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井田川小学校区 年長 ア 6年生 問い合わせ先が分からない。

井田川小学校区 年長 ア 6年生
・中学３年生まで対象枠を広げて欲しい。　・費用を安くして欲しい。　・井田川小学校区は定員が
いっぱいなので教室を利用する等して定員枠を広げ、環境を改善して欲しい。

井田川小学校区 年長 ア 6年生 様々な問題に対する対応の質等考え、亀山市が運営している所に行かせたい。

井田川小学校区 年長 ア 6年生
日の本クラブ開設にて希望者全員が入所できた事はすばらしい。しかし学校からの距離が遠く、立
地的にも子ども達の安全への配慮・対応をしっかりしていただきたい。また今後開設することがある
場合学校からの距離を近くすべきだと思う。

井田川小学校区 年長 ア 6年生
待機児童改善への具体的な対応策はあるのでしょうか？このアンケートをどのように活用されるの
でしょうか？そういった疑問が多々あります。ぜひともアンケート集計の開示をお願いします。

井田川小学校区 年長 ア 6年生
学校の敷地内近くで安心して公園や運動場の利用等ができる環境を望みます。※アンケート回答に
対する市の取り組みについても市民に返していただきますよう望みます。

井田川小学校区 年長 ア 6年生 外遊びが出来る場所（出来る限り広い）での施設を希望します。

井田川小学校区 年長 ア 6年生
学校では学べないこと、社会に出て生活するときに必要となる力をつけてほしい。建物が学校に隣
接していてほしい。

井田川小学校区 年長 ア 6年生 兄弟姉妹が同じ放課後児童クラブを利用できるようにしてほしい。

井田川小学校区 年長 ア 6年生 仕事に行き忙しいため利用を希望する。保護者の運営参加は無くしてほしい。

井田川小学校区 年長 ア 6年生

亀山市の条例で定員の削減が決定したことについて。現在も井田川地区においては、利用者の数
が多いということはきいています。それなのに、定員を削減して来年度からの新１年生は利用できる
のでしょうか？民営は徒歩２０～３０分かかり、最近不審者も多い中、安全といえるのでしょうか。公
営は外で遊ぶことができるが、民営ではその場所がない。差があっていいのでしょうか。定員削減と
言うのは簡単ですが、井田川地区では子どもたちが、増えている状態であるのに、なぜ、今する必
要があるのか、全く理解できません。働かなくてもいいのであれば預けません。ぜいたくに働いてい
るわけじゃない。生活するため、個々にそれぞれ働かなければいけない理由があるのに、市は理解
ができてなさすぎると感じます。頼れる人（祖父母等）が近くにいない、預けるしかない。現状をもっと
理解してほしいです。来年度から利用したい人たちへ詳しく説明していただくことを希望します。子ど
もたちのことを１番に考え、放課後でも、楽しく過ごせる場所を希望したいです。

井田川小学校区 年長 ア 5年生
同じ井田川小学校に通っていて、学校の近くの学童に行ける子と離れた場所に通わないと行けな
い。近くで遊べる（外遊び）場所があるのと無いのは平等でないと思う。皆が同じ（全くではないが同
じような）環境で過ごせることを望みます。

井田川小学校区 年長 ア 5年生 くれよんクラブの３番地建設を検討して下さい。来年度入所できないのは大変困ります。

井田川小学校区 年長 ア 4年生
今年は児童の人数が多く、希望の所へ入れなかった方もいたと聞きました。できれば皆が入れるよ
うにと思います。

井田川小学校区 年長 ア 3年生 姉妹同じ学童に入所させてほしいです。

井田川小学校区 年長 イ 4年生
利用時間に対して長期休暇以外の月は月額が高い。保護者が参加させられる行事が多く、仕事を
休まざる得ないため、利用が難しく思える時がある。

