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第 ２ 回 加西市子ども・子育て会議

「第二期加西市子ども・子育て支援事業計画」策定に関する
アンケート結果
自由意見のまとめ
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１．就学前児童保護者アンケート結果の自由意見
（１）子育てをする上で必要なサポート（問 15）
問15 子育てをする上で、周囲（身近な人、行政担当者など）からどのようなサポートがあれ
ばよいとお考えでしょうか。自由にお書きください。
回答者のうち 214 人から回答がありました。内容別の件数、主な意見は次のとおりです。

①

内容別の件数（多い順、３件以上）
内
容
相談できる環境が必要
一時預かりを希望
子育てに関する情報提供
遊べる場所が必要
地域の見守り、声掛けなどが必要
緊急時のサポートが必要
病児・病後児保育の充実
保育所等の延長保育を希望
児童館の整備・充実
夫のサポートが必要

②

件数
46
32
20
14
11
9
9
9
8
8

内
容
親が集える場所が必要
現状で満足している
ファミリーサポートへの不安
学童保育の充実
健診回数を増やす
託児所が必要
経済的支援が必要
障害児への対応
職場の理解が必要
民生委員の訪問等は不要

件数
8
6
4
4
4
4
3
3
3
3

主な意見

【相談できる環境が必要】
 相談したい事がある時もない時も気軽に会いに行けて、話の流れで自然と相談できる。
 話を聞いてくれてアドバイスをもらえると嬉しい。
 少しでも話をするだけで、気持ちが楽になることがよくあります。一人で抱え込んでい
る時が一番つらいので、話し相手になってくれるだけでもいいので、気軽に話ができる
環境がほしい。
 訪問や電話等あれば助かるときもある。
 子育てに対する不安な思い等を聞いてもらい、助言してほしい。
 一番はやはり相談相手。同じ境遇で気持ちに同調してもらえるママ達が気軽に話し合え
る場を設けることではないかと考えます。
 子育ての悩みや愚痴を聞いてほしい。
 インターネット等で時間に関係なく相談できるものがほしい。気軽に相談、質問でき専
門の方が答えてくれるものがほしい。
 話を聞いてもらえるだけでもだいぶ違う。専門的な事に関する相談の場合、どこに聞け
ばいいかわかりにくいので、その辺がわかりやすいと良いと思う。
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【一時預かりを希望】
 一時預かり等の利用をしやすくする。
 入園できずキャンセル待ちの子どもに対しての一時保育。
 保育所に預けなくても、１～２時間等の短時間でも預けられる場所があればとても助か
る。無料もしくは低額でお願いしたい。
 少しの時間でも子どもを預かってみてもらえること。
 少しの間だけでも用事で子供をみられない時に、一時預かり等のリストがあればいい。
 子どもを気軽に一日でも半日でも安心して預けられる施設があってほしい。
 上の子の行事の時に下の子を見てもらえる所がほしい。祖父母に頼めない時、小学生の
参観には連れて行きにくいので、午後からでも２～３時間みてもらえる所がほしい。
 自分の時間等がゆっくり持てないと感じることがあるので、気軽に子どもをみてもらえ
る環境があればと時々思います。
 病気になった時に預かってもらえる所（仕事の調整が難しい）
。
 急な用事、仕事の時にみてもらえるような集いの場があれば嬉しいです。

