
第２回三郷学講座ワークショップで提出された意見 

（概要） 

・ワークショップのテーマ 

「総合計画」や「総合戦略」に位置づけたいこと（こんな三郷がいいな！子育てしやすいまちづくり）

について、自由に意見を出しあいました。[発散] 

 

・開催日時 

７月３０日午後（１回目）、７月３１日午前（２回目）、７月３１日午後（３回目） 

 

・参加者数 

８４人 

 

・提出された意見数 

３６０件 

 

（7/3０） 

A 班  

・周りの人々（子育てをする人や近所の人）と情報交換やふれあえる地域作りのある街 

・助け合える環境 

・具体的な子育てアドバイスを気軽にもらえるような街（気軽に相談できる） 

・情報が手に入りやすい 

・同じ区の人達がお互いに相談できる 

・地域の協力がある 

・父母共に子育てに参加している（PTA、家事等） 

 

・子供どうしのふれあいの場がある 

・街がきれい 清潔 

・物価が安い 

・学校と親の連携が良く良好な関係が築ける 

・公園等の整備 

・段差がある（バリアフリー） 

 

・保育所の充実 

・保育施設、子育て施設の充実 

・教育の充実（学校・職場教育 etc） 

・優遇制度（医療・税制 etc） 



 

・安全性（防災・治安 etc） 

・安全･安心して住める街 

・明るい街（街灯や店が少ない住宅地は夜危ないので） 

・道路等の安全性 

 

B 班 

・保育所等が充実した街 

・公園が近くにある街 

・学校が充実した街 

・ショッピングモールなどが充実した街 

・買い物ができる所（商業施設が集まった所がある） 

・子どもが多く住んでいる街（遊び相手がたくさんいる） 

・保育所や幼稚園が充実した街 

・公園が近くにある街 

・ショッピングモールなどがある街 

・学校が充実した街 

・防犯意識が高い地域であること 

・災害に強いこと（防災、減災のレベルが高いこと） 

・現状を受け入れる 

 

C 班 

・子供も含んだ市民が安心・安全に住めるまちにする。 

・地域の見守りがある街 

・子供を放し飼いできるようなまちにする 

・夜明るくする 

・夜間でも診療可能な小児科 

・金銭的補助の手厚い街 

・子育てに悩んでいるお母さんの相談口 

・子供のあそぶ場 Ex 公園 

・保育園や幼稚園に入園しやすい 

・地域での良好なコミュニケーションがとれている 

・子どもと遊べる公園・施設が近くにある 

・保育所・幼稚園が利用できる 

・親同士のコミュニケーションの場 

 

D 班 

・保育所の充実 



・保育園の充実 待機児童問題 

・乳児の為の施設（授乳スポット等） 

・保育所や学童をもっと利用しやすく 

・夜間・休日対応の HP 

 

・歩道と自転車道の分離（せまい道が多いと考えるから） 

・交通インフラ整備 

・歩道 

・街灯 

・子ども手当の充実 

 

・子どもと一緒にいられる公共施設の充実（保育所・公園など） 

・子どもを遊ばせる場所 

・安全に子どもが遊べる場所の確保 

 

・職場と住居が近い（企業誘致） 

・子育て世代の働きやすい職場 

・子育て世代 育休からの求職活動支援 

 

・グローバル人材作り⇒語学スクールの設置 

・“はじめてママ教室”の設置（先輩ママとの交流） 

・地域のコミュニティ ママ友づくりの手助け 

・相談できる場所 

・親同士が気軽に集まれる場所の確保 

・ママお助けダイヤル（施設） 

 

E 班 

■情報 

・ネットワークの構築 

・子育てしている人が一人で抱えこまない環境づくり（交流がもてる 悩み相談ができるなど） 

・情報が発信されてサービスを知ることができる 

・子育てサロンの拡充 

 

■財布にやさしい 

・ママ友がいる 

・家賃が安い 

・物価が安い 

 



