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次世代育成支援対策に関するニーズ調査（自由記載部分） 
 
平成15年10月に実施した「次世代育成支援対策に関するニーズ調査」において，０歳か

ら小学校３年生までのお子さんをお持ちの保護者の方々からいただいたご意見・ご要望を
集約し，その一部を掲載したものです。 
 
 
１ 保育園・幼稚園 
 
1-1 保育所整備について 
 

○認可保育所の空きがないため，働きたくてもなかなか働くことができません。子ども

をもつ女性が働きやすい環境を整えてほしいです。 

○保育所を増設し，希望する保育所に希望通りに入れるように選択の幅を広げてほしい

と思います。 

○１クラスの人数が多く，部屋が狭くなり，ケガの危険性も高いです。子ども達の遊び

やすいスペースを作っていただきたいと思います。 

 
 
1-2 保育サービスについて 
 

○勤務形態に見合うように，また，緊急時の対応のためにも，日祝日の開所や開所時間

の延長を積極的に行ってほしいと思います。 

○保育所でもバスなどで送迎をしてほしいです。 

○保育園開放はよく利用させてもらっていました。とても楽しく過ごせ，これからも続

けて欲しい取組みの一つです。 

○保育所に預けていると，子どもが病気になる時が一番困ります。風邪程度であれば，

保育所の別室などで様子をみながら預かってほしいし，薬も投与してほしいです。 

 
 
1-3 保育制度・職員体制・その他 
 

○保育所の申込みは，仕事している人だけではなく，専業主婦で，これから仕事を探す

人にもできるようにしてほしいです。もし仕事が決まっても保育所が決まらないと仕

事ができません。 

○保育士の人は女性ばかりなので男性の職員を増やしてほしいと思います。 

○保育士１人当たりの児童数を減らしてほしいです。子どもに目が行き届いているか不
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安です。質の高い保育のためには，先生方にもゆとりをもっていただくことが必要で

はないでしょうか。 

○就労しているかどうかにかかわらず，専業主婦の家庭やパートタイムの家庭でも，い

つでも保育所を利用できるようにしてほしいです。 

 
 
1-4 幼稚園全般 
 

○預かり時間の拡大や土日の実施など，預かり保育の充実を希望します。 

○月々の費用が高すぎるので，もっと安くしてほしいです。 

○私立と公立とでは保育料の格差が大きいです。（保育料が比較的低い）市立を増設し

たり，送迎バスを導入したりして遠くの人でも市立に通えるようにしたりしてほしい

と思います。 

 

 
1-5 幼保連携・その他 
 

○幼保一元化はとても無理があるように思います。旧体制で言えば保育園はやはり厚生

省，幼稚園は文部省。ちゃんと分けられていた先人達の判断があるのでは。 

また保護者のニーズも違います。働いていて幼稚園に通わせたい人にはそれなりの意

志があると思います。保育園では，生活面全体を指導してくれます。幼稚園ではそう

いうことは望めないかわりに「学習」「集団の規律」などを学べます。どちらが良い

かは親子で決める事ではないでしょうか。 

○保育園と幼稚園を一緒にしたらいいと思います。働くお母さん，働いてないお母さん

で子どもを預ける場所が違う必要はないと思います。 

○保育所が一緒になっているような，３才以下の子どもを預かってもらえる幼稚園があ

るとよいと思います。また，未就園児と園児の場合だけでなく，園児と小学生という

ような場合についても，託児が別々の場所になってしまうと不便なため，柔軟に対応

してもらいたいです。 

○共働きのため幼稚園を利用することができませんが，保育所と幼稚園とでは，小学校

にあがるまでにしつけに差ができてしまいます。就学前の教育の充実も必要であると

思います。 
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２ 放課後児童 
 
2-1 児童クラブ全般 
 

○現在対象が小学３年生までとなっていますが，６年生までにしてほしいです。 

おやつを出してほしいし，夏・冬・春休みは給食を出してほしいです。その際の自己

負担はもちろん出します。（行政が何割か負担してくれるともちろん嬉しいですが，

厳しい経済状況の中そうも言っていられないですよね…） 

○学校を開放して欲しいと思います。児童会館が遠くて，民間は料金が高いので。 

 
 