井田川小学校区 年長 ウ 不明
保育利用料が高い。もう少し安くしてほしい。現在の12,000円だと働いている意味がない。月額8,000
円程度なら利用出来る。

井田川小学校区 年長 ウ 6年生 各団地毎に児童クラブを作って欲しい。

井田川小学校区 年長 ウ 3年生
今の時点でなかなか入りにくいと聞いたりするので、いざ自分の子を入れたいときに入れるのかが
心配です。

井田川小学校区 年長 ウ 3年生 夏休み等長い休みにお弁当が必要なのを何か改善して頂きたいです。

井田川小学校区 年長 エ 6年生
学校内に一つあるようだが定員が多く、その他は徒歩20分～30分歩いて行くことに抵抗があり、学
童を悩んでいる。

井田川小学校区 年長 エ 6年生
夏休みや長期休暇のみの利用や、事前に申請すれば、短縮や早帰りの日も利用できるようにして
ほしい。

井田川小学校区 年長 エ 6年生 長期休暇のみの利用を利用しやすくしてほしい。

井田川小学校区 年長 エ 5年生 値段を少し安くして欲しい。（兄弟が多いと負担が大きい）働く意味がない。

井田川小学校区 年長 オ 不明 長期休暇のみの利用が出来る事を知りませんでした。

井田川小学校区 年長 オ 不明 待機状況が発生しないのであれば利用したいと思う。

井田川小学校区 年中 ア 6年生
井田川校区は学童に入所できなくなると伺いました。仕事を辞めることも出来ないため、是非アン
ケート結果を掲示頂き今後の子ども家庭室様のご対応を教えてください。よろしくお願いいたします。

井田川小学校区 年中 ア 6年生
放課後児童クラブが昨年は決定することが遅くかなり不安を持った方が多いため定員を決めるであ
れば早めの対応をしてからにしてもらいたい。

井田川小学校区 年中 ア 6年生 現在、仕事をしていて、小学校に行っても仕事を続けるため、学童入所は必須となります。

井田川小学校区 年中 ア 6年生 もしも学童に入れないと仕事を続けられなくなりとても困ります。

井田川小学校区 年中 ア 6年生 兄弟姉妹が同一の学童を利用できるよう配慮してほしい。

井田川小学校区 年中 ア 6年生
どのような活動をされているのか、何時から何時まで利用できるのか、土日祝はどうなのか何も知り
ませんので来年になったら詳しく知りたいと思っています。子どもも楽しんで利用できるのであれば
働く母としては大変ありがたい場を設けて頂いていると思います。

井田川小学校区 年中 ア 3年生 みずきが丘の近くに新設してほしい。

井田川小学校区 年中 イ 6年生 みずきが丘は児童数も多いので近くにあれば助かります。
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井田川小学校区 年中 イ 6年生
本当に長期のみの休みだけ利用できるようにして欲しい。料金も少しおさえて欲しい。保護者の負担
の少ない運営にして欲しい。

井田川小学校区 年中 イ 3年生
家計の為、働きたいが、小学生を夏休み中に預けるところがない。長期休暇のみも利用できるように
してほしい。

井田川小学校区 年中 ウ 6年生
毎日ではなく、必要な日のみスポット的に利用できて、料金も日割りだと利用しやすい。急用などで、
普段利用していなくても預かってもらえると助かる。

井田川小学校区 年中 ウ 4年生 長期休暇のみの利用を可能にしてほしいです。

井田川小学校区 年中 ウ 4年生
放課後クラブがもう少し月額料が安いといいなと思います。二人目半額など、利用したいが定員が
満員では仕事をしたくても出来ないし、もっと増えるといいなと思います。

井田川小学校区 年中 エ 不明
専業主婦ですが共働き優先という感じなので、あまり関心がなく詳しくはわかりませんが、特に夏休
みの様な長期の休みは１週間だけでも利用したいなと思う事もあります。

井田川小学校区 年中 エ 不明 家から近い所。
井田川小学校区 年中 エ 5年生 児童の先生に対する言葉遣いや態度が悪いので心配です。

井田川小学校区 年中 オ 不明
学童が足りていないと聞いています。有料学童保育所がほしいという人の意見も聞くべきだと思いま
す。

井田川小学校区 年中 オ 不明 現時点では仕事をしてないので。

井田川小学校区 年中 オ 不明
働いている方のための学童保育です。働いていないので何とも言えませんが、利用するにあたって
見直ししたほうが、本当に利用したい方が困ると思います。

井田川小学校区 年中 オ 不明 待機児童が発生しない様にしてほしい。発生しない状況であれば利用したい。

井田川小学校区 年少 ア 6年生
日の本クラブが開設したが、2年後に児童数が超過することが予想されているのでそれまでに対応
してほしい。集合団地や家庭環境ににより今後も学童利用者数増加は絶対的な事だと思うので市
が早期に動くことを期待する。

