなく一般の子供に対する質問としては、年令の巾

がひろすぎると思いました。

◆朝食は大切です。

◆問題があった時、その人の立場になって考えられるように。(人の心の傷みが解るよう)なってもらいたいです。

◆大人(社会人)も声をかける、勇気を持ちたい。

(ｲ) 男性
◎子どもがいる

◆①家庭に於ては 困った時には何でも相談出来る環境を作っておく。 (つつみ、かくさず、はっきりと)

◆②学校では 大勢の友だちと仲良く出来る様 気くばりが必要。

◆③地域では のびのび遊べる場所が欲しい。

◆(ｱ) 子供達が、自由に遊べる場を確保してやりたい。現今の住宅事情では、テレビやゲームしかなく、伸にした成長は望めない。この場は、人工の施設

ではなく、雑木林で木登り、ターザンごっこ、虫取り・泥んこ遊びができればよい。噴水や池をつくってやれば、それなりのコストがかかり、自然のまま

にすること。遊びの安全性は、すべて個人の責任とし、できれば、管理、監視は老人のボランティアで十分。

◆(ｲ) 老人の福祉施設としてゼイタクなものは不要。その分、子供に投資したい。老人には、遊びの施設より、体を動かせる農園の提供、地域清掃。

◆(ｳ) 以上について、市の条例制定も結構だが、そのために「市の管理」と称する費用をかけることになればそれこそモッタイない話。老い行く老人より

も子供の成長を願う。

◆今の子どもは学校、部活、塾、習い事で窒息状況にあるのではないか？ 子供と息抜きの時間、空間を作ってやれないか 小生に今具体的な事は思い浮かばない

◆ルールを守る事が大切

◆気くばり眼くばりが大切

◆全体(個人的)の環境作りが大切

◆いのち、人間関係、優しさ、思いやり、自主性、協調性、

◆子供同士安全に外で遊べる場所が必要

◆子供達にとって最も必要な事は、両親や同居家族が子供優先に考えてやるべきだと思います。心から愛してやる。
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□このアンケートの質問と答えの表示が余り適切でない部分が多々あり答えの部分等○をつけるのに苦労した。

