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１

自由回答

【問１１】：子育て（教育を含む）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。ご自由にお書きください。

No

意見

1

高齢者の子育てへの活用、シルバー人材センターの活用。昔の「かみなりおやじ」の存在があると良
い。

2

心配事などを心よく聞いてくれる所。初めてのことでよくわからないことばかりなので、大切なこと
は、教えて頂けるとありがたい。（知らないことにも気づけない…）

3

どうしてもの用事で祖母などの都合もつかず、だれも面どうを見る事ができない時など、有料でも預
けられる場所があればよいと思います。（多少遠くても、預けられると助かります。
）

4

何時でも問合せが出来る窓口

5

育児負担が母親だけに集中しないように助けてほしい

6

流行している病気、ウイルスの情報（ポスティングやメールで直接連絡してほしい。支援センター等
へのお出掛けも考えられるし万が一の発症時にも冷静に対応できる。

7

親せきなどでなくても気軽に預けられる場所があるとよい

8

学童保育のように入れる子供の制度なしの“寺子屋”みたいな引退世代の方々が宿題や遊びをみてく
れるような場所があったら素敵だなと思います。

9

・息抜きに保育園の一時あずかりを使うと良いと言われますが、親からあまり離れた事がなく、祖父
母にあずけた時でさえ、大泣きしていたので、気軽には使えない。

・大和市にある「こどもーる」

のような所が、大型スーパーの中にあると、買い物のついでに寄れて、息抜きや情報交換の場となっ
て、いいと思う。
10

今の所サポートが必要になったことはないので特にありません。

11

世の中のお父さん達は帰りが遅く、もっと早い時間に帰ってこれる様な環境を作り出して欲しい。
（働
きすぎ）

12

保育所（一時保育）の充実。

13

昔の様な習い事の施設（そろばん、プールなど）やお店（商店、駄菓子屋店など）が手軽にできるよ
うな場所を増やしてほしい。

14

同じ年くらいの子らが集う会などのイベント開催やその親たちが集う会などのイベント開催。

15

定期的な家庭訪問を行い、子育ての悩みを相談できたら良いと思います。仕事時間が不定期の為、保
育園があいてなかったりするので、どこかあずけて頂ける所があれば、その情報も頂けると助かりま
す。

16

就学前相談が座間は基本的に、普通級か、しえん級か、特別な学校かの事、相模原はそこまででなく
ても、親の不安への相談、フォローがある。座間も、ちょっとした子供のなやみ（他の子となじめな
いｅｔｃ）をも、相談できたらいいと思った。

17

習い事の送り迎え

18

市立幼稚園が出来ればお金の負担も減る。いざと言う時、大変な時、気軽に預けられる施設があると
助かる。

19

市役所に行った時に、もっと優しい対応してくれると色々相談に行きやすい。
（保育園の入所など…）

20

急な用事ができた時に、予約なしでも安価で、子供（年令に関係なく、小学生も）を気軽に預けられ
る場所があるとうれしい。

21

遊び場や友だちのできる場所や催しなどを作っていただけたら嬉しいです。

22

以前都内に住んでいたのですが、児童館がたくさんあり、先生がいて、遊べるスペースがあって、天
候を気にせず、毎日遊べてすごく良かったのですが、座間には限られた場所にしかありません。もっ
とたくさん児童館があるといいと思います。
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23

一人でかかえている時はどんなサポートがあっても耳に入らないし、目につかないかと思います。誰
にも聞けないのですから…

24

保育園児は熱や病気は休まないといけない。けど、仕事をしている親としては半日だけでも預かって
もらえると助かる事が多々あります。学校の保健室的な病後保育に近い施設もしくは何らかのサポー
トがあると助かる。

25

相談に気軽にのってくれる様なサポート

26

預けたいと希望する人は確実に預けられる環境を作って下さい。今の状態では母親だけでなく父親ま
で働くことができません。保育園に預けられない事で３ヶ月世帯収入がゼロです。昨年購入した家の
ローンが払えず差し押さえられてしまいます。

27

未就学の子が安心して遊べる場所の提供。又、ボランティアなどを活用して、無料で、わらべ歌や手
遊び、リトミック、ベビーマッサージ、ものづくり、ベビーサイン、レクなどができる機会を増やし
て欲しい。幼稚園の練習のような、学びの場、集団で子ども同士のかかわりが持てる場所が欲しい。
自由に遊ぶだけだと積極的に参加しづらいのでプログラムのようなものがあってもよい。

28

学校や地域でリーズナブルな料金で利用できる保育施設を増やして欲しい。
（小学校になってから）
（低
学年は下校後、夏休みなど、まだ１人だと不安なため）
（学童の終了時間が短い。送迎してくれる人な
ど）

29

悩みごとが生じた場合、相談できる場所がある。また気軽に話せる場所、人がいる。

30

・やむを得ない時に預かってくれる場

・習い事への送迎→フルタイムで働いていると、子供が小さ

い時に平日習い事ができない。
31

子供が小さいと、預け先で泣いて、預けられないので、親が病院に行きたい時等、家で見てもらえる
（頼める）人がいれば…と思うことはある。

32

保健師はもっと親の思いによりそった助言、傾聴があるとよい。検診や相談でおちこんだり、以前の
ことを「そんなこと言うはずがない」と言われたり、と相談する気になれなくなった。もっと人の話
を聞く専門的な勉強をすべきだ。

33

収入の制限なしで、医療費を無料にして欲しい。

34

こちらが困っているときや悩んでいるときに、気軽に相談できる身近な人や相談窓口がそばにあるこ
とがよいサポートかと思います。

35

子供にも相手方にも負担にならない程度であればよい。

36

公園をもっと作ってほしい。

37

子供には苦情はつきものですが、公園などの使い方、マナーなど少し看板などを付けてほしいです。
やはり、住宅の間に挟まれている公園で球技をされるのがとてもハラハラします。各家庭により躾け
方が違う為、自分の子供にここでは球技はできないよと言いきかせるのがとても大変です。また、球
技のできそうな所は、もう少しフェンスを高めにしてつけてほしいです。

38

実家が遠く、父親も多忙な為、預けられる人が居ないので一時あずかりの人数や条件をもう少しは増
やしてほしい。待機の人の予約や月齢・学年でまだあずけられなかったりと利用が出来ずにいます。
ファミリーサポートは不安がある為利用には至りません。

39

子供が病気の時にあずかってくれる

40

ちょっとした声かけ（何でもかまわないのですが、少し話そうと思ったら出来る環境）が欲しい。

41

お金をかけずに日常的又は定期的に子供を親から少しでも離し、自由になれる。

42

現在、友人に一時預かりや保育園の送迎、日常の世話等手伝ってもらえるので、とても助かっていま
す。ファミサポは全然知らない人だけど、友人なら信頼できるので良かったです。

43

子育てに有用な情報を入手したい。

44

いつでも気軽に預け入れ出来る施設

45

不安になった時にいつでも声がかけられる場所提供がある事

46

ちょっとしたことでも気軽に相談できる環境が整っていると良いと思う。

47

一時あずかり

値段も安いのであれば尚更良い

コミュセンなどで、体調の悪い時などのあずかり

体調がおもわしくないと、一時保

育の場所まで行くのが大変なので近場でなければおくりむかえがほしい
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48

座間市が実施している子供の集団健康診査をもう少し増やしてほしいです。３才６ヶ月以降の集団診
査の回数が少ないので…（もしくは実施予定がない？）保育園の検診だけだと実際に医者から保護者
が結果を直接聞くわけではないので…。実際には色々な聞きたい事もありぜひ３才以降も検診の機会
を増やして下さい。

49

行政側から積極的な情報がほしい

50

子供の悩み等は、子育てしている場合誰もがいろいろと頭をかかえてしまうこともあると思います。
どんなささいな事でも気軽に話を聞いてくれるそしてアドバイスをもらえるようなのをネットなどで
やってほしい。

51

子育ての話を気軽に出来、聞いてもらえる。緊急時に一時的にあずける事が出来る。

52

気軽に子供を預けられる環境づくりを希望します。

53

近所のネットワークづくり、友達づくり→困った時も助け合えると思う
人

54

父母共に仕事をしていますが、近隣に親戚がいない為、子供の病気の際はどちらかが仕事を休まざる

なんでも気軽に話せる場所、

を得ません。実家が近くにあるまたは病中の子供を預かってくれる施設があると助かります。
55

子どもが病気の時にすぐに預かってもらえる場所があるとよい（ほんの少しの時間でも。
）例えば、カ
ゼをひいて、ひとり休み、ひとり幼稚園に行く時、どうしてもかぜの方をおいて外にでるのは心配な
ので。

56

用事があって時間通りに送迎ができない時に代わりにお願いしたいとは思うが、今の時代、親しいと
か、お金を払ったとかがその人を信用する担保にならない。複数の目プラスカメラのある場所に預か
ってもらったり、送迎で出掛ける場合は出発、現地着時に連絡してもらって子供の無事をこまめに確
認したい。

57

どうしても子供を連れて行けない時に２、３時間預けられる場所があると助かる。

58

保育料の料金

59

以前友人に誘われて横浜（瀬谷区）のニコテラスという子育て支援センターに遊びに行ったことがあ

市からのふたん

るのですが、そこはすごく環境面やサポートしてくれる指導員さんがたくさんいて安心して楽しく子
どもたちを遊ばせることができました。他の市の支援を参考にして少しとり入れてくれるとよりよく
なると思います。
60

保育園の入所要件の緩和 大きな会社で育児休暇をとれる人は育児休暇手当ももらえる上に保育園も
入所しやすいが、小さな会社・パート等労働条件の良くない人程、育児休暇の取得もできず退社する
ことになり、育休手当ももらえず、再度働きたくても保育園への入所もできない。幼保一体化して収
入に応じた保育料で全ての働きたい人が安心して働けるしくみを作ってほしい。働く母も自分の子供
にもっと係わりたいと思っています。保育園の入所要件に満たない週３勤務や一日４時間程度の就労
でも預かってもらえると嬉しいです。幼稚園は夏休みがあるので難しいです。

61

幼稚園前の子供でも急用などでのあずけられるサポート

62

通院や買い物時にいつでも預かってもらえることが理想

63

子供が病気になった場合に、送迎も含めた預かりサポートがあるととても助かると思います。病気に
なった本人だけでなく学校・幼稚園などにいる兄弟を送迎してもらえるとありがたいです。

64

特になし

65

隣の市、相模原や海老名市の様に手厚い医療費負担の期間を伸ばして欲しい。公園（小さい）が少な
い。

66

別にいらない

がんばれば他人に頼らなくても何とかなる

人に甘えない

67

子育ての環境も時代とともに変わっているので、親族でも相談するのが難しい

68

１ヶ月に１回程度月齢の近い子が集まれる教室などがあるとうれしい

69

麦っ子畑保育園へ通っています。こういった認可ではない保育園が今迄ずっと続けていけるような（安
定した）サポートを切に願います。元々認可へ入れなくここに来たのですが卒園まで今はお世話にな
ろうと決めました。１０年先もずっと安定したサポートを重ねてお願いします。

70

近場での子供同士のふれあえるイベント等が有れば親同士も自然とふれあっていけると思うので良い
と思います
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71

幼稚園教諭の数を増やしてほしい。

72

気軽に相談できるような場があれば良いと思う。

73

用事がある時の保育。就労または就職活動時の保育。保育所、幼稚園の利用料負担の軽減。

74

土日等に子どもと参加できる催し物が多くあると良い。

75

緊急時に一時的にあずけられる場があるとよい

76

坂が多いのでベビーカーでの外出がおっくうになりがち。結果子育てが狭い範囲の地域になってしま
う。電動アシスト自転車の貸し出しや購入補助があれば良いと思う。私は購入しましたが。

77

自分が倒れた時や出産の時などに育児や家事の手助けをしてもらいたい。

78

生活上どうしても仕事をしなければならず、子供の体調が悪い時など保育園にもあずけることができ
ず、祖父母達も都合が悪かったり体調が思わしくない時などあずける場に困ってしまう。気軽に見て
もらう事も不安があり、困ることがある。

79

子育て中の人や子育て経験者の人に子どもの成長過程で生じる色々な悩みについて質問などができる
といいと思う。
（しつけや叱り方など分からないこと）

80

まずどこに相談すればよいのかわからない。

81

時間的制約を心配せず、安心していつでも子どもをみてもらえるサポート。

82

親子で参加できる催し物が沢山あれば、気軽に楽しく参加できる物（無料だとなお良いと思います）
には沢山参加したいと思います。それで親子で発散できコミュニケーションの場となればいいです。
ワークショップや料理やアウトドア物など。

83

気軽にあずけに行かれる

84

保育園など以外にも子供を預かってもらえる所があれば良いと思います。
（小学校低学年も）親に見て
もらえない時や少し預かってもらいたい時にすごく助かります。仕事をしていると子供の休みで仕事
に行けなくて困った事がありました。

85

ふだん元気な時はいいのですが、頭痛や発熱など体調の悪い時子供の送りむかえや買いものをちょっ
とお願いできると助かります。が基本的に子供の事は他人に任せないで自分で世話したいのであまり
サポートは考えません。

86

出産後すぐの訪問の他に半年後や１年後と、もう少し相談する機会を増やして欲しいです。

87

特に困っている事は現在ありません。

88

病児保育

89

金銭的サポート（幼稚園の入園金など教育費）

90

子どもの行事（クリスマス会、クッキングスクール、おはなし会等も）小学生までの子どもの参加行
事を増やして欲しい。

91

親族とは異なる第三者的な立場で、ある程度長期に渡って定期的にコンタクトをとってくれる担当者

日曜日に体操教室など
専業主婦が社会復帰する際の就職サポート

のような方がいれば心強いです。
92

保健師が名前をまちがえて呼んだりしないのがいい。
（名前はひらがなでまちがえ様がないのに！）札
幌から引っこして来て困っているのに「そんな場所はない」「そんな公園は市外にしかない」「そんな
サービスはない」のないないづくしで、本気で困っているのに娘の名前をまちがえて最終的に「札幌
っていいところですね～」とかいい始めてもうどうなっているの！！相模原公園に遊びにいったとき
に座間市の職員のカードを首からさげた人がまじっている子どもと母親の団体（えんそく風な）が来
ていて、「座間から来たの？」「どんな集まりなの？」と質問して娘も一緒に遊ばせたかったのに「参
加者じゃないから一緒にすべり台とかできない」みたいな対応で、結局次にそういう集まりがあるの
なら参加したいなと思っただけなのに何の集まりなのか、どこで集めている集まりなのかもわからず。
市の職員が入っているので、税金を使っているはずなのに、仲間はずれとか何の集まりか教えてくれ
ないとか…やめてほしい。
「ざまっぷ」に書いてあるＴＥＬに電話してどこにもつながらず、困った。
市内でも市外局番をつけないといけないと知ったのはずっと後で本当に困った。全部に市外局番を書
くかどうかしないとわからない！

93

日常的に子育てする（母親）者が通院や健康診断など１～２時感の短時間だけでも気軽に子供を預け
る場が欲しい。保育園の預り保育は登録しているが短時間なのに金額は高く知人も都合が悪いと預け
る所がなく子供を連れて行かなければなら内。通院も健康診断も行く必要があっても子供を連れて行
5

きにくい場は大変さや周りの迷惑を考え受ける事をやめてしまう人が多いようです。日頃から通い慣
れた支援センターのスタッフの方は安心できるので、支援センターをもっと活用出来る方法があれば
よいかなと思います。
94

保育所の増設

95

日常のちょっとした時間、気軽に子どもたちをみてくれる人がいたら助かると思うことがある（銀行、
買い物など

金銭的な免除→出産の際の病院への負担額がもう少しないといい！！
また片方が体調不良で病院につれて行く時など）

96

気軽に安全に子供をあずけられる公的機関（幼稚園などではなく、土日も含めて一時保育的な施設に
ついて）

97

地域個別に育児支援センターがあれば、０才児～１才児の大変な時期をもっとうまく乗り越えること
が出来ると思う。施設をつくるというより空いている賃貸アパート、マンション（マンションの方が
騒音を防ぐことができるので良いと思います）で十分です。べてらんスタッフよりかは、小学生のお
子さんを持つお母さんの方が話を聞きたいと思います。子供の送迎や一時預かりも同場所で相談もで
きると良い。

98

子どもが小学生のうちは、気軽にあずかってもらえる場所がたくさんあるといいです。子ども手当な
ど増やしてもらいたいです。イジメや不登校にも積極的に対応してもらいたい。

99

もっと家から近い場所に支援センターがあると良い。

100

保育園に通っているので、日常的に何かあればすぐに保育士さんに相談できていて助かっています。
園に通っていない方も近くの園へ相談が気軽に出来るようになれば良いと思います。
（現在も園の玄関
に外から見えるように、いつでも相談して下さいと書かれた物が飾ってありますが、その園に通って
いなければ相談しにくいと…）

101

祖父母の時代と今の時代と違うことがたくさんあるので、広報でちょっとした情報発信ができると良
い。幼稚園に入園する前は、市の身体検査の時などに相談したり、ママ友達と情報交換していた。子
連れで話せる場所が少ない気がする。幼稚園では面談もあるし、その都度相談できるのですごく助か
っている。

102

緊急時に２４時間３６５日いつでもみてもらえるサポートが欲しい（病気になっても対応してもらえ
るよう）

103

保育料をもっと安くしてほしいです。片親で育てているので、保育料や小学校の給食費等、免除にし
てほしいです。

104

一時預けを受け入れてくれる保育園が増えるといいと思う。

105

知らない土地に引っ越してきていきなり、周囲には子供も母親もなじめません。そんな時、行政の方
でもこんな「イベントがあるので行ってみて下さい」などとお知らせしてくれるとうれしいです。フ
リーマーケットなど交流を増してくれるといいと思います。ママたちがリフレッシュできる場所も欲
しいです。

106

子育て支援センターのようなものがもっとあればいい。時間が短い。幼稚園生もあそべる場所がほし
い

107

子どもが体調をくずした時、仕事を休めないことが多いのでサポートがほしい

108

公園や安心して遊べる場所（最新の遊具ややわらかい地面の公園）がもっとあれば良いと思います。

109

小さな子がいても働ける環境があるとありがたいです。

110

働いていても療育を受けられるシステム。現行は働いていない親しか参加できない時間帯なので。

111

子育てサロンの様な同年代の子ども、親で集まれる場があると良い

112

自分の病院等行く際気軽に数時間預けられると幸いです。保育園等あるにはありますが、かなり前か
らの予約が必要な位こんでいるので…

113

両親が保育できない時に、信頼して預けられる人がいません。今後仕事を増やしていく上でも重要に
なります。気軽にお互いが支え合える環境になってほしいです。たとえば健康で子供を育てた経験の
ある方がコミセンなどのスペースを利用して保育して下さるなど、祖父母との生活のない子供にとっ
ても良い経験になると思います。私が過ごした幼少期に体験して今でも思い出に残っている事があり
ます。毎月１回、ご近所の老人の方々から昔の生活や遊び、季節の行事などを教えて頂く交流の機会
がありました。本を読んだり見たりするだけでは伝わらない良さがあったと思います。地域の交流を
6

とおして、共助の心につながればと思っています。
114

赤ちゃんが産まれると新生児訪問があってありがたいが、１才以降はほとんどサポートがない。こち
らから相談にいかなければならないのでよほどのことがないと行かないので相談しない。せめて幼稚
園に入る３才くらいまではたまに電話でもかまわないので、訪問や声かけしてもらえると助かる。下
の子がだんだん動くようになると育児ストレスがたまりイライラしてたたいてしまいそうになるの
で、母親として失格に感じることがあった。母親の精神的サポートもあつくしてほしい。また下の子
供たちが双子だが、公的なサポートの情報が市からは一切ない気がする。チェリーなどあるが、まだ
まだこれからのように感じた。子育てが大変な２～３才のサポートも充実して下さい。

115

母親という立場の人が仕事に就くのはとても大変。まず面接で子供がいるということで不利にされる。
小さいうちは働けないが、小学生くらいになった時にブランクがあり、仕事に就けるか不安。環境を
つくってほしい。

116

サポート（相談等）はいらない。

117

近くに支援センターがないので散歩がてらに行ったり出来ず困ってます。もっと色々な所にあれば良
いのですが…。

118

補助金や支援金など

119

急に買い物に行きたい時や、姉弟のどちらかを急に病院に連れて行かなくてはいけない時に、２人連
れていくには大変なので（小児科で病気がうつるかも心配なので）市や近所の方にみてもらえると助
かる。市で、子供をみてもらえる制度は知っているが、どこまで急でも対応してくれるかわからない。
調べる時間もない。親族も仕事でお願いできない場合もある。近所の人にもそこまでお願いしずらい。

120

子供が同じ年くらいの親同士が集まる機会をつくる

121

祖父母が近くにいないので送迎が大変。子どもに習い事をさせてあげられない。日曜、祝日も仕事が
あるので、休日保育の充実。子どもが小学校に入ったら休日見てくれる人がいない。

122

働くのにあたり、認可の保育園の資料の配布又はアドバイスをもっとしてほしい。

123

病気の時預かり手がいなくて困ることがある。病児保育のあるのは知っているが病気の時に知らぬ園
で知らぬ先生に見てもらうのは、子供に負担であり自園で知っている環境でみてもらえるとありがた
い。

124

自分が病気になった時等急にファミリーサポートに頼めないのでそういう時に相談、対応してくれる
所があるとよいと思います。

125

行政からのさらなる支援！

126

各地域に気がるに相談できる２４時間たいせいのまどぐちがあればいいと思う。

127

困った事、心配事がある時に、こういう相談をする場所があるというわかりやすい案内や、幼稚園で
先生から何でも相談して下さいね！！という気軽な声かけがあるといいと思います。（私はありまし
た。でも周りでは先生等に言いにくいというお母さんがけっこういたので）どんな相談をしても、責
められたりせずに暖かく話を聞いてもらえるという安心感がもてることも大事だと思います。

128

一時保育、支援センター、児童館など

129

子育ては時には親の方がただ話を聞いてもらいたい時があります。つながりがある…と思えるだけで
辛い時期を乗りこえられる事があります。少しの言葉〝最近どう？〟だけでも声をかけてもらえたら
きっと大きなサポートになります。

130

子育てに対する行政のサポートにどんな事があるのかをもっと発進してほしい。兄弟がいる末の子は、
どうしても兄弟の予定もあったりで予防接種を忘れてしまう事がある。以前の様に集団で通知をして
もらいたい。病気をしないと病院へも行かず、気づかないでしまう。

131

相談しやすい環境。公園に遊具を増やしてもらいたい（谷戸山公園とか…）

132

予防接種（みずぼうそう、おたふくなど）
、金銭面での補助

133

・病児保育が充実していれば、安心して働きに出ることができる。
・文化センターや公民館をもっと活
用して、シルバー人材の方などが子どもに色々なことを教える場があると良いと思う。（碁や昔の話、
仕事の話とか、お年寄がそれぞれの特技を生かして、１日だけの活動でも良いので気軽に参加できる
イベントが沢山あれば良い。）子どもとお年寄など、高校生・中学生や色々な世代の方々と交流できる
機会をもたせたい。クラブやサークル活動は入りづらいし、色々な立場の方と気軽に沢山触れ合える
7

ことが子どもにとって最高の教育になると思う。
134

病児保育を充実させてほしい。

135

最寄り駅周辺は、他市でも保育園を利用可能にして欲しい。

136

けが等しないよう見守る。危険な事や本当にいけない事をしたらきちんと言いきかせる。

137

子育てをする上で、たまに、手伝いをしてもらえるサポートがあると良い。

138

どうしてもの時に気軽に預けられる場所

139

本当に寄りそう気持ち（手伝い、機関）があれば、子育最中の人々はいっぱいいっぱいで声をあげた
りその場に行く余裕がありません。是非！サポートしようとする方々や機関の方々はその場でまって
いるのではなく足を運んでサポートする方々を探しだして下さい！！

140

就園前から集える場所の充実、気軽に相談できる窓口に専門家（心理や言語等々）の充実と近所に来
てほしい。土日祝日利用できる場所

141

子育て相談など、自宅で行えればうれしい。家事などのサポート機関があればそれの紹介。ベビーシ
ッター紹介。

142

近所のお年寄りの方とあいさつ程度の付合いなので、どうしてもの時、あずかっていただける、遊ん
でもらえる…といいなあと思います。
（昔のように。
）

143

行政だけでなく気軽に話ができる相談できるところを情報提供してほしい。

144

何かサークルなどあれば、入りたいと思いますが、なかなか時間などあわず入れません。近所に知り
合いもいないので、主人と話すぐらいです。

145

より詳細な状況を理解して、一般論でなく、ケースバイケースでの助言や対処法の紹介を行うサポー
ト。

146

・地域の情報が欲しい。地域の冊子とかで。
・幼稚園の情報など。

147

・子育て支援センターに行きたくても遠くて行けない。バス等もない。
・私どもは入谷５丁目に住んで
いるが、上記の支援センターは市役所か電車に乗って小田急さがみ原に出るしかない。この現状を行
政担当者は既に知っており、転居した際にそのように説明された。ここに記しても改善されないので
はないかと疑念を持ってしまう。・皆原住宅自治会館などを使って講座を開いて欲しい。・入谷５丁目
に幼児が多いことは把握しているはず。改善されたし。

148

私には持病があります。病院へ行ったり、具合いが悪い時等に、何時間かでも預ってもらえる場所が
あったら助かります。仕事が休めず、子供が熱を出してしまった！困った！という時も、家に来ても
らって何時間かいてくれたら助かる。出張可能の託児サービスや、近所とのつながりがもてる、近所
の人に託児できるサービス等があればいいのにと思います。あと、道徳的な事は、行政にお願いする
のは大変難しい事かと思いますが、近所づき合いのない現代社会においてはうながしていく事も大切
な事ではないかと思います。怒れない親が多すぎるので、善悪の判断がつけられない子供が多すぎる
と感じます。
『託児』する場がないのも大きな要因の１つだし、もっと周囲が訪問等で教えていく事も
大事だと思う。虐待も許せない！！上記で少しは減るのではないかと思います。

149

子供が２才になる頃、座間へ引越して来ました。身近に相談する人がいなくて、子育が一番大変な時
に独りでとても辛かったです。近所に友達（知り合い）もできなくて、子育て支援センターへ出かけ
てもすでにグループがあるようで打ちとけませんでした。公園でも同じです。子育て支援センター等
で、住所ごとに集まれる日を月一で良いので作るべきだと思います。（くわしくは、）海老名の子育て
支援センターを見習ってほしいです。

150

緊急時に（例えば子の母親が急病になった時等に）突然でも預ってもらえる施設があるとそれが一番
助かる。

151

子どもを連れて遊びに行ける場所（支援センター・ボランティア主催の育児サークル）と相談に行け
る場所（育児相談等）が合体したものがあると良いなと思います。相談に行っても子どもを掴えてい
たらゆっくり話が聞けず、遊びに行った先のスタッフは経験からしか教えてもらえず話がかみ合わな
いことが多いため。

152

同じ月齢で集まれるような集会があるなど

153

同い年くらいの子どうしが集まって気楽、気軽に遊べる場所

154

相談しやすい環境づくり、
“見守る”習慣がついている
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155

マザーリング（家事代行）

156

親（子供の）の体調不良等の緊急時等だけでも、サポートを頼みやすい環境があると助かります。

157

市からの定期的な訪問や相談会の様なものがあってほしい。個別なもの。

158

気軽に声をかけ合える環境。あいさつをはじめとする人間関係

159

買い物の時に、子供があちこちにい行きかなかゆっくり落ち着いてみれないので、
（買い物の数十分位）
託児所（無料）に預けることができたら安心。
（プレイルームみたいな囲いだけだと誰でも侵入でき危
険。
）

160

気軽に利用できる一時預かり施設があると良い

161

今のところは、無い

162

週に一回でも、２～３時間でも良いので、頼ってもらえると助ります。買い物をまとめて済ませたい、
離れてリフレッシュしたい時など。幼稚園就学前の一番手が掛かる時に預かってもらい、離れている
間の様子等客観的に話が聞けると更に子どもを可愛いと思える気がします。保育園の一時保育はなか
なか入りずらいので、子育て支援センターの様な誰でも気軽に行ける場所で、一時保育をしてもらい
たいです。

163

公民館や健康センターでやっている、健診をもっと回数を増やしてほしい。

164

歩いて行ける場所に子育て支援センターがほしい。

165

外で遊んでいても、おこられないかんきょうがほしい。ボール遊びをしていたら、やらないで、と言
われた事がある。

166

緊急時に対応してくれること（親や友人に頼めないことが急だとある為）

167

身近な人：気軽に相談できる環境、しつこくなくヒントをもらえるサポート、決めるのは親本人なの
で、色々な選択肢があると視野が広がる。行政：就園していて、仕事を続けていける環境が欲しい。
例）感染症の広がりを抑えるための休園時に見てもらえる人や施設が無い。
（自分の子は健康）

168

子育て支援センターに行っても、人が多くて相談しやすくはない。もう少し、気楽に相談出来る何か
があれば相談しやすいし、子育てしている人も住ごしやすくなると思う。

169

病気（風邪）の時に安くて近くにある保育所があるとうれしい。

170

気軽るに相だんできる窓口、医師・病院に行くほどではないが、心配な事を相だんでき、必要であれ
ば紹介してもらうことができる。

171

はじめての子供でまだひとりっ子なので何が普通かよくわからなくなって不安になった時、保育園で
同じクラスの子が同じような事を言ったりやったりしてると安心する。うちは、１才半から保育園だ
ったのでもしも、行ってなかったら今よりも、私は、不安でいっぱいだったかもと思う。なので同じ
年の子との交流がもっと出来たらいいと思います。

172

出来れば、近所の元気なお年寄りの方などに、お話相手や遊び相手になって頂く簡単なイベントなど
で交流し、子供、お年寄り、両方の健康、安全などを町内など小さいコミュニティーでもっと関心を
持った方が、地或の為になると思います。
（昭和初期のご近所さんの様なおつき合いに近い、助け合い
など）

173

かしこまって聞く場所ではなく、きがるに聞ける場所に話しを聞いてくれる人がいればサポートは特
にいらない。

174

・気軽に預けられる場所があればよいと思う。（安全で）・子育て支援センターなどがもっと多くあれ
ばと思う。

175

育児というより家事サポートをしてくれる人が身近にいると助かります。

176

学童保育所、または、保育園のような場所が就労していない保護者でも、急な用事ですぐ預けること
が出来るように、出生の段階で登録等を全員しておけば良いのではないでしょうか。もちろん、受け
入れ先の園などを増やす前提での話です。

177

気軽に立ち寄れる相談所・窓口→保健師や歯科衛生士さんだと堅苦しい、当たり前の事しか言わない
気がする→それで傷付くこともある。もっと気軽に子育てを積んできた第２のお母さんのような、ま
た友達のような存在の方がいる相談所・窓口が欲しい。活動内容を常時掲載・公表してもらえると足
を運んでみようかなと思う。

178

万が一の時のためにファミリーサポート等の利用の仕方の案内があればいいなと思います。
（３、４ヵ
9

月検診の案内に同封するとか…）
「ある」とは知っていますが利用の仕方がわからず何となくききづら
いような気がするので。
179

気軽に子どもをあずけられる場所がほしい。民間のし設では金額が高すぎて全く利用できない。
（利用
しようと思うとそのために働かなくてはならない）

180

幼稚園の夏休み中に気軽に預けられる施設がほしい。できれば幼稚園で夏休み中も預かり保育をして
ほしい。保育園の一時預かりはだいたい定員に達しており、なかなか預けられない。

181

身近な人からは精神的サポート、預かってくれるなどの身体的サポートが必要。行政からはやはり安
心して子育てができるよう金せん的なサポートが一番だと思う。あとは公園や雨の日に遊ばせられる
場所の充実が不可欠。

182

親子で一緒に学べる講座などの提供。

183

幼稚園代が（私立しかほとんどない）高すぎて家計がつらいけれど、働きに出るにもあまり行政や会
社のサポート（理解）が（休みがとれない等）ないので働けない。働いたとしても結局、つらいのは
母親だ。家事に加えて仕事となると、倒れてしまいそうだ。それに働いてる人を見ると、幼稚園や学
校の役員・委員を、休みが取れない等の理由で委員会に出て来ず、結局働いてない母親が、働いてる
人の穴うめ（サポート）をしているはめになっている。教育機関の委員会活動も含めて「子供を育て
る」という事になる現状を、会社が理解してくれていないので、常に働いてる人と働いてない人とで、
委員会をめぐってバトル状態である。行政が、サポートすべきなのに、働いていない母親に、働いて
いる人の委員会活動をサポートさせるのは、おかしい。働きたくても仕事で疲れ、家事、育児、さら
に委員会での自分の役割と他人の穴うめまでさせられては、働きたくても働きに出られない。

184

近くの保育園での一時保育の実施を希望します。近くであれば、なんとなく気軽に利用できるし、近
所の子もいるので、子供もいやがらない。子育てににつまった時等、母親にも息抜きは必要だと思う。
私は上手にできずに、精神病（双極性障害）になったので、気軽に利用できる状況をつくってほしい。

185

サポートと言うより、子育てを温かく見守って頂きたいです。公園で元気よく遊ぶ、自転車の練習が
できるなど、環境が整っていないように感じます。地域で子育て、という感覚が私の住んでいる所で
はあまり感じられません。宛名の子どもではなく、下の子どもの時のことですが、４年ぶりの出産だ
ったので母親学級に行きたかったのですが、第２子はだめと言うことだったり、１人目の出産の時に
はなかった父子手帳を頂きたかったのですが、それも断られて残念でした。

186

７月に座間市に越して来る前は相模原市民だったのですが、健診で子どもの発育に不安があると申告
した以降、定期的に電話で様子を聞いてくれたのが嬉しかったです。市の機関紙（？）でも年令毎の
セミナーや集いの紹介等あり、参加しやすかったです。

187

・子育て支援センターの内容の充実、特に乳幼児向けの教室を増やしてほしい。母親が孤立しない為
の

188

親族や知人以外に市の方で、子供を預れるサービス（気軽に）があると助かる。幼稚園に行く前の子
供を。現在は幼稚園の時間外預りが利用できるので、たいへん助かっている。

189

保育をメインにしたアンケートのようですが、行政の方には医療費の格差（近隣との）をなんとかし
ていただきたいです。

190

同じくらいの子供をもつ親の人とのつながりがあると、とても心強いと思います。私は幸運な事に近
所でそういう友人が見つけられたので、本当に助かっています。そういう人達ともっと知り合えるよ
うな機会がたくさんあるといいと思います。

191

・わずらわしい手続きなく、土日祝日関係なく緊急時に子どもを預けられるサポートがあって欲し
い。
・病児保育が可能な保育施設

192

近所の方達同年令ぐらいの人達と、コミュニティーが取れればよいが、マンションだとなかなか出来
きない。そのカラが取れれば、身近でよいんだけど…

193

もっと気軽に何でも話しが出来るような場所を確保して欲しい。
（増やして欲しい）子供の話だけの相
談だけじゃなく、雑談を交えて話せる雰囲気を作って欲しい。身近、近所の方々には、子供が危ない
事・悪い事をしてる所を見たら、注意して頂けると嬉しい。同じ自治会の中での、子供に対する温度
差がありすぎる。自治会だけに限らず、市内全てに言えると思う。親が教えても聞かないけど、周囲
の人から言われたら気が付く子供が多いから。
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194

緊急の病気や怪我の際行ける、近くの病院の紹介。
（特に休日や時間外）

195

同世代の親の集まり。

196

働きたいのに保育園に入れず結局満３才児入園で幼稚園に入れましたが、座間は私立幼稚園ばかりな
ので、入園金や制服代等負担ばかり感じが否めません。就園補助金も、４才、８才学年の離れた兄弟
なので、納得の出来るサポートは受けられません。公立の保育園は異年齢保育ばかりで、預ける事の
みを考えれば時間、金額的にも良いと思うが、幼稚園のような教育的な事と同じ学年で何かをすると
いう事は非常に欠けているので、幼稚園の良い面、保育園の良い面が上手く融合されている施設があ
れば良いと思う。就園補助金は小学３年生までの枠を撤廃して欲しい。

197

行政から…月イチぐらいのペースで様子をみに来てほしい。一人で子育てしていると息がつまりそう
なので。新生児訪問のときにいただいたアドバイスがとても役立ったので、是非お願いしたい。身近
な人から…友人は皆フルタイムで働いているので、サポートはのぞめない。※ちなみに、両祖父母は
遠方のため（札幌と鹿児島）これまたサポートはのぞめない。

198

引越し準備等土日を使って作業したい時に子供をみていてもらえると嬉しいです

199

子供を預けられる祖母が近所に住んでいないので、身近に安心して預けられるところがあればよいと
思います。

200

いざという時に預かってもらえる

201

子供を信用してあずけられない。けど、自分が病気の時などこまる事があって…何かないかなあ？

202

気軽に預けて、息ぬきできるようになるといい。

203

子育て支援センターの場所が遠いので、もう少し近場に１つあるとうれしいです。車が乗れないため
ベビーカーで３０分はかかってしまいます。コミバスも本数がない。

204

学童の入れる年齢を、小学生卒業までにしてほしい。女の子は特に一人にするのは心配。また、用事
の時だけ、お願い出来る１回～￥のような、横浜市である浜っ子のような、預け保育があると急用の
時など助かる。また、学童の内容を、充実させてもらえるとありがたい。
（強制ではなく自由に参加出
来る、自習プリントや、見ていただける人をおいてもらうなど…）

205

・父と子供だけで過ごす時間を積極的に持ってもらいたい。
・保育所の空き状況などを市役所のＨＰに
アップしてもらえたら助かります。

206

市の相談窓口について。電話相談から面談まで３ヶ月待たされたことがあり、あまりあてにできない
と感じた。いつでも面談できる環境があると心強い。

207

特に、まわりに見てもらえる環境がない場合、母親が病気などで入院しなければならなくなった時、
市町村の、子育てサポートもあるが、有料であり、泊まりがけは、むずかしいので、入院が出来ない
場合がある。

208

習いごとをさせたいけど、金銭的に余裕がなく保育園とかで色々な体験をさせて欲しいです

209

安全に遊べる場所が近くにあると良いな、と思う。支援センターに行くのは大変だし、ちょっと敷居
が高い。ママ友情報ではなく、プロから定期的に子育てのコツなどを伺えたらうれしい。冊子等で。

210

働きたいけど預ける場所がない矛盾の改善、利用料（保育所）が高すぎる等、決して楽ではありませ
ん。何が子供に一番良いのかよく分からなくなります。相談だけでなく、助けが欲しいです。

211

買物をするわずかな時間でも子どもを遊ばせておけるサロン（子育てサポーターのような方が子ども
たちを見ていてくれる）

212

保護者が望む形でのサポート

213

母親の負担軽減（精神面）
、孤立感をなくす。「サザエさん」など一世代前の家庭や近所づきあい

214

近所に整備された公園があると良いと思います

215

働いていると平日は時間がない。休日もやってもらえるサービスが必要。

216

少しの時間でも気軽に子どもを見てくれる（預かってくれる）サポートがあると、自分が病気になっ
た時など、助かる。

217

ＨｏｉｋｕＥＮ

Ｎｉ

ＩＲＥｔａｉ

218

短い時間の預りを、安い金額で、登録なども簡単にできるようになれば利用しやすいと思う。コンビ
ニのように身近な場所に数があれば更に利用しやすいと思う。

219

定期的に行われる子育てイベントのようなもの。会員数が少ない閉鎖的なものではなく、ぶらっと誰
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でも参加できるようなものが、あると良いです。
220

日程が合えば、月１回の育児相談に行っているが、コミュニティバスの時間が合わず、行きづらい。
一番近い、北区文化センターでの育児相談は、実施してる回数が少なく不便。

221

・子ども手当ての継続・待機児童ゼロ・予防接種のお知らせ等のサポート・あぶない道（補正の行き
届いていない歩道）などの整備・公園の整備、増設・ポイ捨て禁止の強化※座間市はとてもゴミが多
いのでゴミ箱の設置や看板を増やしてほしいです。

222

障害を持つ子供でも、あずけられるサービス。小さい頃から、障害時に対する、偏見をなくすような
教育の実施※偏見対応が何より一番つらい！！

223

子供との接し方や生活慣習について講習会が、あったらいい。今は本を読んで、とかネットで情報集
収しているので。平日でなくて、土よう日とかにあればいい。

224

子どもが病気で保育園が預ってくれない時に、代わりに見てくれると助かります。

225

行政は所栓他人事、というか、責任を負いたくない、という相談ののり方しかしてくれないのであて
にしていません。母のそばに住みたい。

226

困っているとき、特に緊急なとき、一緒に手伝ってもらえるようなサポートがあると助かります。

227

・少しでも安く、子供を安心して預けられる場所がある。
・ご近所等、身近な人が子供に関わってくれ
る。
・話をきいてくれたり、相談できる場所。

228

働く人にやさしい時間設定。保育園や学童、市役所など

229

障がいを持っている子でも、預けられる保育所があれば助かる。

230

資格を持つ専門家による子育てサロン、病児保育、学童保育の拡充

231

公立保育園での一時保育受入、医療費助成（義務教育期間中）
、病児病後児保育の充実

232

夫からのねぎらいの言葉、行動がほしい。

233

短時間（２、３時間）でいいので子供の相手をたのめると家事や買い物に行くことができて助かる。

234

声かけ

235

ちょっとしたことを話せる人がいること。きんきゅうの時に夜でも子供・兄弟をあずけられる場所が
あること。

236

お金の援助、教育費、習い事の無料化、子供達への養育への金銭面での全額援助

237

緊急時に気軽？かんたんに子どもをみてくれる人や場所があると助かる。

238

近所の方やまわりが声をかけてくれるだけでも励みになります。

239

保育所を増やしてほしいです。

240

就学前にはサークル等の行く場所があること

241

別に、サポートしてもらいたいとは思ってません。子供達が、友達と仲良くできていれば良いと思い
ます。

242

一時保育施設、お金

243

アドバイス

244

発達教室や絵本の選び方講座、などママが前向きになれるような（モチベーションが上がるような）
イベントを、定期的に開催していただけると、嬉しいです。（“こうゆう風にするべきだ”などではな
く、
“子育てのコツ”のようなもの）

245

一時保育の場が増えてほしい

246

突発的かつ一時的な支援（扱かり的な）が有ると助かると思う。

247

自分が何かあった時に、気軽に子供をみてもらえるとたすかります。

248

定期的に保育してもらえるしせつが欲しい。子供から離れられる時間が欲しいので。

249

現在の子育ての仕方等をグラフや図で表にし、簡潔的にまとめてあるものを定期的に配布し、さらに、
その中にアンケート等や相談事項等を書ける欄があると良いと思う。

250

仕事上、土日の休みはなく出勤しているので、休日でも気軽にあずけられる場所や、サポートがある
といいと思う。厚木市のようにおむつの支給や、出産事のお祝金などがあると助かります。実家が遠
いので子供の急な病気や、親の仕事の都合などで急にあずけたい時のサポートがいろいろあるといい
と思います。