井田川小学校区 年少 ア 6年生
土日祝も仕事なので利用できるとありがたい。長時間利用できると助かるのですが・・・（交代制、残
業ありのため）

井田川小学校区 年少 ア 6年生 子ども同士のトラブルに対してもきちんと対応して貰いたい。
井田川小学校区 年少 ア 6年生 入ることができないと困る。

井田川小学校区 年少 ア 6年生
年少の姉（小１）が児童クラブに通っていますが、やはり早急に放課後児童クラブの増設をして欲し
いと思います。この１０年くらいがピークではないでしょうか。小１になり入りたくても入れないので困
る家庭があってはダメです。

井田川小学校区 年少 ア 6年生 安全第一であり、子どもが楽しめる環境を希望します。

井田川小学校区 年少 ア 6年生

亀山市の条例で定員の削減が決定したことについて。現在も井田川地区においては、利用者の数
が多いということはきいています。それなのに、定員を削減して来年度からの新１年生は利用できる
のでしょうか？民営は徒歩２０～３０分かかり、最近不審者も多い中、安全といえるのでしょうか。公
営は外で遊ぶことができるが、民営ではその場所がない。差があっていいのでしょうか。定員削減と
言うのは簡単ですが、井田川地区では子どもたちが、増えている状態であるのに、なぜ、今する必
要があるのか、全く理解できません。働かなくてもいいのであれば預けません。ぜいたくに働いてい
るわけじゃない。生活するため、個々にそれぞれ働かなければいけない理由があるのに、市は理解
ができてなさすぎると感じます。頼れる人（祖父母等）が近くにいない、預けるしかない。現状をもっと
理解してほしいです。来年度から利用したい人たちへ詳しく説明していただくことを希望します。子ど
もたちのことを１番に考え、放課後でも、楽しく過ごせる場所を希望したいです。

井田川小学校区 年少 ウ 6年生
まだよくわかりませんが、誘拐など怖いので安心して仕事に出られる環境があれば嬉しいと思いま
す。

井田川小学校区 年少 ウ 6年生 各団地ごとに児童クラブを作って欲しい。

井田川小学校区 年少 ウ 4年生 今の時点でなかなか入りにくいと聞くので、いざ自分の子が入りたい時に入れるのかが心配です。

井田川小学校区 年少 エ 不明
私が子供の時は、そのような支援がなかったので、具体的なイメージがわき辛いが、下の子がいる
ので手がかかる為、上の子が児童クラブで有意義に過ごせるのであれば利用を検討すると思う。

井田川小学校区 年少 エ 6年生 今、学童がどのような状態（在児童数や内容）がサッパリ知りません。

井田川小学校区 年少 オ 不明 アンケート結果を出してほしい。

井田川小学校区 年少 オ 不明
他のお母さんの話しでは,結局、学童に入れたいけど二人とかを入れると月謝が高いので入れられ
ないという話しも聞いた事があります。仕事をしているので忙しいのに役員になるのも‥と言う話しも
聞きます。

井田川小学校区 年少 オ 不明 幼稚園の園庭を利用するのはどうかなと思います。遊具とか壊れやすく」なる

井田川小学校区 年少 オ 6年生
親もイベントの役があると聞きました。働く親は常に余裕のないもの。親の負担を無くした方がよいで
はと思います。

井田川小学校区 年少 不明 不明 現時点では分からない
加太小学校区 年中 エ 6年生 高学年で利用が少ないと聞いていますが、保護者として、少しでも長く利用出来る環境を希望しま

加太小学校区 年長 ア 6年生
加太の学童はワンルームであり、在室中に発熱や体調不良となった際、皆がワイワイ騒いでいる中
で、床に寝転がっているという現状です。（上の子がそうです）　どうにかして下さい。環境が悪すぎ
です。早急に改善お願いします。小さい学校、学区はどうでもいいんですか！

加太小学校区 年長 オ 不明 機会があれば利用したいです。
加太小学校区 年中 イ 6年生 利用者少なくなってきても必要なので利用したい。

関小学校区 年長 ア 6年生
待機になると生活が成り立ちません。どうか早目の情報共有と早目の対策」を迅速にお願いいたし
ます。（特にこの年長は人数が多いので何とか全員希望者が利用させていただけるよう人員やス
ペースの確保等よろしくお願いいたします）