□このような調査を、子供が50才に近いような人を対象にする事には無理があると思います。(小生の場合) 学齢期の子供を持つ人達を検索して、調査対

象にしないと、回答に窮してしまいます。

◆①自分のことを自分で決めることができるようサポートする

◆②自律と自尊が大事で、「○○してはいけない」「○○しなさい」といった言葉は極力避ける

◆人の思いやり

◆人に迷惑を掛けないようにする事

◆児童・生徒に品川区で実施しているような防犯ベルを持たせる。

◆児童館や公園を出来るだけ多く整備する。又遊具の整備も実施。

◆校庭や体育館を出来るだけ多く開放する。

◆西東京市は子供達が安心して遊べる場所が少ないと思う。

◆市の職員の意識革命～研修などをもっと充実させるべし？

◆現状不明

◆施設利用で常に、疑問に思われる事。1.サービス精神が全くない。 ・くどい。 ・個人情報等にうとい。(社会常識の欠如が目立つ) ＜人員チェック

に、フルネームを書かせる＞等

◆子どもは失敗しながら色々な事を体験して育っていくと思います。社会生活のルールをしっかり身につけさせる。

◆自分で考え工夫して、物事を解決する力をつける。

◆ウソをつかず 正直に生きること。

◆なやむ時は徹底的になやみ、先を希望を見つける 等を基本的に指導して欲しい。

◆私は すでに子育てを終えた年令ですが、近ごろ(以前もそうですが)午後、帰宅に就く小学生の態度が目に余るので 関係者の方々の指導をお願いした

いと思い、以下に具体的に記すことにします。

◆とに角 子どもたちは、道路を行き来する大人たちに全く関心を示そうとしないので、危険で仕方がないのです。自分達の世界に入って ワイワイガヤ

ガヤ、道いっぱいに広がって、前を見ていない。危ないからと思って自転車を止めていると、向こうからふつかってくるといったあんばい。一体、学校で

はどういう注意のされ方を？と首をかしげてしまいます。 低学年、高学年、あまり差はありません。

◆自分の子供だけでなく、どんな子供に対しても遠慮なくしつけたり、場合によりほめたりして コミュニケーションを豊かにする。

◆子供が挫折した時、どういう指導をするかが大切です。 その時は子供には理解出来ない事の方が多いと思います。 時には親の力で無理矢理指導する方が良

い場合があるような気もしますが、本当のところむつかしい問題です。とにかく、時間に余談を作り希望を持たせ、２～３の進路を親が示してあげることです。

◆犯罪のない町ずくり

◆図書館、児童館、スポーツ施設の充実。

◆友達を沢山つくる事。

◆子供に対して親が十分な愛情を注ぐべき努力をすること

◆しつけは幼いときから充分にするよう心がけたいと思う。

◆先生のいうことは正しい。お母さんが間違ったことをいうことはない。お父さんは偉いのだなど周囲の大人を尊敬し、素直に從う心を育てることが大切だと思う。

◆先生や親の教えは絶対だというように指導すべきだと思います。

◆友達を大切にし、隣近所の方への挨拶を忘れずに可愛がられるよう、教えたいと思います。

◆なるべく自分でやる様にする。ただ１歩うしろあるいは１歩前から親が先生が見守ってやる。指導していってやる。それに対し支援課等が、講習会・イ

ベント・図書館・公民館・多目的貸ホール・貸室などの設備を設置してやる。子供と親と先生そして自治体の出来得な限りの交流が大切。

◆趣味を一つ持つ事は大切です。

◆質問の主旨から離れていますが。極端に言うなら、幼稚園からお受験が始まる近年、少し違うのではと思い続けている者である。せめて義務教育の間位

は、のびのびと元気な生活を過ごさせたい。 偏差値重視の教育に常々疑問を持っている。偏差値で区分けされ進学校、更に進路まで決められると言って

も過言ではない教育方針には異論を唱える。

◆もちろん、人としての一般常識が必要且つ重要なのは承知の上で、個人の個性を生かし、見い出し、助言を与え、自分に自信を持って生きて行く道を選

ばせる教育が真の道と考える。 これは 現代の社会で生きて行くには不可能なことであろうか…。

□委員の方々や担当課の方々は本アンケートの設問や選択肢を十分理解しているのでしょうか。 条例は言葉合わせにならぬよう、十分考えて作って下さ

い。 あなたまかせのアンケートのように思えます。 作ればよいというものではないでしょう。 委託先が思いやられます。

◆保育園の施設・数(場所)の整備

◆家族のきずな。話せる、相談出来る、信頼出来る、など。

◆親の社会的責任ある態度が子に伝わる。

◆子どものありのままの姿をありのままに受け止める

◆他の人と比較しない(特に兄弟姉妹)

◆高い水準を設けたり目標にさせない

◆夫婦円満(無理をしない)

◆親が自分自身を理解し受け容れる

◆自然の中で遊ぶ体験を多くさせる。野外活動や農作業の体験を。その指導者の育成。

◆プラネタリウムの定期的活用(月一回、全小中学生視聴)

◆交通ヒ(バス代)予算化

◎子どもがいない

◆子どもの自主性を尊重する様に心掛ける。と同時に社会の中で子供の居場所を確保してやる。協同生活の一員である様に「し」向ける。

◆身近に子供と接する機会があまりないので仲々、まとまった考えが惹きませんでした。

□設問が理解し難い。未成年者のための保護者ですから保護者の責任で子供を躾けるべきだと思います。先ず親、保護者の教育を。

◆格差をつけないで自信を付けるような指導 「自分はできないんだ」、「どうでもいいや」 捨てばち的な心境にさせないこと 自分にも必ず 優れてい

る点があるから、と 自信をもたせ 明るく素直に育成しませう
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◆自分の子供を頃とは世の中が変化して来ている。