2-2 児童会館 
 

○近く（校区内）に児童会館がないため利用しづらいです。中学校区に１つではなく，

小学校区に１つあればいいと思います。 

○日曜日も児童会館を開けてほしい。開館時間も８時半ころからにしてほしいです。 

○児童クラブは楽しそうですが，制約が多いため子どもは次第に行きたくなくなってい

ます。もっと保育園のように時間を遅くして欲しいし（有料でもかまわないので）自

由に出入りできて，自宅のように帰れる場を望みます。（責任は親がとりますので） 

 
 
2-3 その他 
 

○「放課後，大学生などが子ども達に勉強を教えているのが好評」というニュース番組

を見ました。すごく良いことだと思うので，ぜひ，すべての小・中学校で実施して下

さい。 

○子どもが２人以上いる場合（１人が小学生，１人が園児など）預ける場所が別々とい

うのは不安です。ぜひ，兄弟・姉妹を一緒に預ける事が出来るサービスがあると良い

と思う。 

○春先や晩秋から初冬にかけての期間など，戸外でめいっぱい遊べない時期に，子ども

たちが体を動かしてスポーツや遊びなどができるような施設と指導員が増加すること

を希望します。 
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３ 労働環境 
 
3-1 労働慣行 
 

○育児をしながらでも仕事をしやすい環境が必要だと思います。育児休業等の制度や労

働時間の短縮のほか，子どもを預ける際の保育料の費用負担の軽減や降園後の保育サ

ービスを充実していってほしいと思います。 

○育児休業等を使うのは官庁ならともかく一般の企業では難しいことだと思います。そ

れよりも前に労働基準法で決められている労働時間や休日等をしっかりと管理・監督

していただけると（育休も含む）ありがたいです。保護者の時間のゆとりについて，

もっと考えてもらいたいと思います。 

○小さな子どものいる母親が求職しても，子どもが病気になって休まれると困るという

理由で雇用してもらえないことが多いと思います。 

 
 
3-2 その他 
 

○子どもがいても年齢に関係なく働ける場所が，もう少し増えるといいと思います。 

○在宅の仕事などをあっせんしてくれたり，子どもがいても就職できる雇用先などの情

報サービスがあったらいいと思います。 

 
 
４ 生活環境 
 
4-1 遊び場（公園等） 
 

○児童会館とはちがう，誰でも利用出来る，室内公園の様なものが身近にあると良いと

思います。雨の日や冬の間，小さい子どもが安心して遊べる場所がないです。 

○冬の間，公園が雪捨て場になってしまって遊ぶことができないので困ります。 

○公園に行くと砂場に犬のフンがあり不潔です。飼い主のモラルの問題なのでしょうが，

公園に犬を連れ込まないで欲しいです。子どもが知らずに触ると衛生上よくないと思

います。 

○公園はありますが，ボールなど思いきり体を使って遊べる所となると学校のグランド

しかありません。広くて思いきり遊ぶスペースがほしいです。 

○現在，近くの公園でも，改修にあたっては，いつも利用している子ども達の意見を取
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り入れた公園づくりをしようとしています。そういう公園が増えてくれればと思って

います。 

○公園が柄の悪い高校生のたまり場の様になっているそうです。怖くて遊べないと小学

生の子どもが言っています。 

 
 
4-2 居住環境 
 

○市営住宅を，母子家庭などに優先的に割り当てて欲しいです。母子家庭になって住む

場所が定まらないと，子どもに精神的な不安を与えると思います。 

 
 
4-3 公共施設・交通・その他 

 