【子育てに関する情報提供】
 加西市に住む子どもが少なく、周囲の友だちからの情報がなかなか入ってこないので、
行政の方からもっと積極的に、交流の場の提供や情報を写真等も混ぜながら教えてもら
いたい。市役所の掲示板だけではわかりにくく、通っている知り合いもいない状況では
なかなか利用しにくい。
 子育て支援センターがあることを、もっと知らせてほしい。チラシだけでは行きにくく
て自分で調べてという過程が多いと思う。
 加西市内の子育て情報が集約されているアプリがあれば嬉しいです（子ども向けの加西
市内のイベント情報、夜間、休日の開いている病院、〇か月健診や予防接種時期、加西
市内のお店で使えるお得なクーポン、図書館のお知らせ、児童館のお知らせ等）
。
 公共施設等で行うイベント案内の情報提供
 同じ地域の子育て中の方との情報交換の場を作ってほしい。
 保育所へ行けないので同世代とのふれあいや教育（今でいえばトイレトレーニング等）
どうしたらいいかイマイチわからないので皆さんはどの様にしているのか。
 入園、入学する前にその園、学校の詳しい情報を気軽に手に入れられたら嬉しい。毎年
入学説明会があるが、それは次年度入学者対象なので、その前の年の者にもある程度の
情報があると助かる。
 乳児相談の日をよく忘れてしまうので、健診日のことや相談日のお知らせメールやアプ
リがほしい。
 子育て情報の提供。
 ファミリーサポートクラブ等があることを知らなかった。情報をもっと知れるようにし
ていただきたい。
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【一時保育を希望】
 一時預かり等の利用をしやすくする。
 入園できずキャンセル待ちの子どもに対しての一時保育。
 保育所に預けなくても、１～２時間等の短時間でも預けられる場所があればとても助か
る。無料もしくは低額でお願いしたい。
 少しの時間でも子供を預かってみてもらえること。
 少しの間だけでも用事で子どもをみられない時に、一時預かり等のリストがあればいい。
 子どもを気軽に一日でも半日でも安心して預けられる施設があってほしい。
 上の子の行事のときに下の子を見てもらえる所がほしい。祖父母に頼めないとき、小学
生の参観には連れて行きにくいので、午後からでも２～３時間みてもらえる所がほしい。
 自分の時間等がゆっくり持てないと感じることがあるので、気軽に子どもをみてもらえ
る環境があればと時々思います。
 病気になった時に預かってもらえる所（仕事の調整が難しい）
。
 急な用事、仕事の時に見てもらえるような集いの場があれば嬉しいです。

【遊べる場所が必要】
 雨の日に体を動かして遊んだりできる室内の公園のような場所があればいいのになぁと
思います。
 幼児園に入るまでの子育ては不安がたくさんある為、特に２歳～４歳までの子どもが集
まれる広場が少ない。以前あった善防キッズ、北部キッズ、登録制の広場は同じ年代の
子どもたちが１年一緒に成長できた為、悩みごと等先生を含め、気軽に相談でき、とて
も助かりました。そういう場をなくさないよう、親が孤立してしまわないようにして頂
きたい。早くから園に入れたくない親もいることも理解して頂きたい。
 子連れで遊びに行ける場所を増やす。
 夏、冬に遊べる室内あそびの場がない事が不便でした。
 気兼ねなく預かっていただけたり、遊ばせられるような場所が近場にあれば助かる。
 子どもが遊べる場所がある。また、その情報提供。相談したり、一緒に楽しめる。共有
できる機会があれば良い。
 近くの同年代の子どもたちと遊ぶ場所がほしい。

【地域の見守り、声掛けなどが必要】
 親子で仲良くしている人に託児等サポートをしてもらいたいので、近所の人同士で助け
合える仕組み（例えば、LINE で地域のグループ登録をして自らサポートしてくれる人を
探す、サポートできるよという人がこたえるなど。ファミサポのような仲介者があると
安心ではあるが、スムーズではない）がほしい。しかし、自ら立ち上げるには労力がい
るので、誰かにお願いしたい。
 保育園や小学校の時間外で見守ってくれる地域の方が多いと心配が減ると思います。通
学路等で声をかけてくれるお年寄りの方等。
 外で遊んでいる時、大人の目がいつもあったらと思う。いつも私がついて回れないから。
 共に子育てできる環境。家庭のことは家庭が基本かとは思いますが、みんなで子育てで
きたら抱えこまなくて済むのになあと思います。
 地域に同じ年齢の子、自分の子どもより小さい子がひとりもいないので、小学校へ行か
すことにも大変不安を感じる。もっと地域の子（校区の子ども）とふれあいが持てる機
会が就学前からあれば良いのにと思う。
 学校が遠いので、見守り隊の方がいてくれると安心。

3

（２）教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関しての意見（問 46）
問46 最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がございました
ら、ご自由にご記入ください。
回答者のうち 341 人から回答がありました。内容別の件数、主な意見は次のとおりです。

①

内容別の件数（多い順、５件以上）
内
容
遊べる場所が必要
保育園・認定こども園への要望（受
入れ、延長保育など）
児童館の整備・充実
保育料の低額・無料化を希望
西脇市 Miraie のような施設を希
望
公園の整備
子育て関連の情報が必要
公共交通の改善
現状で満足している
一時預かりを希望
学童保育の運用の改善
小児医療体制の充実
地域格差の改善
病児・病後児保育サービスの充実
スクールバス運行の希望
行政の柔軟な対応
土日の預かりの希望
保育士人材の充実
子育て広場の運用面の改善及び整
備
長期休みの預かりの希望