関小学校区 年長 ア 6年生
年間を通して利用させて頂きたいと思っています。もし待機になるのであれば職場などにお願いをし
なければならない。（短時間勤務or子供に鍵の取り扱いを教える等）ので早く教えて欲しいです。

関小学校区 年長 ア 5年生
児童クラブで習い事が出来るとプラス面もありうれしいです。学力、体力面で家で出来ない分出来た
らいいと思いました。実際にどんな内容かまだ分かりませんので希望で書かせて頂きました。

関小学校区 年長 ウ 6年生 働く予定があるのでとても有難いです。
関小学校区 年長 ウ 2年生 上の子でもお世話になりました。もう少し定員を増やして貰えると助かります。
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関小学校区 年長 エ 不明
放課後児童クラブの詳しい説明などを利用するにあたって知りたい。兄弟が今、小学校に行ってい
るが全く内容が分からないので利用する有無にかかわらず、プリントなど配ってほしいです。

関小学校区 年長 エ 4年生 夏休み等、長期休暇の時にもっと気軽に利用できる様にしてほしい。

関小学校区 年長 オ 不明
兄弟姉妹の通院など単発での用事の時に預けられるような一日単位のシステムもあると助かりま
す。ご一考おねがいします。

関小学校区 年長 オ 不明 清潔感がない。臭い（用事があって行った時）なので利用したくない。
関小学校区 年長 オ 6年生 親の負担が大きすぎる。

関小学校区 年中 ア 6年生
名前を聞くだけで実際どんな事をしているのかがわかりません。内容がわかるものが欲しいです。そ
ういうのを添付してこのアンケートをしてはどうですか？

関小学校区 年中 ア 3年生
学童保育所でのイベント（学童時間で習得した事（勉強以外OK))を何らかの形で知りたいです。報告
会、発表会など小さいもので良いので。

関小学校区 年中 イ 4年生
毎日利用する事はなくても、仕事の用事など必要な時に気軽に利用する事出来たらとても助かりま
す。そういう制度があったら良いと思います。

関小学校区 年中 オ 不明
一人目なので小学校の事や、学童の事が分かりません。どんな活動されてみえるのか知りたいで
す。

関小学校区 年中 オ 不明
一人だと利用したいのですが、子供が多いので利用料金の負担がかなり高くなるので利用出来な
い。

関小学校区 年少 ア 6年生 待機になると大変困ります。どうか早目の対策をよろしくお願いします。
関小学校区 年少 オ 不明 今はまだわかりません。

関小学校区 年少 オ 不明

関で、放課後週2度行われている「いきいきキッズ」と学童保育は、おやつの時間以外子供たちは境
なく遊んでいます。「いきいきキッズ」の活動を拡張した場合に学童保育の一部を担う事が出来るの
ではないかと考えます。地域で子供を育てる事、子供の居場所を作る事、働く親が安心して預けら
れること、これらを実現する新しいこれからの放課後児童クラブというものを地域全体で考え始める
時期に来ているのではないでしょうか。市は各地域の実態を、地域を知る職員が把握し、その地域
の人々と共に一番良い形を模索していただきたいです。

関小学校区 年少 オ 6年生 労働していなくても利用したいときに時間によって料金を取って預かってほしいです。
関小学校区 年少 不明 不明 まだわかりません。
関小学校区 年少 不明 不明 今はまだわかりません。
亀山西小学校区 年長 ア 6年生 一般にどれくらいまでかよくわからないので。

亀山西小学校区 年長 ア 6年生
学童保育の情報が少なく、どの小学校区にどれだけあるか、対応時間帯や発達障害に対しての支
援はあるかなど、情報を発信してほしい。

亀山西小学校区 年長 ア 6年生 来年から思い切り働きたい。
亀山西小学校区 年長 ウ 3年生 ウかエかどちらかまだわからない。
亀山西小学校区 年長 エ 2年生 同じ地区、同じ出身保育園で同じ学童に入れるようにしてほしい。

亀山西小学校区 年長 エ 2年生
月一度、保護者の集まりがあるときいたのですが、月一度も必要なのでしょうか？夜、兄弟がいるの
で夜に出かけるのは難しいのですが。

亀山西小学校区 年長 エ 1年生
障害があるので、日中一時支援や放課後等デイサービスを利用する予定です。津市の養成小学校
では障害児の受け入れをした学童があるので、亀山市も検討してほしい気持ちはあります。

