
▼『子育てアンケート』の取り組みから

　「市民自治をめざす 1000 人の会」では、4 ～ 5

月に「子育てアンケート」に取り組み、800 名ほ

どの子育て世代にアンケートを依頼、回収されたア

ンケートが 183 通となりました。　　

　子育て施策といっても、妊娠・出産、入園前問題、

幼稚園、保育所、小学校、学童保育所、中学校以降

の問題、子どもの医療費、児童

館や図書館・公園などの施設関

係、障がい児問題、相談窓口や

地域の支援ネットワーク等々、

多岐に分かれています。指摘や

提案を見ると、子育て環境の悪

化の中で、事態の深刻さが明ら

かになっています。

▼なぜ、子育て施策が立ち遅れた？

　川井前市政 16 年間では、まちづくりの基本であ
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子どもが大切にされる松戸市に！

「松戸子どもの権利条例」の制定を！
　知っていますか？　この松戸から 30、40 代の子育て世代が次々と転出し、食い

止められない現実を。市立病院の移転建設問題と併せて最大の課題となっています。

この深刻な事態への対応は、行政や議会だけでなく、市民からも子育て施策を抜本

的に見直す行動が必要となっています。

る『総合計画』がつくられ、「子ども育成計画」や「次

世代育成支援行動計画」等も作成されてきました。

しかし、なぜ近隣自治体の子育て施策より大幅に立

ち遅れてしまったのか。保育料や学童の保育料が高

いこと、子どもの遊び場としての児童館がたった 1

館しかなく、図書館施策が大幅に立ち遅れているこ

となど、子育て施策が市政の重要施策と位置づけら

れてこなかったからではないでしょうか。

▼子どもが大切にされる松戸市に！

　貧困や児童虐待が大きな問題となっています。行

政は、子どもの貧困や児童虐待の実態を把握するこ

と。少子化や核家族化、社会連帯の希薄化などによっ

て、子育てに不安を抱く保護者が多くなっています。

　今こそ、様々な子育て環境を整備し、子育てを社

会全体で支援していく体制が求められています。

　子どもの「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」

「参加する権利」等々、「子ども権利条例」の策定に

参加しませんか。
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▼子育てに不安を抱えながら

　アンケート結果では、お子さんの数は２人が５割。働
いている人が５割。現在働いていない人でも、将来働き
たい方は７割以上。子育ての経済的負担が高いこと。子
どもたちが安心して過ごせる居場所がないこと等々が明
らかになっています。

Q. （現在働いている方にお聞きします） 働いている間、　
　お子さんはどうしていますか
　①保育所　16 人（19.51％）
　②学童保育　10 人（12.20％）　③幼稚園　10 人
　④家族が見ている　18 人（21.95％）
　⑤その他　28 人（34.15％）
　
Q.（上記①②以外に○をつけた方にお聞きします）保育
　所または学童保育所を利用しない理由を教えてくださ
　い
　①子どもが幼稚園、小学校に行っている時間内で仕事
　　をしているから　22 人（45.83％）
　②保育料が高いから　6 人（12.5％）
　③その他　20 人（41.67％）

Q.　 ( 現在働いていない方にお聞きします )　将来、働く
　ことを考えていますか
　①はい　66 人（73.33％）
　②いいえ　17 人（18.89％）　③未定・無回答　7 人

Q.　お子さんを育てるにあたり、一番経済的負担を感じ
　るのはどんな点ですか（複数回答可）
　①日々の生活そのものに不安がある　47 人
　②医療費がかかる　57 人
　③幼稚園・保育所の保育料が高い　75 人
　④学校教育費の父母負担が多い　46 人

　⑤習いごとや塾の負担がかかる
　　76 人

Q.　放課後や休日、子どもたち　
　が過ごす場所として、どんな　
　場所がほしいですか
　①児童館　 106 人
　②公園　　　89 人
　③図書館　　65 人
　④体育館　　57 人

▼740 件の訴え・意見・提案が噴出！

　テーマを１３項目に分けて分類したところ、訴え・意見・
提案が多かった項目のベスト３は、①保育園（２０２件）
②施設（図書館、児童館、公園など１６０件）　③医療（７
４件）でした。