件数
43

内
容
通学路の見直し・整備

件数
9

36

公共料金（水道、電気）が高い

8

33
28

相談できる環境が必要
歩道の整備

8
8

24

医療費助成制度の所得制限

7

22
20
16
15
14
14
12
12
12
11
11
11
11

教育・保育内容の充実
統合に対する不安（幼保の統合）
防犯対策の充実
働ける環境が必要
遊具の充実
予防接種への補助
ファミリーサポート利用への不安
経済的支援
健診内容・運用の充実
子育て環境の充実
商業施設の充実
小中学校の運用
多子世帯の支援

7
7
7
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5

10

待機児童の解消

5

10

幼児園の運用の改善

5

4

②

主な意見

【遊べる場所が必要】
 小学生でも気軽に遊べる室内の遊び場があればと思う（休日体育館を開放等）。
 本当に小さい子どもを遊ばせる施設の少なさに困っています（公園は雨天時や夏冬には
使えません）
。
 身近に子どもが遊ぶ施設が少ない。室内で遊べる所がないので梅雨の時に困ります。
 雨の日でも遊びに連れて行けるような所がない（土日祝日等の休みの日）
。
 屋内の遊び場ができたらいいと思います。公園も近所にはないので、外で遊ぶ機会がな
かなかありません。小さい子どもが遊ぶことができるような場所がほしいです。
 子どもが遊べる遊び場をもっと充実させてほしい。０～３歳の子が乗れるブランコを設
置してほしい。
 九会地区は子どもが気軽に遊べる・集まれる場所がない。田原保育所の跡地も太陽光が
つき、散歩がてら遊べる所がない。
 近くに滑り台や砂場等、安全に遊べる遊具がないので、あればいいと思う。外遊びがで
きる環境がほしい。
 土日に家族で利用できる室内の施設があれば、雨の日も気にせず遊べると思う。加西市
は子どもも一緒に食事をできる飲食店も少ない。