251

生まれて一年以内の保健婦さんの訪問・サポートがもっと多かったらよかった。
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252

父親の理解

253

ファミリーサポートは手続きなどが大変。私はよく入院するので、急に預けられる場所が欲しい。保
育園の一時保育はほぼ断られる。

254

同じ年代の子供を持つ親が気軽に集まったり、話せるようなシステムが定期的にあると良いなと思い
ます。特に共働きだと、平日の日中は難しく、土・日も時間的余裕はなかなか無いのですが、電話な
どで相談できる所があると助かります。現在もサポート的なものがあるのかもしれませんが、あまり
知られていないような…。

255

もっと、気軽に身近で利用できる保育所や、公園など公共の場を増やしてほしい。

256

上の子がいるのですが、上の子の行時がある時にもっと気軽に預けられる場所が欲しい。預かり保育
は予約が大変だし高すぎる。又、銀行やお迎え、買い物ｅｔｃちょっとした用事の際使えるセンター
（誰かが常時いて見ててくれる場所）が欲しい。

257

祖父母のサポートがあるので今は心配ないですが、今後、年もとっているので、つねに、お願いする
ことはできないと思うので、小学校の放課後など幼稚園のお預り保育のように気軽にみてもらえる、
システムがあればと思います。

258

・事例の提示（○○があったよ、うちも○○だったから心配ないわよ等）
・車がないので買い出しやお
でかけをいっしょにさせてくれるとありがたい。

259

保育付きでの子育てについての講座や指導などがあると良いです

260

生まれてしばらくはいつ泣くかと安心して眠れなかった時、母が泣かないようずっと抱っこしてくれ
ていたのはたすかった。障害があるので、保育園に入れてほしくて、３園近場の園に見学に行った。
１つの公立園は「うちには入ってこないで」という雰囲気が強く残念だった。話しをよく聞いてほし
かった。

261

保育園に入れない状況にならない様にして欲しい

262

保育ママ（家庭的保育）
、ベビーシッター、ファミリーサポート等、一時的に預かってもらえる所が少
な過ぎる。保育園に入園出来るまでの新生児～の時期が地獄。保育園の一時保育も、予約が取れず月
に１、２回しか利用出来ない。保育ママ的なものがないのは座間市だけ。保育園の一時保育も高すぎ
る。相模原市は１日で半額の１８００円、座間は３０００円。

263

緊急時に預ってもらえると助かる

264

おむつの支給やベビーベットのレンタルなど。

265

受けられるサービスの案内

266

平日は幼稚園ですが、休園で預りがない日や、子どもの体調不良時に預かってくれる施設があると助
かります。又、小学校へ入学してからの学童も、フルタイム勤務以外の保護者から希望があれば、学
童同様にスポーツ指導やイベントに参加可能になるようなシステム作りを希望します。横浜市を参考
にして欲しいです。

267

金銭的負担の少ない託児所や保育施設

268

格安での一時保育をして頂ける施設があれば助かります。

269

核家族の家が多いので、子育てで孤立しがちなので予防接種に行った時や、子供づれで行く場所に相
談する所があるといいと思う。

270

一時的にでよいので、預かってもらえる施設が近くにもっとあると助かる。

271

両親が体調をくずした時や子どもを連れて行けないよう時がある時など、急な時でも手続きが簡単に
子どもを預かってくれる施設や家に来て子どもを見てくれるベビーシッターなど

272

病気の時に預かってくれる場所。保育園での先生不足。

273

１週間に１回ほど地区であつまってお話や、地域の昔話など

274

仕事をしていると近所の人ともほとんど交流がなく、孤独感を強く感じる。休日などにも、気軽に参
加する講座などを作ってほしい。保育園の先生にも、気軽に…。という感じは相談できない。

275

近くに支援センターがあると良い。不便すぎてどこにも行く気がしない。もっと交通の便を良くして
ほしい。

276

保育園に入所できるようにしてほしい。（待機児童の改善）

277

小学生以上の子の勉強をみてもらえる（ボランティアの方達に
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それ以外は特に必要なし
ご近所の年配の方とか…自治会館な

どで）

寺子屋の様な所があればいいと思う。

278

子の体調の悪い時のケア

279

市役所などに相談をしにいくのは、遠いし、話しづらいと思うので、地域ごとに気軽に相談できる窓
口をつくってほしい。育児相談できる場所と日数を増やしてほしい。幼稚園も公立をつくってほしい
です。経済的な負担が大きい。

280

・定期的にほうもんして頂き、育児の悩みやアドバイスをくれる。１０分でも OK。

・もう少し１時

間～だけでもあずけれるしせつがほしい
281

保育園の待機児童をなくして女性でも働けるようにしてほしい。又、産後の体調不良によりうつなど
の病気になった時、だれにも預ける場所などがわからず苦しい時があった。そういう時に助けてくれ
る施設があればいいなあと思う。海老名市の様に病気後などの子供の保育施設が無料であるとかもっ
と座間市も子育てしやすい町にしてほしい。相談の係の人も沢山いたらいい。

282

子供たちの触れ合いの場や習い事などの情報が知りたい。

283

図書館や科学館などの充実を図ってほしい。市役所内にキッズスペースがあると嬉しい。

284

子供が難病なので、急にかかりつけ（東京の病院）にいく時に下の子の預け先に困ることがある。又、
逆もあり上の子が免疫が低いので下の子の病院に連れていくのもできないため、近医での受診でも困
る。時間など気軽に預けられる場所があると良い。

285

現在は、経済的な理由で働く母親が増え、企業でも産休・育旧の制度を取り入れ、女性の働きやすい
社会を目指しているようですが、現実はそんなに理想的な職場環境ではなく、母親の負担は大きいで
す。母親は子供に対し、経済的な余裕や豊かさを与えてやりたいと思う反面、その為に幼い子供を保
育所へ預け、一緒の時間を過ごせない事に罪悪感を感じ、又、情操教育に悪いのではないかと不安を
感じます。経済的な問題さえクリアできれば、母親はやはり幼少時の子供とは一緒に過ごすべきだと
考えます。
（将来、愛情不足で育った子供が増えそうで不安） 子供手当の増額や、母親が在宅で出来
る仕事の提供などあれば理想的ですが、それも難しいことと思います。経済の事は良く分かりません
が、
“母親”の立場である人が働かなければ社会がうるおわないのであれば、何らかの形で母親と子供
の負担を減らすことが必要と感じます。

286

子育て支援センターが近くにないので、でかけにくい。場合によっては駐車スペースもないので行き
づらい。相談にのってほしい時に他の人の相談にのっていて、相談できないまま帰ったこともあった
ので、もっと気軽に相談に行けて、いつもそこにある赤ちゃんを抱いて、徒歩で２０分以内位に子育
て支援の子育てカフェや、施設などがあれば近所でも会ったことのない人とお友達になれたり、交流
が出来ると思う。市役所付近に、市で子育て支援センターと、１時保育が頼める施設が出来たらいい
と思う。その施設で相談も出来て、市役所での手続きに時間がかかりそうな時や、図書館の保育なし
講座に出たい時など、多様に短時間子どもを預けられるのはこちらとしてはとても助かるのです。も
ちろん、子育てサポートのボランティアとかでもある、とは聞いていますが、１時間￥８００～￥１，
０００？というウワサでした。しかも保育士ではないとか…。市役所付近で市が運営して、その施設
で専門の方に預かっていただける（資格がなくてもマニュアルがしっかりしていれば信頼して預けら
れますが…）ような場所があるといいと思います。私のご近所の方で子育てサロン？などに参加、お
手伝いされている方がいて、その方が私たちが引越してきた時からなにかと声をかけてくれて、サロ
ンに参加したり、相談にのっていただいたりして、とても心強い存在になっています。地域でそうい
う方がいたのが私にとって幸いでした。ご近所、地域にも相談や声をかけてくれる方がいるといいと
思います。

287

保育園の送り、おむかえを格安でしてもらえたら…

288

７歳まで赤い屋根が使えないことに困ってる。土、日（特に土曜日）兄の幼稚園の行事に見てくれる
人がいなくて、困ってる。 ※主人平日休み

289

特にありません。今まで通りで十分です。

290

乳児期に遊ばせられる環境が座間は少ない！ サポートより公園など増やしてほしい！ 大きい子が
遊べる所はあるが、ハイハイ歩きはじめの子が安全に過ごせる所がない！ 道路もデコボコでベビー
カーがおしにくい！ 大きな役所なのに授乳室もない！ ８ヶ月～１０ヶ月検診の後、１才児もあれ
ばいい！ 保育所・幼稚園への一時預かりしてもらえるクーポンとか出してほしい！！←前に住んで
14

た所にあったので！
291

児童手当てと医療補助の延長・拡大を強く希望します。特に医療補助は年収で１才で打ち切られたの
で、今まで風邪など軽い症状のうちに診てもらっていましたが、補助がないと様子をみてしまい、重
症化につながることがありました。

292

その時によってちがいますが…

幼稚園の保育料が高すぎますし、小学生は低学年に授業時間が多く

て忙しすぎる。保育園は病気をすると診てもらえませんし、働きたくても働けない、働かなくては教
育費が足りない…。行政の支援は根本的に的がはずれていると思います。
293

無料保育

公園の整備

見守り

子育て支援センターの充実（広さ、時間、上の子も連れていける）

厚木市レベルを希望します
294

月１でも良いので、同じ位の年齢（半年きざみ位）の子が集まって話をしたり絵本の読みきかせ筆の
会がコミセンなどであると良いと思う。
（以前住んでいた都内のところでは月２であったので、区の担
当者や保育士さん、保健士さんとの関りが多く、気が楽だった）

295

地元ではないのでまだ早いが高校の情報がいまいちわからない（いや、全く）。公立でしっかりしたと
ころに入学させてやりたいが、全くわからない、情報が欲しいです。幼稚園に入ったら内職などして
みたいが、市役所によって紹介してくれるところがあると聞きましたが、座間市役所さんでは紹介し
て下さるのでしょうか？

296

認可の保育園、私の母が主に娘の世話をしていますが、心臓が非常に悪く、しかし、私と主人の収入
も無認可の保育園に子供を預けられるほど余裕がありません…

297

時代もかわり、親の意見が参考にならない場合があるため、保育がある現状での育児に関する講習会
を設けて頂けたら助かります。子供をとりまく環境…気をつけなければならないことなど、食育、学
習、健康ｅｔｃ．

298

相談しやすい環境。

299

保育園が少ないので、とにかく増やして欲しい。レクレーションではなく、地域の運動会などをして、
近所のコミュニケーションを増やして欲しい。

300

子供のことに関して「ここで」というのを、１つに決めてほしい。子育てに関してどこに相談すれば
良いか、簡単な図式にしてほしい。
「これはあっちで聞いてみて下さい」と、色々回されるので。

301

地区担当の市の保健士さんが定期的に訪問してくれるとありがたい。２人姉弟の子供ですが、姉のと
きは１回訪問があっただけで弟のときは電話が１回あっただけ…どうなっているの？ ちなみに姉４
歳、弟３歳になるのですが…

302

未就園のときは、保育所の一時保育を利用していました。とてもよかったです。そのような制度があ
ることを、行政担当者などからみなさんが知ることができるといいと思います。

303

公園の見守り

304

分かりません

305

病院に行く時に毎回親に来てもらって子供を見てもらわなければいけないので、気軽に預けられると
ころがあると良いと思います。

306

普段は祖父母のサポートで問題ないが、緊急な場合は周囲のサポートがあると助かる。
業で祖父母宅からだと保育園のお迎えに間に合わない

307

義務教育無償化すると家計が助かり、子供の選択が広まる

308

学問について

309

保健師さんなど定期的に声を掛けてもらえたら…と思います。でも保健師さんも良い人、嫌いな人も
いるので難しいですが。

310

幼稚園や保育園に入るまでの間が一番、親子が孤立しがちな時期なので、そのような時期に親が休め

例：急な残

ひらがなの読み書きはいつまでにできていれば良いなど。

る場や時間がとれると良いと思います。
311

一時保育が気軽にいつでも誰でも利用できるように保育園の数・環境を整えてもらいたい。その保育
園で幼稚園的な教育があればなお良い。

312

土・日・祝日の保育園。病後保育園（感染児も含む）

おたふく、水痘等

313

夫が海外出張が多く、今年は半分以上が出張でした。その時に、自分に何かあったら…と思うと少し
不安です。保育所に入所でき、夫が出張でいない事は伝えてあるので、もし連絡もなくお休みしたら
15

「おかしいな」と気付いてもらえると思うのですが…
314

直接的なサポートというよりも、安心して遊べる場所の提供、信頼できる医師の確保などをもう少し
考えてほしい。

315

特に初めての子供の場合は、不安な事が沢山あると思うので、定期的に行政担当者の方とか連絡等く
れて、サポートして頂けるようなシステムが出来たらいいと思います。

316

働いているので、子供を保育園へあずけています。しかし、認定には入れず高い保育料を全額負担し
て未認可にあずけています。認定保育園を必要数確保できない責任は市にあるのだから、未認可に頼
らざるを得ない現状を真摯に受けとめ、保育料格差を無くして下さい。

317

いつでも一時的に子どもを預けられるといい。つねに子供といると、買物する少しの時間でも一人に
なれたら子供にもまた優しく接することができると思う。親子（就学前の子）でお菓子づくりや、楽
しめることができるところがつねにあるといい。その告知も市の施設に足をはこばない人でもわかる
ようになるといい。

318

・学童保育の充実 ・Ｒ２４６号の交通安全対策
休日の医療施設の充実

・高校卒業時までの医療費の無料化。

・夜間・

319

仕事をしていると時間の制限が多い。保育園と幼稚園では教育（勉強や体づくりなど）の面での差が
多く生じる。地震や災害などが起きたときに安心して子供を預けられる場所や人がいると安心できる。
保育園の保育士も早く帰宅したいのもわかるが責任もって預かってほしい。
（親が安心できるような声
かけも必要）

320

土・日・祝も開いている窓口が必要。日よう、父親が仕事だと子供がもてあまし、大変。もっと気軽
にオープンに、足を運べる、または、来訪してもらう制度をつくるべき。下校時間の通学路のパトロ
ール、市内放送で犬の散歩などをうながすなど、もっともっともっと下校時間に大人の目を増やして
安全にしてほしい。

321

子供の医療費を中学生まで無料にしてほしい。

322

対面、電話よりメールなどネットを通じて話す方が気楽だったりします。友人もなかなかできない人
もいるので、座間市在住の母だけのＳＮＳ的なものがあればうれしいですね。

323

一時預かりしてもらう。自宅で数十分～数時間子供の相手をしてもらう。外国語のネイティブスピー
カーに言語を教えてもらう。

324

子どもを気軽に預けられる施設、サービス・金額。ファミリーサポートは事前に面接が必要で、下の
子の急な入院などには対応できなかった。

325

一時預かり

326

少しの間みてもらう

327

・支援センターのように遊ばせられる場所を増やして欲しい。 ・健康保健センターでやっている育
児相談のようなことを、いつでもやっている場所があると良い。

328

問３１でも記しましたが、核家族で身内が県外ということもあり、急な場合、土日祝かかわらず、か
けこめる場が地域であると、安心して子育てと向き合え、ストレスも減る。距離があり、気軽なメリ
ットがあっても、割と１人でかかえこみがちです。
“孤育て”になりがち。仕事探しのしづらさを痛感。
２人目を産むゆとり（気持ち）さえなく、一人の子育てに必死でした。

329

暖かい目で見守ってもらえること。特に子連れで外出すると荷物も多いし、子供が人の迷惑にならな
い様に気を使うことも多く、疲れるので…。この前も年配の男性に「ベビーカーじゃま！」って言わ
れ悲しかったです。

330

予防接種の種類が多く複雑なので、接種の順番や予定の立て方などをサポートしてほしかった。

331

自分の子どもを知ってもらえる機会が増えたら、もっと安心して出かけられるかなと思う。

332

小さい子供への気配りがほしい。例

・子供の近くではたばこをすわない。

・ベビーカーで歩いて

いるのに自転車がつっこんでくる。
333

・兄弟のどちらかの行事などで一方が行けない時に預けられる場所があるとよい。
放課後に見てくれる場所・人があると良い。

334

積極的な病児保育と休日保育（日祝、年末年始）の拡大→ｅｘ場所

335

用事がある時気軽に預けられる場所（学校でも）
16

今後ですが。

時間

条件

・学校の勉強等

336

祖父母は車が運転できないため、習い事１つにしても、平日フルタイムで働いていると、送り迎えが
できません。習い事の送迎のお手伝いがあると助かります。

337

保育園や幼稚園の情報や資料などを送ってくれるとよいです。あと、一緒に相談できるととってもよ
いです。

338

一時保育など気軽に子供を預かってもらえる場所があると助かる。

339

他の市では、子育て支援で里帰り出産できない人などの為に、産後、家事をやってくれるそうです。
座間市ではそれがなく、困っている人がいました。

340

相談窓口等わかりにくいので、どこに相談すべきか等がわかり易いと良いと思う。

341

保育園までの送迎。私（母）は車の免許がなく、自宅～保育園まで歩くと３０分以上かかり、自転車
では坂道や夜は暗い道になるので物騒なので。雨などの天候が悪い日は巡回バスがあると助かります。
タクシーだと料金が高いので何度も利用はできないです。

342

少しの時でもいいので、無料であずけたりできる場所がほしい。

343

初めての子供で、最初の数ヶ月は本当にわからない事や不安だらけで精神的につらかったです。母親
（私の）には助けてもらいましたが、それでも不安ばかり。役所で相談して、電話で話を聞いてもら
えるなど教えてもらい、少しずつ不安はへっていきました。そういうサポートの場がある事を、広く
ひろめて欲しいです。
（役所でたまたま相談したので私は知りましたが、知らないママも沢山いると思
うので）

344

わくわく学級（北地区）に参加したことがあります。とても良かったです。子育てファミリーサポー
トシステム？は登録したり、すぐ利用できなくて不便だと思いました。わくわく学級等に出張で「こ
ういうのがありますよー」と説明に来てくれたり登録を促してくれる機会があったら利用が増えると
思います。

345

一時保育の声かけ。一時的に低料金で保育が頼める。

346

保育所がもっと話せる場であればありがたいのに…

347

子供手当ては、とても助かります。

348

病時保育の充実

349

今のままで満足しています。

350

困った時、必要だと思った時に、周囲との関係づくりを始めるのではなく、子供が産まれた時（もし
くは妊娠時から）周囲との関係づくりがあると、良いと思います。具体的なサポートとしては、周囲
（行政など）が積極的にイベントやアンケートの様な形での郵便物などで、子育てする人に接触する
機会を増やして頂けたらと思います。

351

フルタイムで働いているので相談窓口等が平日が多いのでなかなか利用する機会がない。

352

母親が仕事を始めた場合や、急きょ用事が出来た場合、子どもを短時間一時預かってくれる施設。

353

緊急時（病気・仕事）で都合のつかない時に対応していただける行政機関の増設

353

１才半差で２番目の子を出産しました。上の子は普段保育園（認可）でお世話になっているのですが、
産後１ヶ月で通園させる時に父親の時間で送り迎えを相談したところ、きっぱりと断られました。私
が車の運転ができず、園まで歩いて１５分かかるのですが、家にいて２人育児はとても大変だったの
で、生まれたばかりの子を抱えて通園しました。誰もが車を運転できるわけではないので、幼稚園バ
スのように送る迎えをしてもらえると助かったのになぁと思いました。

354

子供が風邪などの病気の理由で、幼稚園や保育所を欠席せざるを得ない場合、家庭にて子供のケア（見
守り）を行ってくれる固定の方がいるとありがたい。定期的な報告がほしい。その様子から病院に連
れて行く行かないの判断は親が行い、実際に病院に連れて行くのも親が行う。

355

医療費や育児用品などの金銭的サポート

356

行政は何か事件が起こらなければ知らんふり、困っていても何も言わない人はたくさんいる。各地区
に担当がいるならもっと声をかけるべき。事は起きてからでは遅い！！

357

もっと保育所を増やして。誰でも気軽に子供をみてもらいたい。

358

子どもと一緒に気軽に出かけられる、催しがもっとあればいいなと思います。例えば、昔のビックリ
箱では、子どもが多少うるさくしても、回りも子どもたちなので周囲にあまり気を使わず、親子共々
楽しめるので、嬉しいです。
17

359

声かけしてもらえたらいいと思う

360

・皆がこどもに対して、優しく対応してくれる環境（近所の人）
・緊急時に対応してもらえる体制

361

定期的に様子を伺ってもらうと、その度相談もできるので安心する事ができる。８ヵ月健診の後、お
すわりが遅かった娘を、私が不安に思ってないかと心配して市の方が電話してきてくれた時は嬉しか
ったし、その他の相談もできてとてもよかった。

362

友人や親族以外、子育てのプロから、専門的、客観的な意見を聞ける場、気軽に行けるような場がほ
しい。

363

月に１回～数回かく実にあずかってもらえると良い。

364

・二人目なので悩むことは少ない。一人目だったら、相談できるプロ気軽に数多く。あいまいな情報
（特にインターネット）、思いこみの強い人の育児情報が多すぎるためにとまどう人が多いと思いま
す。
・就労あるいは仕事復帰したいが保育園不足なのでは？幼稚園が放課後の預りを充実させるだけで
もちがう。認定子ども園を早くと思うが（たて割の解消を望みます。国？）その後の学童も足りてい
るのか？高学年でみてもらえるほうが良い。潜在的ニーズがあるはず。わかりにくく申し訳ありませ
ん

365

・母親（父親が主に子育てしている場合は父親）が、万が一何かあった時にみてもらえる場所。
（ファ
ミリーサポート以外。いつたおれるか分からないので）
・母親ｏｒ父親が、一時的に息ぬきできるあず
け先。（保育園の一時あずかりは小学生はあずけられないので）

366

子育て支援センターがもっとたくさんあれば助かります。

367

夜間（深夜）相談窓口

368

病院などに行く時など、一時的に預ってもらえる場所、１～２時間でもいいのでそういった場所があ
ると助ります。産後で体調がわるくなったり、腰が、いたくてもしびれても日中は、預けられる場所
がないから病院にも行けないので

369

日常的にみてもらえる環境が近くにあると助かる。祖父母、友人、行政等々色んな人々からのたすけ
があることがのぞましい。

370

親の体調が悪いときはもちろん、美容院に行く時など、子供をみていて欲しい。母乳で、ミルクを飲
んでくれない乳児を預けられないのはどうしたものか困っている…。

371

日曜日に仕事があるので（夫婦共に）日曜日に子供を見てもらえるサービスを充実させてほしい

372

無認可に通わせているので、金銭的な補助が欲しいです。

373

幼稚園、保育園の無料化

374

子供を預ける所が少ないので、１日預ってくれる所を作って欲しい。

375

近所の人や、祖父母からのサポート+公的なサポートがあればいいと思う。

376

無料の運動（スポーツなんでも）の教室があったら通わせたい。
（スポーツ以外でも、ならい事は、お
金がかかるので無料の何かあったら良いなと思います。）

377

・少しの時間でも預けられる場の提供。・子育における情報の提供。

378

病気の時に見てもらえる人。特に年末年始

379

月１回でも格安で安心して子供を預けられるサービス。子育てのヒント・親子の心の安定になるよう
な講座・遊びのサービス。

380

どうしても子供をみてあげられない時や、病時の時の保育施設がもう少し、身近にあれば良いなと思
う。

381

親子で参加できるイベントでイベント担当の方がもう少しみんなが交流できるようなものにしていた
だきたい。

382

子どもが２人目になると、母親教室に参加できず、２人目の月齢にあった友人ができずらい。行政が
主に企画してほしい

383

普段１～２時間だけでも気軽に子どもを預かってもらえる施設があると、とてもありがたいです。

384

・保育園や学童施設の拡充。夏休みがあると働きにくい為、長期休暇も安心してあずけられる施設が
必要です。・幼稚園の無料化を制限なしで実施して欲しいです。・老人ホームや学童保育の相互、有効
活用など工夫して欲しい。
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385

緊急時には安心・安全・低価格で預かってもらえるようなところがあれば助かる。

386

ぐちを聞いてくれる
す

387

コミュセンは、若干入り辛いようで、市役所も家からは近くはないので通い辛く…少々困っておりま
すが、せっかく米軍基地が近くにあるので、そちらとの国際的な子どものための交流がもっとあった

相談、話をきいてくれる

ちょっとでもプチリフレッシュできる

とちがいま

らな…と強く思います！
388

・緊急時に預けられる（特に我が子は障がいと病気がある為、預け先には受け入れ等の問題があるの
で、難しい事が多いです） ・専門家による発達相談と具体的な支援先の紹介

389

誰からも気にかけて貰い地域で密接な関係が築けるのが理想ですが、今の時代だと難しいかなと思い
ます。やはり身内や仲の良い知人に困った時は助けてもらうので、何でも気軽に利用できるサービス
があればいいなと思います。

390

預かってもらえると良い

391

定期的な訪問や電話での状況確認

392

幼稚園、保育園の費用が高すぎる

393

・子育てについては、保健師さんからの電話相談や訪問相談を定期的に３才半まではお願いしたいで

無料になればいい

す（３ヵ月に１回くらい） ・夫婦が揃っている場合の一番の子育て支援は「残業をさせない」こと
です。
「父親の長時間労働を無くす」ことをこれからの新しい社会的ルールとして世間に定着させるた
めに、座間市から発信してほしいです。
394

保育園の一時保育をもう少し増やしてもらいたい。

395

幼稚園、保育園から降園後ももっと遊べる様なサークル施設があったら教えて欲しい。
（ざまっぷは幼
児がメインのようなので。
）

396

親族が近隣に住んでいないため、本当の緊急時のみお願いするので、
（来てもらうのにかなりの時間を
要するため）、少しの時間だけみていてもらえる様な環境があったら、うれしいと思います。

397

子育て本は見た事ありませんが、たとえば３歳になって何をしてあげたらいいか分からないので、
“字
は書けますか？”
“自分の名前は読めますか”など、３歳、４歳になると“こうゆう事ができるように
なる”アドバイスがほしいです。個人差といわれればそれまでですが…。

398

子供も預けたくても、一時預かりでも断わられたりし、どこにも頼れる場所がありません。土、日、
休日や朝、晩、どうしても預けたい時断わられない場所が欲しいです。

399

急な用事の時、すぐに預かってくれる方が居ると助かるが、知らない人に預けるのは抵抗があるので、
難しい。

400

金銭的な助成がほしい。医療費の補助をせめて小学生いっぱいくらいまでは伸ばしてほしい。周辺の
市をみても座間市はおくれていると思う。

401

アイパッチ（弱視訓練）が保育園でおこなえるとよいのだが、対応がむずかしいとのこと

402

徒歩１０分以内に毎日開設している子育て広場を希望。特に小さい子供が遊べる所。コミュニティー
センターが無い。相武台駅は徒歩でコミュニティーセンターに行ける。小田急相模原駅は徒歩で第２
子センに行ける。しかし座間駅には何も無い。

403

同じ月齢の子供たちが集まったり、親同士の交流ができる場所と時間などを指定して集まれるように
なったらいいなと思います。

404

短時間でもあずかってくれる所があるとよい。

405

今の時代少し風邪をひいたら薬を飲んで治すという事が多いですが、おばあちゃんたちにこのくらい
なら薬のまなくても大丈夫！とかこういう自然な治し方がいい！とか教えてもらえたら、皆薬ばかり
のまず体も強くなるのかなと思います。例えばうちの下の子がぜん息と１回診断され、それから予防
薬（キプレス）を１ヶ月のんで下さい、と言われたのですが、それから症状もなく飲んでいません。
なんとなく知識がなく、薬をずっと飲み続けるのがこわいので…

406

公園や児童館、学校の校庭や幼稚園の園庭開放時に守り隊の方々の様な元気でゆとりのあるお年寄り
の方々がいてくだされば、親以外の地域の大人との触れ合いも増えたり親も身内以外に一緒に子育て
を支えてもらえて心強いと思います。個人ではなかなかお願いしにくいし、子供好きな優しい年配の
方がたくさんいらっしゃると思うので本当はもっと上手に甘えられたらと思うことがあります。
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407

気軽に一時保育を頼めるサービスがあると何かと便利だと思います。

408

休日、夜間などにきょうだいのどちらかが体調が悪い時、元気な方の子どもを預けられる機関がある
と良い。

409

気軽にあずかってもらえる所があると気持ちの負担が軽くなる（特に幼稚園に入るまではずっとベッ
タリなので疲れたので）

410

相談できるところ

411

一時保育の枠を増やして欲しい。名ばかりで安心していたのにいざ預けようとしてもその日は“満員”
という事も多く、一度も使用していない。リフレッシュの為なら待てるが、緊急ややむを得ずどうし
ようもない場合に困る。

412

気軽に預かってくれると助かります。

413

気軽に預けられる一時保育等があればいいなと思います。

414

気軽に相談できる（たいした事じゃなくても）相手や子供の成長を一緒によろこんでくれる相手がほ
しい。

415

・短時間～１日の預かり保育、不定期で利用できる

416

現状で満足しています。

417

面倒な手続きがなく気軽に預けられる場所が欲しい。

418

一時保育の充実

・上記の分かりやすい利用法のおしらせ

どこもいっぱいで断わられていてつらい。父親が海外へ単身赴任中、親族も頼れな

いので。３才からは幼稚園も可など…
419

病児保育の充実を望みます。少しの熱でも保育園を休ませねばならず、仕事を続けていくうえで不安
です。親が側にいてあげるべきなのは分かっているのですが。

420

扶養控除等金銭的サポート

421

私の子供の頃よりも地域からの子供へのかかわりが消極的に感じるので、ボランティアの方が（小学
生などの）登下校時に立って下さったり、幼稚園へ昔の遊びを教えに来てくれたりすると嬉しい。乳
児がいたり子供が多いとわざわざコミセンのイベント出向くのも難しいため。

422

他の自治体からするともう少し金銭的なサポートがあればよいと思う。３人分の費用（内２人はオム
ツ等にかかるため。）

423

同年代の子供があつまれる場所

424

遠くの親戚より近くのなんたらという言葉が最近になり大事なのではと考えるようになりました。自
治会にも入っていますが、それだけでなく普段から近所の方と接する機会があれば子育ての目がたく
さんできて孤立しないのではないかと思います。交流の場が欲しいわけではないですが、ご近所に住
む皆様のあたたかい目や声かけだけで親としては十分なサポートになります。

425

安心して子供を預けられる所が充実して欲しい

426

長期休暇（夏休み、冬休み等）時の預け先があればと思います。

427

転入した際（Ｈ２５．３月）に、子育て支援に関する情報を教えてもらえなかったので、積極的に情
報を教えてほしい。

428

行政担当者に相談しても年度でかわってまた一から説明しなければならないことが多いので改善して
ほしい。
（サポートしてもらってたのがとまったりしているので）

429

保健センターで行われている育児相談に１度だけ行ったことがあるのですが、センターまで徒歩で行
くには時間がかかるし、コミバスを利用するとなると料金がかかるため交通手段に悩みました。最終
的に徒歩で行ったのですが、その日は「とても混んでいる」と言われ相談をあきらめて帰ることに。
子供中心「食事や昼寝」に考えると、なかなかサービスを利用しずらいのでコミセンで同等な相談が
出来る日が来ることを願います。

430

気軽に（料金、混雑状況）預けられる一時保育があると良い。

431

話を聞いてもらえるよりも、一時的に預かってもらえるような環境がもっとほしい。

432

親の出勤、子供の登園

433

病気の時もすぐ預けられる場所があると安心

434

座間市以外でも他の市でも予防接種や健康診断などが補助ありで受けられると良い。

435

気軽に集まれるような場所で子育て経験などが聞けたら…

１年生だけでもこの間の登校班を変更しないですむサポート
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436

こどもの病気で仕事を突発的に休んだりすることが多かったので預かってもらえるサービスが充実し
ていたらもっと仕事を諦めずにすむ女性は増えると思う。

437

子育て世代以外の方のプレッシャーを感じる事が多いので、温かい目で見てもらえれば良いです。も
しくは公共施設で、子連れ用のトイレなどの設備（大きいところはありますが…）

438

入園前は支援センターや保健婦さんに相談できるが、入園すると相談できる窓口がなくなる。

439

公民館などの保育付講座等やサークルなどを通して地域の人から声をかけてもらえるようになり、親
子共々守られている実感があります。特にサポートしてもらうというより、日常的に色々な方があい
さつしてくれたり、名前をよんでくれたりすることが一番うれしいことです。

440

３人目なので特に困っている事はありませんが、１人目の育児の時にはちょっと具合が悪くてもすぐ
に小児科に連れて行ってそこで違う病気をうつされてしまったりしたので、どの程度なら様子を見て
いても大丈夫かなど、簡単な目安があったら良かったなと思いました。

441

サポートというか子育て中のママが気軽に集まれる子供の遊び場（新●の？子供センターみたいな場
所）が、もっと近くにあるとうれしい。

442

自分の病院や上の子達の学校行事などの際に一時的に預けられる施設や保育ママ等の制度があればい
いと思う。

443

保育所の確立（待機児童ゼロへ）

444

同じ年齢の子を持つ方々と関わることができる機会があると情報交換できるのでそのような機会があ
るといいと思う。その時子育ての専門の方のお話しを聞けるセミナーや専門の方に相談できる時間も
あると助かります。

445

近くに児童館などで幼稚園前の子供達の集まりがあると行きやすい。ただ好きな時に行って遊ぶとか
ではなく定期的に集まりイベントなどがあるとうれしいです。

446

保育所、学童保育等の充実

447

現状満足

448

上の子は（現小１）
、３才時、子育て支援課のわくわく教室に通っており、臨床心理士の先生方に相談
できました。教室に通わなくても気軽に専門の先生に相談出来るといいと思いました。相談できるだ
けではなく、子供の普段の行動を見て頂きたいです。

449

気がねなくなんでも相談できる環境があると、とても助かる。万が一、母の体調が悪い時に、子供が
さみしくないように困らないようなサポートがあると安心して子育てできます。

450

近所に公園を作って欲しい。
（学区内）現在一つしか有りませんが、車の交通も多く、健やかな子供の
成長の為にも、遊具が充実している公園が有ると良いと思う。

451

相談だけではなく本当に助けてほしい。毎日が辛い。

452

私も主人も実家が九州で遠方な為緊急の時や具合が悪くなったりしても預け先がなくて困ったことが
あったので、近所の保育ママや託児施設を教えていただけたら助かったと思います。

453

母親達が気軽に集まれる場。

454

熱を出している時にみてもらる施設やサポートがあるとありがたい。幼稚園の送り迎えをしてくれる
人がいたら助かる（安くで）

455

地域で同世代の親子で交流が図れる機会がほしい。

456

外で安心してあそべるとよい。

457

シルバーの方のパトロール

458

行政から金銭的な負担の補助。

459

曜日、時間、料金等を気にせず、子供をあずけられる場所があればよい。

460

急に子どもを預けたい場合、もっと安心して気軽に低料金で預けられる場所があればよい。むしろ“１
ヵ月○時まではタダであずけられます”的なように、行政で負担して欲しい。

461

月１回程度でいいので子供を預かってくれる場所や施設を設けて（２時間くらい）案内（連絡）して
くれると嬉しい

462

保育園や児童ホーム等の施設について待機児童がなくなるようにして欲しいです。

463

・急に用事ができた時に、預かってくれる所・人が欲しい。
てくれる所・人が欲しい。

・多少子どもの体調が悪くても預かっ

・自分の子どもよりも少し年上の子を育てている方々との交流の場があ
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るとよい。

・徒歩圏内に常駐スタッフのいる子育て支援施設が欲しい。

464

幼稚園の費用をもう少し安くしてほしい。

465

・現状でそれほど問題ない

・しいていえば仕事をしているので職場の理解が１番欲しいところであ

る。
466

子供や自分が２人とも体調をこわしたとき、安心して休める様なサポートがほしい。

467

きさくに、自由に、育児の知識や（幅広い）子供の発達の成長過程を（月齢にあった）教えてもらえ
る場所があるとうれしい。

468

ちょっとした悩みやわからない事など気軽に話をできる人や場場所などが増えるといい。でかけて相
談をしに行くのが難しい場合など、無料で電話相談できるところが増えるといい。

469

聞いたら悪いなという気が働いてしまう。しきいの低い雰囲気なら良いと思う。

470

時々で構わないので、電話にて「最近いかがですか」など連絡があると相談しやすく助かる。

474

現在クリアしているが、保育園のお迎えをして貰えると有難い。

475

近場に支援センターがないので（徒歩でいける場所）そういった場所をもうけてもらえればお母さん
達が気軽に相談したりできるきっかけが増えると思う。

476

定期的に訪問して頂いて相談が気軽にできるような環境が欲しい

477

特に期待してない

478

子育てに関する情報をもらえること。

479

一時あずかり（保育園の）を利用したくて問い合わせたが、ならし保育が必要で、そもそもならし保
育の予約もいっぱいだと断わられた。働くお母さん優先のような感じもしたので、もう少し柔軟に対
応して貰えれば良かった。

480

やはり保育園が増えてくれる事が一番では。企業、家庭で努力しているのだから、行政も変化を。

481

手があいている人に子供を預かってほしい。なるべく安価で。講座など母親のやる内容指定だけでな
く、自由時間を頂けるというだけの保育をしてほしい。

482

室内で広く遊ぶところを増やしてほしい。雨の日などに利用したい。２人目以降でも、出産後の訪問
で子供の体重を計る時にしっかりベビースケールで計ってほしい。１人目のときとは違い、扱いがい
い加減に思える。

483

祖父母、親族が近くに住んでいないと、母は孤独を感じてしまう時がある。子育てサロンのようなサ
ークルに参加しようと思っても、この地域はあまりなく、少し足をのばす必要があったり、車移動を
しなくてはいけない。車を運転しない人は近場しか動けないからもっとバス（ローカル￥１００のバ
ス）の運行時間やベビーカー乗り入れなどもっとできると良い。※地域柄かおじいちゃん、おばあち
ゃん等たくさん声をかけてもらえて嬉しい。

484

話を親身になって納得するまで聞いて欲しい。子育て環境の変化に対応したサポート体制をとってほ
しい。

485

行政担当者などサポートをする人がもう少し勉強してほしい。アドバイスが古いと感じる。

486

保育園

487

子どもと離れて相談できる場所（託児所付き）でアドバイスしてもらえると助かる

488

子育ては時に精神的負担が大きく保護者に余裕が無くなる時もあるという周囲の理解、共感が感じら
れるだけで支えになる。声かけなど？

489

子供を気軽に安心して預けられる環境が必要。

490

子育て支援センターで保育園の入所人数や来期に入所ができるかなどの相談会みたいのがあるとい
い。

491

情報の提供。ざまっぷのように良いものがあるのにあまり使われていない。後からこのようなものが
あったのか…と知りました。

492

緊急時（通院なども含む）に子供を預けられると良いです。

493

体調が悪くても一時的（２～３時間）に預かってくれる且つ子供が（慣れているなどで）安心できる
場所。また、そこに預けるための手続きに手間がかからないことも必要だと思う。

494

他県に住んでいる時、健診で言葉がひっかかり、言葉の教室を進めてもらい、早くから訓練する事が
できた。座間市はのんびりしている気がする。→かなりの人がひっかかり紹介されたりしていた。
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495

近所（歩いて行ける場所）にお母さんたちの集まれる場所があれば良いと思う。

496

病気の時に見てもらえるサポート。
（会社は休めないので）外で安心して遊べるサポート。

497

家族が病気の時に下の子を見てくれる保育園が一時保育でなく、普通に保育園に通えたらとっても金
銭的にも助かるしあずけやすい。

498

子育て支援センターの利用でママ友が増えたが住んでいる西側に無いので家が遠く通うには大変。

499

子供を安心して預けられる場所

500

近所の人や行政で子供好きな方が、子供を集めて 30 分～1 時間ほどでいいので預かって手遊びや紙芝
居などをやって見ていてくれる場所があると、ちょっとした用事を済ませることが出来て助かる。

501

現在、相模原市の認定保育所に預けている状態です。座間市の保育園に入れないので困っております。
相模原市の無認可保育所に預ける場合は、補助金が出るようなので、座間市にもそのように対応して
頂きたいです。

502

近所に同い年の子がいるのがわかり、自然に交流できる場が近くにもっとあるとうれしい。公園は人
が少ないし、古いし、少ない。マンション住まいですが、同い年がいるのかわからない。
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【問３１】
：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。

No

意見

1

高齢者には年金を十分に与えるのに、若い人たちには全くメリットがない。子育て中の人には市民税
を免除するくらいのサービスがなければ、もう人口減は一気に加速するでしょう。戦争のツケが今に
なって廻ってきてます。

2

もっと遊具があって、子供が遊べる公園が近くに欲しいです。隣町まで車で移動し遊んでいるので

3

経済面での支援をもっと充実させてほしい。もうすこし余裕があればもう１人育てたい。近くに子育
て支援センターがほしい。

4

☆小児医療制度の年齢を小学校卒業まで延長して欲しい。
欲しい。

☆インフルエンザの集団接種があると良い。

☆任意の予防接種の費用負担を一部でも
☆自転車乗車時の児童のヘルメット着用に

伴う補助。 ☆中学校の給食制度希望。 ☆子育て支援の情報を自治会の回覧でもアピール。
（一人目
と二人目の育児では、親としての経験や余裕に違いが出てくるので、二人目に対する子育てサークル
等で、新たに人間関係作りをしようとは思わなかった。）
5

子どもを預けて母親がすぐに働ける環境が常に整っていると良いなと思います。

6

打越公園に遊具を増やしてほしい。

7

低学年のうちは半日授業や長期休みの時に気軽に通える場所が必要だと思うので、そういう場所があ
るならもっと広く告知してほしい。

8

子育ては大人が皆でするものという意識を持って欲しい！

自分は関わってない！と思ってる方も、

マナー違反など子供たちは周り（大人）を見ていることを知って欲しい。
9

・保育園に入れたいが、育休ではないので、入りにくく、幼稚園に入れたいが、保育料や時間外の保
育料が高く、どっちにするか決められない。 ・約１年前に引っ越してきましたが、児童手当の手続
きをした時に、病院の場所や、子どもの集まる場所（支援センターや子そだてサロン等）など、住所
を見て、近い所を教えてほしかった。 ・子そだてカレンダーは知っていても、イベントなど、やっ
ている場所が分からず、いけなくてしばらく家から出ない生活をしていたので、教えてほしい人だけ、
くわしく教えてもらえたらよかった。