■サービス 

・サービスが充実している事 

・保育所の充実（遅くまであずけられる環境） 

・ちょっとしたお手伝いサービス 

・若い子育てママが安心して立ち寄れる授乳・休憩施設の拡充。子ども 110 番のような看板の表示。 

 

■環境 

・バス停やベンチの上に日除けや雨除けの屋根が必要 

・公共交通が発達している 

・段差がない 

 

■安全性 

・24h の医者がある 

・防犯体制がしっかりしている 

・安全に遊べる公園があること 

・部屋が広い 

・病院が近い 

・車が来ない 

・自然がいっぱいある 

 

・東京が近い 

・井戸端会議が出きる所がある 

 

 

F 班  

■交通 

・バスが多い 

・交通 

・道が広い 

 

■環境 

・防犯 

・安全な公園 

・公園が多い 

・夜間、土日でも開かれている病院（小児科） 

・学校 

 

■仕事 



・家と仕事の両立しやすい町 

・託児所 

 

■コミュニティ 

・近所の頑固親父の絶滅 

・同年代のコミュニティ 

・高齢者と子どものふれあい 

 

■財政 

・企業誘致 

・金持ちの三郷 

 

 

G 班 

■街の環境整備 

・歩きやすい歩道（？）乳母車、段差解消 

・おむつ交換ができる場所（気軽に） 

 

■コミュニティ・情報 

・Facebook 三郷市のママグループ 

・ママ同士でつながれるコミュニティ 

・ブックスタートの強化（持続的に行う） 

・リアルでもネット上でも 

 

■経済的支援 

・子育ての経済的サポート 3 万円/月 

・教育（無料の施設） 

 

■あずける施設 

・保育所等の児童受入施設充実 

・教育の施設充実 

・都市で働くことを可能にするために子どもを病気のときも夜でもあずけられる場所 

 

 

H 班 

・病気のときに子どもに対応できるような施設を充実させる 

・子どもを預ける施設がある 

 



・郷土資料館や公民館を結ぶコミュニティバス 

・交通手段の発達 

 

・農業体験や様々な体験ができる機会 

 

・子どもだけが安心して集まれる場所がある 

・安全が見える遊び場 

・見通しの良いまち 

 

・経済支援の充実 

 

・気になることや勉強したいことを子どもが気軽に訪ねることができる人がいる 

・地域の見守り隊 

・話し合える（助け合える）仲間がいること 

・子育ての支援をしたい人（リタイア世代）をまとめる 

  



（7/31①） 

A 班 

■ソフト 

・子育て情報アプリ 

・HP 上での積極的な情報公開 位置図・内容等 

 

■ハード 

・駅前に保育園があるような町 

・小さな子ども達が遊びやすい公園がたくさんあるまち 

・小児科を増やす→医療機関の誘致 場所・金など 

 

■人とのつながり 

・一方的でなく 

・近所のガンコオヤジ 

・行政と小さな自治区の連携 

・参加型の企画 

・話し合いの場を設ける 意見を出しやすい 

 

 

B 班 

・親の交流の場（意見交換・情報交換） 

・大学、高校、中学、小学校、保育園の連携 

・子育て世代（親）の交流機会の提供 

・地域のつながりが強い 

・地域見送りボランティア組織 

・見回りボランティアなどがある 

・年齢層が偏らない町会等の取り組み 

 

■施設の充実 

・保育所などが充実している 

・施設（保育所・幼稚園）の増加・充実 

・保育所等が充実している 

・大規模公園 

・学校・教育の充実 

・自然が豊かである 

・安心・安全な道路 

・大きな病院 



・大学病院開業 

 

■交流 

・親子で遊んだり学んだりできる場所が充実している 

・スポーツ交流（スポーツ少年団の充実） 

・子供達の農業体験 

 

■安心・安全 

・交通面で便利（バス等が充実している） 

・安全、犯罪などが少ない 

 

■制度 

・子育て世代への手当等の充実 

・制度の充実 

 

 