○道幅が狭く，段差があり，ベビーカーを押して歩くのが大変です。一度，車道におり

ないと通れない所もあり危険です。車いすの人は，もっと大変だろうなと思いました。 

○歩道に乗り上げて駐車している車が多いです。近くの公園に行くにも，駐車している

車を避けるため車道に降りてベビーカーを押しています。 

○高校生の通学などで自転車が歩道をふさぐように走っていることが多く，（歩道で）

幼児を歩かせるときには神経を使います。 

○地下鉄駅，バスターミナル等でエレベーター設置のないところが多いので改良してほ

しいです。エスカレーターは（子ども連れには）危険です。 

○ノンステップバスの数がもっと増えるといいと思います。 

○新しいスーパーじゃない限りオムツ交換やベビーカー等に配慮されている場所はほと

んどないですね。そういうレストランもほとんどありません。育児中は外出するなと

言われているような気がします。 

 

 

５ 経済的負担 
 
5-1 子育て家庭の負軽減 

 

○医療費にかかる費用負担が多すぎます。毎月，子どものぜんそく，アトピーで（医療

費が）すごくかかっています。その上，他の病気になったり兄弟でかかったり，とい
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うことになると医療費だけで大きな負担になります。費用負担の軽減を望みます。 

○少子化だとよく聞きますが，経済的な事を考えると仕方のない事だと思います。これ

からお金がかかるという時に児童手当はなくなり医療の助成もなくなり，学校の授業

だけでは将来不安という事で周りでは塾に入れたり，子どもの将来にかかるお金の事

を考えたりすると不安でならないです。せめて義務教育の間は児童手当と医療の助成

があるといいと思います。 

○今の時代は，夫婦共働きでないと，生活していけない状況です。夫の収入は，年々減

り，その分を妻がささえる為に，どうしても家を空けてパートに出なければなりませ

ん。子育て中は，税負担の軽減，もしくは，児童手当てなどを支給するなど経済的負

担を軽くして頂きたい。 

○保育所の保育料の負担を少なくしてほしいです。何の為に働いているのか，意味がな

いような気がします。子どもが多ければ，負担が多くなることは仕方ないと思います

が，少子化の世の中，頑張って子どもを産み育てている両親に，減税とか，恩恵があ

ってもいいのではないかと思います。 

○私立幼稚園の学費が高いので，市立との差を少なくして欲しいです。現在の補助では

不充分だと思います。また他都市では未就学児の医療費（外来も）が無料のところも

あるようです。病院に一番かかる乳幼児の医療費をもっと補助してほしいです。 

○今３番目の子どもが児童手当をもらっているのですが，小学校にあがるともらえなく

なるのは何故なのでしょうか。小学校へあがってからの方が食費や教材など，お金が

かかるのに…。または，学校へあがってからの，負担を少しでも少なくしてもらえる

とありがたいですが。 

○子育てには大変お金がかかるにも関らず，乳幼児医療費助成制度には所得制限ができ

て，窓口で２割を負担しなくてはなりません。所得があってもその分税金は支払って

いるし，税金は平等に使われるべきです。また，助成対象年齢についても，通院にか

かる助成を３歳まででなく６歳（あるいは小学校卒業）までにしてほしいです。幼稚

園などに入ってからのほうが，風邪をもらってくる確率も高くなるのに，その頃に対

象とならなくなるのはおかしいと思います。インフルエンザなどの予防接種について

も無料として欲しいです。 

○私立幼稚園に３人同時に通わせていますが，認可保育園だと，２人目半額，３人目無
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料となることを考えると（私立幼稚園の）授業料は高い方だと思います。私立幼稚園

に対する補助金を増やしてほしいです。 

 

5-2 その他 
 

○専業主婦への所得控除はなくしてほしくありません。 

○年金，健康保険支払額が高いと思います。 

 