10

小児医療が４年生までしか補助を受けられず、近隣の市よりもとても制度が遅れていると思います。
妊娠中の健診料なども補助額が少なく、座間に引っ越して来なければ良かったと思ってしまうほどで
す。昨年までの幼稚園の補助金査定が変わってしまい見越していた金額が入ってこなかったので、入
園を１年遅らせれば良かったと思った。

11

・夜間（２１時位まで）対応できる保育機関 フルタイム＋残業、通勤時間を考えると毎日ではない
が週１回はあると助かります。 ・子育てのイベント、勉強会が平日に多いので、土・日にも行って
ほしい。

・年末年始、お盆などで保育園が長期の休みになった時の保育できる施設の増加、または

可能な方法の情報提供。
12

子育て支援センターは数が少なく狭くて利用したいと思えなかったので、午前中児童館を未就園児向
けに開放したり、体操などのイベントを行うなど、活用して欲しいと思っていたことがあります。以
前は東京都に住んでいて、上の子の時は様々なサービスがあって友人など作りやすかったので、最初
引っ越してきた時は、あまりの差にがっかりしました。もう慣れてしまったので気にしていませんが
…。

13

一時保育できるところを増やして欲しい。公園に遊具があるといい。

14

・車がないと行けない所が多い。（支援センターとか）

15

西栗原地域は保育所もなく、中原小の学童も立野台コミセンまで行くなど不便が多い。また、働きた
いのに保育所だけでなく、一時保育さえも週１回は入れるかくらいの空き状況。保育所はあきらめ、

・通学路の安全が気になります。

来年度から幼稚園へ行くことに決めました。就職しなければ保育所に入れない。保育所決めなければ
就職できない。この悪循環を何とかして頂きたい。
24

16

小児医療費の助成期間をもっと長くしてほしい。

17

学童（児童ホーム）の施設が増えたら良い。
（学校内ではなく）

座間市内も中学校まで学校給食があ

ると良い。仕出弁当ではなく、給食センター等で作るタイプのもの。フルタイムで仕事をしている為、
お弁当の作る時間がなくなるとうれしい。大和市は中学校も給食のため、大和市へ引越しを考えてい
る。
18

認可保育園、保育士、受け入れ人数を増やしてほしい。
ントを増やしてほしい。

☆図書館が少なすぎる。

☆公園でのイベ

アンケートに回答致しました。是非、この回答を無駄にしないようお役立

て下さい。神奈川県で子育てしやすい市ＮＯ．１になりますようにー。
19

このアンケートにあてはまるかわかりませんが、子供が近所の公園のさくで、額を切るケガをしまし
た。市役所に連絡し、危険な所を教えて対策をお願いしましたが、その部分にタオルをまくだけの簡
単な対応で、危険な部分がなくなっていません。子供がもう少し大きければ目をやっていたかもしれ
ないのに、対応が遅すぎると思います。それ以来その公園に連れていけません！！なんとかしてくだ
さい！！新田宿の公園です。

20

保育園の預かり時間が午前９時～午後５時までが多く、仕事終了からでは、間に合わなかったり、延
長保育可能な所も預けられずに早退（仕事を）する事もあるので、保育園の預かり時間の延長を希望
します。日・祝日も休みが多いので年中無休の所も作って頂けると助かります。

21

収入にかんけいなく、小学校いっぱいくらいまで医りょう費のめんじょをしてもらいたい。子どもは、
すぐ病気、ケガをするので…。

22

児童ホームは親が働いている人のみ利用可ではなく、家の都合、親の病気等急に必要な人にも対応で
きるようにしてほしい。
（一時利用できるように）

23

簡単な手続きで、簡単に安く預けられる場所があると良いです。子供と母親で孤独になる事、気持ち
的にも苦しくなる事があるのになかなか助けてはもらえません。自分で動かなければ救ってもらえま
せん。
「お母さん大変そう」と電話で話して相談しても、結局「子供を預けたら」と言われ、そこには
お金が発生するので、本当に苦しがっている人は、何も救われないのです。

24

私は保育園に子供をあずけて仕事にでています。大変と思う方も居ますが、実際、子供を３人家で１
人で見ているより、すごく楽になりました。お子さんが多いとなかなか保育所に入れなかったりしま
すが、お子さんが多ければ多いほど、お母さんの肉体的、精神的な疲れはたまりやすいと思うので、
限界が来る前に何とかしてあげてほしいです。ファミリーサポートなどチラシを見る限りでは、なか
なかたのみづらいと思うので、１度おためしという形でできるのであれば、もっと利用したいと言う
方が増えるのかなと思います。

25

うちは母子家庭で、無認可の保育園に入っています。待機児童を、どうにかして頂きたい。就労証明、
料金も、世帯じゃなくて、父母で考えてほしい。祖父母もだと、きつい家庭もある事を分かってほし
いです。

26

座間市の子育て環境は、近隣の市と比べると遅れていると感じます。

27

ゆとり教育で学力低下が懸念されているので、幼・小・中・高校を各週で週休２日・１日にして欲し
い。
（週５日教育・週６日教育）

28

父親がほとんど仕事で休みのとれない状況ですので、長期の休みにキャンプや山村留学など日常と違
った体験をする支援などもしていただけたら嬉しいです。

29

子供のためというより、病院を作ってほしい。○乳 も中３（１５さい）まで上げるべきと思う。不便
すぎる。近りん市とくらべても最低レベル、何のために、主人の税金は使われているんだか…。

○

乳 を使わないなんてムリ
30

・子育てフェスティバルについて。カゼやインフルエンザの流行時ではない時期に催してほしい。 ・
ネットでの情報をより充実させてほしい。 ・公園整備（定期的に）
。近所の明王公園は夏になると草
がボーボーに生えて、入れなくなってしまう。ガラスの破片がよく落ちていて危ない。

31

座間市は子供センター（相模原市）がなさすぎ。一時保育をしてくれる保育園も数ヶ所のみでびっく
りです。もっと子供が元気に遊べる公園を増やしたり室内施設を増やして欲しい。また、道は狭いし
座間キャンがあるからか、子供だけで歩かせたり、ベビーカーで出歩くのがこわい。

32

学童が３年生までではなく６年生までにしてほしい。下の子が１年生の時、上は４年生、下はみても
25

らえても上の子はムリです。学童を充実させてほしいです。
33

座間市に保育園が不足している関係で母親（妻）が職場に復帰できずさらに育児ノイローゼになって
しまいました。子が危険な状態にさらされる中、夫である私は勤めている会社を休まざるをえない状
況になっています。世帯収入は無く、昨年購入したマイホームもローンが払えません。何度も保育園
入所の申請はしているのですが受け入れてもらえず、日に日に深刻な状況に追いつめられています。
何卒、預けられる保育園を作って下さい。助けて下さい。お願いします。

34

・離乳食教室のような子どもと親が一緒に参加でき、友達づくりもできるような機会をもっと増やし
て欲しい。病気の対応についてなど。 ・任意の予防接種の公費負担。 ・市役所に授乳室が欲しい。 ・
保育所や幼稚園の倍率、待機状況について知りたい。

35

・病児保育を市に１ヵ所でも利用できるようにしてほしい。（病後児ではなく）（利用人数制限を設け
ず－病気になる時は急であるため、安心して利用できない。 ・学童保育の利用時間延長（１９時ま
でにしてほしい） ・公立保育園の利用時間の拡大（７時から可能にしてほしい）
私立幼稚園に関し、利用時間を含めた利用条件の差をなくしてほしい。

36

・公立保育園と

保育園の開園時間が短い。８時間勤務で１時間通勤していると、通えない。横浜市など参考にしてほ
しい。

37

公園の遊具をもっと幼い子が遊べるものにしてほしい。谷戸山公園に遊具がほしい。座間の支援セン
ターは２つしかなく狭く、人も多く、落ちついて遊べない。病気をもらってくるだけで、数回で行か
なくなった。相模原の子どもセンターのように整備してほしい。医療費助成も悪すぎる。中学まで無
料の（所得制限なし）海老名のようになってほしい。公立保育園のクラス分けが年令別でなく、縦わ
り混合と聞き、入所したくないと思った。子育て前に座間に来たが、近隣市と比べてあまりに子育て
環境が悪くて驚いている。引っ越すわけにいかず、早急な改善を望んでいる。

38

・行きたい保育園と家に近い保育園が同じではない。

・いろんなサービスも利用したいが、実施時

間があわない（自分の生活時間と）
。 ・地域の人との交流は必要と思う。デイケアや老人たちとのふ
れあいや他保育園との交流などもう少しふれあえたら…と思う。
（他保育園の情報交流は現在ないそう
です）小学校に上がる事を考えたら、近くが望ましいが、０歳児入所が遠くでしかなかったので… し
かし、移動したいか、といわれたら、とてもよいところなので移動したくない。悩むところです。
39

公園が多くある場所は、たくさんあるのに、家の回りには公園がなく、道路で遊んでいる状況です。
もっともっと、市全体を見て、公園のない場所には公園を作ってほしい。

40

現在市の公立保育所に預けていますが、月に２回程、土曜日に仕事が入ってしまう事があり、保育所
に依頼するのですが、保育所側の対応に不満があります。仕事の都合上、迎えの時間が１６時をすぎ
る事があるのですが、担当の先生が少なくなるという事で、しぶしぶ…といった感じで、良い返事を
してくれません。こちらとしても、なるべく早目に迎えにいきたいのですが、仕事の都合上、どうし
ても時間をずらせない事もあるので、そこを理解して頂きたいです！ 土曜日も預けられるという事
で公立に入所希望を出したのですが、受け入れの姿勢にすごく不満を感じます。こちらは仕事なので
すから、保育所側にも、しっかりとその対応をして頂きたいです！

土曜保育の充実を強く願いま

す！！！
41

コミュニティセンター、支援センターへもっと通いたいけれど、徒歩で行ける距離ではないため、回
数が少なくなってしまいます。もっと家の近くにあったら良いのになぁ…と思っております。

42

宛名の子は、まだ幼稚園ですが、現在２年生の兄がいます。学校は、中原小学校ですが、通学の登下
校の通行の乱れについて公共のマナーが悪すぎる時がたくさんあります。朝の登校班ですが、前年度
いた班では整列（そういうことは、この班ではできない）のですよ、あまり言うと登校拒否されるか
らもんく言うなと言われました。実際その班は道路のまん中位いまで広がって歩いたり先に走って行
ってしまってる子もいます。班というのは親が楽する為の名ばかりです。あまり乱れのひどい班は、
解散して保護者が連れて行くとか、登校班は任意制度にするのはどうでしょうか？ なぜなら各家庭
の教育方針に違いがありすぎる。登校する子どもたちを見た感じ不良のお子様が多いように見えます。
上の子が２年生になってから登校班のことで学校側と少しもめてます。うちの子は被害者だったので、
悪い方の味方しかしません。今はすごく子供が少ないです。登校も人数が少ないと思っています。小
さな団体を作ると気が大きくなってしまって、イタズラしやすくなってしまったりとか、悪い事など
26

も制圧しやすくなります。学校側は個人の意見は、なかなか聞いてくれませんので、外から見た子供
の様子と事故や犯罪防止のアドバイスを入れてもらいたいです。
43

・幼稚園の利用料（月謝）を安くしてほしい。

・病児・病後児保育を充実させてほしい。

・放課

後児童クラブを充実させてほしい。また、できれば校内で行なってほしい。 ・育児相談をメールで
も受け付けてもらいたい。
（←２４時間体制。思いつめたら、思いたったら相談できるように。即返信
は求めない場合やただ文章にしたい場合もあるので。たいてい悩むのは子が寝ついてから）
44

就園前の“プレ”についてあまり詳細がのっていなかったり、各園に問いあわせだったりするので、
どの園で実施があってどういう条件や金額なのか、一覧を作成していただけるとありがたいです。座
間は保育園に入る事や園が大変少ないと耳にするので、改善され安心して預けられる環境が作られる
ことを願っています。

45

公園が汚い

中学校の給食化を早く進めてほしい

医療費の引き上げ（老人にばかり優遇で子供に対

しては配慮が足りてない）早く小４以上も何割負担くらいまでにはするべきです。いきなり大人と同
じように全額負担とかありえません。
46

仕事と子育てを両立させる時、病気の時が１番困ります。病児保育を利用したいけど、自宅からは遠
いし（車がないので預けるまでが大変）定員が少ない。病気の時子供と離れるのはちょっとかわいそ
うだけど、専門の知識を持った人（看護師等）なら、逆に症状をよく分かっていると思うので安心し
て任せられます。近くにすぐ、いつでも利用できる所があればなあと復職中何度も思いました。

47

コミュニティセンタの運営方法見直し。お局職員により公平な利用が出来ていないと感じます。※立
野台の場合 アンケートの実施ありがとうございます。より良い事業になる様期待します。

48

緑ヶ丘周辺に横浜市にある様な「まる太の城」などの室内遊具施設、児童館を増やしていただきたい
です。子育ては母親の仕事ではなく父親や地域の方とも関わっているはずですが、現実は父親は毎日
仕事で遅く、それをフォローする上司もいないようです。残業が日常的な世の中ではなく、家庭をか
えりみる社会になってくれたらと思います。私は長女の幼稚園を経済的な理由から入所させることを
辞めました。子どもがお金に関係なく、自由に明るく成長出来る場、幼稚園の料金・保育園の増加（就
労に関係なく）を希望します。以前年度の途中で保育園を申し込みましたが、市役所の窓口の人は最
初からあきらめて下さいとの態度でした。そういう市の態勢で良いのでしょうか？利用したい時にき
ちんと預かってもらえる施設がなければ安心して子育てできる状況にはなりません。祖父母が近くに
いない方もたくさんいると思います。どうか、低料金でいつでも就労に関係なく、心配なく預けられ
る保育施設を作って下さい。お願いします。小学校６年生まで預かってくれる児童クラブもあれば良
いと思います。どうして３年生までなのですか？？

49

待機児童ゼロを目指して（いち早く実現してほしい）認可の保育所を増やしたり母親が仕事復帰しや
すいようにしてほしい。保育園に入る為の手続きとかももう少し簡単にしてほしい。
（関係ないことだ
ったらすみません。）→医療費を中３まで無料にできないのか？近隣の地域はそうですよね？任意の予
防接種も高いし母子家庭とかの方たちは余計大変だと思います。ざまっぷは愛用しています。分かり
やすいし、色々な情報が載っていていいと思います。

50

公園が荒れていて、子供達を遊ばせるには少し不便です。夏など草が生えとても遊ばせずらいです。
砂場なども外の市から見ると、あまり手いれがされていないように感じます。もう少し子供が外で遊
びやすくしてほしいです。

51

下の子の入学を機にパート勤めを検討していますが、子どもの長期休み時の勤務を考えると１日５～
６時間でも難しいのかもと思っています。乳幼児に対する保育支援事情は全国的にも熱心に取り上げ
られていますし、一時預かりの普及も著しいですが、小学生対象の（児童ホームとは別枠としての）
一時預かり制度の拡充も同時進行していって欲しいと願います。部署違いかもしれませんが、乳児医
療証の年齢引き上げも早急に更にお願いしたいです。持病持ちで定期通院している子が２人いるので
海老名市がうらやましいです。

52

親の働き方は多様になってきている。正社員雇用が少ない中、土・日も働きに出る必要がある世の中
になっているのに学童、保育園は日曜は休みである。仕事の選択肢が少なくなれば、当然、収入、生
活水準に直結する。親が仕事をするにあたり、サポートする環境がなければ生活水準はあげられない。
学童保育は土・日とも朝７：００から開園してほしい。近所のパートから抜けだせない。通勤考えた
27

ら朝７：００からの開園は必須。夜も９：００まで。保育園も同基準にして欲しい。親を働かせる気
がないのかと思ってしまう。当然病児保育の環境も。他市では小児科に併設したり、市で運営してい
るところもある。座間は非常に遅れていて恥ずかしい。
53

国に求めるべき事ですが、時短勤務を３才までではなく、小学校入学前（もっと希望を言えば４年生
になるまで）認めてほしいです。日本はまだまだ父親が育児の為に仕事時間を短く出来る環境ではな
い為、母親が両立しやすい様に時短をとれる期間を長くしてほしいです。

54

乳児が使える日中一時支援を作って頂きたい。保育園の一時預かりはハードルが高く感じてしまいま
す。

55

中学校も給食にしてほしい！！と言う意見がママ友の間でよく話しに出ます。その理由は〝ラク〟と
いうのもありますが、お弁当を見られたくないからかくして食べる…。などあるそうです。給食にす
るのは難しいかもしれませんが、検討してみてほしいです。今あるお弁当注文はなかなか頼みにくい
ようです。よろしくお願いします。

56

家に車がないため、子育て支援センター等を利用したかったのですが、四ッ谷地区のコミュニティバ
スが廃止され、市役所方面まで出るのに倍以上のバス代がかかるので、結局利用できませんでした。
子育て支援の内容だけでなく地域のインフラ面での整備を望みます。例えば子育て行事のある時だけ
バスを走らせる等。（特に四ッ谷地域などは取り残されたような気分になります。）公立の幼稚園がな
いので、費用の負担が家計を圧迫しています。子育ての補助金が少しでも増えることを望みます。

57

・大きい公園が欲しい

58

仕事をしたくても保育所等のあきがなく、入ったとしても金額的に苦しい、自分の子供をあずけなが

・幼稚園に行っているができれば母親も安心して働きたい

ら保育所等で働き、働きながら資格を取れるような場所がほしい。もっと市内での市営住宅などふや
してほしい。収入が少ない人達がたくさんいると思うので、学区を変えずに住める場所、もうすこし
広くすめる場所を増やしてほしいです。
59

小児医療証の配布により、子供の健康管理がとてもやりやすいです。経済的負担が軽くなるので、中
学校３年生終了まで続く様になるととても助かります。ぜひとも、実現して欲しいです。季節柄イン
フルエンザの予防接種も無料化して欲しいです。

60

近所のコミセンを利用していますが、市はハコだけ建てて運営は丸投げなのですね。他のコミセンと
比べて、とにかく利用しづらい点が多々あります。保育ルームに月１回か２回保健師さんが来訪する
機会などあればいいと思います。サニープレイスや健康市民センターを利用できないような人向けに
コミセンの活動にもっと市が入って下さい。相模原市と比べて座間市は対応が本当に遅すぎる。小さ
い市ならその利点を活かして小規模で多くの場所でもっと密な活動ができるはずなのに。

61

うちは医療証がもう使えません。海老名市と同じくらい座間市も頑張ってもらえたらかなり助かるの
ですが…難しいのでしょうか。子供が利用できるショートステイやトワイライトステイというのがあ
ることをこのアンケートで初めて知りました。ショートステイは高齢者のためだけだと思っていまし
た。

62

子育て支援や預り保育・子育てフェスティバルなどの情報をＰＣや携帯へメールで届けてくれると本
当に有り難いです。
（市内の）個人情報の関係上、とても難しいのかもしれませんが、市の方から情報
発信を紙面からデジタルへ変更してくれるととても有りがたいです。また参加・不参加もメールや専
用ＨＰからできると気軽に利用できそうな気がします。よろしくお願いします。

63

子育てセンターは日常的に利用しており、必要な場所になっています。保育園、幼稚園にかかる費用
を補助してほしい。

64

・公園を整備して欲しい。広場だけの公園でなく、もっと遊具を充実させてほしい。入場料をとって
もいいから、子ども心をくすぐるような親子で何回でも行きたい！！と思えるような広い公園がせめ
て市内にひとつは欲しい。 ・子育て支援センターみたいな所やこどもセンター（相模原）を地域に
１つは欲しい。
（徒歩や自転車けんない） ・中学校の給食 ・小中学校のエアコン設置→早急に。 ・
座間小児科の２階で病児保育はできないものでしょうか？

65

育児休業どうこうより医療費の補助の年れいをあげてほしい。実際、育児休業などは大きい会社でな
いと認めてもらえないと思う。市のほうではそのような育児休業を利用すればいいと会社まかせにし
てはおかしい。しかもなぜいまさら育児休業？もう６才です。
28

66

小学校の低学年で学童を短時間労働でも利用できるようにしてほしい。あと夏休み、冬休み、春休み
でも預けられる場所がほしいです。

67

小学校で放課後一定の時間迄残れるようにしてほしいです。毎日簡易ゆうゆうクラブがあったり、兄
姉が終わるまで図書室が利用できたりすると助かります。又、携帯電話の持ち込みを家庭判断で許可
して下さい。中学の遠足で生徒手帳に書いて持たせたら現地（子供の国）にいる間先生預りになりま
した。先生と別行動の間に事件や事故、震災が起きたら全く意味がありません。幼稚園の無料化や保
育園を増やす前に、小学生の放課後無料預りや小中の副教材無料配布、無料の受験対策をお願いした
いです。

68

・座間市の公立保育園が０７時から預かり可能であれば、選択肢が増えたと思う。
・現在不規則な勤務
でも父母の職場での調整、保育園のおかげで生活出来ております。保育園には大変感謝しております。
本当にありがとうございます。

・私自身の情報収集がまだしていないところもありますが、子供が

小学生になったときの方が心配しています。１年生は午前中で帰宅することも多い、学童も保育園並
みの競争率とききました。職場でも就学後は休暇（時短など）もありません。現在からは想像できな
いくらい成長するとは思いますが、考えて動く分、心配もあります。 ・病児、病後児保育は、保育
園（普段通いなれた施設、先生方）に併設であれば、病気の治りかけの際は利用したいと考えますが、
それ以外であれば、病気の際は子供も特に不安もあると思いますので、何とか家庭でみれるよう職場
と調整しています。今後施設と併設できるようであれば助かります。
69

・２人子供がいると支援センター等で上の子が入れない場合がある（年中さんまでなど）夏休みや冬
休みの長期休暇中は遊ぶ場所がなく困る。 ・急に子供を預けなくてはならない時に保育園の一時預
かりが出来ない（前もって何度か通わせなくてはならない）と困る。

70

公園をもっときれいに遊具も見直してほしい。芹沢公園はすごく土地が広いのに、もったいない。大
和市のゆとりの森や綾瀬の風車公園にもほしい！！安全にあそばせられるような公園を座間にもほし
い！！砂場なども安心して遊ばせられないし、支援センターのオモチャや絵本も見直すべきだと思う。
ぜひ、他の市のいいところをマネしてやってほしい！！横浜のニコテラス、参考にして下さい。

71

一日も早く幼保一体を実現させて下さい。保育の現場で働く先生（保育士）さん達の労働条件（給与
等）を改善してほしいです。命を預り育てる大事な仕事です。もっと年間所得の高い家庭からは保育
料をとって先生の給与にまわしてほしいと思います。

72

収入の多い少ないにかかわらず、子どもの医療費は補助していただきたい。子どもが遊べる場所が少
なすぎる。極端に大きな公園よりも、小さくても手入れの行き届いた公園がほしい。キャッチボール
すらできなくなっているのはおかしい！！公共の場を利用するマナーなどをきちんと学ばせればい
い。場所を奪い、行動を制限するからモラルが低下するのでは?大人が教えることをサボるから子ども
が道を間違えるのだと思う。

73

保育園に入るのに約３年間待ちました。苦しかったです。しかも、市役所の職員さんの態度も悪かっ
たです。親としての気持を十分理解してなく、発言するのをやめて欲しいです。

74

保育園の特記が多すぎる。これから働こうとしている人に先に勤務先を決めなければムリ。家庭の事
情であずけたい人に対象外、など範囲がせますぎ。市立幼稚園がないのもめずらしい。保育園がいっ
ぱいなら市立幼稚園を作って公立、私立より保育料が安くすむような方法も考えてもらいたい。小学
校の通学路、地域分けなどもう少し柔軟に対応してもらいたい。新しい住宅が出来ているのだから昔
ながらのではなく今の時代に合った対応をお願いします。

75

・小児医療費助成の年齢をもっと引き上げて欲しいです。

・任意の予防接種の助成があると助かり

ます。 ・幼稚園の月謝がもっと安くなれば…（助成が増えればいいと思います）
ようなイベントがもっと増えれば参加したいです
76

・親子サロンの

大和市のように小学校内にスクールカウンセラーを配置し、子供も親も気軽に相談できたりサポート
してもらえる環境の整備を求めます。小学校の校舎や備品の老朽化がひどいと感じています。医療費
控除も含め子供と子供を育てる親にやさしい環境を切に希望します。

77

これから第２子を希望しております。リフレッシュ目的で気軽に預かって頂ける場所など増やしてい
ただきたいと思います。正直、私自身が３９才なのと持病があるため、２子を希望するのは迷いまし
たが“サポートが厚ければ”頑張れる気がします。
29

78

・子どもが遊びやすい公園が欲しい。遊具のある。 ・土、日でも室内あそびできる場所があるとい
いな。 ・医療費免除など期間伸ばして欲しい←隣の市に引っ越すか考え中

79

医療費は小３までではなく引き上げてもらいたい。３人乗り自転車やヘルメット購入の際に助成があ
るといい 他市のようにおむつやミルク、チャイルドシートなどの助成があると助かる
供が産める環境になるといいですね！！

80

たくさん子

「認可はいっぱい。」といわれて早３年…。その時この保育園へ出会いました。すぐ入ることもできて
決まっていた仕事場へ予定通り行くことができました。すごく感謝しています。役所の方は入れない
という言葉で終わりでしたが、実際私は困りました。そこで救ってもらった場所です。そんな認可以
外の保育施設を大切にこれからもしてほしいです。続けていけなくなるような所が１つでも出来たら
私は悲しいです。そんな制度には決してしないようにお願いします。市もそういった施設に助けても
らっていると思います。じゃけにすることないように願います。５ヶ年計画がいいものになることを
望みます。
（もちろん皆にとってです）

81

小児医りょうはありがたいですが、小６までだともっと安心です

82

幼稚園無償化、医療費控除（中学３年生まで）

予防接種の助成

放課後児童クラブの年齢を上げて

ほしい
83

子どもが遊びやすいような手頃な公園が少ない様に感じる（四ッ谷在住）。その代わりにすべく近くの
保育園の園庭解放に行ったりしているが、それも週１回と少ないので、公園の整備（綾瀬の風車公園
のような遊具の充実している感じ）と併せて、そう言った園庭解放の日数を増やして欲しい。また市
境という場所柄、子育て支援センターなども遠く近くを走っていたコミュニティーバスも廃止されて
しまった。市西部でも市の中心に住む人と同じように子育て環境を整えてもらいたい。

84

市役所の子育て支援課の対応が親身ではありまぜんでした。もっと利用者、市民の立場に立って対応
して欲しい。

85

認可保育所、児童ホームの待機児童を減らして、母親が働きやすい環境にしてほしいです。

86

現在４年生までの医療費負助を６年生までに伸ばしてもらいたい。中学の給食を提供してもらいたい。

87

もっと保育園の人数を入れられる様にしてほしい！！！

88

・働いてる母親にとって預かってくれる場所がないのは本当に辛い。今通っている幼稚園が働くママ
に優しく、お預かりがとても充実していて、とても助かっています。けど急な休園や土・祝など仕事
が忙しいと休みづらく、土・祝なども預かってもらえる所が近場にあると嬉しいです。 ・面倒な手
続きはやめてもらいたいです。

・もっと公園の遊具の充実をしてもらいたいです。

89

返信用の封筒が小さすぎます。返信率を高めたいならば、質問の量を減らすなどアンケートに答えや
すいようにした方が良いと思います。

90

現在は働いていませんが、仕事をしていた時に子どもが病気をしてあずけ先がないことがとてもこま
りました。今後また働きたいと考えているので、病児保育なども充実させてもらえたら助かります。

91

病児保育が充実していないのでパートや働きに出る勇気が持てない。他の市を手本にして、改善して
ほしいと思う。

92

上の子の時も下の子の時も、健診のたびに保健師に「言葉が遅い」
「指さしができていない」等言われ、
こちらは何も気にしていないし、子どもの成長に疑問も不安もないのに、やたらと心配されて、
「また
電話します」と言われるのが苦痛でした。

93

栗原中央在住でうが、近くに小さな子供を遊ばせることができる公園があまり無いので困っています。
子育て支援センターなども利用しようと思いましたが歩いて行ける距離ではないので断念しました。
もっと近くに集まれる場所があれば利用してみたいと思っています。あと公園の遊具の下に転倒して
も大丈夫なようにやわらかいマットなどが敷いてあると小さな子供を遊ばせやすくなると思います。

94

父親の給与だけでは生活が困難な為、保育所入園を何度も希望しているが、フルタイムで働いている
方が優先となってしまう為入園を認めてもらえない。横浜市の様に保育環境の充実に努めて頂きたい。
結局長男は保育所入園を認めてもらえず、幼稚園へ入園、尚更次男の保育所入園は認めてもらえなく
なった。

95

公園を増やして欲しい。
（現在ある公園でも遊具の整備（新調）をして欲しい。
）

保育者が働いていなくても気軽に利用できる児童ホームのようなものがあるといい。放課後の学校で
利用できたらいいなと思う。（品川区の様な）
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96

・今後働く場合、保育所入所の心配があります。数や認定保育所を増やして欲しいです。 ・保育フ
ェスティバルのような催しは楽しくてとても良いと思います。 ・できればそこまで大掛りでなくし
て、数を増やして欲しいです。室内の催しは行事等で時々親子参加物があるが、戸外での乳幼児の催
し物が殆どないのであったらぜひ参加したいです。

97

・保育園にスムーズに入園できる様にして欲しい。

・幼稚園の補助金の増額

・市内の公園設備の

充実 ・医療費無料の年齢を中学卒業までに ・座間市内小学校のプール指導の時間、質を増 ・不
妊治療助成金の増 周辺市よりも座間市は子育て支援が不十分です！！子育てに対する環境作りの強
化を早期に実現して下さい！
98

コミュニティセンター等つれて行きたいとは思うのですが、近くにある場所は小学生たち向けのよう
な感じです。
（小学生のお兄ちゃんは利用させていただいています）もっと赤ちゃんからでも行きやす
いふんいきだとうれしいです。又あずけられる場所もあるのかすら知らず、手続きもめんどうなのだ
ろうなと病気の時も無理してしまいます。積極的に調べなければというのが大変です。

99

子が４人います。３人喘息をもっているので、５年生からの医療費が不安です。

100

子供が遊べる場所が少ない気がする（公園）
。が鼓動をもっと遊べる場所にしてほしい。林？森？木が
多い事はとても良い事なんですが、昼間でも薄暗い所もあるので子供が少し心配…。

101

妊娠中で里帰り出産せず、父親も１週間くらいしか休みが取れないし両親も手伝いに来られないため、
市で１ヶ月くらい安く家事や上の子の育児を支援してもらえる制度があると助かる。小児医療費免除
制度を小学４年生までから中学３年生までに伸ばしてもらいたい。

102

３才になったら幼稚園に入れたいのですが、免除金などの仕組み手続き等が分からず不安です。妊娠
中の子育てが大変なので、もっと気軽に利用できる施設など紹介して欲しいです。

103

子供が急に熱を出した時、インフルエンザなど数日保育所に預けられない時、いつも仕事先に休みを
取るのは母親の私。子どもの体調が悪い時は休んでみてあげたいという気持ちは大いにあるのだが、
仕事をしているからには、責任があり時には父親にも休みをとってもらいたいと思うことがある。だ
からいつまでたってもパート仕事しかできず、不完全燃焼になってしまう。社会全体で子育て出来る
ようにして欲しい。子どもは宝ものなのだから。

104

現在３歳、０歳と２人の子供がいます。これからお金もかかるので、働きに出たいという気持ちがあ
りますが、専業主婦をしています。なぜかというと、実際今子供２人を保育園に入れられたとしても、
正社員で働かないかぎり、もうけも出ず、負担がかかるだけだと考えるからです。子供をもつ人が、
もう少し金銭的に負担なく社会復帰ができればいいなと思います。

105

小児科を増やして下さい。子どもは急なことが多く対応時間や診療していない科があったりと困るこ
とが多いです。１年１度配布される冊子にもっと情報が欲しいです。老人の手当が厚いように感じま
す。インフルエンザのシーズンや今流行している病気等々情報が欲しいです。子どもは市外へ小学校
に通います。市内で教育を受けている人と変わらぬ情報を受けたいと思いますが、どのようにすれば
よいかわかりません。子どもたちがよりよい環境で育てられるようよろしくお願いします。

106

・私（子どもの母親）は個人事業主で不定期の就労がありますが、条件が許すなら子どもを保育園に
定常的に預けて、より積極的に働きたいと思っています。しかし、座間市の保育所の状況を聞く限り、
入所は難しいだろうと思ってしまいます。
「認定こども園」があれば入園させたいですが、座間市には
まだないようですね。母親が社会にポジションを得て生活をしている姿を子どもに見せることは自立
した子どもを育むと思いますので、ぜひとも子育て中の女性が躊躇せず定常的に働ける座間市になっ
てもらいたいと思っています。 ・中学校への給食導入はぜひともお願いします。
（上記とも関連する
ポイントだと思っています。）

107

遊ぶために市外（大和市の引地川公園相模原公園など）の公園や相模原の公民館や子どもセンターに
通っています。座間市内のサービス（コミセンなど）は駐車スペースがないとか「車で来るなんてと
んでもない！」とかいうふんい気で「よそ者はお断り」感マンマンで、行く気がしません。
（電話をか
けて聞いた）子育て支えんセンター（第２）も「車で来るな！！」みたいな、
「よそ者お断り！」なと
ころへ保健師は行けという…。なんかイジメですよ…。ひらがななのに名前はまちがえるし、電話ば
んごうを教えてくれなかったし。水遊びできる公園も公園課にＴＥＬしたら市外にある公園を教えて
くれたり…。市内に用意してないのか！！びっくり。教育に力を入れている幼稚園も見つからず、本
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当にあきれるばかりです。 ほしいもの・公園の整備、子供センターのようなしせつ、いつでもあそ
べる屋内の遊び場など…。・ちゃんと教育しているようちえん。・いつでも入れる保育園。これが一
番！ ・いつでも入れる保育園（２４ｈ、３６５日）
。必ず５人以上空きがあり、食員ガ余ゆうをもっ
て対応している保育園がたくさんあると本当にいいのに！！
108

幼児の早期の英語教育に興味がある。できれば早い方が良いが、個人的に英語教室に行くしかない。
外国人の多い土地柄を活かして、友達をつくる場や、親同士の交流、有料でも格安での英語教室の開
催をしてほしい。

109

一時保育が全く利用できないのでもっと気がるに利用できると良い。公園が近くにあまりなく、毎日
綾瀬、大和、海老名、相模原へと車で遊びに行ってます。遊具がたのしい所に子供は行きたがるので、
座間市内にも有るとたすかります。小さい公園でもせめてお砂場の砂が無くカタイのはなんとかした
方が…

110

市での講座やイベントに参加したくても、保育の年齢制限がきびしすぎで、民間の保育園などにあず
けて、出費が大変でした。１０日誕生日が足りなかっただけだったり、まったく参加者の気持ちを考
えて企画していない。

111

宛名の子供は現在年中で４歳ですが、Ｐ．１７の小学校就学後のアンケートにも答えたかったです。
上に小学生の兄弟もおり、実際今気になっているのは小学生になってからの事なので。

112

公園などが少ない。天気が悪い時など室内で遊べる場所が少ない。
（支援センターしかない）子連れで
食事が出来る場所（レストランなど）が少ない。子連れ歓迎がない。

113

行政には子育てをサポートして頂ける色々な機関や制度などあるとは思いますが実際行政に連絡する
よりも周りのママからの情報で動く事が多い。未々知らずに使えるサービス等を利用していない事が
多いと思います。もっと情報が入りやすい環境が必要だと思います。夫婦のみで子育てしている方に
とってはママ友や知人の存在が一番大切です。もっともっと仕事をしたいのに（経済的な為だけでは
なく個人のスキルアップ）出来ない出来る環境になるまで数年じっと待つなど母親がこもりがちでス
トレスが溜まる環境になると思います。子供が多い家庭は祖父母の協力が得られる方が多いようです。

114

任意で受ける注射の負担額を減ってもらえると嬉しい。受けたいのに少しためらってしまうので。保
育園ももっと増やして兄弟は同じ所に必ず入れるようにしてほしい。出産までの健診費用をほぼかか
らないようにしてほしい。今３人目妊娠中ですが、金銭的経済的に厳しい為…。

115

認可保育所に入れず無許可を利用した時、経済的な負担が大きかった。相模原市のような助成が少し
でもあればと思った。

116

・学童クラブの終了時間を保育園並み（１９～２０時）にして下さい。小１の壁で辞めざるをえない
人が多くいます。。保育園の民営化には大賛成。公務員は少なくてＯＫ。・近隣の市と同様、同時期ま
での医療費控除を希望します。
・中学校の給食導入、絶対に実現してほしい。

117

子供が小学生になるのと同時に働きたいが、児童ホームに入れるほど働けるかどうかわからない。条
件を緩和してほしい。

118

早急に早急に１日も早く改善して下さい。
「空きありません、短時間労働じゃだめ、正社員じゃなけれ
ばだめ、年度初めじゃなきゃ入れない」変化なし！！

●保育園入園基準の見直し・短時間労働はな

ぜ入園できないのか？（厚木市では出来ます）
・正社員が優先されるのは差別だと思う。子供と母親の
関係は誰も同じ。役割で判断するなといいたい。 ●保育園施設の老朽化・子供が入園希望する園を
見学しましたが市立では汚くはっきりいって入園させたいと全く思いませんでした。やめました。
・施
設の建物、内装、遊具全て老朽化してませんか？公園もですが、１つ１つ細かく見て下さい。市の担
当者はご存知なんですか？目に見える変化を期待しております。
・子供が通う園なので暗い雰囲気とい
うか明るい場所であってほしいと思います。
119

・中学校も給食にしてほしいです。

・子どもを安全にあずけられる保育園や幼稚園学童等充実させ

てもらいたいです。
・通学する道路等に地域の人や行政の方が毎朝子どもたちを見守ってもらいたいで
す。
・学校の先生を増やしてクラスの人数を減らしてもらいたいです。
120

特にありません

121

公園に遊具があまりないので増やしてほしいです

122

・歩きタバコぜったい禁止。ぜんそくなので本当にイヤ。
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・歩行車が動かしやすいように道路整

備。 ・公園砂場に犬の散歩禁止。フンやオシッコをするので ・公園内にカフェテリアがあると、
ご近所の初めて会った同世代の子をもつ人と顔なじみになりやすいと思います。
123

周りの市は小児医療の助成が１２歳までなのに何故座間市は９歳までなのでしょうか？中学校の給食
は導入されないのでしょうか？行き違いがあった場合は申し訳ありません

124

･座間には大型遊具のある公園がないので是非つくってほしい。（大和市、綾瀬市、海老名市にはあ
る！） ・厚木基地や座間キャンプが近いのだから英語体験みたいな感じで特別に入れると良い。 ・
図書館や文化センター等で借りた本の返却ＢＯＸをさがみ野・かしわ台・座間・相武台前駅に設置し
てもらいたい。駅を利用する人が多いので、通勤途中に返却できる。大和市は大和駅にある！ ・１
才までしか小児医療費所得制限なしではないので、近隣の市に並んで所得制限廃止にしてほしい。収
入があるということはそれなりに働いていて、家族サービスの時間は減り、子どもが病院にかかるの
は収入に関係ない。窓口でお金を支払うと、他の人にジロジロ見られたり、友達にも医療証がない＝
所得がある！と思われすごく嫌。タダだから…とすぐ病院に行くママ友もいるので、それもおかしい
事。

125

教育、保育事業はお金がかかりすぎる

座間には私立幼稚園しかないので、公立幼稚園がほしい

126

明王は限られた地域環境ですが、子育て中の世帯も多く安心感があります。子育て中の者どうしがコ
ミュニケーションをとれると同じような思いを持っていることに気がつきます。２才ぐらいの違いで
も成長過程のちがいを感じたり、子供同士が遊びがかみ合わないこともあるのでなるべく同じ位の年
齢の子、親が集まれる機会が増えるといいのではないか？アパートぐらしのころ階下で一人ぐらしの
おばあさん（７０才中頃）が子供のことを気にかけてくれていて、絵本などプレゼントを頂いたこと
もあった。離れた世代をつなぐきっかけとして賃貸集合住宅（特に２Ｆアパート）は興味深い。２階
に子供がいてさわいでも１階の高齢層は少し聴力が落ち気味でさほど気にならないのかも。この高齢
層と子育て層をくっつけて生活するというのは地域の力を強くするのではないかと勝手に考えてしま
う。祖父母では甘やかしすぎてしまうし、家族とはちがうが近くに居てくれる存在としてありがたい
なと思う。

127

子育てについて、もっと職場の理解が欲しい。未就学だけでなく、学校に通ってからも出向く機会が
多く、遅刻、早退、休暇等理解が無いと厳しい。

128

市役所での保育関係の申し込みなどの際、職員によって言うこと、することがちがうのは困ります。
担当制にするなど、せめて名乗るなどしてほしいです。窓口に行っても、皆さん自分のＰＣに向かっ
たままでお忙しいのはわかりますが、誰も窓口を見ないのは不愉快です。何ならブザーやベルなどを
置いてほしいです。片親家庭の保障をもっと充実させてほしいです。

129

入園してしまうと、親子が集える場所が急になくなる気がした。支援センターも利用できなくなるし、
コミセンの保育室もなかなか同年くらいの子は利用していない。２４６のマクドナルドがあるから助
かっているが、有料でもいいから、天気を気にせず室内で集まれる場所があればいいと思う。自宅と
なると呼べる人数も限られるので誰に声をかけるか悩んでいるうちにやめてしまうことが多い。

130

母親が働きたくても、保育園は定員オーバーで入れずに断念しています。無認可に入れてしまえば働
いても生活の足しには全くならずまだまだワーキングママには厳しい環境なので改善して欲しいで
す。小さい子供がいると家にこもりがちですが、なかなか交流する場が分からない時があります。そ
んな時に手紙でも良いのでお知らせをポストなどに入れてくれると行ってみようと思います。そして
支援センターが規模が小さく子供たちであふれるとケンカもたえなくなるので、場所を増やすとか広
くするとか本当に改善して欲しいです。

131

市の児童館や学童保育の定員人数が少なすぎて、民間の児童ホームに高額な料金を支払って利用して
る人が知人にいます。噂かもしれませんが優先的に市役所職員や母子家庭のお子さんが入ると聞いた
事があります。公平では無い気がします。また子育て支援センター等に力を入れるよりも、認可保育
所をもっと増やして欲しいです。私立保育所の一時預かりを以前利用した事がありますが、職員の傲
慢な態度に失望し、隣の市の認可保育所の一時預かりを利用しました。

132

座間市内には子供があそべる公園が少なすぎる！！広い公園があっても遊具がないので、子供たちも
つまらなそう。谷戸山公園やせりざわ公園などに大きな遊具を作って欲しい。海老名運動公園やこう
りょう公園（あやせ市）
、休日は毎回市外の公園に遊びに行っています。大きな遊具があれば子供、マ
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マ達が集まりふれあいや情報交換の場になり市も活性化すると思います。大きな遊具がないのは座間
市だけ！！
133