C 班 

■ハード 

・学校の空き教室を活用する 

・公園が多いまち 

 

■住民参加 

・子育て NPO を積極的に支援する 

・子育てサロンがたくさんある 

・空き家を子育てサロンに 

 

■政策的なもの 

・保育所に入所しやすくする 

・遅い時間まで子どもを預かってもらえる（延長料金なしで） 

・学童のような場所をもっとつくる 

 

 

D 班 

・公園の遊具がない 

・公園など子どもの遊び場 

 

・保育園の充実（時間帯を選択できる等） 

・待機児童の解消（0 歳～2 歳児の受け入れ）→専用保育園 



 

・家族三世代が近くに住みやすい 

・拡大家族と単身家族が行き来しやすいアクセスが良い 

 

・ゴミの撤去 

・治安の良い環境 

 

 

E 班 

市民・行政・地域との連携重要！！ 

■環境 

・親子で安全に散歩ができる歩道整備 

・安全なまち 

・子どもが安全にのびのびと遊べる環境をつくる 

・子育てに理解ある社会 

・防犯 

・育休をとりやすい職場環境 

 

■施設 

・保育所＋児童クラブ 

・保育所をつくる 

・児童館をつくる いっぱい 

 

・保育士を増やす 

 

■経済 

・母子家庭に対する更なる医療等の援助 

・家に近い仕事（職場） 

 

■コミュニケーション 

・広い運動公園 

・ママ友コミュニケーションの場をつくる 

・三郷中央付近にコミュとれるカフェ 

・父友コミュニケーションを作る 

・子育てを応援する人を増やす 

・子育ての悩みを気軽に相談できる場所がある 

・ジジ・ババに助けてもらう環境づくり 

 



 

F 班 

■ソフト 

・安心安全 

・いつも笑顔でいることを心掛ける人々 

・小さなことでも手助けができる気持ち 

・見守りの体制 

・育休支援制度の拡充 

・組織的な支援 

 

■ハード 

・買い物・生活便利なまち 

・仕事環境の良いまち 

・実家のある又は近いまち 

・学校の空調等の設備の充実 

・歩車分離（ぺデストリアン等） 

・清潔なまち 

・きれいなまち 

・子育て世帯で集まれる施設を造る 

・病院のあるまち 

・ママ友交流の場所（公園）を増やす 

・保育園の増設 

  



（7/31②） 

A 班 

・式場が多い 

・若い男女が出会える場 

・駅送迎バス 

・通学しやすい 

・18 歳まで医療費タダ 

・同世代（子育て世代）が多く集まっている 

 

・車が少ない（事故） 

・犯罪が少ない 

・安全なまち 

・みんなで育てる（ヒト・モノ・カネ） 

・親の交流がある 

・犯罪の少ない街 

・夜道を明るく 

 

・子供が安全に歩ける道路環境 

・ベビーカーでどこにも行ける 

 

・公園が多い 

・子供が多い 

・3 世代交流の場 

・子どもが遊ぶところがたくさんある 

・遊べる場所（公園・遊園地・プールなど） 

・ディズニーランド 

・遊園地がある 

 

・女子校 

・教育意識が高い 

・学校の学力が高い 

・ならいごとがたくさんできる 

・アイドル養成所 

 

・保育園に全員入れる 

・仕事と子育てが両立できる 

 



 

B 班 

■元気！ 

・女性が元気に暮らせるまち 

 

■ハード  

・保育所がたくさんあるまち 

・保育園など子供を預ける場所をつくり、大人が働きやすい環境をつくる 

・魅力的な小・中・高・大学校があるまち（公立・私立あわせて） 

・小児科の病院を増やす 

・公園がたくさんあり、同世代の親子が回りに住んでいる 

 

■市民活動 

・子育て、お助け隊をつくる（退職した方を中心に） 

・子育てママ・パパの仲間づくりのコミュニティ 

 

■行政 

・イベントで子育てをテーマにした講義を聞き市民の方に知識をつけてもらう 

・医療費の無料化を 18 才まで 

・歩道の整備をする 

 