６ その他 
 
6-1 少子化（対策）の在り方 
 

○子育て支援，少子化対策等叫ばれ，年々様々なサービスや対策がでてきていますが，

もっともっととるべき対策はあるはずです。子どもが好きな人が産めず，だからとい

って経済的に余裕のある家がたくさん産もうとは思わない。 

それならば，やはり産みたい！育てたい！そして，授かる人が安心して笑顔で育て

られる環境と支援をお願いしたいと思います。 

○少子化を騒ぐ割には対策が表面的にしかなされていないと思います。男性がまず育児

に積極的に参加するようになってはじめて本質的な対策がとれると思います。 

すべての男性が「育児休暇をとらなければならない」制度をまず作ってみてはいか

がでしょうか？職場の意識も雰囲気も変わると思います。 

○子どもを産めば産む程，得になる。その位にしなければ，子どもを産む人は増えない

と思います。極端なくらいの保護をあたえなければ，今のままでは負担が大きすぎて

（経済的，肉体的，精神的）もう１人子どもが…と考えていますがムリですね。 

○近所には働く為に保育園に子どもを預けるのではなく，育児をしたくない為に短時間

のパートをして子どもを夕方まで預けている方が何人かいます。子どもは一義的には

親が育てるものであり，そういう環境を整える事が今の子育て支援策には欠けている

と思います。 

子ども達は２０年後には親になる訳です。幼い時は親の愛情を満身に受け，そして

親になった時にまた自分の子どもを叱り育てていける人を育てていかなくてはならな

いと思います。親よりも子どもの事を考えた子育て支援を考えて頂きたいです。 
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6-2 子育て支援全般  
 
6-2-1 人・場所づくり 
 

○子育てサロンなどの回数をもっと増やしてください。 

○親子向けの遊びの講座，集まりは午前がほとんどなので，幼稚園の終わった後の３時

過ぎにも，たまにはやってほしいです。 

○子育てサロン（の対象年齢）を２段階にしてほしいです。０～２才くらいの年齢向け

の内容が多くて，もう少し子どもが大きくなると，もの足りなく感じました。２才後

半くらい～４才くらいまでにした方が，参加数も増えると思います。 

ＰＲももっとした方がいいですし，天気の良い日は，外遊びも積極的にとり入れる

べきだと思います。また，時間帯はもう少しゆっくりめ（１０時過ぎくらいからと

か）でも良いと思います。 

○区民センターの部屋を借りて週一度子育てサークル活動をしていたのですが，突然，

会議室にするとのことで，お部屋を利用できなくなりました。子育て支援を考えて下

さるのでしたら，数少ない活動できる場所を無くすことなどなさらないでほしかった

です。 

 

6-2-2 相談等の支援 
 

○母親がカウンセリングを受けられる仕組みを望みます。内容は育児に限らず，どんな

悩みでも，また，悩みを自覚してない人でも。母親の悩みやストレスはたいてい子ど

もに向かってしまうと思うので。また，母親がカウンセリングを受けたい時はいつで

も受けられて，さらに乳幼児検診のように定期的にも受ける仕組みも望みます。 

○子育て・子の教育に関し，気軽に相談できる場所が必要と感じます。現行のままでは

利用しにくいのではないでしょうか。 

○子どもに発達の遅れがあり，現在通園施設に通っています。児童相談所－保健センタ

ー－通園施設と，情報の伝達が悪いと思います。もっと情報がつながっていてほしい

です。どこに何を相談すればいいのか，誰に相談すればいいのか，どんな専門の職員

がいて，誰に何を聞いたらいいのかわかりません。子どもは小さいうちに少しでも早

く対応してもらった方が子どもの発達，親の精神的にも良いと思います。市の発達相
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談もたった１時間足らず話して２次は○ヶ月後にと言われてもその間の親の精神的負

担は大きすぎます。市の医師やセラピストなど増やして下さい。 

 