医療費控除期間をのばしてほしい。自転車の練習などもできる公園を増やしてほしい。

134

医療費の無料期間を伸ばしてほしい

135

早く保育えんに入れたいが仕事が見つからず保育えんに入れても１ヵ月以内でみつからない場合、１
ヵ月以内とかで保育えんを出すのは、やめてほしい。仕事が見つからないのにどーすれば良いのかわ
からない。早く保育えん入れたいのにそれがあるから入れられない。

136

出産後直ぐに働ける環境作りをお願いしたい。今の子も３才でやっと入れる様になった為生活も厳し
かった。

137

保育時間の延長、夕食の提供もあると助かります。
（日常時には利用しませんが、オプションとして選
択できるといい）

138

幼稚園に通わせたかったけど家庭の事情で通わせられず、現在は保育所に通っているが、幼稚園、保
育園で教育等の差をなくしてほしい。一貫して同じ事をしていただき、あとは保育（預かり時間の違
い）だけで良いのではないかと思う。むしろ保育園に通っている子供は親の時間に制限があり、習い
事も難しいと思うので、積極的に園で学習やその他の教育をしていただけたらと思う。

139

宛名の子が下の子で、手術だ入院だのいろいろある時に上の子の預け先など困りました。１人ならな
んとかなることもありますが、兄弟ぐるみで制度を考えて欲しいです。

140

・座間市独自で子ども手当がほしい ・医療費を中学生まで無料にしてほしい（海老名市のように） ・
保育園が少なすぎる

141

・一時預かりのハードルが高い

支援センター良く利用させて頂いていました。とても助かりました。座間市は公園が少なく子供を遊
ばせる場所が少なく感じます。大和市や相模原市に行かないと大きくてキレイな公園が無いのが残念
です。また不妊治療の助成や小児医療の助成も近隣市より少ないのも残念です。少し子育ての環境と
いう意味では座間市は残念に思います。

142

現在は母親の保育時間が圧倒的に長く、父親の保育参加は少ない。また会社の制度が整っていないた
め保育に参加することは現実的に不可能です。今後は男女共に保育時間を同量にできる制度改革をす
ることで女性の社会参加もしやすくなると思います。ファミリーサポート事業は自宅や相手の方のお
宅で保育をお願いすることには抵抗があり、利用はしていません。兄弟がいないこともあり年齢差の
ある子供達とすごす事で、学ぶことも多いと感じていますので、学童保育の充実を期待します。座間
はネイティブ講師の地域資源が他市にくらべ豊富であると考えます。幼児期からとりくみことで楽し
みながら親しむことができると思います。そういった特化した政策を期待します。

143

保育園の定員が少な過ぎます。フルタイムで働く親以外にももっと保育施設を手軽に使える仕組みが
あれば、女性の就労人口もまだまだ増えるのにもったいないと思います。あと我が家には発達障害を
抱えた子もいるのですが、幼稚園の入園を断わられました。幼稚園の障害に対する理解も今後もっと
進むことを願っています。

144

保育所に入れなくて仕事をやめなければいけない人がいることは、国や市の責任も多少はあると思う。
医療控除も他の市より条件は悪いので、人に座間市をあまりすすめられない（海老名や厚木とつい比
較してしまう）座間市の子育て支援、教育が充実する事を祈ります。それ以外は座間市はいいところ
だと思う。

145

待機児童が多すぎる。一時保育の相談したくても、そこは自分で調べて直接と言われる事に疑問を感
じる。結局一時保育の利用料金が高いので使えない。一時保育料金が２人目半額とかないと預けて働
いてもかえってお金がかかりプラスにならない。料金が高いので働いていないのに預ける事もできな
い。結局保育園に入れず幼稚園に入れず一時保育も使えずでは、心のゆとりはうまれない。

146

保育園の空きがなく、１年待ちは覚悟して下さいと言われました。働きたくても働けない現状。家庭
もとても厳しいです。少子化といっているのに、なぜ保育園の空きがないのでしょうか。とても子育
てしにくい環境です。近くに親族もいなく家計の為働くことが出来ません。保育園にあずけるしかな
いのです。こんな状況いつまで続くのでしょうか。

147

出産で仕事をやめ、ブランクができると仕事に就くのが難しいという状況を解消してほしい。母親が
働ける会社が増えることを望む。
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148

小学一年生の学校での半日授業は少なくして欲しい（４、５月）
。小学校入学後、しばらく半日授業が
続くが、この半日授業が母親の就労を妨げていると思います。６才の子供は体力もあり順応性もある
ので、小学校生活の準備期間の必要性を感じません。給食が始まったら他学年と同様に給食を食べて
授業を受けてきて欲しいです。

149

座間の子育て支援センターで、幼稚園以上の子が遊べる場所を作ってほしい。それか下に弟妹がいる
幼稚園以上の子を許可してほしい。うちには下に２才の子がいるので、上の子が幼稚園に行っている
間によく支援センターを利用するのだが、上の子の長期休暇が始まると支援センターに連れて行けな
くなってしまうのが非常に不便を感じる。

150

幼稚園などがこの辺は私立しかないので、どうしようかと考えています。秦野に引っ越せば市立もあ
り、月に６０００円程で済むので…今なやんでいる所です。座間にも市立ができれば良いと思います
…

151

座間市内はちょっとお茶をする場が少ないように思います。ママ友などと、情報交換や世間話をする
時間は母親（女性）にとってとても重要な時間だと思います。しかし家（自宅）に呼ぶのには抵抗が
ある方も多いと思います。そんな時、気軽に入れるつどいの場があると、とても助かります。よろし
くお願いします。座間は公園が多く、保育環境がとても良いと思います。子供が小学校入学したら参
加したい事業が沢山あるので楽しみです。

152

アンケート内容が多すぎる！

153

・座間市は他の市や町に比べて、支給（満１歳までの紙オムツ支給）や子育てに支援がうすい気がし
ます。 ・私の住んでいる新田宿は、住宅の新築が多く子供も多くいるのに、なかなか公園が整備さ
れません。遊具も公園に少ないし遊具も設置されるまでに時間がかかりすぎです。 ・小児医療証が
小学校４年生で終了は早すぎる。中学までにしてほしい。 ・中学校の給食の実施をしてほしい。

154

･公園が少なく外で遊ぶ場所に困る

・保育園の開放保育の日数を増やしてほしい

・大きな公園がな

いので近隣の市の公園を利用している。もう少し充実させてほしい。
（いこいの森やゆとりの森、相模
公園や麻溝公園のような） ・小児科が少ない ・夜間診療を充実させる（終了が早すぎる） ・専
業主婦だと一時預かりを利用する事をおいめに感じてしまう。友人もそう感じているようです。小さ
な頃に１度でも無料で預けるシステムがあれば気軽にたのめるかもしれません。
155

待機児童が多い。保育所は増やせないのか？一時保育もいっぱいで、一時保育に預けるのも大変とき
きます。我が子は運よく保育所に入れましたが、周りはパートばかり。友人は常勤で１日８時間以上
働き、夜勤もしているのに、ずっと保育園待機している。どのような基準で保育所入所を決めている
のか疑問です。

156

保育園の待機が長すぎる。保育園に入れなければ働くこともできないのに。働いて就労証明出しても
パートでは入れないと言われ、計２年待っても入れず。座間市はとても子育てしにくい市です。

157

大きなスベリ台やアスレチック要素のある遊具があるような支援センターが欲しい。もしくは有料で
もＯＫなので、海老名のキッズリゾート的な体を動かして遊べる施設があると良いと思う。大きな遊
具の点では小田原市のマロニエ内にある支援センター。スタッフの対応や規模的な点では本厚木の支
援センターを見習うべき。また小児医療費の助成についても世帯収入に関係なく（上限なく）、中学校
終了前までの期間で対応してほしい。それだけで座間市に住む人は増えると思う。ご検討下さい。

158

学童ホームの整備をお願いしたい。夏休みや冬休みなどの時期だけでも利用できると助かります。
（共
働きで普段は祖父母の家で放課後を過ごしていますが、長期休暇は身体的負担が大きく、高齢の祖父
母にとってかなり大変とのことです。また中学校の給食あると良いと思います。近隣の市では給食実
施しているのがうらやましく思われます。

159

子育て支援センター等を利用させてもらっています！行っても個々で遊び事が多いので、みんなで遊
べるイベント等を増やしてもらえると子供も自分も友達ができて楽しいと思います。実家の方の児童
センターではイベントがよく行われているようです。

160

市外にひっこす場合、次の保育園がきまるまでのあいだ今かよっている保育園でみてもらえるせいど
などにしてほしい。またえき近くに病気の子をめんどうみてくれるしせつを作ってほしい。児童ホー
ムと保育園の場所を近くにもうけてほしい。現在かよっている保育園でも、日曜日しゅくじつ仕事が
ある時は子供をめんどうみててもらえるようにしてほしい。
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161

消費税は上がり、物騒な事件は跡を絶たず、経済的にも環境的にも安心して子供を育てていくことが
とても難しくなっているように思います。子供達には安心して自由に集まって遊べる場、時間が、も
っともっと必要なのではないか、母親には就業時のサポートと、とにかく安心が必要なのではないか
と感じております。

162

入りたいのに市内の保育園に入れない。医療費を中３なで免除してほしい。座間市内の教育、保育事
業が充実してない。幼保連携をもっと増やしてほしい。保健師が少ない。もっと１人目はフォローと
かしてほしかった。

163

座間市は子育て支援施設や講座は結構充実していると思います。ただもう少し早くに子供医療費の無
料化年齢引き上げや経済面での支援をどんどん進めてほしいです。予防接種だって子供達には必要な
ものです。早く自費の物を無料にしていくべきです。

164

子育てに関する市のイベントは市役所付近で行われる事が多く、相模が丘地域から出向くには不便な
事もあります。ぜひ相模が丘（北地区文化センター等）でも開催してほしいです。中学校にも学校給
食を普及させてください。

165

保育園の入園について、何月からでも入りやすいとよいです。勤め先は、子どもが３才になる誕生日
の前日まで休めますが、子どもが３月生まれなので２才の４月に入園予定の手続きをしなくては…と
思います。できればギリギリまで一緒にいたいです。

166

どの保育園でも未満児の受け入れ人数を多くしてもらいたい。できる事なら小さい内は家庭で一緒に
すごしたいが経済的な事からやはり預かっていただくのであれば、認可保育園が一番安心して預けら
れる。３才を越えれば、幼稚園の選たくもできる。でも未満児は保育園しかない。

167

座間市も医療費の助成期間を他市（エビナ、アツギ等）と同様にして頂きたいです。

168

座間市の中学校、給食を始めてほしい。

169

このアンケートは末っ子の宛名できたので末っ子について記入しましたが、実は声を大にして意見し
たいのは上の子が行っている学童についてです。保育園は１９時までお願いできますが、座間市の学
童は１８：３０までしかお願いできません。この３０分の差は働いている身にとってはとても大きな
ものです。学童も１９時までとなるよう、ご考慮をお願いします。

170

妊娠中～出産、子どもが３歳くらいまでの間は、母子共に体調を崩しやすく、病後時保育も整ってい
ない状況で通常通り働くことはほとんど不可能です。急な欠勤や早退などのできない職種の場合は辞
めざるを得ません。病後時保育所を充実させることと、通常の保育所などとの連携（熱が出た時に送
ってくれるなど）
、併設させることができれば安心して働けます。子どもが元気な時はいくらでもあず
かってくれる所はあるけれど、病気の時は即、親が迎えに行かなければならない状況では働けません。
一番困るのは子どもが病気の時。子どもは病気をするのが当たり前、それを含めて子育て支援事業を
考えてほしいです。

171

保育園の希望をどこの市にも出せる様にしたい。

172

このアンケートはややこしいです。もっと簡単に見やすくすべきだと思います。項目が多すぎるし。

173

・保育園を増やしてほしい。特に小さい子は、なかなか入れない・児童ホームをもっと充実させてほ
しい。近くのホームに入れないと、遠くまで歩いて行かなければならなくて、心配。仕方なく仕事を
早くきりあげるようにした。数字的には、待機児童の数字はへったのかもしれないが、子供の安全の
ために、待機をやめただけです。学校の空き教室（作ればあるはずです！）を使うなど対応してほし
い。

174

子供の「小児医療証」は、所得制限をなくすべきだと思います。不公平です。

175

幼稚園や保育園に入るにあたって、国や市からもうちょっと補助が出るか、無賞化になってほしいで
す。２年保育もしくは、３年保育では、かなりの親の負担があるので子供の数も減っているのだと思
います。

176

小さな子供が安全に遊べる場所がほしいです。例えば公園。市外には魅力的な公園がありますが、近
所の公園は砂場は動物のトイレに、遊具も汚ないです。

177

両親が働いている低学年の子供はみんな学童保育が受けられる様、お願いしたいです。

178

座間市にて親子教室などのふれあい場をもっと増やしていただきたいです。

179

支援しようとする思いはありがたいです。が、その前に支援機関等の連係充実をお願いします。でな
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いと、私の世帯のように少数派の都合の家庭の支援は結局役所やサポート期間等をたらい回しでおわ
ります。今は、サポートします！っとゆう場に足をはこぶ気も時間もなくなりました…。あと、もっ
と経験者等の方々をサポートする側につかってもらいたい！！
180

子育を優先したいと思ったら短時間勤務になるが、就労条件が悪くなる。家族の介護もあり、金銭的・
肉体的・精神的負担はとても大きい。もっと子育て環境を優遇してほしい。３才未満児の待機児童解
消をどうするのか。保育者の負担大きいのでもっと財源を確保してゆとりある環境を整備してほしい。
保育園の修繕箇所が後回しになるのはいかがなものか。

181

幼稚園入園以降、市の子育て支援課と関わる機会がほぼ無い様に感じます。現在は子供は６歳で来春
に入学する為放課後の過ごし方に（私がパートに出ている為）不安を感じていますが中々こちらから
相談に伺う機会もないので年に一度ぐらいの頻度で構わないので手紙等による相談ができたら嬉しく
思います。

182

他府県では働きたいお母さんの為に保育所に入所させてもらい、期限内に仕事をみつける事ができれ
ば、そのまま入所できるシステムがあるそうで、ぜひ、座間市でもやっていただきたく思います。働
きたくても子供が居ると面接等にも行けないですし、家計を支える為に働きたいのに、高額な利用料
を払って子供を預けて仕事を探す事は、難しくなかなか、働きに行けません。

183

幼稚園も早朝や延長保育を充実させてほしい。遊具の多い公園がほしい

184

周囲の市は、子育て支援が充実しているのに座間市は何をしているのでしょうか？医療の助成もはや
く中学までにしてほしいし、公園も、ザマ市の公園はおそまつすぎる。子育をしやすい環境にしない
とどんどん若い世代はザマを離れていくと思うし実際、離れている人が多いいような気がする。

185

座間市は中学校が給食じゃないので、給食になってくれれば市内に家を買いたい。給食になる予定も
ないのかな？毎日お弁当を作るのは大変なので、検討してほしい。小児医療費の助成も他の市に比べ
期間が短いので、中学３年生くらいまで、せめて助成して欲しい。出来れば１８才くらいまで希望。

186

共働きをしなければ苦しい家庭が増える中、少子化は必然かと思います。子育てしやすい環境と言っ
ても各家庭で違ってくるので、それぞれにあてはまる支援ができれば１番良いのですが…。まずは保
育園の数、もしくは受け入れ人数を増やし、家庭への金銭的な負担をどれだけ軽減できるかだと思い
ます。消費税の増税が決定されている中で、大変だとは思いますが一市民として期待しています。

187

☆小児医療費控除期間を必ず延長してほしい（中３まで）
（海老名、大和から知らずに引越してきたか
ら。）☆子どもが病気でも、急な用事でも必ず預けられる場所。（小学生でも一人で留守番はまだまだ
できない。
）上の子も助けてほしい。☆母親も苦しいことが多い。たすけてほしい。このアンケートを
入れる封筒のサイズがおかしい。誰か気付く人は市役所にはいなかったのか？

188

行政だけでなく他のサポート事業の情報提供をしてほしい。相談なら行政といわれても、枠の中でし
か対応しない。少しでも枠からはずれると、代表的な病気や親をせめたてるような対応をされるとい
う思いがあり、変だと思っても相談しないという状況だったと自分をふくめて行政の対応には疑問を
感じる。働いていなければ児童ホームなど放課後にも入れない。昔とちがい近所とも関係が薄いなか
で１人で家においておく、人にたのめない時に、急にあずけるのではなく、日頃からなれているとこ
ろをつくっておける環境も必要ではないかと思う。

189

・児童ホームが３年生までで、４年からはスパッと切られるのはつらい→全日でなくてもよいので、
利用の受け皿があると大分楽になる。
・緊急で面倒を見てほしいときの受け皿がないのがつらい→受け
皿を準備してほしい。※ファミサポでも事前に面接が必要など、
（保育園への迎えなどは、事前に保育
園に対しても顔合せが必要）緊急時利用には不便なことが多い。

190

座間市には、大きな公園が少ないと思う。雨の日でも遊べる公園などあったらいいと思う。

191

・入谷５丁目に公園を造って下さい。５丁目では道路上で子どもが（小学生が多い）遊んでいます。
個人宅の庭に入って来てしまうことも多々あります。５～６年前まで個人の地主さん（鈴木氏）が所
有されていたバス停皆原住宅前の公益（こうえき）広場が無くなってしまってから顕著になりました。
また公園がないので駐車場（私有）で遊ぶ子も居ます。
・公園がないので、１才半の幼児を遊ばせるた
め、私どもは海老名市上今泉４丁目の公園まで行っています。座間の子ども支援が決して良いとは思
えません。ぜひ、ただアンケートに応えさせただけでなく、民意を汲んで頂きたいと思います。
・この
アンケートがどのように活かされ、反映されたのか、必ず分かりやすく公示する必要があると思いま
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す。結果の通知（アンケートを送った世帯に）を望みます。
192

学童はなかなか入れないときいています。小学校にあがったらもっと仕事を増やしたいので学童がな
いと困ります。今から心配です。横浜のように浜っ子のような学童があってもよいのでは？

193

市営の温水プールを作って欲しい。

194

私は母が近所にいてくれたので、困った時には協力をしてもらえたけれど、近くに両親がいなかった
り、話せる人がいなかったりすると、どうしても閉塞感、疎外感がでてしまいます。絶対に息抜きは
必要ですし、それを応援してくれる人達も必要です。頑張りすぎない事、ちょっとだけ預けられる場
所がある事で、心にも余裕が生まれます。あと、家は、都内の病院へ肝ぞう病の為に通っています。
来年、入院しますが、医療証が使用できず、実費になってしまいます。事前に申請したら、市と病院
でのやりとりができる等の支援がほしいです。金銭的に入院させられないかも知れないので…とても
困っています。一刻も早く何とかしてほしいです。勝手ですが…すみません。

195

問１１に記入した通りです。海老名市または他市町村の良いところを見習ってほしいです。私は今も
相談できる人がいません。辛いです。子供が今年度から幼稚園に通い始め、同年代の子と仲良くでき
ている事だけがとても救われます。子育て支援センターの職員の態度にガッカリして、２回通ってそ
の後、行かなくなりました。初めて訪問した親子にはもっと親切に対応してほしかったです。私の考
えが甘いのでしょうか。より良い町にしてほしいです。このままなら、引越したい気分です。良い面
が書けずスミマセン。

196

相模が丘周辺はベビーカーや車イスが通るのに不便であったり危険であったりする道路が多い。例え
ば歩道がないとか歩道がデコボコしていて通りづらい、道幅が狭いｅｔｃ。以前も同様のことを書き
ましたが改善された様子なし。

197

子どもをあずかってもらえる施設がもっと気軽に安く使えるような環境が整えば、利用する人が多い
と思います。

198

・健診や子ども向けのイベント（ざまりんのものなど）が午後３：００－１５：００でお昼寝と重な
ってしまうので、未就園児向けのものだけでも配慮があるとうれしい。
・育児相談で保健師さんや栄養
師さんに言われたことが間違っていたり、新生児訪問で聞いたことにあやまりがあったりした。書類
が届くのがギリギリだったり…特に子育て中は小さなことでも慌てたり傷ついたりしてしまいがちな
ので、情報は正しく、きちんと伝えてほしい。「もう育児相談に来なくていいわよ」「まだ保育園入れ
てないわけ？」「仕事、やめたら？」「人見知りはお母さんに似たのよ、治らないわよ」等々、言われ
たことはずっとしこりになって残っています。

199

とにかく、坂が多い場所なので、子供２人以上の家庭に電動アシスト自転車購入の助成補助金などあ
るといいなと思います。公園もあまりない、あっても遊具が少ない、道がない（歩道がない場所がけ
っこうある）など、何かと足りない環境だと思います。

200

保育施設は広い園庭を必ずもうけてほしい

201

座間市の小児医療制度の内容をもう少し充実させてほしい。

202

・希望していた座間市内の保育所に入れて、満足しているが、周りに入所できなかった友人がいるの
で、心苦しい。フルタイムでないと入所させられないというくらい入所の競走が激しいように感じる。
希望する人が全員入所できるよう、保育所を増やしてほしい。規制緩和でなく、保育所を増やしてほ
しい。自分の子はサニーキッズから、看護士のいる保育所に入れた。もっと看護士のいる保育所を増
やしてほしい。子どもに障害があってフルタイムができない親が、フルタイムでないからと保育所に
入所できないでいるのはつらいと思う。まだ５才未満だが、児童ホーム（学童保育）を高学年になっ
ても利用したい。

203

・保育園への入園がしやすい環境を早く整えてほしい。
・保育園での一時預かりの制度を見直してほし
い。保育園に入園できない人が一時預かりを利用しているようで、定員がいっぱいだと断わられまし
た。私用や、就労以外の理由での利用ができず、困りました。

204

子育て環境は近隣の市と合わせて欲しい。中学での給食実地や幼児医療費の充実等、座間は遅れすぎ
ています。子育て環境悪いです。歯科集団健診で、育児相談員に母乳育児中である事を、１人目の時
も２人目の時も３人目の時もかなり責められます。育児の多様性を認めてほしいです。かなりへこみ
ました。３人共虫歯ありません。
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205

一時利用やサポート支援は助ると思うが、普段から子供をみてくれる人ではないので不安。金銭的に
も色々と大変。認可保育所も時間が早くからお願いできると助る。保育士さんの待遇も悪いと思う。
子供に接するのは大変なので、考えてあげられないか…。少子化を改善するためには、子育て支援か
ら。納税者も減る。物価も上がる。だから共働きになる。もちろん働きたい気持ちから働く人もいる
けれど子供をあずけてまで働くか、休めない時ｅｔｃ多くの葛藤の中で子育をしています。夫も子育
てに参加させるべきとの意見もわかりますが、夫の働きがあっての家庭であるため、私たちの場合は
安心して子供をみてもらえる。子供の事を相談して一緒に頑張ってくださる地域の保育所の充実をお
願いしたい。

206

アンケートを取ることに意義は感じますが、もっと気軽に応えられるよう設問の数を減らすなどした
方が結果的に多く意見がとれるかと思います。他の市（周囲の市）に比べ子育てに関するサポート、
支援面が市として弱いと感じています。保育園に入れる事を上の子が１才頃から検討しましたが、就
労証明を出しても入園することが出来ず、仕事を辞めました。難しいとは思いますが何とかして下さ
い。して欲しいと思います。お願いします。

207

母子家庭の手当について、同居の家族（親など）の収入まで入るのはどうなのか…同居していても一
切、援助等なく、生計が完全にバラバラの場合だってある。この様な場合でも、手当が受けられるよ
うな制度にしてもらいたい。未就学児の遊べる場やサークル等の充実。その情報のわかりやすさ。
（市
のＨＰなどに掲載）

208

横浜市で実施している「はまっ子ふれあいスクール」のようなものを要望。小１～６

月～金

放課

後～１８時（一部１９時）まで 土、長期休業日、ＡＭ９時～１８時 傷害見舞金制度負担金：年額
５００円 参加料：無料 ※又、幼稚園の補助金（小３以下の兄弟姉妹）２人目は半額、３人目無料
の話はどうなったのでしょうか…。
「小３以下」という条件も全く納得いきません。
209

座間市の保育園が少なく、近くにない。なので、相模原市の保育園にお願いしていますが、相模原市
の住民の方優先なので、困りました。

210

今保育園の待機児童なんですけどそれについてのサポートなりも考えてほしいと思います。

211

子育ての中で保育所や小学校の下校後の時間のすごし方を充実できるようお願いします。３人子ども
がいますが、なかなかうまく組み立てるのが難しいです。習い事なども、それぞれつれていくのが大
変ですし、全体をコーディネートするような取組みが今後必要だと思います。

212

収入は少ないが、保育料は高い。待機児童になる位なら幼稚園に入れるしかないが、降園時間が１４：
００と早過ぎて仕事が難しい。行事の代休時は、預け先がない等、不便が多く、働けない。我が家は、
１年生、３才、１才の３人がいますが、下の２人を保育園に預けた場合、１年生の子は、４年生以降
学童がなくなると、１人で留守番となるので心配で働きに出られません。仕方なく、土日、夫が休み
の日に私が働いています。家族で過ごす時間がないので、平日預かって頂ける場所が理想です。３人
目から保育料０円というニュースに期待しましたが、実現されないのでしょうか。少子化対策に、ぜ
ひ実現して欲しいです。

213

公園をもっと作ってほしい。（大きい公園）温水プールを作ってほしい。

214

相武台地区は子どもが多いので、コミュニティセンター内にでも子育て支援センターをつくってほし
いです。小田急線の駅もあるのでいろんな人が利用できると思います。現在は、相模原市相武台子ど
もセンターをよく利用しています。育児は非常に大変ですが子どもの成長は楽しみです。子育てしや
すい環境をつくってください。

215

座間市には、公園がなさすぎると思います。芹沢公園等はあっても、草ボーボーで整びされておらず、
もっとキレイに人が集まれる公園にしてほしい。大きい公園にかぎらず、近所にある様な公園もうす
ぐらいし、ボール禁止！など、座間市の子供達は遊び場がなくてかわいそう。いつも海老名や、綾瀬
などまで、車で連れて行っています。

216

働きたくても、預け先がなく働けません。上の子は幼稚園の年齢を待ち、一時保育を利用しながらで
した。２人以上、子どもがいると保育施設が整っていないと働けないのが現実です。無認可は高くて、
パートでは結局保育料で消えてしまいます。幼稚園も、保育時間が短いとフルタイムの仕事は難しい
です。

217

返信封筒が小さいです。違うことですいません。
39

218

現在、海老名市立さくらい幼稚園に通わせています。座間市の幼稚園も色々見てまわりましたが、残
念ながら通わせたいと思う園がありませんでした。教育方針にもよりますが、自然が残る座間であり
ながら体を育てるという（自然に接しながら）園が無いように思います。お行儀も大切ですが自然が
間近にあって…という園があってもよいかと思います。保育園も待機状態でしたので、充実してほし
いです。就園してしまうと、行政サービスが受けずらいと思います。未就児は充実してます。

219

私の住んでいる地域には、公園がなく少し子供を遊ばせたい時など近くにないので不便です。なのに
他の地域には２つ公園がならんでいたり、私の近所の子育てしている人たちはみんな困っています。
また家の前の車の通りが多く、道が狭くて歩かせるのも怖いです。子供センターやコミュニティセン
ターのようなものをもっと増やしてほしいです。車が怖いので、安心して遊べる場所を増やしてほし
いです。お願いします。また、仕事が理由でよく一時保育を利用していますが、なぜ理由をかかなけ
ればいけないのか、わかりません。なので、今までに一度も仕事以外で一時保育を利用したことがあ
りません。一人で子育てをしているので、たまにはあずけたいことがありますが、理由を記入しなけ
ればいけずに出来ません。

220

周囲に幼稚園が少なく、選べない。保育園でも幼稚園同様の教育がうけられるようにして欲しい。

221

今生活している中で常にストレスを感じているのが、子供が病気で仕事を休まなくてはいけない事。
時間に追われている事。この２つです。病時保育と、保育時間を１時間でも伸ばしていただけると、
本当に助かります。

222

小学校内で学童を行って頂きたいです。もしくは放課後クラブのような親が仕事後に迎えに行けるよ
うなシステムがあると有り難いと思います。座間市は他市に比べ子育て支援が遅れていると思います。
コミセン等はありますが駐車場がなかったり少なくて駐車することができなくて利用できないことが
多々ありました。共働きもこれから増える時代になるので保育環境はもっと充実して欲しいです。

223

保育園ですが、受入れ体制が悪いなって思います。何年にもわたり待機待ちが解消しなかったり、入
所要件が厳しかったり。もう少し家庭事情で利用できるように保育所を増やしてほしい。

224

働いてるママと働いていないママの間には、大きな壁があると思います。幼稚園も保育園と同じ時間
ふつうにやっていてくれれば、まだいいのに、春、夏、冬、休みがたくさんあるので、うちは行かせ
られないなと思うのと赤ちゃんの時、仲良くなったママ友とも、保育園か幼稚園どっちに行くかで自
然と疎遠になってしまい余計、孤独で不安になってしまいました。小学校からは同じ時間になるのだ
から小さい時も同じにしてくれたらいいなと思います。地域の行事も働いてるとなかなか参加できな
いので働くママ同士の交流をもてる場所がほしいです。こども園はあんまり行かせたくないし作って
ほしくない。もめそうなのとおひる寝の時間とかが幼稚園の子たちにあわせられると遅くなるとかわ
いそうだし夜、早く寝られなくなりそうで。

225

今後も働く事を考えると、子どもの預け先に不安がつのります。市で働く親のサポートをもっとして
頂けたら…と強く願うばかりです。

226

今は、認定保育園に行っていますが、帰りのお迎えに間に合う、間に合わないギリギリの日が有り、
今後小学校に行くようになり、放課後児童クラブの時間もギリギリになってしまうかが心配で、少し
お金がかかっても安全に利用出来る施設や内容の情報がほしいです。親の仕事上、子供をあづける施
設の朝の開園時間と、夜の閉園時間の延長が出来るととても助かります。

227

・保育園の数を増やしてほしい

228

水ぼうそう、おたふく、インフルエンザなども低年令（５才位）までは市が負担してくれるとありが
たいです

229

今は認可保育所に預けているのですが、これから小学生になり児童ホームを利用するようになると現
在の保育預かり時間と差がでてしまい、仕事に支障をきたします。児童ホームの時間延長が欲しいと
いうのと、高学年になると預かりの対象ではなくなってしまうので、せめて小学生のうちは児童ホー
ムを利用できないかと思っています。一人で家で留守番をさせるのは物騒な世の中です…。

230

・子育て支援センターの数が少ない、立地も悪い。
・公園に古い遊具が多く（すべり台の足場が細い等）
小さい子供には危険。
・とにかく小学校が少なく、家から遠すぎる！！まだ入学は先だが、今からとて
も心配。

231

就学後学童に入れたいと考えていましたが、学童の場所が遠くなるので、できれば小学校内に設備を
40

作ってほしい。幼稚園の預り保育にはとてもたすかっているので、夏休み中もできるように援助をし
てほしい。
232

近隣の市は医療費が中３まで無料、公園の遊具の充実、支援センターや出張サロンなど子育てに対し
手厚いのに座間市は何もないといっていいくらい子育てがやりにくい。そのために、就学前に多くの
友人が家を買う時に市外へ引っこしてしまう。まずは医療費を中３まで引き上げてほしい。公園も大
型遊具があるところ、日かげ等の整備がされている公園がまったくないため、皆市外へ行っているこ
とがとてもなさけない。座間の子育てはここは一番いいよね！というポイントがない。せめて子ども
用品のフリーマーケットを開催したりと、お金がかからないことから始めることもできるのではない
かないか。座間市が子育てに対してこんなにも手薄と知っていたら座間に家を購入しませんでした。
ここに記入することで何か少しでも変わってくれたら…と思い記入します。

233

保育料負担金をもう少し下げてほしい。

234

健診や予防接種の日数をもう少し増やして欲しいです。１つの健診に対して同じ曜日・時間帯しかな
いので、上の子が学校から帰ってくる時間に間に合わなかったりして、とても困ります。もう少し柔
軟な対応をして欲しいです。（月に２回、異なる曜日で午前の日と午後の日…等）

235

・保育園の増加→これから働きたいママでも子供を預けられるよう。
・雨の日の遊び場→子育て支援セ
ンターがありますが雨の日は混んでいて行く気がしません。もう少しそういう場所を増やしてほし
い。
・谷戸山公園に遊具→厚木市のぼうさいの丘公園のような公園がもっとほしい。

236

働きたくても、ぜんぜん環境が整っていない。横浜で待機児童０なんて言ってるけど、そんなの働き
たくても申請出したくても出していないだけで、全々話しにならない。もっと母親が働ける環境をま
じめに考えてほしい。

237

精神病看者を保護者に持つ子供の、保育園入園優先順位をもう少し上げてほしいです。私は双極性障
害で、今実家で面倒を見てもらっています。私の母（子供からすると祖母）に、すべて（家事、育児）
をまかせています。もちろん夫もいる時は手伝えますが、いる時間はほんの少しです。私も入院した
ほうが良いといわれましたが、少しでも母（祖母）を助けなければいけないと思い、入院せず、実家
にいます。母もつかれてきていて、昔よりおこったり、時間にまったくゆとりのない生活をしていま
す。いつか母は死んでしまうのではと思う日々がつづいています。ようやく中の子（２番目）が幼稚
園に入れる年になります（来年４月）
。あと１人になりますが、年老いた母と、精神病の母（私）で子
供１人を見るのも大変です。母（祖母）の負担があまりに大きい。どうか、精神病看者を保護者にも
つ子供の優先順位をあげてくれますようおねがいします。

238

保育時間のさらなる延長（１９時まで

239

近隣の市のように、小学校卒業まで医療費無料にして頂きたいです。近所の人ともよく話すのですが、
安心して遊べる公園がありません。夏は草がボウボウ、蚊が大量、冬は落葉だらけ。以前、綾瀬市に
住んでいましたが、公園は常にきれいにされていて見通しもよく、子どもだけでも遊ばせられる（小
学生以上が）ような環境で、是非、参考にして頂きたいです。
（大きな公園は整っていますが、地域の
小さな公園こそ大切だと思います）通学路のチェックもして頂けているのか、親としては気になりま
す。自転車も乗れるようになりましたが、一般道を走れる環境は市役所前くらい、他も整備が必要で
はないでしょうか。

240

・今、現在４歳（幼稚園）２歳の子供がおり、育休は取らず、パートで職場復帰しました。正社員希
望でしたが保育園に入れなかったため幼稚園へ通わせています。ただ、幼稚園の保育時間が短かいの
で働くママの為の幼稚園の保育時間（８：３０～１８：００まで）延長や夏休み、冬休み、などの長
期休み中のサポートを特に充実させて欲しいです。

241

私はなるべく子供のために仕事はせず、家にいたいと考えているのですが、子供が３人いて、なにか
とたいへんなので、子供が寂しい思いをしない程度に、仕事をしたいと思っています。ですが、幼稚
園に行っている間で、仕事を探そうと思うとなかなかありません。預り保育でなく通常の保育時間を
のばしてもらえたら、たいへん助かると思います。又、小学生になったら、フルタイムで働く人だけ
でなく、パートの人でも学童保育が利用できると、安心して仕事ができるので助かります。

242

母親が休みでも保育園にこころよく預けたいです。保育料を払っているし、土日は家庭保育をしてい
るので、平日ぐらいはゆっくりしたいものです。保育園のしおりには必ずといっていいぐらい仕事が
41

休みの時には家庭保育と書いてあるのがイヤです。子育てにはマニュアルがあるわけでないし、２４
時間だから、毎日ぐったりです。最近、子育てに嫌気を感じてます。
243

子供の医療費の地域格差をなくしてほしい！！所得制限や年令制限等、座間市は子育てに優しい市と
は思えません。同じような要望にはいつも「近隣との調整で検討します」ばかりで結局何も変わらな
くて残念です。その近隣はもっと子育てに優しいです。医療費を考えてしまい、すぐに病院に行けな
い親がいることをもっとわかって下さい。親の間では、海老名などの方が暮らしやすいから…という
声も多いです。病気にかかりやすい幼児期に制限をもたせる市ってどうでしょう…。

244

保育所や幼稚園など、保育施設に関して、不安があるものの、どこからどう調べたらいいのかわかり
やすい方法、わかりやすい資料がわからずにいます。そういった方法が知りたいです。

245

一時預かりの施設を充実させてほしいです

246

通常のパートタイムや正社員の労働時間（８～１７時）のあずける保育施設があっても私の様に夕方
～夜の仕事で預けられる所がほぼない事、そして、あっても利用料が高額な事。

247

宛名の子ども以外に小学校低学年の子がいます。放課後や長期休業の間、学童保育、児童ホームで過
ごす以外で、利用している子たちを集めて習いごと、サークル（書道やそろばんなど）を週１～月２
回程度でもいいので、していただけるとありがたいです。共働きで、尚かつ近所には子ども１人で通
わせられるような習いごとをできる教室がないので…。

248

保育園等、１ヶ月丸々通えればお金保育料取られるのは、いいけど、１ヶ月の内半月ぐらい病気なの
で休んだ時などの保育料丸々１ヶ月分取られるのは、大変。けっきょく見るのは、母親けどパートも
休んで（見てくれる人はいないから）るから、お金入ってこないのに、保育料丸々払うのは、どうだ
ろうか…。もう少し、預かってくれる所が増えれば、待機待ちの母達も働けれるようになるのに。

249

仕事復帰で子供を保育園に預けてる時に、妊娠、出産で産休を取得して休んでる母親が居るのに、下
の子が１才になるまで上の子が保育園に通えると言うのは、変だと思います。家に母親が居て赤ちゃ
んの世話をしているのなら上の子は、保育園を退園して母親が２人の面倒を見るべきだと思います。
今は、子供を怒るだけで（少しでも声が大きい、言葉が汚いと）すぐに虐待通報をされてしまう環境
になっていて、親はストレスがたまるので、親へのサポートも必要な気がする。善意の通報であって
も、通報された方は、子育てを否定された気持ちになる。明確な相談窓口がないから、どこに相談し
て良いのかわからない。

250

・幼稚園や、保育所にかかる費用を支援するのではなく、保護者に補助金をくれた方が有効に使えて
有難い。（それらの施設を使うつもりがないので）・綾瀬市や海老名市と比べて申し訳ないが、公園の
遊具が今ひとつなので、整備してもらいたい。・任意の予防接種を無料にしてほしい。

251

問１１に書いた内容に補足します。８才離れた上の子が産まれて育休後退職しましたが、その後求職
したくても、年が離れた下の子達がいて仕事につくことが出来ず、昨年夫が軽いウツで仕事に行けな
くなり、私が仕事に出たくても、医師からは診断書は出す程ではないと言われ、家計的に収入が無く
て苦しくても保育園に預けて仕事に私が出る事も出来ずにいました。切実に預けたい状況の人間が細
い家庭事情を言いたくない相手に言っても結局入所出来ないこの状況をどうにかして下さい。又、私
立幼稚園の補助金設定方法の見直しと、公立保育園の教育、体育の質の上昇を希望致します。

252

コミセンの機能を多角化してほしい。市役所の支所・図書館・簡易窓口等近隣住民として、より使い
易い場となるとよいと思います。

253

医療費の無料年齢が、１０才までの為、１５才までの市に引っこすことを考えています。アレルギー
などが、あり、定期的に通院がある為、就学前に、引っこそうと。保育園も待機状態。少しパートを
していた時期は、母親にみてもらい、パートに行っていました。医療費控除と保育園の待機などがな
ければ、引っこしも考えなかったと思います。

254

夏休みなどの長期休暇や、土曜日なども、保育環境が受け入れてくれると仕事がしやすいので、安心
して預けられる場所がほしいです。フルタイムでないパートでも、児童ホーム利用が出来ると良いと
思う。

255

このアンケートは何かの役に立つのですか？毎回、このてのアンケートが配られて、わかりずらいし、
いっしょうけんめい記入しても、ちっとも子育て環境がかわった気がしません。むしろ時間の無駄で
す。質問が的外れです。こんな事聞いてるんじゃなくて、もっと子供がいる家庭がどうして欲しいか
42

早急にした方が良いと思います。これでは座間市から子育て家庭がはなれてしまいます。多少税金が
高くても町田市や厚木市、海老名市の方が手厚いですよ。家庭をもってから、座間市以外の施設を利
用しないと何もないとわかり、ガッカリしています。
256

西栗原２－１３に住んでますが、近くに公園がありません。１番近い公園は海老名市の公園です。近
年小さな子供がとても多いので、遊ぶ場所がなく道路で遊んでいます。座間市には公園が少ないと思
うので増やしてほしい。

257

他県から引越した者には、すべてが不明であり、わからずのままでは、自分たちが困るので相談して
も、対応しかねます。自分で確認を…の状況です。今さらどうでもいい。困ってなきゃ何も言わない
ですよ。相談相手をがんばって作ったから今がありますが、出来ないで悩む人がたくさんいることを
１人１人が理解してからアンケートやったらどうですか？たかが仕事ですけど、人とかかわるのであ
れば、真けんに対応してくれると、こちらもたすかると思います。

258

長期休暇中に、幼稚園で、９じ～１７じまでとか、預っていただけると、働けると思います。いつも
通っている幼稚園なら、安心して、預けることができるし、子供も楽しいと思う。一時預りの保育園
だと、普段通ってないので、親子で不安で、無理かなと思う。保育料が、もう少し安ければいいな～
と思います。

259

小田急相模原駅から座間郵便局までの歩道がせまくぼこぼこで、ベビーカーをおしにくい。直してほ
しい。自転車が小さい子を気にせず、歩道をとばしてくるので、歩行者と自転車をわけてほしい。保
育園の保育料をもう少し安くしてほしい。小児科をふやしてほしい。

260

ひばりヶ丘５丁目に小さな子供が遊べる公園がありません。とても不べんです。座間市に大きな公園
がたくさん有るのも良いですが、近所にほしいです。公園がないので遊べない、子供もふえない、老
人も同じ事を言ってます。

261

保育所の整備も重要な事ですが、一番は会社側の理解だと思います。一日も早く安心して二人目、三
人目と考えられる社会になることに期待したいです。時間がかかると産めない年齢になってしまいま
す。

262

近りんの市は中３まで医りょう費が無料になるので、座間市もそうなると助かります。よろしくお願
い致します。

263

保育園が少ない事が、働きたい者にとってもとても困ります。時間預りも、していると言ってお願い
しようとしても、いつもいっぱいで入れず、座間市外に預けていました。幼稚園はどこも入りやすそ
うなので、この差をどうにか改善して頂ければと思います。後、私事ですが、市役所員の対応が冷た
く感じる時があります。良い方は沢山いるので、悪い方が目立っています。