亀山西小学校区 年長 オ 不明 （イ）という事も考えましたが、通年で利用する時の倍という事で、利用したくてもできません。

亀山西小学校区 年長 オ 不明
現在の所「利用しない」ではありますが入学し学年が上がる（学校生活に慣れる）と状況が変わるか
も知れません。（仕事をすることになる）　同じ考えの家庭は多いと思いますので、この先も学童の充
実をお願い致します。

亀山西小学校区 年中 ア 6年生 家で一人で留守番できるまで。

亀山西小学校区 年中 ア 6年生
利用時間をできたらもう少し遅くしてほしいです。子供が保育園児と小学生とわかれた時、急いで迎
えに行くとなると事故につながる可能性がある為よろしくお願いします。（実際に危ない場面を見たも
ので‥。例えば8時間労働している人の限定とかはどうでしょうか‥。

亀山西小学校区 年中 ア 6年生
亀山西小学校区に住んでいますが、白川小学校（特認校なので）にも魅力を感じていますが、白川
小学校には児童クラブがないようなので、もしあれば充実した学校生活を体験させてあげられるか
なと思います。

亀山西小学校区 年中 ア 5年生 夏休みは6年まで預けたい。
亀山西小学校区 年中 イ 6年生 今まで利用したことが無いので特にありません。

亀山西小学校区 年中 ウ 4年生
両親共、学童のない地域（時代?)で育った為、「学童」というものが本質的には理解出来ていない。
そこの説明が欲しい。例えば、大人は何人くらいいるのか、どういった立場（職業）の方たちなのか、
それは地域によって差があるのかどうか、など）

亀山西小学校区 年中 ウ 4年生 小学校から別の場所へ移動せず、小学校の教室などを借りてクラブ運営は出来ないのでしょうか？

亀山西小学校区 年中 エ 3年生
子供が学校などに行っている時は働けても長期休暇のときに学童などで見て貰えなければ母親は
なかなか働く所も見つからないと思います。短期間だけ（休みの時、春休み、夏休み、冬休み・・・）見
てもらえたりするとかなり利用しやすいかなと思います。

亀山西小学校区 年中 オ 不明 夏休みのみの保育も出来るようにお願いしたいです。

亀山西小学校区 年中 オ 不明
イの夏休み等の長期休暇のみなら利用したいが、無理だと聞いたので利用できたら良いのにと思い
ます。

亀山西小学校区 年中 オ 不明
不景気である為仕事をし、生活を支えるのに今後も必要と思うが家庭でみれる環境をつくることが必
要ではないか。

亀山西小学校区 年中 オ 不明 緊急や利用したい時だけ使えると良いと思う。

亀山西小学校区 年少 ア 6年生
なぜ小学校に隣接してないのか？安全面はどうなっていますか？低収入者への配慮などあります
か?(低学年は迎えの職員が来るなど）

亀山西小学校区 年少 ア 6年生

共働き家庭にとって、放課後子どもを預けられる場所は必須です。おじいちゃん達がいても体を壊す
こともあるし子どもにとって安定した場所は必要です。公設、民間どちらでもよいのですが子どもと子
育てをする家族に安心出来る環境を整えていただきたいです。議論はされていますが結論が一定
せず不安があります。先日、学童の引率の方がふざけている子に「そんなことするなら家帰れ」と
言ってみえました。家に帰れないことを一番知っているはずの大人の発言とは思えず切なくなりまし
た。皆さんがそうとは思っていませんが、安心してお任せできるようお願いします。

亀山西小学校区 年少 ア 6年生 待機児童がでないように設備を整えてもらいたい。

亀山西小学校区 年少 ウ 4年生 祖父母、兄弟等の援助が全く受けられない人を優先に。一時預かりに対応してほしい。

亀山西小学校区 年少 エ 3年生
なるべくなら利用料とか抑えたいので利用しません。でも、夏休みとかは心配なので利用したいで
す。
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亀山西小学校区 年少 オ 不明 今は働いていないので利用しないが、将来働く事になればアになると思います。

亀山西小学校区 年少 オ 不明
児童クラブ利用しているがあまり利用していない方もいるのではと思います。待機児童があるのであ
れば利用していない方を考えなければならないのではと思います。