6-2-3 その他 
 

○保育所，児童会館など，市は，（子育ての支援を）考えてくれていると思います。預

ける場所がないから働けないのではなくて，働く場所がないから，預けられないのだ

と思います。日本経済が活性化してくれなければ，改善されない気がします。 

○色々な方（シングルマザーの方など）と接して意見交換をしたいです。私は１６才で

妊娠し１７才で未婚で産んでからは仕事の毎日なので，同じ様な人達と話をして頑張

って行きたいと思っています。 

 
 
6-3 地域（ネットワーク）・組織（システム） 
 

○私の家はおじいちゃん・おばあちゃんと同居なのでそれほど大変さはありませんが，

身近なところでは両親や親類など居ない人が多く，子どもを預けるところがなく２人

目の子どもはムリとか病気してもこまると言う人がいます。市ももちろんですが，も

う少し，ご近所で（同町内など）そういう支援グループみたいのを作って，お年寄り

だけでなく小さな子どもの居る家族を支援するのが良いと思います。 

○地域の人にちょっと仕事が遅くなった時に見てもらえたらありがたいです。５０～６

０代のベテラン主婦の方がいいですね。そういうサービスは（これが子育てサポート

センターというのでしょうか？）あるのでしょうか。有料でもいいです。 

○家の周辺に（自分の家と）同じくらいの（年齢の）子どもがいるのかよくわかりませ

ん。もっと顔見知りが増えるよう地域での活動に力を入れてもらいたいです。 

○登園バスに乗せるまでの道中，色々な方に「いってらっしゃい」と声をかけられるの

ですが，子どももとってもうれしそうに返事をします。これが札幌市内全域で小中高

生にも広がればと思います。特に一戸建てで，長くその地域に住んでいる方などは，

色々な意味で頼りになると思います。町内会単位で朝１５分・夕方１５分でもいいの

で子どもを見守ってほしいです。防犯にもなります。 

○市で行なわれていること，区で行なわれていること，町内会で行われていること，全
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てが，バラバラのような気がする。町内会の活生化を助け，地域密着型のアットホー

ムな支援としてほしい。 

 
 
6-4 学校・学校教育 
 

○現在通学している小学校が少人数なのでとても人との交流（子ども同士・親同士・先

生と親など）が図りやすく，親としても満足しています。こんな学校が多ければいい

ですね。 

○今通っている小学校は１クラスあたりの人数が多いので，せめて３０人クラスにして，

先生が子ども１人１人を見てくれるようにしてほしいと思います。 

○現在，毎日のように事件が起っています。その中でも娘を持つ母親として「誘拐事

件」が多発しているのが気になります。親が四六時中目を離さず見ている事もできず，

とても心配になります。何をどのように改善すれば良いかわかりませんが，これから

大人になっていく子ども達に「何が良い事で何が悪い事なのか」をしっかり，幼いう

ちから教えてくれる教育を望んでいます。 

○義務教育（小・中学校）における教育とは何かを見直して頂きたいです。（勉強だけ

がすべてではないと思います。）高いレベルの学習よりも必要な教育（教えるだけで

はなく育てることの意味）を見直してほしいです。 

○どうして，近くの小学校があるのに，学区のせいで遠い小学校へ通わせないといけな

いのでしょうか？今は学校帰りの誘拐が多いので，近くて，安心できる道を通って行

ける所にして欲しいです。 

 
 
6-5 母子保健・医療 
 

○健康診断時など，困っていること等を相談すると，マニュアル的な回答しか返ってこ

ないので，相談する気にもなりません。 

「相談して良かった」と思える様な回答が欲しいと思います。 

○乳幼児医療助成制度を６才までに引き上げてほしいです。 

○ポリオの予防接種の実施の場所と日数を増してください。（混みすぎて困ります） 
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6-6 親づくり 
 