【保育園・認定こども園への要望（受入れ、延長保育など）
】
 保育園、こども園は 7:30～18:00 の間ではフルタイムで働くのは大変。18:00 までにお迎
えに行けず、時短にしなければいけない。せめて 19:00 まで開けてほしい。土曜日の半
日もよくわからない。半日で終わる仕事はあるのか。祖父母ありきの園でなく、核家族
や誰にも頼ることのできない親のことを考えてほしい。今の時代に合わせてほしい。
 地元の保育園は預かり時間が短く、やむをえず校区外へ預けているので、上の子の時、
小学校入学時は心配なことが多かったです。
 保育園を利用していますが、数年前に（上の子が利用している時）土曜日も仕事になり
利用したが、予定よりも迎えが遅くなり、迎えに行くと良い顔をされなかった。以後、
利用しても昼食後に遠方より祖父に行ってもらったりしました。そのことがあるので現
在は土曜日の利用はしていません。
 来年度、仕事復帰のために２歳児クラスでこども園入園を希望しているが、受け入れて
もらえるか今から不安（働くために預けるのに希望の園に入れないこともあると聞いた
ので）
。家から離れている園では、家族や自分の負担が大きいので。地域（校区）で子育
てをしたいので、地域のこども園に入園できるよう環境を整えてほしい。
 現在、こども園に保育で短時間利用をしています。月に１、２度、母親の通院や仕事の
状況により、延長保育を利用したいと考えていたのですが、それであれば通常時間の利
用でないとダメと言われ、困惑してしまいました。
 兄弟がいるにも関わらず、０、１歳で同じ園に入れなかったので、仕方なしに他園へ行
くことに。家から５分に保育園があるのに。バスを使って行かせているのですが、園と
同じ地域の保育園に入れるように優先してほしい。
 途中入園がいつでもできるようになってほしい。こちらが働く意思があり申請を出して
も入れない。保育士の数を増やすことは難しいとは思いますが、ぜひとも検討していた
だきたい。
 仕事がシフト制で土日祝日も仕事があるので安心して子どもを預けられる保育所等がほ
しい。
 子育て支援についてはかなり充実してきていると思うが、乳児での入園を控えて入れる
かどうか不安です。乳児の受入人数の充実を望みます。
 保育園入園や学童利用が希望する全ての人が安心して利用できる環境にしてほしい。
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【西脇市 Miraie のような施設を希望】
 西脇市にあるミライエのような児童館があればいいなと思う。
 西脇の「ミライエ」のような施設がほしい。
 小学生、幼児園と２人通わせているとお互いの行事にそれぞれの子を連れて行けない等、
困ることが多い。１人で留守番をされるのは心配なので困っている。一時的に利用でき
る場がほしい。西脇市のミライエのように休日子どもと雨の日でも過ごせる室内の場所
ができればと思います。
 もう少し西脇市のミライエのような児童施設が加西市にあればいいのになぁと思いま
す。
 西脇市にある「ミライエ」みたいに子どもが室内で遊べる児童館を作製してほしい。
 室内でも活動できる児童館のような施設をつくってほしいと思います。よく、市外のミ
ライエ（西脇）やひまわり（小野）に行くことが多いので、未就学の子どもが遊べる所
がほしいです。
 充実した大きめの児童館施設がほしいと子どもが小さい頃に強く願っていました。西脇
のミライエに行ってました。似たような場所があれば、子連れでなく、様々な人がそこ
に集まるだろうと思います。アスティアかさいにそんなのがあればいいのかなあ。
 児童館がほしいです。近隣市、小野市や西脇市は充実しているように感じます。
 他の市では土日も開いていて 17 時頃まで開いている遊び場があるのに、加西は土日開い
てなく、しかも時間が短い。平日仕事だと土日しか遊びに行けないのに、身近に遊ぶ施
設がない。雨の日でも遊べるような施設がほしい。ミライエみたいな！
【公園の整備】
 病院も買い物も北条に集中している。遠いので市外ばかり。この地域は子育てしにくい。
もっと近くに公園や子育て施設があれば利用するのに。
 富田小学校区の端の地域に住んでいます。北条小学校区や北条東小学校区のように広い
公園や買い物施設等、便利な施設がなく、利用したい時は車で移動しないといけません。
 宇仁校区ですが、通園・通学路が整っていない。公園がない（１つあるが遊具が壊れて
安全でない）
。
 町の運動場や公園ももっと整備してほしい。園児の間は１人で遠くまで歩いていくこと
はありませんが、小学校になると通学路が危険です。
 玉丘古墳の公園はどちらかと言うと小さい子向けで、丸山公園のほうは小学生向けのた
め、幼児と小学生が両方いる家庭ではどちらか一方がその公園に行くとあまり遊べない。
幼児も小学生も一緒に遊べる遊具がある公園等があったらいいなと思うようになった。
 屋内の遊び場ができたらいいと思います。公園も近所にはないので、外で遊ぶ機会がな
かなかありません。小さい子ども遊ぶことができるような場所がほしいです。
 小学校や園庭等、土日に子どもを遊ばせることができればいいと思う。子どもも遊ばせ
ようと思うと、車を利用して出かけるばかりになるので、歩いて行ける小さな公園等が
ほしいです。
 もう少し手軽に遊びに行ける公園、遊具等がほしいです（現在車で 10 分ほどかかる）
。
 小さくてもいいので、ブランコや滑り台のある公園がすぐ近くにあればいいのになあと
思います。
 公園の整備がされていない所が多くて、利用ができない。子どもが遊べる場所が別の地
域に比べると少ない。
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【子育て関連の情報が必要】
 病院に親がかかる時、幼児を連れて行ってもよいか、病院内での託児等の情報をまとめ
て公表してほしい。
 教育、保育に関しての情報が少なすぎると思います。少子化が進んでいるからこそ、支
援や色々な手続き等の詳しいことをネットでほんの少しだけ乗せるだけでなく、子育て
世代に対して冊子等を発行してほしい（配布）です。
 子どもがもっと小さな頃、ファミサポを利用したかったが、情報が少なく、知らない人
に預けるのが不安で、なおかつ自分の用事（美容院やリフレッシュのため）で預けるの
には負い目があり、全く利用できなかった。
 無職でも一時預かりを利用することはできますか？そういう情報がないため、何度も諦
めたことがあったので、利用できるなら利用したいです。
 子どもの習い事の送迎等でファミリー･サポートクラブを利用してみたいと思うが、いく
らかかるのか、担当の人が決められるのか等詳しくわからないので利用できない。
 再来年にできるという新しいこども園の情報がほとんど入ってこないので知りたいで
す。そこができるなら子どもを行かせたいと思っております（泉地区）。
 子育て関連の情報を集めたパンフレットのようなものを作ってほしいです。
 保育園やこども園に関する情報が少なくて、どうしたらいいかわからない（園の雰囲気
等）
。どこに聞けば良いか、ママ友がいない人には困る環境ではある。
 加西市に引っ越してすぐ出産したため、市内の施設や保育園の情報等、何も知らないま
ま子育てに入ったので、もう少し情報がわかりやすく入手できればいいなと思います。
 両親共に不規則な勤務の家庭はどうすればいいのか等、具体的に相談・アドバイスをも
らえる場所がわからない。情報提供の不足を感じます。
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２．小学生保護者アンケート結果の自由意見
（１）子育てをする上で必要なサポート（問 15）
問15 子育てをする上で、周囲（身近な人、行政担当者など）からどのようなサポートがあれ
ばよいとお考えでしょうか。自由にお書きください。