 

C 班 

・防犯がしっかりしている 

・治安 

・街頭が明るい 

 

・図書館などの施設 

・保育所保育園が充実 

・保育所が多い 

・病院 

・学校・病院等が充実している 

・夜間対応の病院がある 

・教育の選択肢がある 

・病院（夜間）等 

・学校が通いやすい所にある 

・働く場所がある 

・店が充実（日用品・食品） 



 

・楽しいイベントが多い 

・人とのつながりがある 

・昔のような近所のネットワークがある 

・近所づきあいが良い 

 

・相談できる 

・お悩み相談が出きる 

・親同士の情報共有がはかれる街 

 

・公園等遊ぶ所がある 

・自然がある 

・公園が多い 

・子供の遊び場が近くにたくあんある 

・アンデルセン公園のような場所 

 

 

D 班 

・犯罪が少ない 

・病院の充実 

・平たんな道 

・雨にあたらない商業施設 

・商業施設がある 

・スーパー増設 

・道が広い 

・交通手段の多さ 

・幼稚園とかの送迎バスがどこにでも来る―！ 

・子育て世代の多さ 

・子どもがいっぱいいる地域 

・パパママ先輩がいっぱいいる地方 

・向こう 3 軒両隣政策 

・地域コミュニティ活性化の推進 具体的には・・・ 

・相談できる者が多くいる 

・優遇政策がある 

・家をくれる 

・税制面で優遇 

・財政的支援 

・義務教育の給食費免除 



・病児保育等事業者への金銭的支援 

・遊べる場所がある 

・アンデルセン公園第 3 位 

・公園整備 

・カミナリおやじの各地区配備 

・地震カミナリ火事おやじに強い町 

・学力の高い学校 

 

 

E 班 

・飲み屋を潰す 

・ラブホテルを潰す 

・パチンコ屋を潰す 

・公園がある 

・同世代が周りに住んでいる 

・住みかえが容易 

・子連れ OK な店がある 

・おさわぎ OK なバス・電車がある 

・パパママ応援ショップだらけ 

・治安がいい 

・小中学校が教育熱心 

・市長と話す場 対談 

・パパママに選挙にきてもらう運動 

・PTA 父強制参加 

・学童の整備 

・夜間運営の保育場 

・夜間営業の保育園（公立） 

・地域住民の知的レベルが高い 

・医療の無料化 

・病児保育 

・保育園が選び放題 

・保育施設の活性化 

 

F 班 

■なんといっても環境 

・祭りがある 

・公園がたくさんある 

・木のぼりできる公園 



・病院が近くにある 

・昔の遊びをおしえてくれるおじさんおばさんがいる公園 

 

■三郷にまかせろ！子育て施策 

・子育て経験者の講和 

・老人と子どもが一緒にいる社会施設 

・幼稚園・保育園が近接するまち 学校施設も含む 

・低所得家庭における金銭的支援の充実 

・子育て総合施設オープン 

・子どもを預けられる施設が充実している（保育・学校） 

・出産費用が¥0 のまち 

・高校までの医療費無料化（イタリア） 

 

■やっぱり教育の充実 

・国・公立学校の授業料無料化（フランス） 

・中高一貫校がある教育の充実 

・大学がある 

 

■建物やインフラ 

・建築指導の強化⇒防音壁の補助 etc 

・維持管理が行き届くまち（キレイさを保つ） 

・部屋が多い（広い） 

・安心して外出できる道路（歩道） 

 

■気になる！食べ物の事 

・地域の食材等安心安全地産地消 

・水がうまい 

 

■みんな仲良く地域の理解 

・子ども用品等商品がそろっている店が多い 

・子育てグッズのリサイクルが進んでいるまち 

・ちょっとあつまれる店がある 

・ベビーシッターが格安でいる 

・三人乗り自転車の無料レンタルがある 

・町内が顔見知りでいっぱい 

・地域が子育てに理解がある 