○地域へのお手伝いや，学校のＰＴＡ活動等に対する保護者の考え方が，（親によっ

て）あまりにも違いがありすぎです。子どもは皆で育てるという考えを，特に「親」

が持たなければと思っています。 

○母子家庭の自立をもっと応援してほしいし，協力的な社会になってもらいたいです。 

○「子育てサロン」はとても良いことだと思います。他の子どもと遊ぶよい機会であり，

母親にとっても友だちづくりや相談の場になると思います。ぜひ市の方で，母親にな

る人，なった人全員を対象に子どもへの接し方，母親としての常識を教える機会をつ

くってください。 

○子どもをたくさん生むことを援助するのではなくて，子どもが虐待や望ましくない育

て方をうけていかないように，また親が楽に育児をしていけるように支援してほしい

です。親がストレスにより育児にいきづまることのないように子どもと遊びながらい

い方法を教えてくれるような場が増えたらいいです。 

 
 
6-7 社会の仕組（問題点） 
 

○子どもがいない人はその分貯金もできるので，老後の年金は支給しなくても良いと思

います。こんなにがんばって仕事と育児を両立しているのに，自分のことだけやって

いる人が普通に年金をもらえるのはおかしいです。独身者（子どもなし）からの税金

を高くして保育料などや子ども施設などに利用して欲しいです。 

また，女性だけが子どものために犠牲になっている気がします。夫の会社も自由に

子どものために休みがもらえるといいのですが，結局，男性社会なので女の方が疲れ

てしまいます。育児ノイローゼで男が死ぬことはないでしょう。もっと男性（父）も

子どものために頭を悩ませたり心を痛めたりできる世の中になって欲しいです。女性

だから仕事をやめて家にいろと言われるのはとても腹が立ちます。社会全体が良くな

らないと,安心して子どもを生み育てることが出来ないと思います。 

○おそらくこういったアンケートをとるということは，少なくとも，子どもの事，子ど

もの未来の事，将来の市，道，国のあり方を考えての事だと思います。しかし問題は

大きく，根が深くいくらやっても解決しないような気持ちがしてくる事もあると思い
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ます。でも，あきらめないで頑張りましょう，細々とでもやっていくことが大事だと

思います。 

 
 
6-8 子どもの権利（安全） 
 

○今，うちの近くでは変質者が出たりして，子どもを公園に出すのも不安でたまりませ

ん。幼稚園の子を外に出す時は必ず私も出なければなりません。小学生の子は心配な

がらも家にとじこめる事もできないので何度も注意して出していますが，本当に心配

です。学校からもプリントなどで気をつけるよう呼びかけたり，時には私たちが道路

に立ったりしています。安全にのびのびと子どもを遊ばせたいです。 

○小学生の連れ去りが多く，小学校の通学が心配です。公園もあぶないので，管理人の

いる公園や，パトロールなど，治安改善の対策が必要ではないでしょうか。 

○小さい時から，交通事故の危険性や交通ルールを，口頭ではなく身体をつかい実践で

教えるようにしてほしいです。 

 
 
6-9 要保護（障がい・被虐待）児童 
 

○わが家の子どもは軽度の障がいを持っています。特殊学級にいってもなじめず，普通

学級では問題児扱いです。こういうタイプの子どもは意外と沢山います。安心して学

校に行けるように制度を早く作って下さい。 

 
6-10 行政全般・計画作り・その他 
 

○いろいろな（子育て支援の）活動は耳にすることはあるが，市民の認知度が低く，ま

た，利用する側と距離があるような気がします。もう少し，（情報の）発信の方法を

考えてみては？ 

○次世代育成支援は，従前のエンゼルプランや子育て支援とは異なり，市政全般で育成

支援を切り口として，どこまでマルチに検討できるのかがポイントとなります。子ど

もたちを育てやすい環境をつくるために，がんばってください。 

○今回，このようなアンケートが行われたということだけでも，とても喜ばしく思いま

す。市には支援されているという実感がすでに十分あります。 
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