264

座間市がもっと、子育て環境がよくなるようにお願いします。

265

保育園に入所している場合で、２人目、３人目など出産した場合、仕事への復帰が、赤ちゃんがまだ
３ヶ月？と聞きましたがせめて、１年は母乳もあげている最中だと思うので、仕事をお休みしたまま、
子どもを園に通ってもＯＫといったかたちにかえてほしい。パートの場合は産休もとれないので、一
度仕事を辞めないといけないので、３ヶ月で職さがしはきびしく、仕方なく、園を出ていかれる方も
多いようです。

266

・小児医療制度の期間のかく大。

267

相武台地区には公園が無い。大きい公園に遊びに行く場合は市外に行っている。
（相模原公園、麻溝公
園、海老名の三川公園、大和のゆとりの森など）座間市にも上記の様な公園があれば良いのに、と思
います。特にかにがさわ公園の遊具のひどさは有名です。お花などとてもきれいな公園ですが、もう
少し遊具の整備はできないものでしょうか？※設問にわかりにくい部分が多々ありました。正しいニ
ーズのくみとりになるのでしょうか？

268

２４時間預けられるところ、１８時以降預けられるところ、保育園、子どものための施設、子育てす
るにあたってとても環境が整っていない。歩道や公園もすくない。

269

児童ホームが６年生までになると聞いています。早くその様になって欲しいです。４年生をすぎても
子供を家に残して、るすばんをさせておくのはまだまだ心配です。何かしらのトラブルがありそうで
す…。あと座間市内にも病気でもあずけられる病院があったら助かったのになあ…と思います。大和
市にあっても遠く、利用するのには現実的でなく、どうしようもなく有休で休んだり、おばあちゃん
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に来てもらったりとしています。
270

第一子妊娠中、母親学級に参加したかったのですが就労しており、全日程の参加が難しく申し込みを
断わられてしまいました。数日でも参加したかったです。子育て支援センターの利用が幼稚園児はで
きないことがとても残念です。幼稚園の長期休暇中、兄弟が乳幼児の場合、支援センターの存在はと
ても大きいのですが…。趣旨が違うかもしれませんが座間に遊具の充実した公園が少ないことも残念
です。自宅周辺に小さい子どもの集まる公園がなく、近所の子どもと交流がしにくいです。東京都町
田市にある「つるっこ」という施設のような、０～１８才まで誰もがいつでも集う場所があるといい
と、強く希望します。

271

地域の施設を利用して、不定期や緊急時に利用できるような児童ホームのような施設があるとありが
たいです。

272

本当は子供がある程度の年まで（幼稚園か小学校）母親が育児に専念できる社会になるのがいいと思
うが、家計的に働かないといけない場合に、安心して預けられる場が増えて欲しい。特に小学校低学
年くらいの放課後が働く場合心配になる。

273

仕事を始めたいと思っても、預け先が確保できない以上、実際に就労することは難しい。しかし、実
際保育園等の利用は、就労先が決まらないと出来ない。こういった矛盾点を改善していってほしい。
市の考える子育て支援には該当しないのかもしれないが、座間市内、小さい子どもが安心して遊べる、
広い公園がない。駐車場がある、見渡し、日当たりの良い平坦な広場。適度な遊具。のある公園が必
要。医療費助成について、所得制限はやむを得ないと思うが、子どもが病気がちだと医療費の負担は
大きい。上限を超えた分については助成等救済措地を検討してほしい。

274

現在通わせている幼稚園や保育所で土日や夏休みも預けたい時に預けれるようなシステムがあると、
安心して預けれると思います。

275

他の地域では、出産祝金やオムツの支給などある中、座間市は、なぜ、そのような制度がないのでし
ょうか？

276

他市町村などでもある放課後小学校での無料もしくは低料金での預かりをやって欲しい。

277

子どもの医療費無償の期間が小学校３年生までであることと、中学校に給食がないことが、先々の大
きな不安になっている。この２点だけでも、座間市に住み続ける意義があるのかどうか？考えさせら
れてしまう。次世代を担う子どもたちに優しい、住んでいて良かった！！と思える市政を望みます。

278

子供がもっと欲しくても保育所に何人も利用させられません。現実は１人で生活が限界です。少子化
問題を早く解決してほしい。

279

現在上の子が児童ホームを利用しています。利用申し込みの時に市役所の子育て支援課の男性職員に、
理解のない態度で対応され、不快な思いをしたことがあります。保育環境の充実と併せて、子育てへ
の男性の意識改革も必要なのではないでしょうか。

280

座間市は、公立の保育園が多く、児童ホームもありとてもありがたいと思っています。整理・縮小・
民間委託などせず、維持・拡大してほしいと思います。共働きの親としては、子どもが病気になった
時、学校が急に休校になった時（ホームに預けられない）
、４年生になった時（児童ホームがなくなる
ので）に、とても困るので、支援してただけると助かります。

281

・障害児童を幼稚園に受け入れする体制が確立していない。
（障害児は幼稚園に行かなくてもいいのか
…。
）この考え方が、障害者と健常者との隔たりを生む。障害児とのかかわりなく育った子供に、この
ギャップを理解しようとしても無理がある。

282

近所にある公園は砂場がガチガチで遊べる感じではないので、たまにはほり返して、遊べるようにし
て頂きたい。

283

保育園等、入所したい時期を気にしなくとも入れるようにしてほしい。兄弟がいるのに別のところ（保
育所）になるかも…といわれると不安なので、優先的に考慮いただきたい。

284

保育園が少なすぎ、すぐに働きたがったが、待機児童が多く、毎回入所出来ず幼稚園に入所する事に
したが、幼稚園は入園料や制服等のしょひようがかかり本当は入れたくなかった。保育料も高いので
２人入れると、パート代全てが保育料に消えてしまう

285
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286

地域コミュニティーセンターと、公園の遊具をもっと充実させてもらいたい。幼稚園や保育園につい
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ての情報がわかりずらい。
287

自分自身、病院での専門職のため認可保育園の利用基準が緩和されると、仕事と子育ての両立が親を
たよらずにしやすくなり助かります。

288

幼稚園児や未就園児には延長保育や一時預かりなど、手軽に一日だけ不定期に、子供を預けられる制
度があるが、小学生になると、放課後、不定期に預かってもらえる制度（安くで）がない。アルバイ
ト程度では、預けると、全額なくなってしまう。低学年はまだまだ小さいので、定期的にではなく、
不定期にでも児童ホームで預かってもらえると助かる。

289

現在、相模が丘に住んでいて、第２子育て支援センターへ行くが、狭いため、２才の息子の遊ぶ施設
を増やして欲しい。コミュニティバスをよく利用するが、ルートを増やして欲しい。
（第１子育て支援
センターにも行きたいが、行きづらい）

290

座間市は他の市に比べ、公園の整備が行き届いていない感じがします。雑草やゴミの回収等。住んで
いる方のマナーが一番の問題ですが、歩道に置いて捨てるタイプのゴミ捨て場が多いため、ゴミが散
乱していて、その流れでよく小・中学生の子どもがポイ捨てをしてしまっているのを見かける為、教
育環境としてもよくないと思います。タバコも有害な為、ポイ捨ての罰金等を希望します。

291

障害児を持っていますが、１番支援していただきたい事は、偏見についてです。障害児が少しでも理
解される環境となるように少さい頃からの教育等に組み込んでいただきたい。

292

価値ある認可外保育園にも、認可と同等の支援をしてほしい。高い理念を持って充実した保育を行っ
ているのに援助が少ないのはどうしてか？保育園が少ないのだから、大切な保育園を差別せず援助し
てほしい。

293

休日夜間診療の時間を長くして欲しい。
（平日は、遅くても１９時までしか開いておらず、木曜日休診
や土曜日は午前中だけの医療機関が多くて不便を感じることがありました。
）駅から歩いて行ける距離
に２１時まで預かってくれる施設を増やして欲しい。

294

座間保育園～ウィンダーランド間に公園が欲しいです。遊ぶ場所がなさすぎます。座間すこやか保育
園に園庭がないことも、子ども達がかわいそうです。小学生の集団登校、狭い道で大勢が歩くので、
やめればいいと思います。中学給食を早く始めて欲しいです。絶対栄養が偏るし、夏場何を弁当に入
れたらいいのか分かりません。自転車通学も認めて欲しい。娘が心配です。市役所の方の、冷たい対
応がトラウマになっています。規定もあるでしょうが、人間味ある対応していただける方を、市民と
の窓口に配置していただきたいです。

295

上に子どもがいるのですが（今は小学生です）その子のときは、保育園の定員にすこし余裕があった
のか１才のときに入園できました。しかし、私達の希望通りの園に入園できず、市役所に「希望する
保育園に入園できるまで待ちたい」と伝えたら「入園できない人が多いのにワガママ言うな」と市の
職員にうながされてしまったのはものすごく嫌な思いもしたし、希望の保育園へ入園させられなく、
後悔しています。職員の方々の、上の立場に立っている態度、改めていただくようお願いしたいもの
です。

296

家庭では放射性物質の影響を恐れ、食材などにも気を配って子供に食べさせています。また遊ぶ場所
も震災以前と変わって気を付ける様になりました。ですが座間市は他市に比べ意識が低いと思われま
す。市議会などで議題に上がっても「国の基準」ばかりを重視し、独自の目線で考えて頂けていない
と感じます。子供達の将来を守るためにも各学校の給食や環境にも考慮頂きたいです。
（子供を預けた
くても何を食べさせられるか分からず消極的になってしまいます。）

297

障がいを持った子が、入れる保育園を増やしてほしい。障がい児枠をもうけてほしい。

298

座間市には幼児向けの公園がないので、遊ばせる時は市外の公園に行ってしまう。遊具も古くて、き
たない。又、検診の際コミュニティバスが満席で、乗車を断られ、子供を抱え困った。住んでみて、
子育てには向かない市だと思った。妊婦検診助成、小児医療費助成も、他市と比べると少ない。もう
少し子育てに力を入れて欲しい。

299

生活ができなく仕事がしたいが、子育をしながら働ける仕事は、りかいある会社はほぼ無い。保育園
に入園できても１ヶ月でこようしょうめいを提出の件はひどい。入園してすぐ仕事がある人でもすぐ
出すのは困なん。入園じょうけんも６時間以上だと、また仕事がかぎられる。保育園の求しょくかつ
どう中は３ヶ月時間４時間月１２日でも可能にしてほしい。保育士のきゅうりょうを上げてしつも上
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げて、ほしい。座間のたいおうレベルひくい。
300

市立の保育所が少なすぎる。児童ホームへ入所できる子どもの数が少なすぎる。働きたくても子ども
を預ける所がない。働きたい時に、すぐに対応してくれる預け場所がもっと増えてほしいです。

301

子育て支援センター、放課後の児童が遊ぶ施設を充実させてほしい。

302

・住んでいる県・市町村によって、小児医療をうけられる年齢に差がありすぎる。
（都内は１８才まで、
横浜市などは６才まで。）・横浜市で現在行われている「放課後キッズクラブ」のような授業終了後～
（年間利用料５００円）あずかってくれるような制度が座間にもほしい。（学童保育以外の生徒対象）
親・兄弟が近くに住んでいるわけではないので、いつもはご近所さんにお願いしてあずかってもらっ
ています。気をつかわずに気がるにあずかってもらえる場所があると思うだけで安心するし、利用し
たいと思います。

303

もっと大きくて遊具の充実した公園があるといい。同じ位の子供と遊ばせられるコミュニティがある
と友だちがつくれて母子供に良いと思う。現在そういう場があるのかもしれないが、知る術がない。
来年３人目が産まれるのでオムツ替えのできる公園がないのが困る。３才以後に幼稚園などで出費が
増えるのに手当ての額が減るのも謎。扶養家族の控除がないのもかなりの負担

304

厚木市では、オムツの支給があったり、えびな市では医療ヒ中３まで免除であったり、座間と比べる
と子育て支援が手厚いと感じる。同レベルの支援をしてほしい

305

子供が４人いるが何の支えんもなく経済的にこんなん。働きたくても高くて働くいみがない。０才～
９未しゅうえんじの保育、ようちえんひしょうか何とかしてほしい

306

他市に比べ、座間市は子育て支援にかなりおくれをとっていると思います。医療費も小学４年生まで
のびたみたいですが海老名は中学卒業まで。となりの市なのになぜここまでちがうのか不思議に思い
ます。出産後のサポートも他の市に比べかなりおとってると思います。座間市の子育て環境に満足し
ている母親はごく少数だと思います。少なくとも私のまわりでは不満に思ってらっしゃる方が多数い
ます。

307

市民税、年金などが高く、共働きじゃなきゃキツイ現状です。ですが、保育園に空きがなく入れませ
んでした。払わないと催促する。催促する前に働きたいお母さんの為に預ける場所を増やして欲しい。

308

小学生から幼児が自然と集まり、遊べるような、しせつ、公園、遊具などがある場所が近所にあると
いいなと思います。

309

子供の為の住みやすく、安全で安心な、防犯対策の強化し、子供達への教育支援、援助など、子供へ
の対応を、改めて頂きたい。子供達、１人１人に、手当てを増額し、教育的、習い事なども無料化、
教材なども配布し、子供達にも貧困など差別なく、平等な子育てであってほしいと願います。お願い
至します。

310

・保育園を増やしてもらいたい。
（認可）
・幼稚園の金額を下げてもらいたい。
・医療費の無料化を中学
生までにしてもらいたい。他の市は無料化しているので、子供が大きくなって対象でなくなる頃にま
だ制度がいまのままなら引っ越そうと思っている。
・子育て支援施設、公園が相武台地域にあきらかに
少ない。子育てする場所として良いとは言えない。

311

保育園の利用を考えています。身体にハンディキャップがあるのですがバリアフリー化されていなか
ったり対応ができなかったり、利用できる園がかぎられています。
（私立）公立も時間体が短く、遠方
への通勤に合わず、利用しずらいです。子育てしながらの働きやすい環境作りを希望します。

312

医療費がかかってしまうので、子どもを病院に連れて行かれない時がある。収入に応じているのは、
理解できるが、家庭の事情により、収入以上に、お金が出てしまうので、そういう事情を考慮してく
れるところがないと困っている。子ども達も病院に行くと「ごめんね」と言うようになってしまった
り、その病院代で、家経が大変。
（子どもが３人いるので１人を連れていかれず新しいカゼをもらって
来たり、１人がカゼをひくと完治するまで一万円はかかります）一律２００円とかにしてもらえない
か、真剣に考えます。又、市外に転居したいです。健康は子どもにとって大切だけれど、そういう事
に関して、だめな市だと思っています。（４月転入してきました）

313

預け保育さえ空きがないことがあるようで、親の私も不安ですし、保育する立場の先生方も大変だろ
うなと思います。私がそうなのですが子育て支援センターが遠く、利用したくても天候が悪かったり
すると行く気が失せてしまい、外出する機会が減ってしまいます。自治会館などで気楽に寄れる会が
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あったらな～といつも思っています。
314

今回の調査が、いつになったら、利用者に反映されるのでしょうか？となりの大和市や横浜は、いろ
いろな保育環境が充実してますが、座間市は遅すぎます。我が家も実際、保育園には入園できません
でした。この調査の本人は、現在幼稚園に通い、少しは働けるようになりましたが、下の子がいるた
め、思ったようには働けません。この調査をなるべく早く反映されるようにがんばって下さい。そし
てあと１点、関係ない事かもしれませんが中学校の給食導入していただけると、今後座間市で子育て
していくのに大変助かります。

315

保育園の待方の人数が多すぎて仕事を始めたいができない。

316

市役所の対応がつめたい。

317

小児医療証…相模原や海老名…他は中３までなのに座間はなんで小３までなのか意味不明。あと、任
意の予防接種…打たせてあげたい気持ちはあるし、打ちたいけど、１本１，００００とか、９，００
０とか経済的に苦しい家庭の子供は打てない。子供のため、子供のためって…座間は他の所より最悪。
将来ずっと住もうとは思えない。あと、新田宿、四ツ谷から入谷の駅を利用するのに、ベビーカーで
利用したくても、あの階段…なんとかして欲しい。

318

仕事をしているので、本当は保育園に入園させたかったのですが、待機が長すぎて、年令も上がり、
あわてて幼稚園に入園しましたが、休園や午前保育も多く、仕事に支障があり大変です。ただ、せっ
かく出来たお友達とはなれたりするのもかわいそうなので今更転園等も出来ませんが早いうちに保育
園に入れれば…と思います。

319

保育園の待機を無くして欲しい。

320

赤ちゃんの頃支援センターに何度か（２～３回）行きましたが、グループは出来ているし、そのグル
ープに入る感じではなくて、行かなくなってました。若いわねぇ～って、年を言う度に言われるのも
嫌だったし、うわさのネタをさがしてるのか、聞かなくていいんじゃね？って事まで、聞いてきたり。
親身になってくれる人も中にはいたけど、めんどくせえ～って思ったのが、正直な気持ちでした。

321

医療助成が小学校卒業までになってほしい。

322

医療の補助が小学校３年生までと短いので、延長をしてほしい。金銭面の補助の充実

323

現在住んでいる新田宿のあたりは道路が狭い所が多いのにスピードを出す車が多く、危険を感じる事
がよくあります。ある程度の遊具が揃った公園が近くに無いのが残念です。

324

中学校がお弁当から給食になってほしいです

325

夫の転勤が多く、孤独な子育て中です。色々な事業に参加はしたいですが、夫の残業が多く不在の中
で利用し、子供の体調管理が上手くいかないと自分が困るので、とにかく二人で過しています。今年
から幼稚園のプレ教室に通い出し、少し気が紛れます。プレ幼稚園に感謝しています。子供も喜んで
います。

326

国、県、市の厚い支援には期待していません！！弱者の状況、待遇などを真に理解してから下らない
アンケートを寄して下さい。

327

幼稚園に通わせたいが、共働きのため時間的問題（朝のあずかりの時間やおむかえの時間）で仕方な
く職場の託児所に預けているのが現状です。来年は幼稚園にいれてあげたいので退職を考えています。
働きながらでも幼稚園に入れられるようになるといいです。

328

将来、経済的な理由から働きに出たいのですが、今現在学区内の児童ホームや保育所に空きがありま
せん。学区内の児童ホームについては、安全の為と外で遊ばせてもらえず室内にこもりっきりだと聞
いています。他の小学校では校内に児童ホームがあり、体育館や校庭で思いっきり体を動かせる機会
もあるのに同じ座間市内でこの差はどういう事なのでしょうか？この地域に越してきたことを後悔し
ています。

329

集団生活内での病気の感染が気になるので、できれば、幼稚園・小学校でインフルエンザなど集団で
予防接種を受けたいです。特にインフルエンザは２回接種しなければならなく負担も大きい。

330

一時あずかりやファミリーサポートの費用が高額すぎて利用したくてもできない

331

旦那だけの収入で子育て出来る様な子供を育てるのに生活に負担の無い仕組または負担がある為母親
も働く為の支援の充実。上の子と下の子の帰宅や、学校業事などを考えると、その条件で出来る仕事
が少ない。
47

332

子育てのための援助金等はとてもありがたい制度だと思うが、隣接する地域で結構違うため、もう少
し統一した方が良いのではと思う。教育、子育ての環境の充実等にさほど問題があるとは思えないが、
やはりそれ以前に、お金の面でさまざまな悩みが出ている気がする。その辺がある程度解消できれば
と思う。

333

ご質問の主旨とは違ってしまいますが、医療費を補助してくださる年齢の上限をもっと高くして頂き
たいです。

334

近隣の市で、子育ての環境や支援が違いすぎるのが、おかしいと思います。私は別の市から引越して
きましたが、座間市は子育て支援にあまり力をいれていなく、残念に思いました。お年寄りには優し
い市だとは思いましたが…

335

現在、仕事をしていないのですが、子供を幼稚園に入れてから、こんなに費用がかかることを知り、
後悔しています。月額２５０００円程度なんて、８月分位しかありえないのではないでしょうか？車
通園が、出来ない幼稚園なので、バス代もプラスです。選択ミスですが。フルタイムでの仕事を検討
しているのですが、休みと午前保育が多いので、働いても苦しいのではと思います。幼稚園の預り保
育の補助を増やして欲しいです。やはり、少子化は、このままでは暴走していくのではと思っていま
す。主人の給料は、バイトの様で、本当は、子供の分までお金が回らないということが今になって気
付きます。周りもその様です。そのことが若い子の耳に。幼稚園の無料化を強く希望します。

336

のびのびと遊べる公園、広場などが少ない。子供が集う場所、遊べる場所が少ない。

337

・アンケートの内容が、役所的な質問の仕方で、情報を集めるのにイマイチな感じがしました。
（例）
問２６～の５才以上で…とあるが、それより下の子供のいる人にもアンケートなら答えてもらって情
報収集してもいいのでは！？アンケートを集めて、すぐにでも改善できる内容ではないからこそ、色々
な意見が必要なんじゃないのでしょうか？！・幼稚園（保育園）も無料にする。小学校前でも入らな
い子はいないと思うので…義務教育にしたらいいと思う。

338

緊急時に預けられる場所を作って欲しい。他の市の保育園は断られるし、何件といあわせても空き無
しと言われてしまう。ファミリーサポートはもう少し安くするべきだし、システムをもう少しちゃん
と作るべき。お金のやりとりとか電話連絡とか当人同士でやるより、市の方にキチンとやってもらい
たい。

339

育休から復帰する際の保育所の入所（０才、１才クラス）が難しく安心して子供を生むことが出来な
いので、希望すれば入れる様にして欲しい。
（０～２才までは乳児院の様なものでも可。但し、その後
確実に保育所に入所できるように）

340

もっと、保育園を増して欲しい。

341

サポート体制や手続きなど、もっとわかりやすく、お知らせ等を積極的に発信してほしい。不安はあ
るものの利用法などがわからず、利用できていないのが現状です。

342

・子育て支援センターが家から遠い。２つだけでなく、もっとたくさんあったら良いと思う。
・子供の
医療費が海老名市のように中学校まで所得制限なしで無料となったらもっと安心して子育てできると
思う。

343

座間市では、一時保育の場所が何ヵ所かあるが、幼稚園に入ってるとあずかってもらえず、仕事をし
ている私としては、不便さを感じます。もう少し気軽に使える保育場所や、認定子ども園など作って
ほしい。仕事してても、保育園に入園できないため。仕事している方のことも考えたうえで、対応し
ていただきた。

344

前項にも記入させて頂きましたが、座間には気軽に預ける事の出来る、一時預かりを備えた保育所、
子供を近場で伸び伸びと遊ばせる事の出来る公園などが少なく、足がないとなかなか行動範囲が広が
らず、不便な点に苦労しました。今後、一時預かりをもっと利用しやすくすると共に、歩いてでも気
軽に行ける距離にある公園や、雨の日でも利用しやすい保育室等の充実をぜひとも、、期待したいです。

345

一時預りという制度があっても、予約で一杯だったり、利用料金が高くて余り使い易いとは言えない。

346

子育て支援として予防接種等ふくむ医療費の支援が小学４年生までではなく、もう少し長くあったり、
手厚いと助かると思います。

347

隣接する市町村と基準やサポート面（医療費やおむつ代補助等）
、健康診断などができるだけ同じだと
ありがたい。ママ同士の話で共感し、安心したり、情報共有していきたい。市役所に情報があること
48

は充分分かっているものの遠くてなかなか行けない。駅やスーパーなど情報を貼っていただけるとあ
りがたいです！
348

保育園は待機児童数が多く、パートではとても入れないと聞きました。幼稚園での教育を希望してい
ますが、預かり保育の料金が高くパートではその代金に消えてしまい、家計の足しになりません。認
定こども園が座間市にはなく残念です。友人の地域にはあるので、どんどん進めていってほしいと思
います。

349

認可保育園で見てもらって安心している。今は子どもが病気でも休めるが、そうでなくなった時、ど
うしようとか（もっとお金がかかるようになった時とか）考えると不安。保育園の保育士の数が減ら
されたら困る。市役所の人が親切だといい。支援課の人は拒絶することから始めている。

350

とにかく保育園に入りたい。保育園の申し込みの順位が上位にならないが、どうしても入りたい。働
いているがパートで、祖母に保育してもらっているが体調不良の為。
〔小出靖代・茉弦〕

351

保育園の一時保育の枠が少なすぎて困っています。通院や息抜きで利用したい場合で早め（１ヶ月前）
に電話してもいつも予約が取れません。非常に困っています。

352

国道２４６からスーパー三和までの道をきれいに舗装してもらいたいです。自転車やベビーカーで通
行がしにくく困っています。特に自転車は子供を乗せて走行するので、車止めや段差、道の狭さが恐
いです。少し主旨とは離れると思いますが、よろしくお願いします。後は子育て支援センターを１６：
００まで使えるようにしてもらいたいです。

353

・児童ホームについて、高学年も通常利用できるようにしてほしい。また、児童ホームの設置場所と
して、各小学校内の空き教室、空スペースの活用をすすめてほしい。

353

・小児医療保健制度（医療機関受診時の無料）の延長・中学校での給食を強く希望します

354

・公園を増やして欲しい。
（特にかにが沢公園のトイレを半分は洋式にして欲しい。）
・運動する環境作
りを増やして欲しい。もっと地域で、総合型地域スポーツクラブの充実。体力低下や運動能力低下に
対し真剣に取り組んで欲しい。・コミセンでの３ＤＳ等のゲーム機器の持ち込みを禁止して欲しい。・
ゲーム・パソコン・スマホは２２時～６時は禁止など、具体的にルールを作ってほしい。特に通信で
きる物に対して親も危機感をもって対処すべきという事を、指導して欲しい。親が協力しないと大変
な事になりそう。

355

横浜市のように待機児童をゼロにして下さい。

356

今年、座間市へ転入してきました。当初、子育て情報を得るのに大変貴重だったのは「ざまっぷ」で
した。私は公民館で「ざまっぷ」を頂きましたが、可能であれば転入手続きの際に頂けると早い段階
でたくさんの情報を得ることが出来るので有りがたいです。

357

保育園の数が、少ない様に思います。認可保育園に入園できなくても無認可、認定保育園で、対応で
きる様、数を増やして頂きたいです。

358

他の市町村では、オムツやミルクなどの育児用品が無料配布されるところもあるので、座間市も支給
対象になるとありがたい。コミュニティセンターが近くにあるが、もっと乳幼児の習い事などがたく
さん活動されているといいと思う。

359

保育所のもっと分かりやすい案内やフリーペーパーが手軽に手に入るようにして頂けると助かりま
す。仕事をしているので、なかなか市役所や出張所などに出向く事が困難な為。

360

小学校の夏休みの預け先がないので仕事を始められません。

361

第２子育てセンターを利用したいが少しせまいので利用する際（病気等の感染）ためらいがある。も
っとのびのびと遊べたらもっと良いと思う。コミュニティバスにシートベルトがあると安全上嬉しい
（子どもが動いてしまうので）

362

・子どもが安全に遊べる公園・広場などが、徒歩圏内にほとんどないので、市内全体にかたよりなく
平等に作ってほしいです。

363

・市立幼稚園がないのはなぜですか？

・医療費の助成が座間市は小学４年生までとうかがっていますが、小学６年生、もしくは中学３年生
まで伸ばしてほしい。すぐとなりの海老名市はそれくらいまで助成をうけれると聞き、とてもうらや
ましく思いました。 ・新田宿、四ッ谷コミュニティセンター近くの公園にベンチが欲しいです。あ
と、もう少し小さい子供もあそべるよう、遊具を増やしてほしいです。

364

バーベキュー場やキャンプ場などの施設があるといいなと思います。交通事故防止に伴う交通整備（見
49

通し悪い所へのミラー設置ｅｔｃ）を行って頂きたいです。
365

座間は幼稚園入園中に出る補助金も少ないし、子ども達を遊ばせる大きな公園も少ない。病院に通う
時の無料の期間も短く決して子育てに良い環境とは言えないと思う。これでは生活面の事を考えてし
まい子どもを産もうという気にはなれないと思います。子どもが小さい時は思っているよりお金がか
かるという事をもっとわかって頂きたいと思います。

366

私には上の子供が 2 人います。高校生と中学生です。上の２人の時は東内の保育園へ行っていました
が保育士の数も多く、良く見ていていただいていましたし、対処・対応も早かったですが、こちらの
園の保育士の少なさにびっくりしました。園では子供（下の子）が熱が出たりすると連絡がきますが、
私が会社からむかえに行くより中学生の姉が近いので、姉に保育園のおむかえに来てもらえないかと
言われます。テスト前なども同じです。どうしてそんな事が出来るかが理解できません。また、先生
がお話を聞いてくれないと、子供がいいます。先生がすくないために一人のお話を聞いていられず子
供がどもるようになりました。これからどうしようかと考えています。

367

保育園にも色々あるのだとは思いますが、預けている家庭にも色々あるので、一辺倒な答えではなく、
子どもや家庭にもう少し寄り添ってほしい。祖父母がすぐ近くで何でもやってくれる家庭なら良いの
でしょうが、お迎えの時間一つを取っても残業時間をもう少し考慮してほしい。保育だけではなく、
幼稚園のようなイベントや教育を保育園にも取り入れてほしい。小学校に入学した時に気後れしない
程度の教育を取り入れてほしいです。

368

アンケートとは無関係ですが、毎回返信用封筒と書類の大きさがあわないのはなんでですか？座間市
になにも期待していないので、とりあえず住民に期待されるような自治体になってください。子供の
ことだけに限らず全体的に住みにくい街です。

369

今仕事をしているけど、子供がいるとすごく不利で中々やとっていただけませんでした。子供がいて
も働きやすい仕事や、近場で午前中、または１４時までの仕事があればいいのに…と思うが、ほぼあ
りません。子供がいても働きやすい環境作りを希望します。

370

利用料が発生し高額負担（月額）になってしまう為、学童を利用するかどうか迷っています。しかし
夏休み等の長期休みの間、仕事を休むことはできない為、夏休みの間だけでも預けられる場所を探し
ています。

371

・子ども医療費助成を中学校修了前までにして下さい。小３まで無料ですが、これからたくさんケガ
をするのに、手つづきをしないと小４からは無料にならないのはとても困る。
やして下さい。

・質の良い先生を増

372

５月に、引っ越して座間に来ましたが、母親が働ける環境がもっとあればと思います。

373

子育て支援センターは、徒歩圏内になく、一度も利用したことがない。また、育児サークルに入って
いるが、座間市ではなく、相模原のものであり、相模原市民でないため自分の分は補助金が下りず、
他メンバーに迷惑をかけているような気がする。市境いに住んでいるので、近隣の市町村とも「子育
て」という視点から協力できないかな？と考えている。座間キャンプ跡地の利用も、子育て関連に少
し使ってもらえるとありがたい。

374

・健診の時に、見落とされた事が２つあった。考えすぎ、気にしすぎ、と言われスルーされた。流れ
作業でするくらいなら意味がない。 ・医療センター職員は苦しんでいる子供の前でも大声で世間話
しをしたり事務的にしか働いていない。
た。主旨と違い申し訳ありません。

375

あえて意見する機会を作らなかった為、この場を借りまし

アンケートで子供の誕生月や兄弟人数記入後の末っ子の誕生月は記入する必要があったのでしょう
か？ 地域を記入している為、アンケートなのにある程度個人を特定しる事が出来てしまう。不必要
な情報かと思われます。 座間市では子育てをする親のリフレッシュでの保育利用に理解がないよう
に思われます（特に公立）
。子育て支援課の対応もお役所仕事で毎日用事があって窓口に行くたびにか
なりがっかりします。何を子育て支援してくれているのか…
ることを望みます。

376

まずは子育て支援課の対応が親身にな

・芹沢公園にあった「おうちの滑り台」がなくなってしまったので代わりに乳幼児でも遊べる遊具が
欲しいです。 ・四ッ谷・新宿に住んでいるママ友が「ウチの方面にはコミバスが通っていないから
旦那が車使ってる時は市役所行けないよねー」と言っていたので、もし他にも利用したいと思う人が
50

いたら、コミバスが通るルートを新設してあげて下さい。あと、他のママ友が「東地区文化センター
行くコミバスもあるといいね」と言っていました。 ・座間にはお年寄りも沢山居ると思うので（子
供と散歩している時、よく話掛けてくれた）お年寄りと子供が交流できる機会（場所？）があるとイ
イなぁと思いました。
377

やはり、病児保育の問題です。事前手続きが必要なことは、仕事している側からすると大変！

内容

もよく分からない。定員も少なすぎる。父親も病気の子は見ていられないので、支援がほしいとよく
思う。自宅で保育している人もそうだが、病院がすごく待つのも何とかしてほしい。幼い子を２人も
つれて受診すると、３人目なんて産めないと思ってしまう。小児科のあり方も少し考えてほしい。現
在通園している保育園はとても良く見てくださいます。この点については、他市に住んでいる方にも
自慢しています。ありがとうございます。
378

子供は１人ですが、この先２人目を出産した場合、保育園に入れて働きたいとも思っていますが、フ
ルタイムの方も入所できないと聞きました。学童も入れなかったから仕事を辞めた方もいるそうです。
小学校の校庭にプレハブなどを建て学童保育をそこでできれば安心安全でいいと思います。女性が働
きながら子育てしやすい環境にしてほしい。幼稚園の補助金も相模原市のようにプラスで出してほし
いです。子育てしにくい環境だと違う町に引っ越してしまう方が増えると思います。実際に引っ越す
方もいらっしゃいました。

379

・子育て支援課の対応が悪い。以前何度も足を運び、ひどい事を言われた事があります。（中年女性）
（主任さんだったと思います） ・電話の対応がぶあいそう →民生委員の方に相談しました。

380

・子供の保健料免除は無条件で小学生になるまでにして欲しい。病気になった時にすぐ連れていくか
ためらう要因にもなる。 ・行政は市民からの問い合わせに答える状況なので１回くらいは訪問など
を行い、心配ごとがないかするとよいのではないでしょうか？ それにより虐待なども早期発見でき
るのでは？

381

座間市は子育て支援に関して他の市町村にくらべとても劣っていると感じます。予防接種の無料化も
ひじょうに遅く、その他支援も薄く子育てするには非常に残念に思う事が多いです。

例）電動自転

車を含む二人乗り以上の自転車の補助金 就園奨励費補助の金額（他市町村との差） 他にも他の区
市町村にすんでいる友人と話すたびに座間市は劣っていると感じる事がとても多く残念に思います。
382

相談できる窓口を広げて相談員も増やしてほしい（相談員の方と合う・合わないもある）
。

色々な相

談しやすい様に子育てしやすい座間市にして下さい。又、ファミリーサポートへ行った時、そんなに
簡単な事じゃないと言われた。手続き・説明・面談など開始できるには時間かかると。小さな子供を
病中の体で何度も連れて手続きなんてできない。家に来てもらったり、インターネットで申込みでき
たりと、もう少し使用できるものにしてほしい。
383

市内の公園の遊具を充実させてもらいたいです。子供の医療費の免除の年齢を上げて欲しいです。外
灯を増やして欲しいです。
（暗い道が多いので。
）

384

家計が苦しいため、求職中ですが、認可保育園に入るのは、点数が低いため難しいので、待機児童を
減らす努力をしてほしい。

☆また、保育園・小学校の給食食材の放射能測定を行ってほしい。もっ

と公園や子どもの遊べる施設の充実を望みます。図書館も。室内プールも作ってほしい。
385

座間市の端に住んでいる為、市境で住んでいる市町村のサービスを受けにくい。幼稚園は相模原市を
利用しているが、相模が丘周辺には幼保一体の事業がないために母親の就労は厳しい。幼稚園の預か
り保育も長期休暇中はないために、働くことは不可能に近い。又兄弟児の入院・通院の時に非常に困
る。どのようなサービスがあるかも市役所に相談にいくのも大変なので、なかなか利用しにくい。小
田急相模原駅周辺には座間市民が利用できるものが少ない気がする。

386

座間市には公立の幼稚園がない為、私立の幼稚園に入れると１人３万円弱の費用がかかります。２人
いると６万弱の補助金があるとはいえ、出費は大きいです。母子で一緒にいる時間が最も必要とされ
るこの時期にこの負担は大きく、少し矛盾を感じます。この出費を補う為にパートを…と考えても、
夏休み等の長期の休みを考えると継続的な仕事は難しく、夫が休みの日に日雇いの仕事をする方が現
実的です。ママ友などの話を聞いても、この時期に大体５万円前後の収入が得られる仕事を探す母親
が多く、けれど実際に出来ているのは、近所に子供を預ける実家があったり、ご主人の仕事がシフト
制で時間の調整がきく等というお宅ばかりで、少ないです。子供を育てるには愛情とお金が必要です。
51

けれど、育児と仕事の両立は母親にとっても子供にとってもつらいものです。この環境では子供を産
もう子供を増やそうと思えないのは当然です。幼稚園や保育所など、子供が集まる場所で免疫力の低
い子供が病気をするのは、どれだけ気を付けていても防ぎようがありません。でもその度に勤務先に
休みの連絡を入れるのは母親側としてもつらいです。在宅でできる仕事があれば、病気の時でも一緒
にいてあげながら仕事が出切るのに…と何度思ったか分かりません。座間市では低賃金で高齢者に仕
事を与える等の政策を設けていて、とても良いことだと思います。母親にも、子供と一緒にいながら
出来る継続的な仕事や、在宅の仕事など、紹介・提供していただければ助かる家庭は多いはずです。
（枠
からはみ出し汚くなってしまいすみません。
）
387

公園に遊具が少ないのでもっと増やして欲しい。公園の砂場の上に屋根をつけて欲しい。人工の川を
作って欲しい（川遊びが出来るよう衛生的なもの）
。サニープレイスの中にあるプレイルームを他の施
設にも増やしてほしい。親子で気軽に食事が出来る親子ランチ・カフェを作って欲しい（交流の場）。
子育てフェスティバルのようなイベントを増やしてほしい。親としての子への教育・生活指導などの
わかりやすい講習会など、子育て世代の意識を高めるような講習など、親子で聴くコンサートイベン
トなど、座間市に住んで良かったと思えるようなサポートを作っていっていただきたいです。

388

・小学校の方籠に預かってもらえる所が欲しい。
（児童ホームではなく、朝申し込めばみてもらえるよ
うな場）

389

座間市内の幼稚園・保育所などの利用料や詳細な説明資料などがあるととても便利です。

390

児童ホームがあることはとても助かるのですが、学校の振替休日の日など９時～だと結局は仕事を休
まなければならないので、長期休暇と同じようにもう少し早く時間から預けられるといいと思います。

391

まずは子どもの○乳 受診料無料を中学卒業までくらいにしてほしい。保育園の入園待機児童を減らせ
るよう入園人数わくを増やして欲しい。中学の給食化を希望。どれも母親が働きやすくするための希
望です。

392

保育士の資格を持っている母親は、保育園・幼稚園で働くことを条件に、子どもを保育園に入れられ
るよう優先してほしい。実際、保育士の資格を持っているが、子どもを保育園に入れられず働けない。
そういう人結構多いと思います。保育士不足と言っているし、そのへんもどうにかしてほしい。

393

少子化という事もあり、お年寄りへの支援や補助金などが今まで以上に必要だとは思いますが、子育
て支援も並んで充実させてい頂きたいです。子育てに関する施設や情報、精神的な支えはもちろんで
すが、正直なところ、幼稚園や保育園児への補助金の拡大、妊婦への補助金の拡大、を特に望みます。
子供の人数が１人でも多い程、様々な場面で必要な費用が家計を圧迫します。手厚く支援頂く事で、
子供を産みやすい、育てやすい状況が生まれ、少子化対策にもなるのではないでしょうか。

394

小さい子供の保育料をもう少し安くしてほしい。自分の給料の半分がとんでいくので。きょうだい入
所の場合は、上の子が半額ではなく、下の子（高い方）が半額とかにしてほしい。

395

車の免許がないので出かけるのが困難。土曜日の幼稚園の行事で預かって欲しいとお願いしたら７歳
まで預けられるとこはないと言われ、風の子と契約したが身内が他人を家に上げるのは嫌だとのこと
で外で見てもらえないかと聞いたら、それはむずかしいと断られ、兄妹の年齢が近いので子供の幼稚
園の行事に出ることがむずかしいので困ってます。ケースワーカーにも相談しましたが風の子が麦っ
子畑しかないと言われ、麦っ子畑に行くのも大変でケースワーカーは行き方も調べてくれないことに
ガッカリしました。相談するまで我が子の存在も知らず、知っても会いに来てその後の状況も聞いて
くることはなし、そんなもんですかね。

396

来年入園なので、幼稚園に入れるのですが、入園しようと思っていた幼稚園が定員オーバーという事
で、少し遠い人達から断られてしまい、再度探し直すのに苦労しました。バス通園となると距離的に
無理だったりと… 駅周辺の相模が丘の方は保育園の方が多いようなので、幼稚園がもうひとつあっ
たら…とも思いました。引っ越してきたばかりなので、まだわからない事だらけですが、思ったので
…

397

私が、子育て支援拠点事業の利用をしているのは、主に相模原市です。座間市は、行きたい時に行け
ない、曜日が決まっていて月に数回しかやっていない。利用してみましたがなとなく行きづらい雰囲
気です。もっと家の近くにあり、数多くあればいいのに… 座間市の子どもの為に子育てしやすい環
境に市や人が積極的に動いてくれればいいのにと思います。
52

398

子どもが乳児の時引っ越してきましたが、乳児が少ない、見かけない！と思いました。公園、児童館
も子どもがいなくてびっくり！ 公民館を月２回利用していますが、検診少ない、保育所などの開放
など情報がわかりにくく不便です。前に住んでいた所は４ｈ保育所利用（一時保育として）できるク
ーポンが何枚かついていたり、検診で絵本をもらえたりと充実していましたので、がっかりです。医
療費も中学まで無料じゃないなんて！！ まわりが老人ばかりで子育て世代が住んでいるか引越し当
初不安になりました。子どもが遊べる場所をつくるべきです！ トイレも授乳室も！
大き子用ばかりです。ハイハイの時も公園へ行きたいのに遊ばせれないです。

399

公園の遊具も

待機児童ゼロを目指し、保育園の数、質の向上を強く希望します。また、子供（未就学児）が参加で
きるイベント等が度々行われていますが音楽コンサート関係をもっと増やしてほしいです。又、他の
ママ友達は開催情報を知らない方が多いのでもっと皆が広く知れる様、広報を工夫してほしいです。

400

とにかくお金がかかります。経済的だけでなく親の精神的に不安も大きいと思います。学校の授業の
質がすごく悪いと思います。学校に行っている時間がもったいないと思います。地域で学校が決まる
のではなく、親子で行く学校が選べると学校側も、もっと考えてくれるのかなと思います。登下校路
の安全もまったく確保されていません！！（新田宿）