亀山東小学校区 年長 ア 6年生
何年生まで利用できる、するのかが一般的に分かりませんが、身内がいないのでできれば希望する
年齢まで見て欲しいです。

亀山東小学校区 年長 ア 6年生

・時間が５時３０分までで迎えに行けないので、もう少し長い間見て欲しい。　・時間以前に入所出来
ない場合があるとのことで困る。　・現在は３年生までしか入所出来ないが４年生以上でも利用した
い家庭は多くある。　・３年生未満の子が多いが大きい子は別クラスとして設ければニーズはあると
思う。　・早く増やして、安心して働ける環境を望みます。　・指導員の方が不足しているとも聞きます
が時給が安い？からとの声も聞きました。

亀山東小学校区 年長 イ 6年生
女性が活躍できる社会を国が推し進めようとしているなら、大切な児童が安心して安全に過ごせる
場所を確保することにも努めてほしいです。

亀山東小学校区 年長 エ 3年生
両親共働き、祖父母同居、三人姉妹ですが、介護（曾祖父母）も可能性があるので、必要なら利用
できるクラブがあるのが望ましいです。子育てのサポートがあると若い世代（鈴鹿市）が転入してくれ
るかも。

亀山東小学校区 年長 オ 不明

以前、上の子の時に学童を利用していました。長期休暇時の昼食がデリバリーや、注文でお弁当等
取れればいいなと思いました。学童の先生は、教員免許がないので宿題は教えられませんと言わ
れ、宿題をせずに遊んで学童で過ごしていました。自宅でもお母さんが宿題を見るように学童でも同
じようにしてほしかったです。

亀山東小学校区 年中 ア 6年生 どんなものかあまり分からないため、詳しく知りたい。
亀山東小学校区 年中 ア 6年生 民間事業者を積極的に利用するなど利用定員の増員を図ってほしい。
亀山東小学校区 年中 ア 6年生 ６年生まで利用できるようになってほしいです。ぜひお願いします。
亀山東小学校区 年中 ア 3年生 今の学童は長期休暇のみの利用が出来ないので利用出来るようにしてほしい。

亀山東小学校区 年中 イ 6年生
現在とちの木は３年生までしか利用出来ないため４年生になると退所するか、おつきさまへ行くこと
になります。もう少し東小に近い所で新しい学童ができると嬉しいです。

亀山東小学校区 年中 イ 6年生
現在、上の子が小１で、長期のみ利用をお願いしましたが、できませんでした。他の市や関では長期
休暇のみ利用も可と聞いています。同じ市内の関ではあるのに、他の校区がないので検討していた
だけるとありがたいです。

亀山東小学校区 年中 イ 6年生
毎日じゃないけど、どうしても用事がある時など本当に困るので１日だけからでも利用できるとありが
たいです。

亀山東小学校区 年中 オ 不明 ブラジル人の学童保育に入れます。

亀山東小学校区 年中 不明 不明
現時点で利用は考えていませんが、利用をお願いしたい場合は急遽でも可能なのか？途中からの
利用はなかなか難しいと聞きましたが、対応して頂けると有難いと思います。

亀山東小学校区 年少 ア 6年生
今年、東小学校の学童は抽選で入れなかった子供が沢山いたと聞いています。希望者は全員は入
れるように対応をお願い致します。せめて両親共働きの子供は入れてあげてほしいです。

亀山東小学校区 年少 ア 5年生
学童に行くとなかなか習い事なども行けないため、習字やそろばんなどをしてくれると子ども達にも
良いのではないかと思います。働く親との時間がなかなかとれないので、土、日に習い事をするのも
どうしようか悩みます。

亀山東小学校区 年少 ア 3年生 希望者が多く抽選になると聞きます。出来ればもう少し定員増やしてほしいです。

亀山東小学校区 年少 イ 4年生
児童クラブでどのように過ごすのか、具体的な時間割（何時まで居るとか、こういう事をするとか）や
各クラブの学年別人数、合計人数など知りたいです。

亀山東小学校区 年少 イ 3年生
兄は人数が多いと知っていたのでやめましたが、祖父母もずっと元気だとはかぎらないので入れた
いです。兄弟一緒に見て頂けるとありがたいのですが、難しいでしょうか。