＜安心して働ける保育所を！＞

①　保育所は働いている人が優先。求職中でも同じよう
　に入所させてほしい。
②　正規職員で働く人や実家のサポートが得られる人と、
　そうでない人との格差を解消してほしい。
③　毎日、職場へ保育所から「お熱ですから早くお迎え
　に来てください」と電話が鳴らないようにとそればか
　りを祈っている。夫も早退をして迎えにいったりして
　いるので、いつクビになるか心配。子どもが病気のと
　きでも、病児保育所をもっと増やすか、子どもが病気
　の時、預かってくれるベビーシッターなど、自宅で子
　どもを見てくれる制度の充実。
④　障がいを持った子どもも毎日預かってほしい。
⑤　一時保育の実施園をもっと増やしてほしい。
⑥　保育料を安くしてほしい。無認可保育所は認可に比
　べて保育料が高かった。無認可にももっと補助を出し
　てほしい。
⑦　安心して預けられるように保育の質を確保してほし
　い。保育者の労働環境や賃金の改善。

＜あまりにも貧弱な施設への希望続出！＞

①　児童館や充実した図書館がほしい。図書館の子ども
　向け本の充実。
②　読み聞かせの場、子どもの読書スペース、中高生の
　勉強の場がほしい。
③　図書館の質を高め、蔵書数を増やしてほしい。浦安
　市の図書館をモデルにしてほしい。
④　児童館が少なすぎる。小学校の空き教室などを利用
　して、もっと児童館を作ってほしい。
⑤　あれもするな、これもするなという公園が多すぎる。
　子どもがのびのびと遊べる公園がほしい。

＜子どもの医療費助成を！＞

①　医療費助成を小学校卒業まで延ばしてほしい。
②　医療費を義務教育の間は無料化してほしい。
③　無料の検診を増やしてほしい。
④　子宮頚がんのワクチンのように高額なものは無料に

　するか、費用を助成してほしい。

＜子育てに関する行政サービスが少ない！＞

　他の項目からの切実な声をご覧ください。
①　松戸は認可幼稚園のみ補助が出る。無認可幼稚園に
　も同じ待遇をしてほしい。
②　義務教育にもかかわらず、毎月学校へ納入する教育
　費の軽減をしてほしい。
③　特別支援学級を全ての学校に設置してほしい。
④　子育てに関する悩みを細かく聞いてくれる窓口がほ
　しい（専門家の配置）。
⑤　いろいろな世代の子どもがいる親の情報交換ができ
　る場がほしい。
⑥　地域ぐるみでの支援やそのための施設がほしい。
⑦　近隣自治体と比べ、子育てに関する行政サービスが
　少なく、分かりにくい。そのために子育て世代が市外
　に流出してしまい、子どもが減っているように感じる。

▼子育て世代の想いを「子育て政策に」！

　このアンケートは現在、妊娠・出産、入園前問題、幼稚園、
保育所、小学校、学童保育所、中学校以降の問題、子ど
もの医療費、児童館や図書館・公園などの施設関係、障
がい児問題、相談窓口や地域の支援ネットワーク等々１
３項目に整理され、保護者の声が生かされる政策にまと
めるために論議が重ねられています。１０月末には市長
に提出します。

佐藤みのるの目線

佐藤みのるの目線
　　　　　　　子育てに希望が持てますか
        今、緊急に実施してほしいことは

●子どもの権利条例って何？　

　▼日　時／ 9 月 11 日（土）
　　　　　　午前 10 時から 12 時
　▼会　場／松戸・ほくとビル 4Ｆ会議室
　▼テーマ／子どもの権利条例って何？
　（川崎市の子どもに関する条例を学びます）
　▼レポーター／浅井ゆきさん
　　　　　　　　（児童館ネット会員）

●『子育てアンケート』の集約と

　　　　　政策についての報告会
　▼日　時／ 10 月 16 日（土）
　　　　　　午前 10 時から 12 時
　▼会　場／松戸・ほくとビル 4Ｆ会議室
　▼報　告／アンケートから子育て政策へ
　　　　　　（アンケートプロジェクトから）
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松戸市議会と行政に関する
アンケートのお願い

　本郷谷市政のもとで初めての 9 月定例会が開催中
です。これからの松戸市政をどのように変えたいの
か、今こそ市民の声が反映される議会と行政を作り
たいものです。
　そこで、市民の方々にアンケートをお願いするこ
とにしました。日ごろ感じていることをアンケート
にお寄せください。よろしくお願いします。

1.　日頃、どの分野の課題に関心をお持ちですか（○で
　　囲んでください。重複可）

　1. 福祉・医療・健康　　2. 子育て・教育
　3. 環境・ゴミ・リサイクル　　4. 交通・道路・建築
　5. 図書館・文化施策　6. 財政・地方分権・情報公開
　7. 議会・選挙制度
　8. その他（　　　　　　　　　　　　　　）