401

認定保育園の入所ができなかったこともあって離職しました。３人育てていますが、疲れても、お金
がかかるため、自分でみています。子育て支援センターは子供達が２歳までは毎日のようにいきまし
たが、上の子が家にいるときは使えず、長期休暇は辛かったです。保育園の充実、子育て支援センタ
ーの充実を希望します。厚木市レベルをお願いします。あと、企業・夫の意識改革を希望します。子
育て中夫の子供のために休める環境作り、残業なしを希望します。

402

コミュニティーセンターにも保育室はありますが、ルールの徹底はできておらず、本来あそんではい
けない年齢の子も走り回っていることが多いです。子どもがまだ１歳なのでそのような子達は危険に
思う事が多く、緑ヶ丘に住んでいますが、さがみ野の支援センター等の方が先生がいるので安心して
利用できます。しかし正直交通費がバカにならないので多くは行けません。コミセンにも先生を常に
いてもらうなど、できたら嬉しいです。
（以前住んでいたところはコミセンにあたるところにも先生が
いて気軽に相談等できたので、こどく感？そがい感が多いです）

403

・日・祝日も保育所をやってほしい。
（サービス業だと、土・日・祝にはなるべく出勤したい）

・病

児保育をしてほしい。
404

①座間市にはキンモクセイが沢山ありますが香りが強すぎてとても苦しいです。毎年１０月がくると
外を歩いたり、窓を開けると香りが入ってくるので「助けて！」と思います。この傾向は、東北や北
海道の人達に多いようで、ネット上でも好き嫌いがはっきりわかれています。健康な人はいいと思う
のですが、つわりの方、体が弱っている人にとってはとても苦しいと思うので、座間市の花ではあり
ますがどうか配慮願いたいのです。お願いします。 ②かにが沢公園にてガムを３回、砂場で犬のフ
ンを２回みつけました。どうも管理があまいと思います。安心してあそべません。かも多すぎます。
麻溝は夕方になると砂場にネットをきちんとかけてました。座間は？

405

大企業の契約社員として働いていますが、契約には育児休暇が取れると書いてあるにもかかわらず、
実際には、妊娠するとクビになり、育児休暇はとれません。主人の収入だけでは生活できません。で
は、保育園に子供を預けてとなっても、空きがない。低所得者は政府から守られていますが、低所得
者の少し上くらいの人には助けはありません。税金も取られ、何のサポートも受けられない。一番苦
しい層だと思います。座間市は他の市に比べ、住民税が高いといわれているのに、なぜ支援が他の市
より悪いのですか？

406

全然わかりません！！

子供達が幅広い年代の方々とふれ合い、地域にとけこめるようにして欲しいです。子供に理解のない
大人、年配の方々に理解のない小人が増えていて、地域の一体感を全く感じないためです。

407

相模が丘在住ですが、相模原市の保育園の方が近く、利便性が高いのですが、在住・在勤が優先され、
なかなか保活が上手くいきません。その辺りを柔軟に考えて頂ければ助かります。また、小田急相模
原付近で、保育園を増やして頂ければ非常に助かりますし、認可でなくても嬉しいです。財源が少な
いとは思いますが、たくさんのママさん達に喜んでもらえる様な計画を期待しております。

408

・市内には自然豊かな公園、広場はあるが、未就学児が遊べる遊具のある公園はなく、いつも市外の
公園に車ででかける。もう少し、小さな子供が安全に遊べる公園や遊具を設置して欲しい。例えば、
53

海老名 三川公園／相模原 麻溝公園／厚木 ぼうさいの丘 ・座間市は他市と比べると、子育ての
為のレンタル用品（チャイルドシート）やおむつ支給など、優遇される事がないのが残念。
409

座間市内の近所の公園の環境（草が多く根っこが出て危なく、小さな子が走り回れない。砂場にガー
ドがなく、犬猫が自由に入れて不衛生。フェンスやフェンス回りにも草などが多く安全でない。遊具
の管理があまりなっていない、さびつきなど。）が悪く遊ばせられないのが不満。コミセンの利用もい
ちいち記入などしなくてはいけないので面倒。

410

・私はタイミング的に恵まれ、パートでも認可保育園に入る事が出来、働く事が出来ています。しか
し、自分と同じ様な状況の人はなかなか認可保育園に入れず困っている人が多数います。3 歳未満であ
っても、集団生活や違う年齢の子供とふれ合う事は、子どもにとってもとても大切だと思っていま
す。 ・急な病気（インフルエンザやノロウィルス等で他人にうつしてしまうもの）で親がかかって
しまった場合、子供の保育にとても困難しました。高熱でも子供は元気…小さいと状況も判ってもら
えません…。この様な時に子供を気軽に預かってもらえる施設があればとても助かります。予約がい
っぱいで当日では、預かってもらえない所がほとんどです。

411

・保育園の縦割り保育は、先生の怠慢だと思う。部分縦割りで十分。日常生活は年令毎に分けるべき
だと思う。 ・ずっと担任が変わらないのはかなり問題だと思う。かたよった考えの先生に見てもら
っている為、保育園を選択しなくてはいけなかった我が家にとっては最近の時間を長く過ごした。他
のクラスへの変更等は言えるわけもなく、親子共に辛い時間だった。担任は年度毎に変わるべき。子
供の可能性も広がらない。

412

とにかく、待機児童がなくなるようにしてもらいたい。病児保育の施設が市内にもっと増えるように
してほしい。

413

もっと市立の幼稚園や保育園を増やしてほしい。学童保育を充実させてほしい。

414

児童ホームに入れるのは、就業時間の多い方の子供だけで、パート勤務の短い時間だけ働いている母
の子は入れません。１年生の長期休みなどでも、家で留守番になってしまい、みなさん心配されてい
ます。学校などを開放するなど、留守番になってしまう子供の居場所をつくってほしいです。

415

無認可、認定保育のサポート

416

認可保育所に入れて下さい。保育所の情報が少なすぎます。もっとわかりやすくしてほしいです。

417

いつも地域の子育てサロンに参加させていただいています。とても楽しく参加しているのですが、月
２回程度では少ないかなと感じています。私の友人は名古屋に住んでいるのですが、そこは０～２歳、
２歳～のクラスにわかれて、１日交代で子育てサロンがあるそうです。あと先日子育て支援センター
を利用させていただきました。その際、コミュニティバスで行ったのですが、その時刻表を考えてい
ただきたいと思いました。センターは１０時からなのに、９時・１１時のバスなど使いにくいです。

418

前に上の子を子育て支援センターに行った時に寒くてカゼをひいてしまいました。狭い中で空気清浄
機や加湿器も見当たらなかったので感染症等が気になります。

419

育休中長男を保育園に預けているが９：００～１６：００までしか預かってもらえない。下の子の健
診等でどうしてもという時には快く預かってほしい。

420

子育てに関する案内などを郵便で知らせてほしい。問１９のように名前だけあげても何をしているの
かわからないので、対象年齢に合わせたご案内が知りたい。母子家庭へのはいりょもほしい。市役所
まで行くにも遠いので、気軽には行けないため。

421

保育園の充実を図ってほしいです。延長保育の時間をもっと長くしてほしいです。

422

保育園と学童保育の教育を充実させてもらいたい。幼稚園にある様に保育園でも習い事、教育を開催
して欲しい（民間に委託して）
。保育園も学童も少し高くなってもいいので、子供に目がいき届くよう
に先生を配置して欲しい。広い部屋を用意してあげたい。学童で宿題のフォローなどをして頂けると
助かると思う。安心して、子供を預け、働く事ができる様、検討願います。

423

やっぱり待機児童の問題をなくしてほしいです。でも保育の質もすごく大事だと考えます。ただ預か
ってもらえればいい訳ではなく子どもたちが色々な経験ができるような保育を望みます。座間市は子
育ての支援が充実していないため、現在他の市への転居を考えています。

424

歩けない子どもは幼稚園や保育園に入園を希望しても入れない現状があり、仕事をしたい親にとって
は受け入れ先がない事で生活がくるしくなっている人もいます。親の状況にあわせて受け入れられる
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ように、市で人員の配置ができると少しは状況は良くなるのではないかと思います。限られた資源の
中で対応はむずかしいとは思いますが…。同様に、小・中学校の支援級でも支援員が少なくて授業が
成り立たないという話も聞きます。小数の人でも必要な所にはある程度人員が確保されると良いと思
います。
425

良い公園があまりない（近所の公園はホームレスがいたりする）ので、公園の整備をして欲しい。

426

家庭環境は整っているし、２人目、３人目を欲しいという思いもあるという親が周囲にはたくさんい
ますが、皆さん口々に言うのは金銭面の問題です。金銭に不安が残らないくらいの援助があれば、も
っと積極的に子どもを持つことを考えるので手当てなどの充実をのぞみます。また一時預かりをして
くれる施設がまだまだ少ない、近くにないので、そちらの充実もお願いします。

427

小学校低学年時、小学校校内で児童をみてくれるような仕組みがあれば、空き教室を有効に利用でき
たり、児童ホームの場所の確保ができたり、便利だと思います。中学校の給食があるといいと思いま
す。

428

・幼稚園へ通う子供への市の補助金が少なすぎる。
ほしい。

429

・子供の医療費無償を小学生６年生までにして

・中学校の給食を実現してほしい。

施設に対し、子供が多く、預けたくても預ける事が出来ないのが現状。施設には何ヶ所か見学に行っ
たが、教育のやり方は問題なく、昔に比べ変化し、とても良くなったと思います。市一体となって教
育の出来る施設が増えたらと思います。

430

座間市は“しつけ”という観点からも、あまり良いとは言えないと思います。乱暴な子、言葉遣いが
悪い子、他人に迷惑をかけても平気な子…など。このような中で市内の事業施設にあずける勇気があ
りません。もっと教育（人間的な意味のもの、勉強的なもの、両方）面に力を入れてほしいと思いま
す。

431

国や市が定める認定にはもちろん理由あってのことでしょう。しかし、これだけ保育所が足りず、働
くために必要としている市民に対して「空きが無いので…」と言うだけというのはいかがなものでし
ょうか？ しかたなく保育料の高い未認可にあずけている家庭と、市から「空き無し」と言われ行き
場の無い人々を受け入れている未認可の保育所への冷遇があまりにも目にあまるように感じます。も
っと低価額で子供をあずけられる環境を早くととのえて下さい。

432

・学校を全ての学年に少人数制度を取り入れて欲しい。

・厚木や海老名は医療費補助が長いのに小

４までは短いと思います。 ・下の子を本当は幼稚園に３年保育で通わせたかった。でも上の子の教
育費がかかり、入園させられなかった。 ・公園が少ない。（ボール遊びがダメとか規制も多い） ・
予算もあるだろうが、子育て・子どもに優しい座間市になるといいです。
433

座間市は、公園やコミュニティ、支援センターなど充実しており、子育てしやすい環境だと思います。
これから、仕事復帰するにあたって不安なことは、保育園の預かり時間がもう少し早い時間からある
とありがたいと感じております。

434

保育園に対して保育士の数（確保）も重要ではあるが、面積を広くし定員を増やして希望の保育園に
入れるようにしてほしい。保育士の減少により、定員をへらすことはやめてほしい。育児休業の人た
ちは本気で困ってます。また学童に対して、預かる時間を保育園と同じようにせめて１９：００まで
してほしい。預かる学年も３年生までだが、もう少し（せめて４年生）まで上げてほしい。

435

認可、不認可にかかわらず、保育施設等の利用料金が、もう少し下がると良いと思う。現在は利用す
る必要がないが、いざ利用しようと思っても経済的に無理だと思う。

436

医療費免除を中学までにして下さい。海老名市は中３まで、差がありすぎます。座間市は、特になに
もないので、子育てをもっと充実させてアピールした方がいい。子供が安全で安心して親も安心して
育てられる環境を、もっと本気になって作って下さい。とても、危険で、住みづらく、サポートも少
ない町だと思います。どうか、よろしくお願いします。よい町にして下さい。

437

中学校の給食をぜひとも実現して欲しいです。

438

医療費に関しては、座間市も中学生まで無料になるとだいぶ助かります。幼稚園児・小学生が室内で
遊べる場所がほしいです（無料の施設）。いま、東原コミセンが利用できず、皆とても困っています。
雨の日に室内で遊べる場所が増えるとよいです。

439

①現在仕事はしていないが、以前働いていた経験を生かして早く働きたいと思っています。しかし実
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際、就職活動をしてみたところ、
『フルタイムで働いている人優先で保育園に入れる。現在仕事してい
ないと保育園に入りづらい。←→保育園に入れないと就職はむずかしい。面接で保育園に入れるのか
と質問される。
』という状況がさらに就職を困難にさせていると感じました。 ②以前、入園しやすい
認定保育園（麦っ子畑保育園）に通っていたのですが、保育料が高く、とても負担を感じていました。
市からのより多くの援助があれば、利用者の負担も少なくなると思います。 ③子供がいる母親への
就職支援もお願いしたいです。
440

子供が安全に遊べる環境がない。広場が少ない。公園では、ボール遊びが出来ない。自転車の利用も
事故がこわくて心配。道路（自転車専用）整備もすすんでいない。

441

相武台コミセンで“あぶないから”と子育てサークルに調理室を貸してもらえなかった。人口的に年
輩者の利用人数が多いのはしかたがないが、子育て世代にあまり優しくない。コミセンにある児童ホ
ームの午前中（平日）などで就園前の子どもを一時預かりしてもらえるとすごく助かる。もう少し“地
域で子どもを育てていく“事を行政が進めてほしい。相武台地区に公園がなさすぎる。

442

乳児期から気軽に預かり保育が利用できる様な施設が欲しい。その様なサービスが存在するのなら、
情報が欲しい。保育園に専業主婦も入れやすくなってほしい。子供を預かってくれない事には仕事を
探すことも面接に行くことも難しい。

443

保育所に入れたかったが一杯で入れず、幼稚園に入れました。一時預かりをしている施設が少なく、
利用料も高い。一度利用したが、面談をしてからでないとダメで、急な用事のときにはムリだと思っ
た。結局身内に頼るよりないと思っている。

444

母親教室等は参加者が“第一子に限る”という制限があったと記憶しています。子育てに関する教室
は、制限がないと嬉しいです。
（その子供の同級生の友達ができるから。）

445

・現在、相模原市の幼稚園に通っているので、就園の補助金が少ない。市外も同一の金額にして欲し
い。 ・医療費補助の期間をのばして欲しい。

446

・谷戸山公園など、近所に遊具を増やして欲しい。

来年は卒園で結局、短時間就労活動がなかなか見つからず、土日を預けられる（サービス業の為）気
軽な身内や、施設もなく、ファミリーサポート事業も１時間９００円と高額で、仕事をあきらめてお
りました。土日休みが、幼稚園のお預かりと同じ料金でできれば自宅近くに、そういった施設があれ
ばと痛感しており、辛かったです。今後、身内が遠くて困る場合、土日も尋ねられる支援施設があれ
ばと思うばかりです。

447

３人の子供のうちまん中の子が幼稚園（私立、相模原市にある）に通っているが、保育料やいろいろ
な費用が多く、大変です。相模原市の友人に聞くと、保育料の補助が相模原市の方が充実している様
で（３人目の保育料補助が額が大きいなど）
、座間市も増えてほしいと思う。あと、小学生の子供もい
るが、近くに公園や遊ぶスペースが少なく、道路に歩道もなく狭い道を車がスピードを出して子供の
近くを走っているので、交通事故にあわないかとっても心配です！！ せめて通学路くらい整備して
ほしいと思います。はっきり言って小さな子供を育てる環境としては危険です。治安も悪いし…

448

子どもを安心して預けられる環境をもう少し整えてほしい。小学校が自宅からは遠く、市外の柏ヶ谷
小の方が近いので、どちらかを選択できるようにしてほしい。

449

現在保育園に通っていますが、周りでは、保育園・児童ホーム等に待機児童であふれています。もう
一人子供がほしいけども、保育園に入れるか分からない→仕事が出来ないと収入面で生活が成り立た
なくなる。との理由で、これ以上子供は作れません。私を含め、同じような方がたくさんいらっしゃ
います。座間市役所などのムダに豪華な箱物を見ると、使う所はもっと他にある、と腹立たしく思い
ます。

450

・直接関係ないかもとは思ったのですが、エビナの様に医療費無料の期間を延長してほしいです。 ・
中学生も給食にしてほしい。

451

私達親子は年に数回、座間とオーストラリア（シドニー）を往来している生活ですので、このアンケ
ートには十分答えられません。大変申し訳ありませんが、ご了承願います。

452

座間市で療育施設が少ない気がします。もうちょっと施設を増やして、また駅から近く交通利便性の
よい場所の所にあったほうが通いやすいのですが無い。発達障害児も療育だけでなく、学童ホームな
どで健常児と一緒に過ごせる場所があったらいいなあと思います。

453

・ひばりが丘地区は歩道も狭いし、公園も２才・３才が遊べるような遊具もなく安心して行けるよう
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にしてほしいです。芹沢公園も自然を大事にするのは良いことだとは思いますが、子供達が遊ぶとこ
ろだけでも、整備して遊具を増やしてほしいです。 ・医療も、まわりの市は小学校または中学校卒
業まで無料なのに、４年生までなのも…いろいろと考えると違う市に引っ越そうかとも考えてしまい
ます。
454

今現在の自分の環境は、特にサポートを受けなくても大丈夫ですが、今後、サポートが必要な状況に
なるかもしれません。その際には、安心して利用出来る施設があると助かると思います。

455

子どもたちが安心して遊べる公園があると良いなと思う。特に乳児、幼児が遊べる遊具などが増える
と外に出る機会が増えるのではないかと思います。

456

横浜市の様に気軽に利用出来る放課後児童クラブ（学童保育）が有ると良いと思います。

457

・小学生未満が安心してあそべる公園をふやしてほしい。 ・子供のワクチンの定期化をしてほしい。
（有料のワクチンが高すぎる）

458

保育のの充実も大切ですが、母親がフルタイムで働くには土・日等、時間外のサポートや病児保育が
必要です。座間市では病児・病後児保育への支援が少ない様に思います。又、働いていない母親達へ
年に何度か無料保育を受けられる等のサービスも周囲の市にさきがけて行って頂けると嬉しいです。
子育てのしやすい市となる様願っています。

459

子どもと安心して遊べる公園が少ない！ 木が茂ってうす暗く、一本奥の道に入った人気の少ない狭
い場所にあり、不審者が出没したり、そういう行きにくい公園ばかりで、市内の公園はあまり行かせ
られない。働いている親への支援ではなく、子どもの支援をすべき。子育てしやすい環境とあわせて、
子どもが育ちやすい、生活しやすい環境を考えてほしい。

460

教育・保育環境の充実も大切だと思うが「３歳までの子どもに一番大切なのは親である」という事を
もっと大切に考えて欲しい。

461

小学校の下校時に、パトロールなどをもっと強化してほしいと思います。
（役員だけでは無く）１～２
年の低学年の子がポツンと１人で細い道を帰ってくる姿は、とても不安になるので、座間市ですが、
あちこちに防犯カメラの設置をお願いしたいです。できれば、登校路もガードレールなどをつけたら、
少しは安心なのですが…。下校時にあきらかに挙動不審な人が何人も歩いているので、とても不安で
す。防犯カメラが市内に設置されれば犯罪の多くを防げると思います。

462

座間市も収入制限なしで子供の医療保障をしてほしい。病児後保育だけでなく、病児対応の預かり保
育も行ってほしい。

463

※返信用の封筒が小さすぎます。

これから１年生になる子供がいますが、仕事をしていて、仕事終了時刻が１時、２時までなので、４
月の１ヶ月、早い迎えには間にあいません。学童は、働力時間が足りないので申し込めません。学校
や学童で少しでも預かってもらえれば助かるのですが。改善されないでしょうか？

464

母親がフルタイムで働いていると、他の子のように習い事の送り迎えが困難なため、土曜日にしかさ
せてあげられません。
（しかも、土曜日にその習い事があるとは限らない）子どもが習いたい、または
親が習わせてあげたいと思っていても実際は通わせてあげられず、子どもには申し訳ないと思ってし
まいます。もし、放課後の時間に、子ども専用のコミュニティーバスや送迎サービスがあると（小学
校などから出発）
、助かります。もちろん有料でも使用したいです！

下に小さいお子さんがいるご家

庭も助かるのではないか…と思います。
465

道路がせまい所ばかりで、お散歩するのも怖いです。もっと歩きやすくしてほしいです。遊具のある
公園もあったらいいです。

466

座間市は遊具が充実した公園が少ないように思います。小さくて、手入れされているのかわからない
公園はあるのですが…。

467

新制度に向けてお疲れ様です。このアンケート等市民の声がより反映され、よりよい暮らしが出来る
様お願い申し上げます。座間市のママ友をみていますと、三世帯家族も勿論いますが、やはり核家族
が多いかと思います。小田急の社宅もありますので、永住と定まっていない人も多いです。親子が家
の中で煮つまってしまわない様に、子育て支援センターはありますが、市公民館やコミセンでも自由
に来たい時に来て、帰りたい時に帰れる施設が近くにあったら嬉しいです。施設はあるのに団体じゃ
ないと自由に使えないのがはがゆいです。また、仕事復帰に向けては市のかきねをとりはらっていた
だけるとありがたいです。
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468

年に数回でいいので専業主婦でも気軽に子供を預かってもらえる場所があるとありがたいです。

469

身近な公園が荒れていて利用しづらいので手入れを見直して欲しいです。他の市の公園は綺麗で利用
したくなる感じですし、利用している方も多く見られます。

470

子供の幼稚園や小学校が休みの時に、無料で利用できる児童ホーム的な施設があると助かります。夏
休みなどに働けないという理由で、パート就働をあきらめる母親が多いからです。

474

アシスト自転車の購入資金の補助

475

広野台近辺に子供が遊べる広場、公園が１つもありません！！

公園の整備（遊具を充実させてほしい）
子供センターも、相模ヶ丘や相武台

にはありますが、間の広野台にはありません！！ 近所に赤ちゃんもうまれましたが、あそばせる場
所が近くにないと困っています。老人施設はたくさんできるのに、子供の場所は増えません。これか
らの子供達の為、広場、公園をつくってほしいです。強く強く願います！！
476

保育所で大変お世話になっていて助かっています。朝は忙しい時は６時台から、夜は遅くなる時は７
時台まで見てもらえるので仕事もはかどります。児童ホームも、延長料金が発生しても構わないので、
夜は７時まではみてもらえると助かります。また、朝も早い時間に登校しても良いのであれば助かる
な、とは思っています。さらに、病気になったときの病児保育が座間市にもあると良いのに、とは思
います（現在は仕事をやりくりしておりますが…。）。子どもが小学生になると親の休暇制度もなくな
るし、仕事時間全てをフォローする保育施設（のようなもの）もなくなるし…で、なかなかきびしい
な、仕事についてセーブする等が必要になってくるのかもしれない、とは感じているところです。

477

相模が丘地区は公園が少ない。あっても汚く子供が外で遊べる環境にない。児童館も無く、予算をま
わすべき。

478

職場は子供が１才になる日に復帰をしなければなりませんでしたが、保育所に申し込みをしたのが８
月だった為、第１～第３希望の保育所に入所できず、８月末から翌年の３月末まで大和に住む祖母の
家で日中はお世話をしてもらい不便でした。現在は第２子の育児休暇中で９月に保育園に入所希望で
すが、今回も入れるかどうか心配です。また、保育園に入れなかった場合の事を考えると眠れなくな
る事があります。待機児童を０にしてほしいです。今通っている園は自宅から歩いて３０分以上かか
るので、出来れば近所（希望の園）にすんなり入所出来るよう検討して頂きたいです。座間市は子育
て支援が不便に感じます。

479

幼稚園の入園料や毎月のお金が高くて困っている。子ども本人は幼稚園に入りたがるし、その方が教
育にもいいと思うし、たくさんの思い出ができると思いムリしてでも入れたいと思う。でも、やはり
お金が高すぎるので生活が苦しいです。住民税をたくさん払っているのに幼稚園の補助も少なくて納
得いかない。子どもにかかるお金は収入にかかわらず同じくしてほしい。

480

生まれ月が遅いと、年度の途中で保育園へ入所することが難しい。入所できないと次の年度の４月で
ないとほぼ入所できない。会社には正式な育児休業等はなかったが、長期休暇にしてくれて、子供が
入所できるまで対応してくれた。近くに身内がいないと、やはり急な時は自分で対応するしかなく、
子育ての環境が充実しているとはいえない。事前登録などの必要があると、今日の今日という利用は
できない。学童は待機用はあるが、第１希望に入所できなかった場合、子供１人で行かせられる距離
ではない。マイクロバス等を市が準備するなど、もう少し対応を考えてほしい。又は、入所していて
も利用実態の少ない子供を退所させる、もしくは数にカウントしないなど、広い視野で見てほしい。
小学４年以降も子供が活動できる環境があるといい。

481

子育ての情報をもっと沢山ひろめて欲しい。新聞をとっていないのですが、広報ざまを配ってもらえ
るということを支援センターに行って初めて知って、配ってもらえるようにお願いしました。他にも、
子育ての情報などを得ることができる物があるのなら、配ってもらえるとありがたいです。
（役所には
あまり行かない人もいると思うので、配って欲しいです）

482

保育園・幼稚園との違いが大きく、就学時に差が出すぎだと思います。教育面を考え幼稚園に通わせ
ていますが、預かりの制度がいまひとつで働きたくても働けない状況が続いています。こども園のよ
うなものができたらいいのにと思います。また、座間市は他の地域に比べて公園が少なく、遊ばせる
ところがないのが現状です。車ではなく、徒歩や自転車で気軽に利用できる公園がほしいです。また、
医療証は所得制限なしにしてほしいです。我が家はないのですが、主人は仕事で休みも少なく、子育
てで協力をえられないことも多く苦労していて、税金もその分多く支払っているのに、自由に診察が
58

受けられないのはおかしいと思います。決して裕福ではありません！！ 病院でも医療証がないとち
ょとひかれますし、とても苦痛です。すこしのかぜでどんどん病院に行く友人を見るととてもくやし
い気持ちになります。どうか、平等にして下さい。お願いします。
483

市の保育について あずける側に問題があるからの対策かもしれませんが… ・やたら、市の相談員
を紹介する（今（その時）
、気にしていないのに… 問題があると言っているようなもの、それならき
ちんと言えばいい）
にくい。

484

・保育園側に相談にのろうという姿勢がみられない。

・料金つけば利用はし

四ッ谷からだと支援センターが遠く利用できない。そのため別の市の所を利用している。座間市の公
園は小さく遊具もぜんぜんなかったりする所が多い。小さい子向けの遊具を作って欲しい。近くにま
ともな公園がないから遊べる場所がなくて困っている。

485

小さい子ども（０～３才児）を預けられる様に、保育園の定員を増やして頂きたいと思います。共働
きでないと、生活していくのが難しい世の中の経済状況になりつつあるので、今のままでは、育休を
取るのも、仕事に復帰するにも、不安が大きすぎると思います。又、学童保育についても同様にお願
いします。

486

子育てを安心してするためには、個人的な意見ですが子育てしながら働ける支援が充実している事が
重要であると考えます。私の経験では、①病児・病後保育 ②放課後児童に関するサポート（特に高
学年）が充実していないため、不安を感じて、働く事をあきらめています。いろいろなニーズはある
と思いますし、それぞれのニーズ全てに満足させる対応は難しいと思いますが、ぜひ検討して頂けた
らと思います。

487

・０～１才の時、ファミリーサポートのようなもの（もっと身近で気軽に利用できるもの）が強く必
要でした。やむをえず、仕事をやめた今となっては、子供ももう３才になり、楽になってきたので、
逆に手伝いができます。近所などで気軽に利用できるしくみ、ネットワークを作れたらいいと考えて
います。 ・ファミリーサポートは年に一回しかサポート側登録のチャンスがなく、利用側に関して
も、敷居が高すぎると思います。せっかくあるしくみがもったいないです。

488

認可保育の待機が長すぎます。１年間入れず、高く遠い無認可に通っています。早く改善してくれな
いと２人目が考えられません。

489

私立幼稚園就園奨励費補助金、小児医療費助成、子ども手当、全てに所得制限があり、全てひっかか
り助成をもらえないと、子供が多数いる家庭はかなりの負担増になり、子供をたくさん産むことをた
めらうと思う。後、市によって医療費助成が全く違う（例えば座間市は所得制限付きで小４まで、海
老名は中３まで）のはどうにかならないかと思う。

490

上の子、下の子が保育園児です。朝～晩まで預けていますが、よくしてもらって感謝しています。来
年、上の子が小学生となりますが（座間小）
、校内に学童がなく、１８：３０までの預かりということ
で、我が家ではおむかえ先が２つになり、まず１８：３０はまにあわないので民間しか選択肢はあり
ません。フルタイムで働く身としては１８：３０はちょっと厳しいです。学校内にないというのも今
時じゃないなー、なんて少し思いました。

491

公園をもっと子どもたちが遊びやすい明るい雰囲気にして欲しい。特に芹沢公園は、木がたくさんあ
りすぎて、全体的に暗い。死角も多く犯罪が起きやすい環境だと思います。もっと、子どもたちが集
まりやすい明るい公園づくりを希望します。現状は、子どもだけ（小学生）で遊びに行かせる事が出
来ません。遊具も古くて、定期点検されているのでしょうか？ 海老名市の近隣公園は遊具も子ども
たちが好みそうなカラフルなもので公園内も小さい子どもからお年寄りの方まで幅広く利用されてい
て、過ごしやすい公園だな…と思うので、座間市も目指して欲しいです。

492

私が住んでいる近所に保育園、幼稚園、小児科などなにもありません。車でも１０分かかるような所
です。働きながら子育てをしていくのに、ちょっと厳しいです。保育園をバラけて設置してくれたり、
保育園の近くに小児科があったりと、もう少し子育てしやすい環境にしてほしいです。

493

家庭にて自分の子供の世話を行っている者が、他のご家庭の子供（出来れば自分の子供と同年代また
はそれ以下の年齢の子供、子育て経験のある年齢までに限った子供）を預かることができると思いま
す。上記のような子育てサービスが事業化されたらよいと感じます。

494

子ども手当がもう少し手厚いと色々と預かり保育等の利用もしやすいです。ふたり幼稚園に通わせる
59

と約６万円／月かかります。ここの地区には私立の幼稚園しかないので選択できない為、公立の幼稚
園を増やす、又は私立でもふたり目は保育料半分等、もう少し子どもを持つ家庭にも支援を増やして
もらいたいです。それと、子育て支援センターまでバスでしか行けないのですが、コミュニティバス
で行ける順路をもう少し増やしてください。利用したくてもできません。
495

子供を自由に遊ばせられる公園（それなりの広さ）が全然ない。毎日、外で遊ばせてあげたいが、わ
ざわざ車で公園に行っている。歩道もせまい為、散歩もなかなかできない。そういった環境をもう少
し充実して欲しいです。

496

子育て支援センター・市役所が遠くなかなか利用できない。歩きや、自転車で気軽に行ける場所にあ
れば利用したい。公園が近くにほしい。（できれば大きい公園）

497

行政は保育所の利用を働いている人のみが利用するものとしか思っていないのではないでしょうか？
病気や介護で認可保育所を利用したい人は沢山いるのに点数が低くなかなか入る事ができない。本当
に困っている人の力にはまるでなってくれず沢山働いて税金や保育料を沢山払える人を優先するのは
どうなのだろうか？何のための行政なのかわからない！アンケートを取る前に、もっと動いてほし
い！

498

子育て（教育）に関する講座などをゆっくり受けてみたいが、子どもがいるので実現できない。専業
主婦で家にこもりがちなので、外でリフレッシュもしてみたい。ボランティアさんによる預り保育の
ある講座がもっとたくさんあるとありがたいなと思います。

499

土よう保育を毎週水ようまでに自己申告しなくてはならない。毎週土ようは仕事なのだから、わざわ
ざ申告するのは、おかしい。申告し忘れると、土よう保育してもらえない。つまり、土よう保育には
前向きではないんだ、と解釈している。
（いその保育園）改善してくれると助かります。今まで、何度
お願いしてもダメでした。
「毎週土よう保育の児童の表」等を作成すればいいだけでは、と思うんです
が…（私の身元は明かさないで下さい）

500

相模が丘は大和市に隣接している事もあり、娘は予防接種や診察も全て出生後から大和市の小児科に
かかっていますが、８ヵ月健診や１歳半健診では相模原市、海老名市の小児科しか提携していなかっ
たので普段から見ていただいてる先生ではなく、信頼もうすい小児科に仕方なく行かなければならな
かった事が不便でした。幼稚園に入る前に市内でずっと子育てしていくのか市外に出ていこうか今と
ても悩んでいる最中です。

501

保育園は仕事の時にしか見てもらえないが、自分と夫の親は遠方で暮らしている為、息抜きで子供を
あずかってもらえるとたすかる。どこかそういった場所があったら教えてほしい。

502

・安心して共働きができるように、保育所の整備（低負担で利用可なもの）、一時保育の整備等。・他
地域に比較して少ない、子育て家庭への補助の改善。幼稚園の学費、等。
・公園など子供が屋外で遊べ
る場所の拡充。
・他市と比べ特徴が少ない市なので、子育てを重点にすることにより、更なる発展が可
能かと思います。

503

以前は子育てサロン等を利用していたが、最近は外遊びが主。ただ、近隣に公園が少ない、また公園
内に、タバコの吸いがらや空き缶、ビンが転がっており、遊ばせるのに不適切。遊具の充実した整備
された公園がほしい。
（麻溝公園やゆとりの森など）親子で参加できるセミナー、講座（対象３－４才）
があればうれしい。子供と一緒に物を作ったり、など。小児医療費免除の対象年令を拡大してほしい
（せめて小学校卒業までは）保育所での一時預かり、日中（４ｈ程度）１０００円くらいだと利用し
やすい。

504

・保育園の待きじどうが多すぎる。がんばっても入れるかどうかもわからず、子供も上が４才になっ
たので幼稚園に決めました。そうしている人は収入が低い人でもたくさんいると思います。収入が低
い人ばかりに負たんが来る。障害がある子供が一時保育をことわられたりする。

505

・定期検診や予防接種などが平日だとほぼ母親しか連れて行けない為、夫婦で協力できる様に、週末
にして欲しい。
・小児医療の免除期間を延ばして欲しい。

506

私は１才になった時に復職しました。認可保育園には入れず待機中ので働きました。契約社員、時短
勤務、との理由で、毎回待機が後ろになり、結局１年で辞め仕事ました。保育料を含め厳しくなった
為です。いつになったら認可に入れるのかも希望が見えずにいました。なぜ、託児施設とかに先に入
所している人から優先に４月に入れてもらえなかったのか…認可であったのなら今だに仕事をつづけ
60

ていたと思います。経済的にも厳しい状態で幼稚園に入園してからパートを考えてはいます。又、一
時保育に関しても、急に体調崩して利用したい際など満ぱんで無理でした。気軽にというより、一時
預り制度のあり方も見直して下さい。予約だけして、前日、当日キャンセルされる方が多いと伺いま
したが、変だと思います。また、そういった施設増やして下さい。
507

働いている方のニーズもかと思いますが、退職したが働きたいという人のニーズも眠っていると思い
ます。幼稚園を活用するだけでもかなり違うと思います。認定子ども園を待っているのですが、その
前に放課後、夏休みの充実（預り保育）を幼稚園がしやすい流れにはできないのでしょうか。

508

・母親（父親が主に育てている場合は父親）が週に何回か休める制度や場所がほしいです。近所の人
に子供をあずけるのは、自分も逆に助けないといけないし気をつかうので、多少お金がかかっても良
いので、子供を気軽にあずける場所がほしいです。できたら、半分は税金でまかなえる様にお願いし
ます。お年寄りも大事だけど、子供も大事にして下さい。お願いします。

509

一時あずかりをもっと応用的にして欲しいです！！

510

今の経済状況を考えると共働きをしないと生活を豊かにする、普通に生活することすら難しい方もい
る。座間市は、保育園増員や増設するなど努力していることが多いと思う。しかし、まだ、足りてい
ない部分もあること、あと保育内容の充実などにも力を注いでいただきたい。幼稚園に入ったら小学
校に入ったら働きたいと考えている母親はとても多い。児童ホームの増設を配慮していただきたい。
座間市は子どもが多く、さらにアクティブに活動している母親が目立つ。ざまっぷやアクティブ通信
など、子育てしながら親もイキイキ生活できる座間市になってもらいたい。

511

・コミュニティーセンターに駐車場（５台以上とめられる）が欲しい。
・保育室の統一（利用できる時
間の制限がある）
・企業に対して育休をとれるような仕組み作り（父母共に）を推進してほしい。育休
取得期間の収入サポート等

512

・保育園に入れる際の親の就業時間の規定を短かくして欲しい。
（パートタイムでも預けられるように
して欲しい）・幼稚園の料金を安くして欲しい・ベビーマッサージなど、民間だと高いので、市でも、
無料もしくは低価格で教室を開いて欲しい

513

小学校の土曜日、授業してほしい。日曜日に地域の子供が交流できるようなイベント等充実させてほ
しい。

514

親のリフレッシュのための預り、と言いますが、慣れない所に預けられると子供は帰ってからが大変
で、それより日常的に預けられる所がある方が良いと思います。週２回とか…。４才になれば様々な
施設がありますが３才までに母親の体調不良、親の介護等があると、身動きが取れません。

515

幼少時代はオムツ、洋服代など色々とお金がかかるので早期の幼稚園、保育園の無料化の実現をお願
いします。せめて第２子、第３子の保育料の補助を増やしてほしい。私は子どもが３才になる直前ま
で育休をいただくことが出来てとても恵まれている環境なんだと改めて思った。中学校の給食の実現
も働く親としてはとても助かるので座間市もぜひ導入してほしい。座間の公園は他市のような、新し
い遊具がなくとても残念。新しい公園も造ってほしいですし、昔からある広場、公園の遊具、設備に
もう少し予算をかけてほしいです。小児医療の無料化もせめて小学校６年まで延長してほしです。座
間市長に伝えたいことがたくさんありすぎます。ぜひこのような意見を伝えて下さい！！宜しくお願
いします。

516

・保育園が少なすぎる。幼稚園ではなく保育園に入れて仕事をしたいが、できない。待機児童をなん
とかして欲しい。
・近くに公園を作って欲しい。
・小児医療証が使える期間を長くして欲しい。
（中学生
くらいまで）・就園奨励費補助金を増やして欲しい。

517

保育所に入れるなら入りたい。母親が働きたいが、働けない様子がある。

518

無料や低価格で出来る、子供のならい事ができる所があったらいいです。

519

仕事をしたくても、こどもを預ける所がなく、なかなか働けないという人がたくさんいると思います。
やはり、保育園なり、預かってもらえる場をもっとつくってもらいたい。また、仕事以外の用事でも
預けられる場がもっとあってほしい。定員オーバーでなかなか保育園に入れない。実際に私も一時保
育というかたちで、認可と無認可をかけもちして預けていた。それと同じく学童保育も足りないとき
いています。又、子育て支援として、手当の充実。住んでいる所によって、差があるのはおかしい。
（い
たしかたないこともあると思いますが）安心して子育てができる環境を整えてもらいたい。
61

520

乳児医療の制度をもう少し引きのばして欲しい。希望としては高校生まで。もしくはせめて小学校６
年まで。

521

①延長保育料の口座引落しをして欲しい②病中病後の保育施設がもう少し欲しい③延長時間をもう少
し長くして欲しい（２０時までとか）④保育園（認可）でも、教育として、色々な事を教える時間を
取って欲しい（字の書き方や、はさみの使い方、英語とか…）

522

公園がもっとあればいいです。

523

・医療費（小児）助成を中学卒業していただきたい。
・子育てカレンダー、ざまっぷなどあまりにも印
刷部数が多すぎムダにしていると思うので部数を減らすべきだと思う。
・東原小学校の通学路で消防署
前の歩道をキレイに通して欲しい。歩道がデコボコで歩きにくく、ベビーカーでもガタガタして子ど
もがかわいそう。

524

公立保育園の常勤の先生方はレベルが低い。管理職の意識も低い。自分たちの勤務条件や負担を優先
し、保育の質をあげる努力が不足している。一般企業では通用しないことが公務員であることで見過
ごされている。施設の老朽化も大変不安である。

525

児童ホームと習い事を同じ施設でできるしくみが欲しい！！利用料を無料か安い料金設定にして気軽
に預けられるしくみが必要。

526

麦っ子畑保育園に通わせているが、保育内容や職員の対応がすばらしく、安心して預けることができ
ますが、認可園ではないので、補助金が少なく保育料が高いので、認可園同様の補助金を麦っ子にも
お願いします。あんなに一生懸命子どものことを考えてくれる施設はありません。検討よろしくお願
いします。

527

本トピックに関しまして色々考えて下さりありがとうございます。現状、私の心配は保育施設の不足
（満員による）と幼稚園が私立のみ（高い…経済的な不安）です。また、前にも書きましたが、子ど
もの英語教育のためせっかくの米軍基地と一緒にイベント等をより多く開いて頂きたいものです。子
ども達の末来のため今後とも何卒宜しくお願い致します。

528

我が子には障がいがあり、また病気もある為、どこかに預けたくても難しい場合が多く、親や主人の
手を借り、日々過ごしています。またこの子が幼稚園に行く年齢になった時、受け入れてくださる幼
稚園があるのかとても不安です。本当は保育園に入れたいと思いましたが、今は母である私が専業主
婦の為、保育園はなかなか入れないように聞いています。ただ保健所や市、その他福祉の方にとても
親切にして頂き、支えられながら日々生活しており、大変感謝しております。

529

兄弟児が身体に障害があるのですが、幼稚園、保育園等の受け入れ先がほとんどなく、大変な思いを
したので、健常児と同様の教育、保育環境の充実、支援も強くお願いしたいです。

530

幼稚園が全て私立であったり、子育てに良いかんきょうかと言われたらＹｅｓと言えない市であると
思う。子供は宝というが、何か方法はないかと考える時、お金のかからないそして皆が喜ぶ方法を考
えて欲しい。

531

おたふく、水ぼうそうのワクチンを無料にしてほしい

ベビーカーが通りやすい道作り

532

うちは年の離れた子が２人います。去年２人目を産んでから思ったことは、
「一人目の時と子育て支援
は何も変わっていなかった」でした。正直とても悲しくなりました。しかし唯一喜んだことは相模が
丘に「陽の丘保育園」が出来ることでした。子が就学前までは人の手を借りたいです。小・中学校に
なったら先生が活き活きしていて、部活動は活発であってほしいです。この相模が丘に暮らしていて
気になることは「なかよし広場」の使い方と壊れて危険なフェンスです。なかひろは遊具と球場に仕
切りがないので非常に危険です。私は過去に１度中学生のボールが体に強くあたりとても恐い思いを
しました。高いフェンスかネットで完全に仕切ることが必要です。遊具も「ブランコ」と「うんてい」
だけ。楽しくないし、危険なので子は遊びに行きません。