◆そんれはパソコン、携帯電話の出現による影響、塾や習いごとでの多忙化、格差社会の出現などである。

◆安心して自分らしく生き生きと暮らすためには、現在の保険料、税金などの低所得高負担、高所得低負担を低所得低負担、高所得高負担に変えて低所得

のボトムアップをはかるべきである。 なぜなら自分らしく生き生き暮らせない人は低所得者に多いからである。

◆ルールを守る

◎子どもの有無不明

◆西東京市は住みよい所です。住んでいる地域は安心して自分らしく生きる生活にしてもっと良いと思って居ります。

◆これかの暮らすことは必要だと思って居ります。私達はこうれい者で居りますので、西東京市に必要だと思って暮らしたとと一生居るつもりです。

(ｳ) 性別不明
◆どんな事があっても家族にはおしへてほしいと思ひます

ク．８０歳代

(ｱ) 女性
◎子どもがいる

◆80代過ぎるのであまりむずかしい事は、考えられません。御免なさい。

◆先日、青梅街道の総持寺のソバの福沢屋の前の道路で小学一、二年生の男児が長くなってねそべっていたんです。信号が赤で 車が止まっていたんでし

ょうが 見た瞬間 逆上した私はドナリました。「ダレだ そんなとこに 寝てるのはバカ早く起きろ、車にひかれるゾー」男児は、すぐ立ち上がって私

のソバにきました。「お前が死んだら 誰が一番泣くかわかるかー」「ハイ、お母さんです」とスグに返事がかえってきました。なぜ これだけ、わかって

いて こんな危いアソビをするのだろうか。歩道では笑って見ていた６年生位の男子が２名いました。学校にデンワして注意しなくちゃと思って帰宅して

からハッと思いあたりました。あれは あの子がやりたくて やった事でなく 側の上級生の、いやがらせの指示でイヤイヤやっていた事ではないか、だ

から 私の前に立ち即答した言葉が「ハイお母さんです」だったのだと気付きました。注意すべきは ソバの男子だったのでしょう。残念でした。小学校

が どこか わからないし 電話するの やめました。これも この頃の子供のイジメでしょうか こわいです。おせっかい ババアより

◆私は八十代 昔と今は余りにも違いすぎて、当時の事は考えてみたりしても、生活状態からして変わった世の中に余りにも考えることも多々あり切角書

類をお送り頂いても何のお役にも立たず申し訳ございません。本当に失礼致しました。

◆年のせいで行く所は病院先から出かけます。老いるとは淋しくもあり、考えさせられるばかりです。

◆でも行先は定まっているので今は自分なりに、考えてはいるものの死と云うものは致し方なし それなりに 頑張って一日一日を大切に生きております

余談のみ書きつらね失礼を重ねてお赦し下さい

◆年令的にちょっとずれた感じが大分ある様に思えますが、参考になりましたら幸ですけどよろしく、お察し下されば幸です。

□子供の豊かな(心の)成長を願って市のアンケートに選ばれお答えする立場であることは重く受け留めますが、私自身の年令では子供はもう十分大人で五

十年近く前のこととなり夢中で子育てをしたことは自信をもっていますが、具体的なアンケートにお答えに自信がありません。

◆昨今の若者の起こす不条理な事件をとても悲しく、〝何故〟と思うばかりですが、家庭、家族、転職、など他を思う、心が育たない、交流を避ける風潮を憂える者です。

◆子供にも 住人にも 住みよい西東京市でありますように！！

◆別居する孫を念頭に置いて、記入しました。 求められる目的の意義に、外れるかと思いますが、常々思っております事を記しました。一寸固いのです

が、 子育てママの教養向上と、 昔ながらの鉄は熱い中に打て、三才児までの躾徹底、 独立独歩の精神をうえつけておけば、ニート等防げると思いま

す。 我慢が育ち 親や他人の所為にする甘への気風を排除出来ると思っております。 義務を果たして、権利主張出来る人間の、育成を念じます。

◆子供は教育する必要があると思います。

◆特に幼児教育(人間として最低のしつけ)を、社会のルールを守る様 子育てをすべきだと思います。(出産したその日がら親としてのつとめです。)