亀山東小学校区 年少 ウ 6年生 延長時間ができるだけ長いと仕事復帰した際は助かります。

亀山東小学校区 年少 オ 不明
東小学校の学童は４年生になると下に兄弟がいても通えなくなり、困っている人がいました。又学童
が一つしかないので定員が多くなるとクジをすると言ってました。クジで外れた人は通えず、その子
は学校終わったらどうなるの？って話です。

亀山東小学校区 年少 オ 不明 今は利用しませんが、状況によって、先々お願いすることがあるかもしれません。

亀山東小学校区 年少 オ 不明
個人的には、小学校にあがったとしても子供達との時間を少しでも大切にしたいので利用する事は
考えていない。

亀山南小学校区 年中 ア 6年生
１５の放課後児童クラブが同じような条件やレベルであってほしいです。まだ保育園ですが、放課後
児童クラブの活動内容や利用料など全くわからないので教えていただきたいです。

亀山南小学校区 年中 ウ 不明
高学年　ひとり親家庭で、今後、祖父母も歳を重ねていきます。病気、入院などで家庭環境が変わる
ようなことがあれば利用したいと思います。地域の皆様に助けていただければと思います。

神辺小学校区 年長 ウ 4年生
聞く話ですと、小学校から児童館までがかなり遠いようなので近くにあればいいなと思います。この
ままだと利用したくても利用ができません。学童保育所であれば近いので問題ありません。

神辺小学校区 年長 エ 6年生 夏休み等の長期休暇のみでも利用できるようになってほしい。
神辺小学校区 年長 オ 不明 下の子供が小さいため学童を利用するのかまだ未定。
神辺小学校区 年長 オ 不明 下の子供が小さいため学童を利用するのかまだ未定。

神辺小学校区 年長 オ 不明 夏休み等の長期休暇のみだと利用料が高すぎて利用できない。

神辺小学校区 年中 ア 6年生 上の子が学童でお世話になっていますが、指導員さんの対応がきめ細やかでありがたいです。

神辺小学校区 年中 エ 4年生
宿題をしてから、おやつや遊びをさせてくれる所と宿題は子供達に任せるというところがある。当地
域の方はどうなのか？

神辺小学校区 年少 ア 6年生 仕事をしているので子供達だけでは心配なので助かります。

神辺小学校区 年少 ア 6年生
学童を利用している娘がいますが、毎日楽しんでいます。遊びやお誕生日会などとても充実してい
ると思います。

神辺小学校区 年少 ア 6年生 宿題、みてほしい。
神辺小学校区 年少 ア 4年生 安心して働けるように、希望する全ての人の児童が利用できるようにお願いします。
神辺小学校区 年少 ア 3年生 神辺は屋内だけなので外でも遊べるようになると良いなと思う。
川崎小学校区 年長 ア 6年生 予定では１２月までに引越しのため、井田川小学校区になります。

川崎小学校区 年長 ア 5年生
仮に待機が発生した場合、労働時間、労働日数等きちんと証明書等取得し、優先順位等決めるべ
きだと思います。民設民営であってもきちんと基準は市が決めるべきではないですか？？

川崎小学校区 年長 ウ 6年生 利用する前に、どの様な流れで過ごすのか。説明など、聞ける日を設けてほしいです。

川崎小学校区 年長 ウ 5年生 値段が高いのでもっと安く利用できたらうれしい。
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川崎小学校区 年長 エ 不明 週単位での利用があれば利用したいと思います。

川崎小学校区 年長 エ 4年生 長期休暇のみ利用ＯＫだと、これから働こうとしているお母さん達が安心するんじゃないかと思う。

川崎小学校区 年長 オ 不明
利用する予定は今のところないが児童クラブの存在はとてもありがたいと思う。働いている者として
はいつかまたもしかしたら？？お世話になるかも・・・だし。

川崎小学校区 年中 ア 6年生 勤務時間に関係なく、平等に利用できるようにしていただきたい。

川崎小学校区 年中 ア 6年生
高学年の子が低学年の子をいじめているって聞きます。自分の子の時が心配で仕方ないです。そう
いうこともちゃんと調べてほしいです。

川崎小学校区 年中 ア 6年生
低学年の間は年間を通して利用したいが高学年になってからは夏休み等の長期休みのみの利用
が出来るとありがたい。

川崎小学校区 年中 ア 5年生
学童の事が分からないので、それぞれの学童の様子が分かると嬉しいです。利用する関係者だけ
ではなく、これから利用する者にとっても様子が分かると良い。