533

平成２５年６月に横浜市から転入しましたが、保育所に空きがあれば育休後復職できた可能性があっ
たため、保育所の整備がなされていないために離職せざるをえなかったことが残念です。一時保育も
なかなか空きがなく、厳しい状況であると感じます。保育所の増設、一時保育や学童保育の充実を望
みます。

534

座間市には自然がたくさんあって子育てしやすいイメージがあったが、遊具の充実してない公園ばか
りなので、市外の公園にばかり行っている。他の市はプール等も子どもが楽しめそうな施設が多いの
62

に残念です。
535

保育園の数が足りていないと思います。ぜひ充実させて欲しいです。市境に住んでいる場合、ファミ
リーサポートのエリアが市内限定だと利用が難しい場合があります。周囲の市町村との境をなくして
頂きたいです。

536

市役所付近の歩道は広いのに、一歩外れると狭いし暗いし、側溝のフタ？がない所があって小さい子
が足をふみはずしたらあぶないと思いました。相模が丘小学校の周りは暗いので今の時期はコワイで
す。住宅街にもう少し街頭を増やしてほしいです。

537

預けたくても預ける場所がない。（一時預かり保育に何度も断られた。）具合が悪い時、本当に助けが
必要な時、急な時早朝又は夜など対応してくれるサポートが欲しい。

538

本当に子育て支援の充実に活かされるのでしょうか？座間市は子育ての行政サービスがお粗末すぎま
す。保育園は空くない、地域の子供家庭支援センターも２つだけ、一時保育もなかなか予約がとれな
い…ｅｔｃ。財源も貧しく市長も子育て行政に関心がうすいんだろうということがよくわかる行政運
営だと思います。お金があれば、子育て支援に力を入れている又は充実している他市に引っ越したい
位です。下調べ不足で座間の住民になったことを後悔している位です。緑が豊だけでは何にもなりま
せん。もう少し近隣市の施策（海老名、町田、相模原など）を勉強された方がよいと思います。

539

小児医療証を収入の上限なく、すべての子供に出してほしい。医療費は意外と高く、決して払えない
わけではないが、無料でないならいいや！と病院に行かず、悪化してしまう事もある。アレルギーや
喘息など、きちんと治療すれば良くなるものも、医療証がないおかげで治療をしていあい親もたくさ
ん居るので考えてほしい。

540

普段保健師さんやＰＴさんがよく関わって下さり、心強く思っております。子供が親の手を離れるま
で、また色々とお世話になることがあるかと思います。どうぞよろしくお願いします。Ｐ．Ｓ．提出
期限が過ぎてしまい申し訳ありませんでした。

541

子育てをしている家庭に全体的に援助が少ないと思う。子育て、教育資金が不安で子供が産めないと
思う。医療費や幼稚園のホジョなど周りの市よりも少ないし、中学校での給食もないと、毎日のお弁
当も働く母親には負担が大きいと思う。少子化の中、３人以上の子育てしている家庭に援助があった
方がいいと思う。

542

もっと保育園に入りやすくしてほしい。０才児と１才児。病気がなおってすぐにや病気中でもいける
施設を増やしてほしい。

543

子育ては母親がするものという考えが強く経済的に苦しくても母親が働くという事に社会は冷たいで
す。子は宝といわれてもこの様な状況では無理。保育園に入っていれば働けても小学校にあがれば学
童は時間が短い。小５になる娘は持病があり、病院の費用もこれから不安。安心して子育てできる様
座間市には取り組んで頂きたい。

544

座間駅からと歩で利用できる毎日開設している子育て広場が欲しい。子育て支援センターを座間駅周
辺にもつくるべきだ。

545

保育園の待機児童が多いと思います。ＨＰでしか見ていませんが、夫がいて、仕事をしたいと思って
いる母親は多いと思うのですが、休職中の母親が子供を預けられる様にしてもらいたいです。現在は
専業主婦でもこれから仕事を始めたいと思っても子供を預けられない、なので働けない。これではい
けないと思います。３才未満の子供を預けられる保育施設をもっと多くして、ＨＰももっとわかりや
すくしてほしいです。今のＨＰは見づらいです。

546

行政が行っている子育て支援情報がいまいちわからない。月ごとに情報を送ってほしい。公園の場所
や公共の育児施設等のマップがあればほしい。

547

・座間市には小さい子が楽しめる遊具のある公園があまりないので、皆海老名や相模原へ車で行って
います。自然がたくさんの公園もステキですが、気軽に皆が集まれるような遊具のある公園があると
いいね、と言っています。学校から帰ってからも安全に遊べる場所（学校校庭、広場、公園）がある
といいです。 ・ボランティア？のおばさまとふれ合えるおはなし会やハグハグはいやされる会で気
に入っています。サロンなどでは知り合いがかたまり、１人になている人をよく見るので気ばらしに
行こうと思って逆に落ち込んでしまいそうです。

548

・中学校をお弁当にしてほしいです。

日本はまだまだ母親の負担が大きいと思う。特に収入面での差が育児協力の割合にも大きく関与する。
63

もっと母親が子育てによる社会貢献度が高く評価されるべきだと思います。子育てほど大切で重要な
仕事はないと思うのですが…
549

私には実の父母がもういません。義父母を頼るしかないのですが、非協力的又見てもらえない事もな
いですが、イヤイヤな態度です。家族って本当に困った時に助け合えるのが家族なのでは…？今の若
い人は～…などと言う前に、ご自分を振り返ってほしい。私の田舎では考えられない冷たさです。支
援センター、現在は幼稚園メインで利用していますので利用していない状況ですが、上の子の時はそ
んな私達にとって救いでした。これからも何かの時は義父母よりよほど頼りになるので、ぜひ利用し
たいと思っています。

550

良くわからなくてきちんとしるし付けてないとこありすみません。産後、仕事復帰しました。あらか
じめ保育園の申し込みもしましたが、３回も外れてしまいました。近くの実家に今は幼稚園後あずけ
ていますが、祖母の介護もあり少々負担になっています（ひいばあさんの）
。規定の労働時間働いてて
も祖父母が近くにいてはダメなんですか？同じ状況で日本人じゃない方は１回で保育園に入れまし
た。入園希望者が多いのは知っていますが、私にはその差がわかりません。保育園が決まらないがた
めに働けない人は沢山います。以前人の話をきちんときかないで書類だけ受けとる役所の方がおりま
した。おかしくないですか？もう幼稚園入っているので保育園とかカンケーありませんが、もう少し
考えてほしいです！！すいません。

551

母親がたった一人で孤軍奮闘している姿をよく目にする。→子供だけであそんで危険なことも多い。
放課後色々な大人が公園で見守ってほしい。登園、登校する際通学路が大変危険に感じる。車がつっ
こんだらもうおしまい。こちら側がいくら注意してもムダな事件事故が多すぎる。ダードレール、速
度規制、ダンパーを敷く等、事故を未然に防ぐ手を打ってほしい。早急に！！事故が起きてからは遅
いのです

552

保育所の待機児童を減らすために保育所を増やしてほしい。また、一時保育受け入れをする保育所を
増やしてほしい。認定こども園よりも幼稚園の負担額減や保育所を増やすなど、それぞれの家庭や育
児の実態に合ったシステムを考えてほしい。

553

保育園や保育支援センターが増加、充実してほしいと思います。

554

小学生になっても、子育てのアドバイスをいろいろな事の対処の仕方など療育の支援が受けられれば
ありがたいし、助かります

555

子育て支援センターをﾘﾖ空いています。いつでも利用出来、又職員の方々の助言などとても助かって
います。このセンターで一時保育があれば良いなあと思っています。保育園などと違い母親の目線で
接してくれる辺りがとても気に入っています。

556

病気の子どもでも預けられる保育があれば良いと思います。

557

・一時保育をもう少し気軽に利用できたらいいなと思います（出生時又は生後６ヵ月位に、案内やお
得クーポン等の送付など）

558

・医療費の助成年齢を広げて欲しいです。

まわりにサポートしてくれる人がいないので緊急時だけでも事前に登録等なく子供をあずかってくれ
るところがあると助かる。上の子が小さい時、主人も地方に行っているのに盲腸になってしまって手
術を選択できなくて、色々と大変だった。あと図書館がもっと充実して欲しい。

559

保育所の待機児童を減らして欲しい。もしくは、幼稚園の保育時間を長くしてほしい。児童ホームを
小学校の敷地内に併設して欲しい。
（座間小）中学生まで医療費を無料にしてほしい。

560

アンケートの返信が遅くなり申し訳ありませんでした。

561

母親が仕事をはじめるにあたり、保育園の定員がいっぱいで入れず幼稚園に入園させ、祖母と幼稚園
の延長保育でまかなえるパート勤務にしました。幼稚園でのフルタイムはやはり厳しいと思います。
あと、できれば祖母の負担なく過ごせればいいと思っています。上の子の時も保育園の定員がいっぱ
いでしたが、何かかわってきてるのか、あまり実感できていないのが正直な所です。

562

市外の保育所等利用者にも補助してほしい。勤務先近くを利用したい緊急時直ぐに行ける。

563

環境や支援についてはほぼ満足している。幼稚園に入園するために願書を並んでもらいに行くと聞い
たので、入園希望の人全員がスムーズに入園できるよう保育士の人数や環境が整っているとより良い
と感じる。

564

新田沼にはほとんど公園がありません。歩いて行ける公園があるといいです。
64

565

子育て支援センターのある場所が片寄り過ぎていて利用しにくい。その為、座間地区に住んでいると
孤立していて子育てに行き詰まった時に直接相談する場所がありません。以前住んでいた市では「出
張子育てセンター」を月１回各地区回ってくれていました。そういうサービスを望みます。

566

支援センターの対象年齢が低いので、もう少し（幼稚園入園くらいまで）対象のものをふやしてほし
い。就職活動したくても一時保育などの支援が少なすぎて困難すぎる。親族が近くにいないので、第
二子の出産も考えられない（以前友人が出産で一時保育をさがしたが全て断わられたとのこと）
。

567

共働き世帯が増え、保育園に預けたいと思っている人が増えているので、待機児童をどうにかしても
らいたい。復職の予定でも保育園に入れるかわからず、復職の時期も定まらず、不安な日々を過ごさ
なくてはならないので。働く女性に優しい社会になってもらいたい。

568

小児医療費の助成期間がもう少し長いと（小６まで）安心できます。児童ホームの入所もむずかしい
と聞いています。小学校に行っても安心して預けられる施設の確保ができると安心できます。

569

座間市は他市に比べ医療費控除も短く子育てサポートも少ない。幼稚園や保育園も少なく、入るのも
大変だが登園させるのも大変。子供が多い家庭や定額取得者に優しくない。子供を産める環境の市で
は無い。せめて未成年の扶養控除、医療費控除等子供を育てていける環境を整えてほしい。学校等の
先生のレベルが低すぎて他市の子と学力の差がありすぎる。教育にもっと力を入れてほしい。

570

・公立幼稚園があったら良いなと思う。また子供３人目の保育料無料という制度には上の子と一番下
の子との年齢差が関係すると聞いたので、年齢差などの基準の変更も期待している。そういった事で、
親としても心に余裕ができ、子供を共用施設に連れて行ったり、サポート事業を利用する費用にまわ
す事でゆとりもできると思う。 ・幼稚園生と小学生が関われる機会があると良い。小さなうちから
上下の年の子供達が触れ合うことで、自然と情緒が養われると思う。地域や幼稚園、小学校などもっ
と横のつながりがほしい。

571

医療費負担（無料）を高校生まで伸ばして欲しい。側溝を埋めて欲しい。道路が狭い。小学校の給食
費の無償化

572

保育園の数を増やして欲しい。無認可だと働いてもあまり収入にならないので、赤字になる一方だと
思う。働きたくても働けない人がたくさんいるので、保育施設を増やして働きやすい環境を座間市で
行って欲しい。

573

アンケートですが、専業主婦用と働いてる母用など別冊で作ると回答がスムーズではないでしょうか。
答えたい気持ちはあるのですが無駄に読む箇所があるように思います。つかれました。作成した皆様
はもっとおつかれかと思います。これからも宜しくお願い致します。

574

小さい子供たちが遊べる遊具等のある大きな公園がないので、ほしいと思った。またイベントや市の
子育ての情報を得られなかった（広報がまわらないので）ので移住してもいろいろな活動に参加でき
なかった。

575

まずはじめに、子育て支援センターが幼稚園児が利用不可だと言われたが、今すぐ撤回すべきだと思
う。下に小さな乳児がいる母親の方が、出かけ先に困っている。１人っ子のための支援センターでは
ないのだから、このような扱いは非常に理不尽だ。それから、今回のアンケートはほぼ保育所の利用
のアンケートのように感じたが、座間市ができる子育て支援は保育所を作ること以外にもまだ多くあ
ると思う。私は、４つの自治体で子育てしたが、座間市が一番子育てに冷たい。妊婦健診の助成費も
とても低い。子供医療費には所得制限つき、児童センターなどの乳幼児向けの魅力的な施設が少ない、
公園も少ない。担当の課が違うということですませないで、この意見を反映させていただきたい。

576

出産の時に保育園を希望して一度も入れたことがないのではじめから保育園に入れるかも…と期待さ
せないでほしい。
（入れないなら他に考えられるのをぎりぎりまでまたされるので） ２４ｈ子供をあ
ずけれる所を作ってほしい（相模原市や他を利用してるので）

577

私が住んでいる南栗原には公園が近くにありません。公園があると嬉しいです。

578

コミセンの利用目的が個人の利用なのかどうかわからないのですが、もっと市の機能があるといいな
と思います。
（身近な存在なので）育児サークルのポスターを見かけるのですが、１度できている輪の
中には入りずらく、今だに近所にも友達がいません。サークルに加入するにはお金がかかるし…。１
ヶ月に１回でもいいので何か催しがあると気軽に行きやすいし、そこで友達ができるかもと思ったり
します。市の職員の配置が難しい様であれば、ボランティアに手伝ってもらうなどは如何でしょうか?
65

元気なお年寄りとの交流などもあったら楽しいだろうと思います。
（散歩、買い物などで高齢者が近づ
いて話し掛けてくれるので）町田市などはボランティアポイントなるものがあって介護保健サービス
を利用する時、得点が受けられる様です。新しい制度を行うには色々と大変かと思いますが、高齢者
のひきこもり防止、子育て世代の悩みの解消（「かわいいね」と声を掛けられるだけでも１人で家にい
るよりホッとします）につながるのではないでしょうか？ボランティア活動により保育、育児サービ
スを利用する上での料金負担がなくなるのでは？とも思います。宛名の子供が保育園に入れず、職場
復帰できず経済的にきびしくなった今、このまま私自身おかしくなってしまわないか不安な日々を迎
えアンケートに答えさせて頂きました。
579

現在、病後児保育の施設はあるが、病児保育施設がないため、市内に何ヶ所か公的な機関の運営する
施設ができることを希望します。子供の病気は突発が多く、その度に仕事を急に休まざるを得ない状
況になり、会社に迷惑がかかるため心苦しいです。

560

座間市はもともと子育て支援についてニーズに対応しておらず、子育てがしやすい環境とは言えない。
保育園の数も少ない。人口密度にそぐわない（入園希望が集中する）
、一時預かり可能な保育園も少な
いし、アンバランスな配置である。お隣の相模原市との格差は大きく、早急に対応、改善していただ
きたいと思っています。

561

公園をよく利用するので、遊具の安全や施設の充実を希望したい。また、小さな子供がよく利用する
場所周辺の危険（車など）が少なくなるような取組みがあればお願いしたいです。

562

幼稚園に通いながら初夏冬の休みのときにあずかってもらう施設がほしい！あれば仕事ができる。も
っと仕事ができる環境があれば、働く女性はふえる。保育園児でなくても休み中はようち園児があず
かれる環境がほしい！→休み中のあずかり先がほしい。

563

私の住んでいる座間小、入谷小学区は、座間市の中でも子供の数が多い地域だと思いますが、常設の
子育て支援センターのような場所がありません。また、市内にはきちんと整備された大きい公園もあ
りません。その上、子供の医療費無料も小学４年生まで…と他市と比べて子育て環境に恵まれていな
いと感じますし、そういう不満もよく耳にします。市の財政を黒字化にすることも大事なのかもしれ
ませんが、必要なところにお金を使わずに黒字化しても意味がないと思います。子育て環境を充実さ
せることにもっとお金を使ってほしいと思います。

564

待機児童をとにかくゼロにして下さい。パートタイムで保育所に入所することが難しく、働きたくて
も働けないという人がとても多いです。

565

保育所や児童クラブ等の数が増え、質も向上すると良いと思います。保育士の方のお給料ももっと高
くて良いと思うのですが…。

566

ひばりが丘５丁目に公園を作ってほしい。

567

認可保育園の一時保育はいつもいっぱいですよね。周りに頼れる人がいないお母さんは本当に大変だ
と思います。小規模保育園を増やし、誰でも緊急時やリフレッシュしたい時に預けられるような環境
にしてほしいです。子育てしやすい自治体に！！よろしくお願いします。

568

大和市にあるもみの木医院の病児保育など、病気の時に…ポートしてもらえる体制があると働く身と
してはとても助かります。公民館や子育てフェスティバルなどの行事は働いているとなかなか参加で
きませんが、もっと地域とかかわって子育てしていけたらという希望は持っています。引越ししてき
て２年近くになるのですが、地域の子ども会が存在するのかどうかなどそういった情報が手に入りに
くい気がします。

569

本当は小学校に入学しておちついた頃（６月～９月など）に仕事をはじめたいと思いますが、その時
期では学童に空きがないようなのでムリかなあとあきらめています。学童の人数をふやすのはムリな
のかもしれませんが、他地域のように校庭開放（ボランティアが見守る→代々木など）や、学校内に
こどもセンターがあり、学童以外の子もあそびにいけるなどの環境があるといいのにと思っています。

570

座間市には私立の幼稚園しかなく、上の２人が年長と年少で通っていた時には月に６万円近い保育料
がかかり、とても大変でした。保育園よりは幼稚園で…と思っていたし、家計が厳しいからという理
由で通わせないということはしたくなかったけど、もう少し保育料が安ければ良いのにと思っていま
した。３人目も今の状態だと家計に余裕がなく保育料の確保に頭を悩ませています。幼児保育の無償
化が実現したら助かるなと思っています。それと医療費控除が６年生までになったら助かります。海
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老名と比べると座間市は…と思ってしまいます。
571

座間市は周りの市（相模原、海老名、厚木）と比べると、子育てしにくい市だと思います。
（ママたち
はみんな言っています）
。医療費控除をせめて６年生までにしてほしいですし、中学校給食も実現して
ほしい。公園や空き地がなくなっている今学校後子供たちが集まれるコミュニティセンターなどもう
少し広く充実させてほしいと思います。あと自転車やバギーが通りにくいせまくて危ない細い道がた
くさんある！

572

相武台コミュニティーセンター近くに住んでいますが、子育て支援拠点事業のようなものがなく、小
さな子供を連れて集まれる場として利用できません。１階に広いホールがあるのにサークルや自治会
として登ろくしていないと貸していただけず、残念です。２階には和室もあって赤ちゃん連れで利用
できたら良いのに…相武台コミセンは子育て中でも行やすい所にあり、もっと利用したいのですが。

573

我が家はゆうふくではありませんが、教育にお金をかけてあげたいと思い、旅行などぜいたくをせず
学費にあてて食費や光熱費もおさえるようにしています。主人が転職をし少し安定した収入になりま
したが、３人を私立に入れるには、食費を３万くらいにおさえ様々ながまんをさせなくてはなりませ
ん。子ども手当がへってしまうこと、医りょうしょがもらえなくなるのは大変な負担です。今の収入
がずっと続く保しょうもないなか、７５０万以上で来年手当がなくなるのはこまります。

574

西栗原周辺の「座間市の」保育環境が全く整っていません。最寄りの保育園が徒歩圏内にないのはあ
り得ません。待機の問題も一刻も早く何とかして下さい。認定保育園（＋時間外）は高額で負担が大
きすぎます。本当に１日でも早く何とかして欲しいです。学童保育も小学校とは全く別の場所です。
信じられません。家を通り越し、全く反対方向に行くなんて聞いたことがありません。

575

幼稚園の無料化お願いします。２人同じにいっていると生活が非常にきびしい。育児休暇は義務化し
ないと父の取得は不可能。

576

今上の子を幼稚園に通わせていますが学費が高いです。少子化なのですから他のムダをなくし児童手
当や幼稚園の補助金などをもっと充実させて子供を産みやすい育てやすい環境を作ってほしいと強く
思います。さがみ野の駅から市役所の方に行けるバスを作ってほしいです。家もふえて需要はふえて
いるバスです。ぜひお願いします。

577

ざまっぷを活用させて頂いております。大変助かりますが、相武台に在住の為、相模原市南区の情報
も載せて頂けると嬉しいです。市営の幼稚園があると嬉しいです。経済的につらい為

578

兄弟が多いのでできる限り金銭的負担を減らしてほしいです。
（強く希望します）

579

他の市に比べて働くママ達へのサポートが弱いと感じる。ファミサポも人員がいないとか…。特に保
育所などの定員も少ない上、他の市にあるような認可外保育も少なく、育休明けの保育園への入所が
どうなるか不安を抱えるママ達が非常に多いと思う。入所基準もよくわからない部分もあり、祖父母
が遠方で手助けしてもらえないママを優先してくれたりしているのか？疑問もある。
（もちろんフルタ
イム勤務で）今後の保育所民営化により、改善されていくことを少しは期待している。保育園に通わ
せていただけている園児の親としてこれからも保育園や市の発展の為に協力できることはやっていき
たいと思う。本年保育園の役員をやっていますが、同じ市の保育園でもかなりの違いがあるのには驚
いてます！！

580

子どもが集まる場所（公園や公民館、スポーツしせつ等）を子ども目線で整備してくださるとうれし
いです。かにが沢公園の遊具はちょっといただけませんし、すいせんやひがんばな等毒のある草花を
うえるのはどうかと思います。

581

もっと保育園をふやしてほしいです。

582

健診などで何度か育児相談をさせて頂きました。言葉や行動に関してだけだったのですがいつも“お
母さん頑張ってる”
“大丈夫だから”と励まして下さいました。でも、できたら具体的なアドバイスや
私自身の気持ちを聞いて頂けたらと思いました。時間的にむずかしいところもあるのでしょうがテン
プレート的な答えにさびしく悲しい気持ちで帰ってきました。たまたま相談した方がそうだっただけ
かもしれませんがこちらが話しおわってもいないのに励まされてもうれしくないし、ただあしらわれ
ているだけにしか感じません。

583

幼稚園の援助金が少なすぎる。入谷周辺の公園はきたない所が多い。

584

中学生までの医療費を無料するとか、幼稚園の第３子は上の子が小学校４年までは無料制度じゃなく
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て年がはなれても出産してる人が多いので第３子すべてが入園金が無料とかにしてほしいです。もっ
と子供があそべる所をふやしてほしい。
585

来春から働きたいと思っていますが、求人案内は土日働ける方というのが多いです。主人は土曜休み
ではないので土曜預かってもらえる所（病児病児後も）又上の子も小１で土曜だけ預かってもらえる
学童があるといいです。

586

子どもが屋内で遊べるスペースが近くにほしい（身体をたくさん動かせるような）

587

児童ホームを小学生の間（１～６年生）まで利用できる様にしていただきたいです。
（子どものみでお
留守番をさせるのはとても心配ですが、経済的に困るため働かざるをえないので） 小児医療を小学
６年生までにしていただきたいです。
（喘息の子どもがいるので）

588

座間市は都会すぎずいなかすぎず人も良く子育てに良い面も多々ありますが、子育てをする立場とし
て制度や手当てを調べていたら、きっと違う地域を選んでいたと思います。もう少し子ども達をはぐ
くむ環境に目を向けてまちづくりをしてもらえたら助かります。
（医療費助成の延長と、中学校給食は
個人的にも強く希望しています。よろしくお願いします！！）

589

私の場合は、子供が小学生又は幼稚園に通うような月齢になるまで、家で子供を見ることができまし
たが、経済的又は家庭の事情で働かなければいけない時安心して確実に預けられる施設がほしいです。
又これから子供が就学し短時間のパートにでる予定ですが、夏休み冬休み期間に子供を預けられず、
職場にも考慮してもらえない場合を考えると、パート自体ができるのか不安です。長期休み期間のみ
でも利用できる施設を知りたいです。

590

市の保健師さんが人によってかなり対応が違う。（すぐ動いてくれる人もいれば全く動かない人もい
る。
）もっとレベルＵＰしてほしい。今の地域の担当保健師は、宛名の児童が慢性疾患の疑いがあり、
主治医のいる病院のソーシャルワーカーからサポート依頼をしてもらったにもかかわらず、全く連絡
もしてこない。子育て支援する立場の人間がこんなレベルなんで信頼すらおけない。
（県の保健師もあ
きれていた。
）担当をかえてほしいと言っても「変更できない」との一点で。変更できないならきちん
とサポートしサポートできないなら理由を説明してほしい。

591

病児病後児の保育施設の有無。Ｐ２０、問３０－１、免除になる事など知りませんでした。出生届を
出した時、子育て支援に書類を出しに言った時など、その様な制度を書面で渡して欲しい。又は目に
つくようにして欲しい。

592

しょう害児の入園を許可しておきながら、しょう害が理由で預かり保育を利用出来ず断わられている
（希望しても）友人がいます。友人は働いていますが、利用出来ない事によって、思うように（希望
通りの労働時間）働けないそうです。しょう害がある、ない…にしても受け入れた子供は平等に扱わ
れなければいけないと思うのですが…。その様に困っている方がいらっしゃる事をお知らせしたくて
書きました。しょう害＝自閉症スペクトラムの事です。園＝幼稚園の事です。

593

３歳６ヶ月健診で少し発達が遅れているとの事で（入園が決まっていた）巡回保育を進められ、入園
後に幼稚園の先生と相談し子供が園になれた頃に一日の保育状況などを見てもらい、親としても安心
した面もあったりで良かったと思いました。

594

時短制度を３歳までではなく小学生までにしてほしい。

595

海老名や厚木市など近隣自治体の様に座間市も子育て世帯への支援を充実させて欲しいです。

596

これから子供が小学校へ通うようになるので、小学校終了後の時間を過ごせる場を充実させてもらい
たい。

597

「座間市立」幼稚園をもっと作ってほしい。私立幼稚園では料金が高い。

598

学童の充実を！

599

現在保育園は市外の認可外になんとか預かってもらっていますが、金額も高く小さい所なので今後大
きくなると預かってもらうのは難しいです。仕事を辞めるわけにはいかないし、今の仕事も無職から
（育休明けではなく）スタートしたのでポイント面でも育休明けより低くなってしまうため、いつま
でも保育所に入れません。せめて入れないなら市内に認可外の施設を増やす等対策をお願いしたいで
す。今も市外なのでなんとか入れていただいてますが、通常は全て市外だと断わられます。早急な対
策をお願いしたいです。

600

小学校３年生迄は児童ホームがありますが、４年生からは児童ホームがなくなります。４年生からも
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児童ホームのような施設があると助かります。普段幼稚園に行っていて共働きです。幼稚園が休園の
時、保育園の一時預かりに預けたいのですが、中には登録をしているのに預かって頂けない保育園が
あります。定員に達していなければ預かって頂きたいです。
601

電話での相談まど口があるが、電話した事があったがまったく話にならず、すっごくストレスとなり
ました。相談まど口などといっているが、いらないと思います。対応もわるいし、気持ちが楽になる
どころかひどくなりました。ママ友にきいてもほとんどの人が二度と利用しないといってるくらいで
す。支援してくれるシステムの見直しをしていただけたら、もっと色々利用しても良いと思います。

602

子供たちへの投資で明るい末来が築けるはずです。人口減少国の赤字、将来の子供たちの負担が大き
すぎます。今をどうにかするのではなく、先のことを考えた、その場しのぎでない計画を願います。
小児医療費の助成は最低でも小６くらいまでのばしてほしいです。この助成が長い市は子供にやさし
い印象です。あと進学手当などがあるとうれしいです。お母さんが働きやすい環境を作るもの大切で
すが、その前に子供たちが希望をもって生きれるよう、将来に不安のない明るい光を作ってください。
頑張って勉強してもお金がないためにあきらめることのないよう進学手当などの待遇を計画して下さ
い。期待しています。

603

医療費を小学校卒業まで無料にしてほしい。高学年になっても医療機関に通院することは多いので今
の状態では不十分です。子供にももっと充実した支援をしてほしい。学校を週休２日ではなく土曜日
の授業時間があってもよいと思う。もうゆとり教育はいらない。

604

アンケートに対して返信用の封筒が小さすぎる。年末ではなくてアンケートの時期をもう少し考えて
ほしい。

605

座間市内の中学校をすべて給食にしていただきたいと願っています。

606

正社員、パート、契約社員等雇用形態に関わらず、すべての人に産休、育休がとれるようになってほ
しい。一度やめて、同じ会社に入れたが、前より大幅に年収がダウンし、さらに正社員ではないので
高い認可外保育園に入れるしかなく、収支はほとんど±０。これでは働きたい母はいつまでも働けな
い（意味がないから）
。せめてパート、アルバイトでも認可の保育園に入れれば少しでもプラスの収入
ができるため働こうという事も選択できるのに…。認可外でも認可と同じ料金ならいいのに。

607

保育園に１人でも医者がいると助かります。

608

職場が決まっていたり働いていないと保育園の申し込みができないので、就職活動など子どもと離れ
て活動をすることが気軽にできないので、一日に数時間からとか思いたって預けたりできるといいと
思う。金額も時間単位になっていたら預けやすい。

609

幼稚園の夏期休みなどの時も、あずけられるようになってほしい。
（低料金で）予防接種を無料にして
ほしい（インフルなども）
っと増やしてほしい。

610

公園など大きなのがあまりないので作ってほしい。幼稚園の補助金をも

今回このアンケートの内容にあっているかわからないが子供の医療費について

海老名や厚木（近隣

の市）は中学生まで無料なのに座間市はもう少し何とかして頂けるとありがたい。
611

近所で体を動かせる場所（公園以外で）施設、リトミックや歌に合わせてダンスしたりできる講座が
あると嬉しい。低価格で１回制～ＯＫ

子供服、グッズなどフリーマーケットが気軽にできるサイト

やフリーペーパーなど
612

今まで保育園の定員人数を増やすなど待機児童が減るような対策をとってもらい、ありがたいです。
また、学校の中にも児童ホームを作ってもらい、そういう学校がふえているので親として安心です。
これからも座間市が中心となって運営していただき、現状を把握しながら子どもたちのために、また
働く親のために良い環境を作ってもらえるとありがたいです。

613

幼稚園、学校に通っている子供をもっているが、それぞれの役員、子供達の長期の休み、突発的な休
みを考えると、なかなか仕事につけない。

614

正社員で働いていても保育園に入れないとやめざるを得ない。幼稚園もフルタイム勤務には時間的に
対応できていない。小学生になっても児童ホームはフルタイム勤務に対応できていない（通勤時間や
残業か考慮されてない） もっと保育園の人数を増やし、幼稚園の預かり保育もフルタイムに対応さ
せ、児童ホームの時間も長くしてほしい。共働きの家庭が増えているのに対応できていないし、現状
にも合っていない。また地域の子育て情報が全く入ってこない。土日も開放するなど共働きでも利用
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できるよう情報が欲しい。共働きだと地域に全くとけこめないし情報も得られない。特に座間は近隣
の市に比べて子育てに優しくないと感じる。厚木のように子育てに力を入れないと高齢化はとまらな
いと思う。また現状に子供を預けたくても預けられない人が多いが、働く母親は平日は仕事を終えて
子育てもしてと休日は家事もしてと全く休む時間はない。父親は仕事で遅く休日も仕事だったりと全
くあてにならない。息抜きしたくてもできずにストレスがたまることも多い。息抜きで子供を預けら
れるくらいの余裕ができることが保育施設の数として理想と思う。
615

自分の用事で土日にも保育園を利用できるようにしてほしい。

616

保育付きや子連れで参加できる講座等がもっと増えるといいと思います。特に乳児期を過ぎると子育
てや子供の成長について学べる機会が少ないと思うので。インターネットでも調べられるけれど専門
の方の話を聴くと幅広い知識を得られるし、良い気分転換にもなるのでは。

617

・保育所の入所基準に満たない就労形態であっても、定期的に預けられる施設を拡充してほしい。ま
たこういう場合も含めた待機児童数を常に把握して対応策を検討してほしい。 ・２～３歳の子でも
伸び伸びと遊べるくらいの大規模な子育て拠点施設がほしい（雨天などで屋外で遊べない時、特に必
要性を感じる） ・健康づくり課や生涯学習課など関連部署が一体となって座間市ならではの子育て
支援を検討してほしい。

618

小松原から東原など、子育て支援センターがある方に交通の利用方法がない。雨の日など行きたくて
も車がない母親には難しい。

619

娘を現在公立保育園に預けています。公立ということで先生方もベテランの方がいらっしゃるので安
心して預けられます。民営化をあまりしないことを望みます。

620

むずかしいとは思うが保育時間をもう少し長くしてほしい。職場は１９時までなので、もう少し長け
れば正社員として働ける。同じく日曜日もある仕事なので、日曜にも保育してもらえると助かります。

621

病児、病後保育の充実や、高学年の児童ホームの充実に力を入れてほしい。

622

こどもと２人で家にこもってしまうことが多いので、例えば市の方からいろいろな行事や催しなどを
月報とかでお知らせしてくれるとうれしい。調べればいろいろあると思うけれど、調べ方がわからな
かったり、知らない事がたくさんあると思う。紹介してくれるとありがたい。

623

アンケートの回答欄がわかりにくかった。
（回答する必要があるのかわかりにくい。小さい子供がいる
家庭で手短に済ませたいのに、読みこまないとわかりにくい） 封筒に回答期限を書いておいてくれ
るとわかりやすい。そういえばと開封したところすでに期限がすぎていた。年の瀬に回答しなければ
いけないことなのか？時期をズラすことはできなかったのか？ひばりが丘は座間市のはじなので、コ
ミュニティーセンターや市役所、図書館が利用しにくい。
通園している保育園が今後民営化される予定ですが、民営化されても大きな環境や教育方針の変更が
ないことを望みます。

624

現在１番下が１歳前で保育所を希望しているが、なかなかパートだと選ばれる対象としてきびしい状
況。経済てきにかなりな困難な理由の人たちをしんちょうに選んでほしい。それぞれ理由があって働
かなければならないのはわかるが、時間が短いという理由ですぐにはぶかないでほしい。働きたい理
由をついきゅうすべきだと思う。ほんとうに働きたい人が苦しんでいる事を知ってほしい。

625

パート等で働いた時に、フルパートでなくても児童クラブに預けられたら助かります。子供がカゼ等
で休む時に気軽に預けられる施設がもっとあるといいと思います。ファミサポより安く済むともっと
預けやすくなり助かります。

626

子育ての支援等が色々とあることを情報提供してくれない

対応がザツ

627

座間市は古い公園しかなく遊具の整備がされていないのが残念です。支援センターなどもそうですが、
周辺に子育ての助けになるような施設が少ないのでもう少し子育ての方にも力を入れて頂きたいで
す。

628

座間市内にも病児保育を！！

629

こどもが来年幼稚園に入園するので、短時間のパートやアルバイトができればと考えている。しかし
夏休み、冬休みの長期休暇やこどもが体調を崩して欠席した場合などの預け先がないため、なかなか
希望に合う仕事を見つけることができない。市で母親向けの休職情報などをまとめて発信してもらえ
るとありがたい。また長子が小学校に入学するので、小学生、幼稚園児を一緒に預かってくれる安心、
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安全、安価な施設があれば助かると思う。
630

・親族や手伝ってくれる人がまわりにいない方のサポートをもっと手厚くして欲しい。 ・小児医療
費をもっと長くして欲しい。 ・公園を増やして欲しい。 ・不審者が多いので警察と連携してパト
ロールを強化して欲しい。
すぎて学校が遠い。

631

・ｔだでさえ坂が多いのに危ない道が多すぎる。

・中学校の学区が広

保育園を増やして欲しい。座間市の財政ではきびしいと、市の職員からあきらめて下さいみたいな空
気が伝わって来るのはいかがなものか。“子供の住み良い町”にして行くのはまさに投資。

632

収入により、児童手当や医療費補助が打ち切りになっていますが、実家がこちらでなく、年２回高額
の交通費をかけて帰省したり（病気の親のお見舞）頼る人がいないので、妻は働きに行くことも難し
かったり、(子供が元気なときは預けられるのは分かっているが、病気の時は、仕事を休まなければい
けない）で、補助を貰っている人よりも、節約生活をしています。そういう事情も少し考慮して頂け
ると助かります。

633

教育費、医療費の負担を軽くしていただければ実際自分の子供は他人や事業に任せることなく、自分
でみることができるのではと思います。安全に安心して遊べる公園、遊具の充実があれば助かります。

634

それぞれの家庭で考え方があると思いますが、私自身は子供が３歳までは父母の愛情が１番と考え、
仕事を辞め、育児に専任していますが、そうは思っても家→公園→スーパーのトライアングルばかり
だとストレスを感じてしまうのも確かです。共働きをした方が経済的にも余裕がでてくると思います
が、もし子どもが病気、ケガの場合は母が迎えに行かなくてはいけない。そうなると、職場に迷惑が
かかる…。働く環境も子育て中の人も働きやすくなると良いと思うし、子育て中のママ達も皆から育
てられている意識をもって、もちつもたれるな環境がもっと出来ると良いと思います。

635

・地域の中でお母さん同士が積極的に交流できる場所を作ってほしい。
（なかなか友達ができず、どう
したら良いか悩んでしまった） ・子育ての様々なサポート体制や「ざまっぷ」
「こそだてカレンダー」
など活用すると子育てが楽しくなるものが沢山あるのに、知らない人も多く勿体無いと。もっとお母
さんたちに知ってもらえたら良いと思う。

636

コミセン単位で月一の子育てサロン（手遊び、身体測定）の開さいを希望します。現在は相模原市の
を利用しています。遊んだついでに成長を確認できるのがよいです。保育講座が多い点は座間市はと
ても優れていると思います。医療費補助や幼稚園の就園補助金の拡大を期待します。相武台コミセン
前の道路を安全に改善してほしいです。

637

いつも子育て支援センターを利用しています。引越してきたばかりで不安でしたが、職員の方が優し
く話しかけて下さり毎日が楽しくなりました。本当にありがとうございます。座間市は自然の多い公
園が多く、また市役所等も１ヶ所に集まっていてわかりやすくていいですね。もっと住みやすい座間
市になるといいですね。期待しています。

638

座間市は他の市より子育てのしやすい所だと思います。子育て支援センターはよく行きます。しかし
子どもを預かる所（保育園等）はいっぱいの場合が多く、収入が少ないのですこしでも将来のために
働いて蓄えたい。でも子どももまだ小さいので子どもとの時間もとりたい人（フルタイムではなくほ
どよく働きたい人）にはハードルが高いように思います。せめて認可の保育所じゃなくても一時預か
りでも空きがあると良いのですが。知合いは半年まってもおもうように預けられないとの事でしたの
で、しかたなく子供を連れて行ける仕事を探しています。あと夫からの意見では、コミュニティバス
が子供連れだと乗りづらいとの事です。
（座席間のせまさ、背もたれの角度が直角に近い、ベビーカー
の置き場所がなくずっと持ってないといけない等）よろしくおねがいします！

639

保育園に入れなければ仕事は決まらない。仕事が決まらなければ保育園は入れない。自分の希望でな
い仕事にとりあえずついてすぐやめるのも気が引けるので時間をかけているとやる気がなくなる。か
といって保育所を増やすのも大変だろうと思うのであきらめています。

640

認可保育園が狭き門なので女性にとっては仕事をすることが困難な状況です。他県では３歳になる年
度初めから入園できる幼稚園があったりして、保育園以外の選択肢があります。２歳過ぎればある程
度集団生活も可能だと思うので、保育園以外にも預け先があるといいと思います。

641

一時保育の際の料金など、２人目以降に多少割引制度などがあったらありがたい。後は遊具の充実し
ている公園が座間には少ない気がするので、遊具が沢山あり且つ駐車場の充実している公園があった
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ら頻繁に利用したい。
（谷戸山公園やかにが沢公園は遊具なし、又はとても少ない（質も？？？）そし
て立野台公園には駐車場がない、などでいつもエビナかヤマトまで出かけている。
（風車公園、三川公
園、北部地区、引地川ゆとりの森公園など）
642

保育園の入所希望や園庭開放などを子育てカレンダーとかにのせてほしい。市役所に行くのは中々行
きづらいので相談できるところが期間限定でもあればいいと思う。（地区センターなどで行ってほし
い）

643

医療費免除に所得制限をつける等所得で制限をかけるのをやめてほしい。頑張って働いて気をつかい
ながら子育てしているのに虫歯や少し咳をしたなどの理由ですぐ病院に行き医療費を払っていない人
を見ると、病院につれていくヒマがなくて体調管理に気をつけて四苦八苦していることがバカらしく
なってきます。高齢出産で頑張って子供のためにお金をためているのに…。

644

座間市は子育て資源（人的なもの）がとぼしいです。誰も手伝ってくれる人のいない産後は相模原市
のワーカーズコレクティブベルに家事援助を子供が１才になるまでお世話になり大変助かりました。
また子供が１才になってからは大和市のＮＰＯチャイルド・ケアに託児をたのみましたが、担当者も
すばらしく座間市のそれとは大分へだたりを感じました。ともに座間市にはなかったけど近くの市町
村に素晴らしい組織があり助かりました。

645

子育て情報紙（ざまっぷ）の内容が古すぎて利用出来ない。
（住所、番地が）納税者の意見をもっと聞
くべき。民間企業で働く父親には利用しにくいものが多い。

646

子どもを預けて母親がすぐに働ける環境が常に整っていると良いなと思います。

647

打越公園に遊具を増やしてほしい。

648

低学年のうちは半日授業や長期休みの時に気軽に通える場所が必要だと思うので、そういう場所があ
るならもっと広く告知してほしい。

649

子育ては大人が皆でするものという意識を持って欲しい！

自分は関わってない！と思ってる方も、

マナー違反など子供たちは周り（大人）を見ていることを知って欲しい。
650

・保育園に入れたいが、育休ではないので、入りにくく、幼稚園に入れたいが、保育料や時間外の保
育料が高く、どっちにするか決められない。

・約１年前に引っ越してきましたが、児童手当の手続

きをした時に、病院の場所や、子どもの集まる場所（支援センターや子そだてサロン等）など、住所
を見て、近い所を教えてほしかった。 ・子そだてカレンダーは知っていても、イベントなど、やっ
ている場所が分からず、いけなくてしばらく家から出ない生活をしていたので、教えてほしい人だけ、
くわしく教えてもらえたらよかった。
651