□あまりよい解答が出来なくてすみません

◆年を重ねましたせいかわかりませんが今の時代は昔とくらべて大へん子育てはむずかしいと思います。

◆私は只云愛深い心を持って子供さん方に接することが大変だと思います。

◆久々にこんなに考えさせて頂く機会を頂いてありがとうございました。

◆関心をもつこと。

◆１．父、母共に助け合う

◆２．子供が見ていなくても 仲よく暮らす

◆３．互に愛情を持って悪口を一切云わぬ

◆４．祖父母に対してのやさしさ

◆５．家庭教育

◆６．他人に対して やさしく 思いやり大切

◎子どもがいない

◆問２ 子供が居りませんせんのでくわしい事はわかりませんが登校中の中学生等は菊の苗を折ったり垣の竹をまげたり 折ったりして道徳心がかけてゐ

ると思う 昔の様に修身等を教育し人としての道徳を教えてほしい

◆私の家庭は大人ばかりの生活ですので学校の事や子供の遊び方等は余り存じません まして私は89才昔の事はよく知ってゐますが戦後の生活や環境も変

わりましたので大変むつかしい事と存じます

◆只今の子供さんを見てゐると思います 戦後の親の教育も変わったのでせう

◆私は、子供はのびのびと育て 叱る時は事が解する様にさとし 目上の人に対する行動や礼儀を教えてほしい 勉強も大事ですけれど余りつめこみ主義

はいけない 其れよりも健康で人間として生きて行く道をうんと教えてほしいと思います。

◆むつかしい事はわかりませんので自分の意見だけでお役にもたちませんが お許し下さい

◆小供の友達を家族で見守もって上たい

◆それで中良くなる様にして上たい
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◎子どもの有無不明

◆私はもう、八十才をすぎた老人ですので、自分で出来る事は自分でやる。 めんどうをかけないように くらしたい。 すこしでもお役にたつようにし

たい(これは無理でせう) 人様にはめいわくかけないように くらしたい このアンケートにはお役にたつかどうか心配ですが たヾ、静かにくらしたい

だけです。 お役にたたないで ごめんなさい。

(ｲ) 男性
◎子どもがいる

◆最近、街の中で子供達の遊声が聞かれなくなっている。勉強に重点がおかれ、家庭や塾での勉強時間が長くなっているのではないかと思われる。

◆子供達が地域内で生き生きと暮らすためには、住んでいる一定の地域毎に(図書室、合合室、スポーツ室などを含む)

◆遊場を整備し自由に使えるようにすることが必要と思われる。

◆男の子は小学生時代、１年に１度位は、体でおぼえて欲しいと思い、１年に１度位は、手でたゝき、痛みで、記憶させた。中学に行くように成ってから

は、手を上げた事は１度もない、話して理解出来るようにした。 女の子は、２人で２人に対し、１度もおこった事がない。今は教職についている。

◆自治会長が長かった為か、現在は、小学生が12､3名、当時は6､70名いた。

◆自分の子供も他人の子供も同じように面倒を見て来たので、市ともよくやりあったものだ。

◆①昔の修身教育は軍国主義に利用された為、戦後忌避されて教育されなかったが、人としてのエチケット、親・兄弟・友人との関係、社会との接し方な

ど、エチケット教育として復活させる要があると思う。

◆②テレビドラマに殺人の無いものはない程氾濫しているが、これが最近の殺人事件の多度に多大の影響があるので、是への対策が必要。

◆③携帯電話の普及も犯罪、いじめに影響あり、低学年の子供の規制は必要である。

◆上記①の結果、人としてのエチケットを守らない親に育てられた子供が、更に親となっている現在、浅ましい社会現象を引き起こしている悪循環が、今の状況である。

◆親側の啓発が大切

◆社会のルールを守りながら 話を真剣に聴き約束を守ることが大切

◆個々の尊厳性を認め公平な対応が最も大事な条件と考える。

◆社会のルールを大切にして生活する。

◆毎日毎日が安全に注意し生きる。

◆１．市義や警察から構成する環境会議を随時持つ(教育委員会も入れる)

◆２．他の市町村で採用している事柄を、キャッチする 部処を設ける

◆３．市報等で意見を求める

◎子どもがいない

◆子どもを過保護にしない。

◆子どもに礼儀、常識をわきまえさせる。

◆大人が常に子供たちの手本となる行動をとる事を心掛けねばと思って 子供を怒らず、瞞さず、子供の自尊心を尊重して、ついて来れば間違いないとな

いとと云う信念を持たす様にせねばならないと思います。

ケ．９０歳代
(ｱ) 女性

◎子どもの有無不明

◆高令ですのでお答えにならないかと思いましたが、私の経験をふり返り乍ら記入致しました。 私が子育てをする頃は特に心配する事もなくこどもの成

長をたのしみにして過ごしました。幸わせな時代だったと思います。 明るいご家庭(近所)の楽しそうな暮らしを見ておりますとお子さん達がのびのびと

戸外で遊んでいられて、思わず声をかけてあげたくなる様なお子さんです。(小一年生(男)、幼稚園(女))成長されるのをたのしみにして拝見しています。

(ｲ) 男性

◎子どもがいない

◆何に事に就いても事の前後を考え思いやりもって行動する

◆両親の愛情不員と思える

◆１．子育て中の両親が日教但時代の教育を受けた方々だ

◆２．ママ・チャリを視れば前に１人オンブで１人後に１人はまだ良い方だ せめてケイタイは止めてやる気はないのか。飛ばして片手で運転で前の通り

を３人１は視かける？

◆３．車の中乗せたまゝでキーをかけてパチンコは愛情の無い見本だ

◆４．此れだけ禁止すれば80-/は子供を亡くさないですむ

◆５．末期高令者のたは言と思って下さい

コ．年齢不明

(ｱ) 性別不明

◎子どもの有無不明

□子供がいないので回答できない。

◆子供と地域の高齢者等とのふれあう機会を作り、地域全体で子供達の見守りを長く続けたいと思っています。