2.　関心をお持ちの課題の中で、特に関心をもたれてい
　るテーマについて、具体的にご記入していただけませ
　んか。

3.　本郷谷市政に対して、実現してほしい施策はありま
　すか。

4.　4 月の臨時議会で住民投票条例案が否決されました
　が、松戸市議会の対応に対してお考えがありますか。
　　また、市民の声が反映されるための議会改革の提案
　がありますか。

5.　日頃、お困りのこと、ご意見・ご希望などをお書き
ください。

●氏　名
●住　所
●電話・FAX　　　　　　　　　　　　　　

＜アンケートの送付先＞
　市民自治をめざす 1000 人の会
　271-0092　松戸市松戸 1879-24 ほくとビル 5F
　　　　　　　　Tel&Fax　047-360-6064

「子育てアンケート」から子育て世代の「提案」を検討すれば
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予算編成過程への市民参加こそ！

４

佐藤みのるの目線
佐藤みのるの目線

予算編成過程への市民参加こそ！

市民が評価委員で奮闘できる「事業仕分け」を！
▼進行する少子高齢化

　少子高齢化が、ここ松戸市でも進行しています。

　松戸市の１９９５年～２０００年の平均出生率は

１．３となってから、幼児の人口減に歯止めがかか

りません。一方２０００年～２０１０年の１０年間

で６５歳以上の人口が約６万人から１０万人へと急

拡大し、１５歳から６４歳の現役世代は約３４万人

から３０万人と４万人も減っています。

　その結果、高齢化率は２０％になり、１０年後の

将来予測では、高齢化率が２８％になるといわれて

ています。

▼借金漬けの自治体にならないために

　このよう現状のなかで、昨年９月に発表された『松

戸市の財政状況』（２００８年度決算版）によると２

００８年度の決算額は約１，１５３億円と莫大なお

金が使われています。そして、これまで市税収入の

減少分を補てん債の発行で財源を確保し、総額が３

００億円にも膨らみ、この利子だけでも約７８億円

に達しています。

　さらに特別会計や企業会計を含めた松戸市の債務

負担行為の合計額は１，８８３億円にも上っていま

す。現役世代の減少するなかで市民に大きなツケが

まわされています。

▼市民参加に冷たい行政と議会

　千葉都民といわれるように、松戸市は東京のベッ

トタウンとして人口５万人から４８万へ拡大し、税

収が自然増加した時代がありましたが、その後市税

収入が減少し、その上、国と地方の税財政改革によ

り補助金の廃止や地方交付税の抑制と基幹税の税源

移譲など市財政に大きな影響を与えています。

　しかし少子高齢化が進行するな

か、近隣自治体から大きく立ち遅

れ、地域の市民ニーズにどのよう

に対応するのか、これまで市民参

加を拒み、行政と議会だけで進め

てきた松戸市政が大きく問われて

います。

▼市民の目線で「事業仕分け」を！

　今、先進自治体では予算編成

過程への市民参加を重視してい

ます。「事業仕分け」に民間の

専門委員や市民が参加し、第三

者の評価や市民側からの厳しい

指摘を受ける場が作られていま

す。

　松戸市でも、予算編成過程を

ホームページなどで公開し、市

民からのパブリックコメントを求める仕組みが必要

です。「市民自治をめざす 1000 人の会」では毎年

11 月、「市民からの政策＆予算提言書」を 12 年間

にわたり提出してきました。私たちは、市民が公共

サービスを担う「新しい公共」の提起の中、徹底し

た情報公開と市民参加のまちづくりを求めていきま

す。

事務所開きのご案内
　佐藤みのるは、7 月 1 日に常盤平駅近くに事

務所を開設し、ここを拠点に元気に活動を続け

ています。多くの皆様のご協力によって事務所

らしい体裁も整いました。皆様にお越しいただ

き、事務所開きをおこないたいと思います。ご

参加を心よりお待ち申し上げます。

　▼日　時／ 9 月 11 日（日）

　　　　　　午後 2 時から 4 時

　▼会　場／佐藤みのる事務所

　　　　　　〒270-2261

　　　　　　松戸市常盤平 1-5-19

　　　　　　　　　　　　　メゾン伊藤 1Ｆ

　　　　　　Tel  047-710-5850

　　　　　　Fax 047-710-5851

　▼主　催／市民自治をめざす 1000 人の会

　　　　　　（Tel 047-360-6064）