回答者のうち 123 人から回答がありました。内容別の件数、主な意見は次のとおりです。

①

内容別の件数（多い順、３件以上）
内
容
相談できる環境が必要
一時預かりを希望
子育て等に関するサポートが必要
学童保育の充実
子育て関連の情報が必要
地域の見守り、声掛け等が必要
登下校時見守り
経済的支援
ファミリーサポート（利用への不安、評価）
送迎バスの運行
病児・病後児保育サービスの充実
母子・父子家庭への支援

②

件数
30
18
8
7
7
7
6
5
3
3
3
3

主な意見

【相談できる環境が必要】
 何か困った時や不安な時に、話を聞いてくれたりアドバイスを受けられれば、精神的に
楽かなと思います。
 困った時に話を聞いてくれるサポート、それだけでも心が軽くなる気がします。
 同学年よりも、３～４年上のお子さんのおられる方からのアドバイス等がもらえると安
心できるかなと思います。
 匿名で、電話相談できるサポート。
 気軽に相談できる所があればいいと思います。
 その人の気持ちに寄り添うことが大切だと思います。すぐにアドバイスより、まずその
人が何に対して不安で、どんな気持ちか聞いてあげてから、良い方向へと一緒に進んで
いけるようなアドバイスが良いと思います。できないことだけを指摘するだけで、フォ
ローがないのが母親として一番辛かった。指摘するなら最後までフォローしてほしいで
す。
 気軽に相談できる場所。行政担当者は顔見知りの場合も多く、込み入った話はなかなか
できない。
 不安や悩みを相談しやすい場所や機会がたくさんあればと思う。
 言葉にしにくい相談事等を手紙や何かしらの形で聞いてもらったり、子どもも言えない
ことを書いたりして、気持ちを分かってもらえたりするようなかたち。
 ネットで匿名で相談できるところ。
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【一時預かりを希望】
 事前予約が無くても、当日連絡して数時間子供を預かってもらえる場所や人がいれば助
かる。
 仕事で帰りが遅くなる時等に安心して預けることができる場所。
 安心して子どもを預かってもらえること。
 無料で子どもをみて頂けるサービス（学校終了時から仕事終わりまで）。
 仕事で遅くなった時に遠い祖父母に頼まず、すぐみて頂ける場所。
 学校・学童が警報や学級閉鎖で急に休みになった時に、一時預かりをしてくれる場所が
欲しい。
 自分の時間を持ちたい時がある。その時に子供の面倒を見てもらえると気が少し楽にな
る。
 仕事と両立させる為には、休日の短時間でも、家で仕事ができる時間がとれるよう子ど
もをみてもらえる人が必要。勤務日に残業できないため、休日にも仕事の準備をするこ
とになる。
 緊急時に預かってもらえる。
 子どもが体調を崩した時、預かってくれる所があれば良い。
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（２）教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関しての意見（問 32）
問46 最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がございました
ら、ご自由にご記入ください。
回答者のうち 225 人から回答がありました。内容別の件数、主な意見は次のとおりです。

①

内容別の件数（多い順、５件以上）
内
容
学童保育の運用の改善
公共交通の整備・改善
教育内容の充実
医療費の無料化
遊べる場
街灯の設置
給食費の支払い方法の改善
高校進学への不安
現状で満足している
児童館の整備・充実
歩道の整備
公園の整備

②

件数
29
17
16
13
12
11
11
11
10
9
9
8

内
容
件数
小野市の事例
8
通学路の見直し・整備
8
通学バス運行の希望
7
公共料金の見直し（水道料金が高い） 6
高校、大学の通学支援
6
小中学校の統合
6
障害者・児への理解
6
母子・父子家庭への支援
6
医療費補助
5
行政の柔軟な対応
5
小児科を増やす
5
防犯対策の充実
5