川崎小学校区 年中 ア 5年生 あおぞらくらぶに行きたい。

川崎小学校区 年中 ア 4年生
近くの学童は夏休みの預かりをしていないので、もったいないが年間通して利用料を支払わねばな
らない状況である。

川崎小学校区 年中 イ 5年生

各児童クラブによって利用内容保育料にさがあり、不公平があるように思える。①月額が井田川で
は7000円程に対し川崎小では12000円程です。②又夏休み等では井田川では生米を持ってくれば
昼食は用意される（同じ保育料で）が川崎小は弁当持参①（追加）学年が上がると6限授業が増え、
就学後学童行き帰る時間（送迎）まで短い子だと30分～45分で帰ります。１ヶ月の滞在時間からする
と川崎小の様に12000円では高すぎます。また、怪我で１ヶ月欠席していても、減額がなかったので
その時に学童を辞めました。　・月額利用料を統一して欲しいです。　・利用内容、サービスの差が大
きく違うので同じようなサービスにして欲しいです。　・手のかかる子（宿題等）か言っても聞かない様
な子をほったらかしすぎです。やや無責任です。

川崎小学校区 年中 ウ 3年生 利用できる人数を増やしてほしい。
川崎小学校区 年少 ア 6年生 短時間利用なども出来ますか？

川崎小学校区 年少 ア 4年生
川崎小学校区も人数によっては２つの学童も検討してほしい。小学校の中の学童保育を作ってほし
い。

川崎小学校区 年少 イ 6年生 日割りやすきな日に利用できたらうれしい。

川崎小学校区 年少 ウ 6年生 希望者が全員入れるようになると良いと思います。

川崎小学校区 年少 ウ 6年生

校内に設置して頂けると聞いたので事故等の心配も少なく嬉しく思っています。待機は困るので早
め早めの対応でありがたいです。入れることを願います。クラブ活動等いろいろ活動的な様子です
が、これから利用を考える人向けに内部のことが分かる資料を市報などに入れて貰えると嬉しいで
す。

川崎小学校区 年少 エ 4年生 現在小１の児童で学童に入れなかったお子さんがいるという話を聞きました。

川崎小学校区 年少 オ 不明
学童に入りたくても入れないという話をよく耳にします。高学年より低学年の児童を優先する事は出
来ないのでしょうか？

川崎小学校区 年少 オ 不明 今現在は利用予定はありませんが児童クラブの存在はとてもありがたいと思う。

川崎小学校区 年少 オ 不明 料金がもう少し安ければよいと思う。

昼生小学校区 年長 エ 不明 働く事があったら使いたいと思います。

昼生小学校区 年長 エ 6年生 短期や日払い等あれば助かります。

昼生小学校区 年長 オ 不明
学童の場所がとても狭そうで、そして、車がよく通る道沿いで遊んでいてとても危ない。そもそも、小
学校の敷地内にあるべきだと思います。利用する予定はないけど、あったとしても不便で危険なの
で利用したくないと思う。

昼生小学校区 年中 ウ 不明
学童保育所の事をよく知らないのでわからない。何年か前に、あるというのを聞いたくらいなんで
‥。自分の時にはなかった？地元にはなかったので‥。

昼生小学校区 年少 ウ 6年生
長期休暇のみや、突発的に利用できる制度が充実すると有難い。おやつなくても良いので安くして
ほしい。

白川小学校区 不明 ア 6年生 小規模な学校でも他の小学校同等の環境にして頂きたいです。
白川小学校区 年中 エ 不明 白川小学校区には児童クラブがありません。
白川小学校区 年少 ア 6年生 白川小学校の近くに児童クラブがほしい。

白川小学校区 年少 ア 6年生
現時点、白川小学校では学童保育はないと聞いています。父母ともフルタイムで働いているため、こ
のまま入学すれば仕事に影響がでてしまいます。祖父母とも同居ではないため、見てもらう人が居
ない状況です。何とか学童保育所を新設して頂きたく（曜日限定などでも）宜しくお願い致します。

野登小学校区 年長 ウ 4年生 料金が高い。

野登小学校区 年中 オ 不明
今のところ利用する事はないが、この先働くようになった時にはぜひお世話になりたい。利用されて
いる家族にはとても大切な場所なのでこれからも存続して頂きたいです。