主な意見

【学童保育の運用の改善】
 学童の預かり時間を平日 19 時まで延長してほしい。また、夏休みは朝７時半～19 時まで
預かってほしい。
 「学童保育について」高３の１人目の子どもが小学校に入学する時、学童の預かりが 18
時までだったため諦めました。
 学童が他の地域よりもう少し遅くまで 19 時までだったら助かる。
 どの学童保育でも長期の休みの時７時半からの預け入れにしてほしい。仕事がギリギリ
で余裕がほしい。
 子どもが４年生になると学童に申し込みをしても（自宅待機）保留として扱われすぐに
入園できませんでした。今は父も母も力いっぱい働いて仕事と家庭を両立しようと努力
しています。
 学童保育の支援員の先生方には大変お世話になっています。先日、西脇市のミライエに
初めて行きました。子どもからお年寄りまで集まって楽しめる屋内、屋外施設が充実し
ていて、加西市でも取り入れてほしいと思います。
 学童保育の料金が高い。私は夏季半額免除を利用していますが、それでも高いのでしん
どいと感じます。みてもらっている安心感を買っている感じです。
 保育園では警報発令時でも子どもを預けられたが、学童保育園では預かってもらえない
のは不便だと感じます。
 学童保育の利用（長期等）の枠がもう少し広がると助かる方も増えると思います。
 現在学童保育を利用していますが、高学年になると定員オーバーならば利用できないよ
うです。継続利用できますよう、ご検討をよろしくお願いいたします。
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【公共交通の整備・改善】
 今はまだ小学生なので不安に感じることは少ないが、進学のことを考えると交通の便等、
不安に思う。
 交通の便が悪過ぎて、友だちと遊ぶのも難しいと感じることが多い。
 小・中学校の間は加西市内でも不便を感じないが、高校、大学になると交通の便が悪く、
選択できる学校が限られることが大変不安です。
 今住んでいる地区からだと交通の面で不便なため、子どもが高校を選択する際に選択肢
がすごく少なく不安に思う。電車の駅も遠いため、送迎しないと通えない学校に行かせ
ることになると負担が大きい。
 高校に行く時の交通機関が少ない、高いのが不安です。
 交通手段の充実をお願いします。
 北条鉄道について。朝夕と本数を増やしてほしい。料金が高いので少し安くしてほしい。

【教育内容の充実】
 子どもたちの言葉づかいの悪さ、幼い行動、家庭環境ももちろんだが、もっと先生たち
も危機感を持って教育してほしい。他の市の先生たちと比べたら質が低い。もっともっ
と向上心を持って取り組んでほしい。同じ学年でここまで違うのはがっかり。
 体力をつけるための物が少ない気がします。昔はボールを投げたり、壁や塀に登ったり、
おもいっきり体を動かして遊んでいましたが、今の公園はボール遊びは禁止されていた
り、塀に登れば注意を受けたり。子どもたちが子どもらしくいられないようです。将来、
人と交わることを苦手になったり、筋力低下を招き寝たきりの大人になるのが早くなり
そうで少々心配です。
 教育環境が整っていないことに不満を感じます。児童数が少ないのに新しく校舎を建て
替える政策は何のメリットがあるのでしょうか。子どもの将来を考えて、集団生活をき
ちんと定着させるのには一定以上の人数が必要です。成長してから集団での関わり方等、
どうしてよいか困難を生じます。
 来年度より、北条高校のクラス数が減ると聞きました。人口減により減るのは仕方のな
いことなのですが、将来加西に残る子が何人いるのか。高校から市外へと進学すること
に不便さと不安を感じます。小学校の小中学校の統合、通学バスを走らせるなど、教育
にもっと特色を打ち出してほしいです。
 子どもが小さい時から英語や外国語にふれることのできる国際的な環境がほしい。小学
生・中学生・高校生になってもそれぞれのレベルに合わせた英語を使うことのできる場
所がほしい。
 学校での勉強で理解できていないのに、先生はわかっていないのが不安です。１クラス
の人数が少ないのに、もっとしっかり子どもをみてほしいです。
 義務教育の間はその地区、地域でそれなりの環境ができていると思うが、その後の進学、
通学手段等が限られているので身近な場所でより良い教育が受けられることを望む。
 子どもの人数も年々減る中、教育に関しもう少し広い視野や知識をもって教育してほし
い。
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