小児医療が４年生までしか補助を受けられず、近隣の市よりもとても制度が遅れていると思います。
妊娠中の健診料なども補助額が少なく、座間に引っ越して来なければ良かったと思ってしまうほどで
す。昨年までの幼稚園の補助金査定が変わってしまい見越していた金額が入ってこなかったので、入
園を１年遅らせれば良かったと思った。

652

・夜間（２１時位まで）対応できる保育機関 フルタイム＋残業、通勤時間を考えると毎日ではない
が週１回はあると助かります。 ・子育てのイベント、勉強会が平日に多いので、土・日にも行って
ほしい。 ・年末年始、お盆などで保育園が長期の休みになった時の保育できる施設の増加、または
可能な方法の情報提供。

653

子育て支援センターは数が少なく狭くて利用したいと思えなかったので、午前中児童館を未就園児向
けに開放したり、体操などのイベントを行うなど、活用して欲しいと思っていたことがあります。以
前は東京都に住んでいて、上の子の時は様々なサービスがあって友人など作りやすかったので、最初
引っ越してきた時は、あまりの差にがっかりしました。もう慣れてしまったので気にしていませんが
…。

654

一時保育できるところを増やして欲しい。公園に遊具があるといい。

655

・車がないと行けない所が多い。（支援センターとか）

656

西栗原地域は保育所もなく、中原小の学童も立野台コミセンまで行くなど不便が多い。また、働きた

・通学路の安全が気になります。

いのに保育所だけでなく、一時保育さえも週１回は入れるかくらいの空き状況。保育所はあきらめ、
来年度から幼稚園へ行くことに決めました。就職しなければ保育所に入れない。保育所決めなければ
就職できない。この悪循環を何とかして頂きたい。
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657

小児医療費の助成期間をもっと長くしてほしい。

658

学童（児童ホーム）の施設が増えたら良い。
（学校内ではなく） 座間市内も中学校まで学校給食があ
ると良い。仕出弁当ではなく、給食センター等で作るタイプのもの。フルタイムで仕事をしている為、
お弁当の作る時間がなくなるとうれしい。大和市は中学校も給食のため、大和市へ引越しを考えてい
る。

659

認可保育園、保育士、受け入れ人数を増やしてほしい。

☆図書館が少なすぎる。

☆公園でのイベ

ントを増やしてほしい。 アンケートに回答致しました。是非、この回答を無駄にしないようお役立
て下さい。神奈川県で子育てしやすい市ＮＯ．１になりますようにー。
660

このアンケートにあてはまるかわかりませんが、子供が近所の公園のさくで、額を切るケガをしまし
た。市役所に連絡し、危険な所を教えて対策をお願いしましたが、その部分にタオルをまくだけの簡
単な対応で、危険な部分がなくなっていません。子供がもう少し大きければ目をやっていたかもしれ
ないのに、対応が遅すぎると思います。それ以来その公園に連れていけません！！なんとかしてくだ
さい！！新田宿の公園です。

661

保育園の預かり時間が午前９時～午後５時までが多く、仕事終了からでは、間に合わなかったり、延
長保育可能な所も預けられずに早退（仕事を）する事もあるので、保育園の預かり時間の延長を希望
します。日・祝日も休みが多いので年中無休の所も作って頂けると助かります。

662

収入にかんけいなく、小学校いっぱいくらいまで医りょう費のめんじょをしてもらいたい。子どもは、
すぐ病気、ケガをするので…。

663

児童ホームは親が働いている人のみ利用可ではなく、家の都合、親の病気等急に必要な人にも対応で
きるようにしてほしい。
（一時利用できるように）

664

簡単な手続きで、簡単に安く預けられる場所があると良いです。子供と母親で孤独になる事、気持ち
的にも苦しくなる事があるのになかなか助けてはもらえません。自分で動かなければ救ってもらえま
せん。
「お母さん大変そう」と電話で話して相談しても、結局「子供を預けたら」と言われ、そこには
お金が発生するので、本当に苦しがっている人は、何も救われないのです。

665

土日が仕事休みのため、土日に利用できる地域子育てイベントがあると参加できる。土日の習い事が
多くあればいいと思う。子連れＯＫのヨガサークル土曜日開催があればいい。

666

子の祖父母（両親側とも）遠方であるが、
（土）にどうしても受診の必要があった時に保育の申請をし
たら、
「対象外」と言われました。平日だけでは仕事が終わらない時は「仕事」として（土）にも保育
をお願いできるが、通院だとできないのはなぜかがよく分かりません。
（片親は（土）（日）は通常休
みです）家庭事情も加味し、基本の保育時間又はＡＭだけでもよいので預かって頂けると助かります。
（領収証などの証明が必要なら提出しますので）
（病院という特殊な場所に健康な子供を連れていくの
はできれば避けたいです）

667

隣接市に比べて、座間市は子育てに対してサポートが薄い気がします。
（医療費の所得制限があったり、
おむつの無料配布など）ここ数年、期待していたが自分達が引越した方が早いのではと思う事がある。
改善を求めます！！→できないのであれば子育てに対して市民平等にして欲しい！本当の低所得者の
みの援助。少し大きな子達が遊べる場所が少ない気がします。

668

座間市にも保育ママのような支援があると良いなと思っていました。ですが、１人で自宅で数人をあ
ずかるのは大変です。市で場所を設け、４～５人で協力して保育ママのようなことをすることができ
たら良いのではと以前から思っていました。４～５人体制なら休むこともできますし、何かの時に対
応できると思います。

669

認可の保育園を増やしてほしいです。
（１ヶ所当たりの人数も）

670

女性が働きながら子育てしやすい環境を作っていただきたい。

671

・児童ホームの質があまり良くない気がする。利用者数に対しての施設の広さや先生の人数が不足し
ていると思う。先生は何か資格を有した人がなっているのでしょうか？児童ホームに「行きたくない」
と言う子が多いと先輩お母さんから聞く事が多いので、これから利用したいと思っている家族は不安
に思う。
・保育園に行かせているが、音楽、英語、絵画、もじかずなど学習面に力を入れたカリキュラ
ムを組んでいただいたり、保育園ならではの年の異なった子供同志のふれあいがあったりと、とても
良かった。仕事をして長い時間の保育をお願いしているが、本当に安心して預ける事が出来感謝して
73

いる。
672

保育所を増やしてほしい。片親世帯が優先されているが、低所得の人もいるわけで、保育所が増えた
ら入れる料金も多くなるので。

673

こども手当に期待してただけに無くなったのは残念だった。保育施設を増やすことも大事だが子供達
を遊ばせたりできる公園などが少な過ぎる。あってもボロボロ整備もされていない。周辺の市には遊
具の充実した整備された大きな公園があるのに…。
（麻溝公園、相模原公園、三川公園、ぼうさいの丘、
引地台公園など参考にしてみては？）そもそも費用が高く入れられない。

674

公園を作ってほしい。湯快そうかいの辺り、児童館はあるが、小学生と一緒にあの広さの公園で遊ぶ
のは危ない。相模が丘の方に公園はあるが、道路を渡らなければならず、信号も少ないし、歩道も狭
いのであまり行きたくない。

675

家庭的保育等で近所に子供を少しの間だけで見てくれるところがあると、美容院に行ったり、歯医者
に行ったり、運動不足を解消したりができると思います。近所に住むママ友に見てもらうというのは、
できることならお願いしてみたいし、こちらも見てあげたいですが、同年代の元気な子供を怪我させ
ず見れるか不安ですし、ママ友にも迷惑がかかると思うとお願いはできずにいます。

676

問 11 の通りです。相武台に小さい子から遊べるような公園があればと思います。

677

もっと気軽に身近に子供を預けたりできて、経済的に余裕があれば、専業主婦の母も自由な気持ち、
行動が出来るのですが、上の子の習い事や家事など、毎日の生活から飛び出すのが面倒になってしま
います。母はいつも基本待機状態です。余計な体力使わないように・・・ストレス発散したいです。

２

その他の回答
（重複回答等であっても記入があれば、以下に記載）

（１）【問４】
：回答者
No

意見

1

祖母

2

祖父

（２）【問６】
：家庭での主な保育者
No

意見

1

叔母

2

父母祖父母

3

保育園

（３）【問７】
：主な保育者
No

意見

1

兄弟

2

兄

3

友人

4

コミュセン

5

母親の実妹

6

認可外

7

おば

8

無認可保育園

9

事業内保育施設
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10

祖母の姉（同居）

11

伯母

12

保育ルームフェリーチェ

13

姉

14

近所の人

15

伯母

16

大叔父、大叔母

17

ＮＰＯ法人風の子

18

姉

19

療育

20

叔母

21

サークル

22

サニーキッズ

23

母方のおば（母の妹）

24

児童デイ、重心施設

25

おば

26

無認可保育園

27

曾祖母

28

母の妹

29

姉

30

認定保育施設

31

認定保育施設

（４）
【問８】
：子育てに影響する環境
No

意見

1

行政

2

子育てサークル

3

祖父母の家

4

福祉施設

5

公園

6

祖父母、いとこ（他県在住）

7

サッカー教室、祖母

8

公園

9

友人関係

10

親の実家

11

周りのお友達

12

保育ルームフェリーチェ

13

祖父母

14

友人

15

９才上の姉

16

上の子が強い

17

関わるもの全て

18

サニーキッズ

19

療育

20

何をせんたくするかその時による

21

習い事

22

プレ幼稚園
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23

両方の実家

24

サークル

25

サニーキッズ

26

親族

27

児童デイ

28

サニーキッズ（放課後デイサービス・ムーブメント）

29

習い事：学研教室

30

習い事

31

兄弟が通っている所。サニーキッズ、ボランティアさん等

32

周りの大人

33

入れたら、４

34

認定保育施設

35

認定保育施設

36

福祉施設、病院

37

保育園

38

祖母のみ

39

伊勢丹相模原店内の子育て広場たんと

40

祖父母宅

41

ならいごとスイミング

42

子育て支援センター

43

国

44

サニーキッズ

45

託児所

46

祖母、従兄弟宅

47

公園

（５）【問９－１】
：親族に子どもをみてもらっている状況
No

意見

1

祖父母も忙しく、また近くはないので頼みづらい

2

２、３、４の理由のため、今まで子供を見てもらったことはほとんどありません。

3

時期的に無理な場合がある

4

祖父母の仕事、用事がなければ安心してみてもらえる

5

特になし

6

時間的な制約があるが、制約内で安心して預けられる。

7

祖母は祖父が亡くなり１人で働いているのに、私の仕事は（土・祝など）仕事のシフトをずらして預かってくれま
す。すごく有難いですが、祖母の家計に負担が出ないか心配です。

8

遠方のため緊急時にしか頼れない

9

病院に行く時や用事などがある時に数時間預けている

10

祖父母に対する心配はないが、子どもの方が祖父母にまだあまりなついていないので、預けにくい。

11

子どもの安全面で心配である

12

祖父母共に仕事をしているので時間的制限がある

13

１つの価値観にとらわれない子育て教育ができる

14

遠いのでそこだけ心配

15

細かなものかもしれないが毎日のおやつなど祖父母にかける経済的負担も心苦しい

16

祖父母等、親族の身体的、時間的制約等を考えると、多少心苦しいが、安心して預けられる。

17

両親とも働いているので、必らずみてもらえる訳ではないため、その場合はどうしたらよいか不安心配である

18

保育所がダメな時単時間でお願いするので上記該当なし
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19

家から１時間くらいかかるのでめったに親族にたのめない

20

祖父母の身体的、精神的、時間的制約を、多少気にしながら、子供を見てもらっている。

21

身体的、精神的負担は心配ないですが、どちらの祖父母も仕事があるので、時間的制約があります。

22

遠方なので

23

距離的な問題、相手の生活を考えると、実際にはみてもらってない

24

祖父母にみてもらえる環境にはあるが、今までみてもらったことはない。緊急時は、夫に頼む。

25

安心して預けられるが、祖母の身体も心配

26

上記の反面、親の手を借りるコトなく子育てしたい。

27

基本的に母親以外には泣くので、余程の急を要する場合以外は、人に預けられない。

28

みてもらえるが時間は常に気になる

29

緊急時のみで、自分の用事ではみてもらえない

30

みてもらうことはできるが、みてもらいたくない。

31

祖父母であっても、あずかりを拒否されることもあり、不安である

32

１と３の中間です。時間は調整しないといけませんが、負担が大きく心配というほどではない

33

実際には、断られることもあり、他に見てもらえるところがあると、うれしいです。

34

県外のため、不安

35

地方居住の為稀にです

36

夫婦間で、子どもを祖父母に見てもらう事に是非の意見の相違がある。

37

遠方のため経済的な負担が心苦しい

38

あまり積極的に受け入れてもらえる環境ではないので、実際は本当に困った時（保育所、ＮＰＯ法人風の子にみて
もらえない）のみしかお願いできない

39

母方の祖父母は身体的に少し心配。父方の祖父母は身体的には割と安心

40

姉が毎日見てくれますが、体の調子が悪いです。

41

祖父が近くにいるので緊急時はみてもらえると思いますがたのんだことはありません。

42

快諾してもらえないので自分達で基本的になにかあってもなるべく解決する。祖母は子どもをみるのが基本的にイ
ヤである。

43

けが、事故が心配である

44

祖父母が遠方なのでよほどの緊急時でないと呼べない

45

大きく心配まではいかないが、負担は正直あると思う

46

今まで預けたりがないが、いざという時はお願いできると思う。義母ですが、たまにならばあ
ちゃん孝行になるので、それほど心配ない。心身共に健康で一人住まいされているので、今の
ところはサポートお願いできる。

（６）【問９－２】
：友人・知人に子どもをみてもらっている状況
No

意見

1

預かると言われるが、友人にも同月齢の子供がいる為、よっぽどの緊急時じゃないとまかせづらい。

2

あまり人に子どもを預けたいとは思わない。

3

友人、知人の時間的制約が心配である

4

子供をみてくれると言ってくれる友人はいるが迷惑をかけたくないという思いがあるのでまだ預けた事がない。

5

上の子と留守番させている。よっぽどの事がない限り頼みづらい。
（頼んでいない）

6

実際に見てもらったことはない

7

緊急時に友人と互いの子供を見合う事があるが、短時間なのでお互いに心配事は無い

8

まだ実際にみてもらったことはありません。

9

知人や、友人にあずける事がない

10

相手方のＯＫがいただけたら「お互いさま」の気もちであずけたりあずかったりできる。

11

まだ、経験は無いので分かりかねます。

12

みてもらえるが時間は常に気になる
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13

何かあったときにはお互いさまの気持ちである

14

相手の負担にならない程度に預かってもらっています。

15

実際にみてもらった事はないが、お願いできそうなお宅はあります。

16

みて頂くのは少しの時間だし、心配事はそんなにない

17

姉に身体的、精神的負担が大きい、体が弱いため

18

現状ではない

19

友人、知人の時間的制約、精神的な負担が少し心配である

（７）【問１０－１】：子育ての相談相手
No

意見

1

障がい福祉課とサニーキッズ

2

夫

3

学研教室

4

主人、妻

5

インターネット

6

夫

7

父親

8

育児サークルのご年配の方

9

兄弟が通っている所。サニーキッズ

10

姉や妹

11

認定保育施設の職員

12

伊勢丹相模原店内の子育て広場たんと

13

職場の同僚

14

サニーキッズ関係の先生方

15

公民館職員さん

16

夫

17

自分（母親）の姉

18

公民館の窓口等

19

サニーキッズ

20

児童デイサービス

21

訪問看護師、県の保健師

（８）【問１５－１】：平日利用している教育・保育事業
No

意見

1

幼稚園の未就園教室に月２～３回行ってる

2

ＮＰＯ法人風の子 ワーカーズコレクティブ

3

福祉施設

4

座間市サニーキッズ

5

幼稚園未就園児教室月２～３回

6

両親

7

サニーキッズ

8

幼稚園の未就園クラス

9

幼稚園の月２程の体験教室

10

サークル

11

サニーキッズ

12

児童デイサービス
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13

プレ保育

14

幼稚園預かり不定期（午前保育や夏休み中など）

15

幼稚園の未就園児クラス

16

幼稚園、未就園児クラス

17

プレ保育

18

アガペサポートセンター

19

サニーキッズ、幼稚園体験就園他

20

未就園教室

21

児童デイサービス

わいわいキッズ

（９）【問１５－４】：教育・保育事業を利用している理由
No

意見

1

上の子が通っているから一緒に行かせたくて

2

自分の時間を持つため

3

通院

4

来春の入園募集人数が増える事が予想されて入園できないかもしれないから、未就園児教室に入ってた方が良いと
言われたから通っている。

5

両親（祖父母）に負担をかけられない

6

子どもが行きたがったので。

7

親のリフレッシュの為

8

気分転換、自営の経理の為

9

宛名の子どもが障害があるため

10

２番目の育休中

11

認可保育園に入れない為

12

母親の負担を減らすため

（１０）【問１５－５】
：教育・保育事業を利用していない理由
No

意見

1

来年４月から幼稚園入園予定

2

これから幼稚園に入ります。
（平成２６．４予定）

3

一度預けたが、泣きがひどく帰宅の呼び出しがあった。その際に次回からの申し込みに良い返事を頂けなかった。

4

平成２６年４月から利用決定済

5

年中より幼稚園に通うので今は利用していない

6

来春より幼稚園へ入園予定

7

幼稚園の年少になったら預ける予定

8

現在３歳ですが、保育園はなかなか入れず年中で幼稚園に通う上の子と２人私立の幼稚園に通わせるのは経済的に
大変である。２人通わせても平日働いてもお迎えの時間もあり短時間しか働けない。よって下の子も年中になって
から幼稚園に入園する事を考えている。認可保育園は多少は良いが無認可保育の保育の実情はあまりにもひどい知
人が無認可園で働いていたがひどすぎる保育に辞めてしまい他も色々な情報が耳に入り預けようとは思わない。行
政にも積極的に動いて頂けたらと思います。認可・無認可保育園に預けるという選択はありません。

9

保育園では半日のパートでは預かってくれない、厚木市では預かってくれるのに座間市では保育の対象外とされる。
基準の対象外とされる。

10

2 年保育でよいと考えている

11

仕事が中々見つからないから

12

もうすぐ引っ越すため

13

支援センターには遊びにつれていっている。
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14

仕事を探せない為

15

利用できる多様なサービスがない。

16

情報がない

17

来年度入園予定

18

来年、幼稚園入園の為

19

申込み中

20

１人分は空いてるが２人はムリ、双子を別々にあずけるのは大変。祖父母は他県なので、いくら知人友人でも、た
のめることではない。１人ではムリ。双子は色々とキツイ。役所に相談をしたが、口だけなので、自分で、やるこ
とにした。

21

育休中のため

22

すぐに働きたいが、空きがない

23

仕事がない。子供が居ると不利。

24

来年入園予定

25

下の子が生後４ヶ月のため

26

保育園の申請しているが待機中

27

利用の手続きが分からない。

28

来年幼稚園に入園予定

29

フリーランスの為、基本的には在宅で時々出勤する為。

30

過去にファミリーサポートを利用していたが、金額が高いのと、タバコを吸っている方が居るようなので、利用を
辞めました。

31

利用したいが、詳細がわからず、聞くのも敬遠してしまう為（④意外の事業のこと

）保育所の空きがないことが

多々あった。

32

来年４月より幼稚園（年中）入園予定

33

上の子の幼稚園にちびっこ教室に行っている（年１０回）
。定期的ではないが行っている。

34

幼稚園に来年４月入園予定

35

４月より利用予定

36

保育園にいたが、業務終了につき退園。保育園にいられる期間が一ヶ月と短いため、転職間に合わず、切ない思い
をしました。

37

まだ小さく幼稚園に入れないため（来年度年少から入園予定）

38

現在、保育園に書類を提出、審査待ちです。

39

家で仕事しているため

40

考え中

41

私的には、母（父も…）ができるだけ長く育てたいと思います。

42

保育園を利用したいが、現在の就労時間では入園の条件を満たしていない為

43

Ｈ２６春より幼稚園の入園が決まっている

44

育休中のため

45

２年保育を考えているため

46

双子もいるので３人で遊んでます。

47

幼稚園に入園する為 来春からの入園

48

現在認可保育所待機待ち中

49

１月から幼稚園入園予定

50

上の子がいるので

51

近くの認定保育園で一時預かりを希望したが手のかかる等の理由で断わられた

（１１）【問１６】
：教育・保育事業の希望
No
1

意見
病院保育施設→親が働いていれば必須。無いのがおかしい。
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2

特になし

3

ドラキッズなどのスクール

4

相模原市にあるようなこどもセンターみたいなもの

5

母子家庭なのでよくわかりません。

6

座間市サニーキッズ

7

コナミスポーツクラブのチャイルド教室

8

一時預かり

9

あらゆる世代が集う場所（託児のできる）
、
（お茶をのんだりできる）場所が欲しい。

10

特にない

11

なし

12

保育園の一時保育（長期休み時）

13

利用したいと考える事業はない

14

双子で入れて、生活に支しょうでなければ考える

15

保育所の一時預かり保育

16

障害児の預かり保育

17

価値があると思われる保育所。
（認定、認定外問わない。
）

18

国立幼稚園（座間にもあったらいいな。
）

19

２４時間保育園

20

知人によるＢａｂｙシッティング

21

一時保育

22

勉強や遊びなど教育できる事等

23

病児保育

24

体操教室

25

病児保育施設

26

教育として、英会話・体操を望む。座間市内の水準が低い気がする。

27

料金がキビしいですが…

28

無償保育園

29

認可保育園の一時保育

30

預かり保育中に音楽や英会話等の教室もしてくれる

（１２）【問１７】
：座間市で実施している類似の事業
No

意見

1

こども～る

2

あらいそ子供センター

3

子育てサークル うさぎーず

4

はぐはぐ

5

親子サークル

6

図書館内のおはなし会

7

コミュニティーセンター

8

コミュセン

9

児童館

10

大和 以前保育園に入る前利用が２回ぐらいありました。

11

座間市サニーキッズ

12

相模原市の子どもセンター

13

ひばりが丘児童すくすくサロン・東地区文化センターひがしのだんだんリビング月１回

14

育児相談、子育てフェスティバル

15

ひばりが丘コミュニティーセンター

よちよちなどのサークル
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16

保育園、秋まつりなど

17

はぐはぐ

18

はぐはぐ

19

支援センター・コミュニティセンター

20

子そだてサロン「ぽっかぽか」週１くらいでやってくれるとうれしいです。

21

リトミック

22

こどもセンター

23

くまさんのおはなし会

24

おはなし会

25

子育てサロンはぶちゃん、ちょうちゃん

26

お話会

27

幼稚園のプレ保育

28

幼稚園での体験保育

29

すくすくサロン

30

アクティブママ＝ばぶちょろ座間公民館

31

スカイアリーナ座間でのスポーツ講座・親子体操

32

サニーキッズ

33

ばぶちょろルーム

34

コミュニティーセンター

35

ばぶちょろ（公民館）

36

はぐはぐ

37

ぽっかぽか（北地区文化センター和室で月１回開催されているもの）

38

立野台コミュニティーセンター

39

育児相談

40

親子サークル

41

図書館のこどもおはなし会

42

コミセン

43

保育園の園庭開放

44

保育園庭開放

45

保健士さんのわくわく教室

46

コミュニティーセンター保育室

47

おはなし会

48

伊勢丹相模原店内の子育て広場たんと

49

子育てサロン

50

公民館おはなし会

51

わいわいキッズ

52

親と子が共に育つ教室→３ヶ月のみで終了しました。

53

育児相談

54

子育てサークル

55

サークル

56

こども～る

57

公民館・図書館

58

サニーキッズ

乳幼児の頃は、子育て支援センターへ

（１３）【問２０－１】
：教育・保育事業をたまに利用したい理由
No
1

意見
土日は父が休みなので、利用する必要がありません

82

2

受診したい

3

祝日は出勤日のため

4

就労のため

5

親自身の通院や習い事ができるかと思う。

6

息抜きのための趣味をやっている為

7

父親（子供の）の仕事が入るため

8

夫と２人で出かけたい時

9

サービス業の仕事に就いた時に土・日は必ず出なくてはいけない為

10

仕事を始めたら、土曜日子供の預け先がない為。

11

昔は土曜半日学校でしたので、現代でもやってもらいたい。

12

もし仕事になっても安心

13

子どもといる時間を作るため

14

通院のため

15

教育であるなら

16

持病がある為、通院

17

子の経験のため

18

兄の幼稚園の行事のとき

19

職場で月１以上研修がある為

20

仕事を探しているので、土・日預けられると選択の幅が広がる

21

土、日に入る仕事を探すしかない為（サービス業）

22

もし、バイトをはじめるとしたら土・日はいってほしい職場が多いため。

23

仕事の一貫でセミナーｅｔｃに参加するため

24

幼稚園等に通った場合、夏休み等がある為。

25

通院のため

26

夫婦２人の時間確保のため

27

これから仕事をする上で、土、日に預かってもらえるなら預けたい。

28

今後パートに出たいため

29

仕事をしたい

30

仕事をする上で土日のどちらかが出勤という求人が多い。

31

同じ年頃の子ども達と遊ばせたい

32

なにか用事がある時だけ利用したい

33

土日は父が休みなので、利用する必要がありません

34

受診したい

35

祝日は出勤日のため

36

就労のため

37

親自身の通院や習い事ができるかと思う。

38

息抜きのための趣味をやっている為

39

父親（子供の）の仕事が入るため

40

夫と２人で出かけたい時

41

サービス業の仕事に就いた時に土・日は必ず出なくてはいけない為

42

仕事を始めたら、土曜日子供の預け先がない為。

43

昔は土曜半日学校でしたので、現代でもやってもらいたい。

44

もし仕事になっても安心

45

子どもといる時間を作るため

46

通院のため

47

教育であるなら

48

持病がある為、通院
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49

子の経験のため

50

兄の幼稚園の行事のとき

51

職場で月１以上研修がある為

52

仕事を探しているので、土・日預けられると選択の幅が広がる

53

土、日に入る仕事を探すしかない為（サービス業）

54

もし、バイトをはじめるとしたら土・日はいってほしい職場が多いため。

55

仕事の一貫でセミナーｅｔｃに参加するため

56

幼稚園等に通った場合、夏休み等がある為。

57

通院のため

58

夫婦２人の時間確保のため

59

これから仕事をする上で、土、日に預かってもらえるなら預けたい。

60

今後パートに出たいため

61

仕事をしたい

59

仕事をする上で土日のどちらかが出勤という求人が多い。

60

同じ年頃の子ども達と遊ばせたい

61

なにか用事がある時だけ利用したい
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（１４）
【問２１－１】
：教育・保育事業をたまに利用したい理由
No

意見

1

子供がおうちであきない為

2

子供同士の交流をふやしたい

3

仕事をしたいため

4

できたら仕事がしたい

5

仕事がしたい

6

他の兄弟との時間を作るため

7

子どもも先生や友達と遊びたがる為

8

お友達と遊ばせてあげたい

9

子供が他の子供たちと楽しめるから

10

子供もお友達に会いたいだろうし、幼稚園で遊びたいと思うから。

11

子供が幼稚園に行きたがっているから

12

習い事、レジャー、幼稚園以外のお友達とも遊ばせたい

13

友達と関わって遊べるから

14

趣味の習い事に行くため

15

子供を友人と遊ばせるため

16

週に数回働きたい為

17

子どもがあそべる場所をつくるため

18

子どもが時間を持て余してしまう為

19

同世代との交流

20

長期休暇の保育があれば、働けるから

21

子どもがお友達と遊べるので。

22

スムーズに新学期に対応するため

23

今は就労してないが週に数回を希望しているため。

24

週に数回仕事をしたい

25

近所に遊ぶ友達がいないため

26

利用できれば、パートをはじめる事ができると思うため

27

仕事がしたい

28

子供が自らすすんで行きたいと言う時には、利用し園での生活リズムを適度に慣らしておきたい時

29

子ども達との関わりを増やすため

30

長期の休みでもサポートがあれば、仕事を探せるから

31

子供のリズム保持のため

32

もし利用できるのなら働きたい

33

今後、パートやアルバイトをする時に、夏休みなどの長期休暇があると仕事ができない為、その期間中、週に数日
でも預けられれば仕事ができる。

34

祖父母の休息の為

35

子供が友人に会え、子供も会える事で楽しいと思うので。

36

お友達とあそぶ時間を作りたい（子供同士）

37

本人の姉と出かける用事があるため

38

仕事を探しているので夏休み中に預かってもらえると助かる。

39

子供も幼稚園に行きたがるし、お友達とも遊ばせてあげたい。

40

子どもも友だちと遊ぶ事を楽しめる

41

子供が楽しめそうだから

42

もし、バイトをはじめるとしたら。

43

そのようなシステムがあれば仕事がさがせるから。

44

共働きのため
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45

家にいても力を持て余しているため

46

子供のストレス発散のため

47

通院のため

48

これから仕事をする上で長期休暇は難しいと思うため。

49

仕事をしたい為

50

毎日でなくて良いと思うため

51

今後パートに出たいため

52

子供が遊んだりするため

53

同年代の子と遊ばせたいため

54

アルバイトをする（始める）かもしれないから

55

利用できればパート等に出やすくなるため

56

仕事ができる

57

子供の成長のため

58

いろんなお友達を遊ばせたい為

59

同じ年頃の子ども達と遊ばせたい

60

園や学校の長期休暇中に子どもを安心して預けられる場所があれば週に数回働きに出られるので。
（パートにふみき
れない理由が長期休暇にあるので）

61

仕事をしたいので長期のあずけ場所がないとこまる

59

長期の休み中利用できれば仕事ができるから

60

資格試験の勉強、自分の病院

61

友達との交流のため

62

住宅探し（夫婦で）

63

子供同士が会える時間を作ってあげたいため

（１５）
【問２２－１】
：病気の際の対処方法
No

意見

1

専業主婦

2

自営の為店で仕事しながらいっしょにすごした。

3

保育園の病児施設の利用

4

主婦なので私がみました。１５日

5

普段の生活 １２日

6

保育園の病児室を利用した。

7

長男の通う保育園で一時保育

8

母が専業主婦なので、休むとかないです。

9

職場につれていった

10

同居ではないが東内にすむ祖母へ預けた。

11

両親どちらかが偶然休みだったので上記にあてはまらない

12

ＮＰＯ法人風の子を利用した

13

祖父母にあずけた

14

祖母に預かってもらった

15

仕事はしていないので休む必要はなかった
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（１６）
【問２２－３】
：病児・病後児保育施設の希望
No

意見

1

おくりむかえができる保育所

2

子育て家庭でベビーシッターが見るサービス

3

病児を安心してあずけられ、安価もしくは無料の場所ならどこでもいいです。

4

通勤を考えると①を希望しますが、周囲の子供への感染等を考えると②が望ましいと思います。

5

通っている保育所内での病児・病後児保育

（１７）
【問２２－４】
：病児・病後児保育施設を利用したくない理由
No

意見

1

６←自分の子どもなので当たり前。子どもより大事な仕事など、どこにもないはず。

2

子供が不安だと思うから

3

病気の時ぐらいは親のもとで安心してすごさせたい

4

母は仕事をしていないので子どもをみられるから

5

母親が見ているのが１番良い。子供が安心できる。

6

働いていないので私（母）がみれる

7

今回に限っていえば目の手術だったのでどうしようもないと思います

8

子供がかわいそう

9

病後時保育事業は近くにないと思います。

10

体調が悪い時くらい一緒にいてあげたい。

11

病気の時くらいきちんとそばにいてあげたい。

12

苦しんでいる時は側にいてあげたい

13

慣れない所で過ごすのは、不安。病気なのに。それに、保育園に病児室がある

14

病気の時くらいは側にいてあげたいです。

15

申し込み方が不明

16

子供も親の方が安心すると思うから。

17

病気の子を外に連れ出すのがかわいそう。家で親がみて、休ませてあげたい。

18

仕事と施設の時間帯があわない

19

他の病気がうつるとこまる。

20

母親の私と姉でみます。

21

そばにいてあげたい

22

自分で見られるので

23

施設所員が対応出来ないから、または困難だから

24

病児、病後児保育施設が有るのを知らなかった

25

病児をみながら仕事が出来る環境がある。

26

子どもが不安がる

27

専業主婦なので家でみれる

28

働いていない自分が見るのが安心。
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（１８）
【問２２－６】
：休めない理由
No

意見

1

在宅、自営の経理のため、仕事を自分で調整できる

2

仕事に支障がでるため休めない

3

休む必要がない

4

仕事が忙しく休むと迷惑をかける

5

母親がいるので

6

できるかぎり父母が休みをとって看ているが、兄弟で一週間ずれでインフルエンザやおたふく等にかかった場合、
全て父母だけで対応するのは職場に迷惑がかかりすぎてできない。

7

職場に迷わくかける 休みにくい

8

他の職の方にめいわくがかかる

9

スタッフに迷惑がかかる

10

どうしてもその日は休めない時もある。

11

給料が減る

12

休みが２日以上になると厳しい

13

勤務者が不足してしまうので休めない

14

１週間、２週間の休みになると販売業なので休みが中々とれない。他の人にもめいわくがかかるので。

15

急に休むことは難しいものです。

16

仕事上の都合で休めない

17

母親が専業主婦の為必要がない

18

職場に対して心苦しい

19

振り替えがなかなかできない

20

人数ギリギリなので、休むと職場がまわらないので。

21

多忙なため

22

シフト制で、急に外の人に交代をお願いできない。
（しずらい）このような事が起きるとたびたび、交代してもらう
事になるので。

23

休みづらい

24

収入が減る為

25

職場に迷惑をかけたくない

26

休む必要がない

27

代わりに働ける人がいなかった

28

休みがとりづらい

29

母親が見れるので

30

制度としては休めるが、人が足りないうえ、仕事量も多いので、休みづらい。

31

親族がいるので休む必要がない

32

業務が繁忙なため調整がとれなかった。

33

就労していない方が見れるので

34

仕事相手に迷惑がかかるため

35

業務を任されている以上、休み続ける事は仕事が滞留し時短勤務内で終える事ができなくなります。結局は自分の
首を絞め、子供の生活リズムが守れず、負担をかける事になり、行政だけでなく、企業側のサポートも必須です。

36

シフト制なので、夜勤明けの同僚が残業して負担がかかるため。

37

連休を取ることはむずかしい。

38

休みづらい。子の看護などのための休みはあるが…

39

休むとかわりの人を手配する必要があるので、職場は休ませてくれるが、日数が多くなると心苦しい。

40

職場の理解できない人がいる。未婚者

41

シフトによっては休めない。収入がへる。

42

仕事に支障が出る
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43

休みが取りづらい環境

44

休む必要がないし現場に働いている為かわりがいない

45

仕事に支障が出る為

46

すでに病気を理由に数日休みが続き、仕事がたまっていたので

47

母親が見ているから

48

管理職（責任者）なので休めない

49

仕事の都合上

（１９）
【問２３】
：不定期の一時預かり等の利用
No

意見

1

長期休み中の預かり保育

2

祖父母宅

3

風の子

4

いつもは月～金の保育ですが、土よう保育をお願いします（保育園へ）

5

サニーキッズ

6

一時保育を利用したいが空きがない

7

風の子

8

ＮＰＯ法人風の子

9

病児保育

10

重症心身障害児施設での短期入所

11

友人にあずける

12

ＮＰＯ法人風の子

13

風の子さん

14

幼稚園のプレスクール

（２０）
【問２３－１】
：不定期の一時預かり等を利用していない理由
No

意見

1

どこにあるかわからない。

2

祖父母等の親族に預けている

3

一時預かりが空きがなかった。

4

そこまでして子供を預ける必要性があるか悩む。だったら自分が休んで世話をするのが当然。

5

子供を預けようとすると泣いて嫌がることが容易に想像できるため

6

近所に一時預かり２ヶ所あるが一つは学年で４月～と聞き、一つは２ヶ月先まで待機の方の予約でいっぱいと聞い

登録などの手続が面倒であるため

た。

7

祖母に見てもらえるため

8

ファミサポを第１子に利用するが近所にサポーターの方がおられず、預けに行くのに時間がかかった

9

まだ小さいので

10

ある事を全く知らない

11

今後利用するかもしれないので知っておきたいが詳しく知らない

12

定期的に預かり保育を利用しているから

13

保育園に入所できなかった間は利用していたが、今は入所できたので一時預りの必要はなくなった。

14

自分でみたい 不安

15

働きたくてもあきがないし１時的に預けても仕方ない

16

子ども自身がまだ一時預かりを楽しめる年齢になっていないと思うため。

17

一時預りはいつもイッパイと言われてしまう

18

せいかつほごでほいくえんに入れたいけど仕事が見つからないから入れない
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19

祖父母にお願いした

20

主人が自営業の為空いている時に子供を見てもらえる為。祖母が近くに住んでいる為

21

よくわからない

22

利用するにあたり子供に引き目を感じる

23

手続きに時間がかかる

24

もうすぐ引っ越しするのでがまんしている。お金がないので

25

実家で預かってもらうため

26

上の子と一緒に預けられる所がない

27

何とかする。利用のための手続きが面倒

28

夜だけは一緒に居てあげたい。朝おはようと言ってあげたい。

29

保育所での一時預かりを希望したが、対象の年齢になっていなく断わられた。対象の年齢内であっても、予約がだ
いぶ先までいっぱいとのことで利用できていない。

30

保育園児の中に急に一人で入れる事が不安。

31

親などにたのむ

32

事業が地域・他地域にあるのか知らない・調べていない

33

準備がめんどうだから

34

子供がママから離れない

35

保育園に何を言われるか分からないから

36

空きがない（一時利用も）

37

近所に事業をしてる場所があるのかすら知らないので。

38

育児休業中のため

39

私用で利用したいと思ったが、施設工事のため新規利用は受け付けないと言われた。

40

子どもが小さいから

41

障害児を預かるところがわからない。

42

断られた。ざまっぷに一時保育可能と書かれていたので、問い合わせた所、前月から繰り越しがほとんどで一日だ
けは無理だと。

43

一時キャンセルまち（２時間のならし）

44

家から近いところに無い。

45

慣れていないので、不安がある。初めての場所で私も初めての方に預ける事が不安。仕事は、時々なので…

46

まだ子どもが小さすぎる

47

一時保育は断られる。

48

子供が慣れていない所でなじめるか不安

49

祖父母と同居のため

50

利用の希望はあるが、利用にいたっていない

51

ファミリーサポートは利用したい時もあったが、事前登録など手続きが必要な事を知らず、いざという時に利用で
きなかった。

52

手つづきが多く、どの病院なら預かってくれる等内容が不明

53

手続きに子供を連れて行ったが、話もゆっくり聞けず手続き・説明に時間をとられすぎて嫌になった。ちがう方法
はないか。預けて見てもらえて話をききたい。

54

保育園に入っているから

55

私用や自分の病気などで預かってもらうのが心苦しい。

56

利用したかったが、空きがないためことわられたから

57

手続きをする時間がない。

58

利用しなくてすむように子供に合わせている。が、大変な時もある。

59

利用しづらい。はっきりと利用目的がないと使えないときいた。

60

実家が近いため、預けているため

61

利用したいのですが、電話や手続きを先延ばしにしてしまっています。
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62

・利用しなくてすむように仕事の調整をしている。

63

これ以上あずけると、子とかかわれない。

64

一時預かりは、一ヶ月前の予約が必要でタイミングが合わない。ファミリーサポートは定期的な利用が必要で、又、

・平日は保育所なので土日のみ調整すれば何とかなる。

年度途中からは使いにくいと言われ、利用できず。

65

無認可保育園に預けているから

66

ふだん保育園に預けてるのに、さらに他でも預けるのには抵抗がある。

67

身分にお願いできる人がいる

68

祖父母がみている（負担がないわけではない）

69

一時あずかりに連れて行ったらことわられた！！

70

収入がすくないので

71

増やしてほしい

72

一時保育に登録はしたが、予約がいっぱいで急には入れないと言われた。

73

利用枠に空きがない

74

まだ子が小さいので他人に預けるのが不安。

75

本当に預かってもらいたい時はだいたい緊急時、体調不良時なので何日も前に予約したり時間を決めたりする事は
むずかしい。

76

親がそばに住んでいてみてくれるから

77

私用の際は親族に預かってもらっている。

78

サービスがよくわからない

79

事業所員が対応できない、または困難だから

80

下の子もいるため

81

手続きがめんどうである。
「こんな事で利用してよいのか」と心苦しい気持ちがある。子どもが嫌がる。

82

子どもが嫌がる

83

食事制限があり預けるのが難しい

84

交通の方法がない。

85

同居の為

86

①あゆみ保育園→工事中で預かり保育不可

87

保育園の一時預かりはどこも満員で利用できなかった

88

どうしてもの時は実母の都合に合わせてみてもらえる

89

親に見てもらえる

90

幼稚園から基本的に 1 週間前に連絡しないと預かり利用できない。

91

手続きが面倒そう。はやりの病気とかうつらないか心配。

②コストコ近くの保育園→利用できる年齢ではなかった

（２１）
【問２４】
：不定期の一時預かり等の希望理由
No

意見

1

病気や体調不良等

2

私（母親）の体調が悪い時

3

土日以外

4

体調不良の時

5

子どもの希望

6

就職活動など

7

子供本人の希望

8

父の仕事とバイトが重なった時

9

さいばんちょうで

10

就労

11

自分の通院

12

あずける必要ができた時に利用したいので日数などわかりません。
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13

通院など必要にせまられた時

14

自分の通院

15

子供が具合が悪い時

16

親族が誰もつかまらなかった時

17

休むため

18

病児・病後児

19

友達と遊ぶ目的

20

兄弟の病院への通院通所

21

幼稚園の役員活動

22

住宅探し

（２２）
【問２４－１】
：不定期の一時預かり等の希望事業
No

意見

1

お金がかからない所

2

わからない

3

障害児を受入れ可能な施設。

4

利用する人が選べる様に色々な事業があった方がいいと思う。

5

とにかく安くならどこでも

6

安心して預けられるならどこでも

7

短期入所

8

安心して任せられ、安価な場所ならどこでもいいです。

9

自宅

10

規模の大小が問題ではなく、
“イザ”という時利用できる施設があるということが望ましいと思う。

11

定期的に預けたいし、子供の安定した成長にもつなげたいので、近所などの顔なじみがいる施設であってほしい。

12

ベビーシッター

（２３）
【問２５】
：泊りがけの預け先
No

意見

1

Ｈ２６年度そうなる予定

2

保護者の用事をあきらめた、病気でもがんばった

3

行かなかった

4

かかりつけの病院で入院という形をとった

（２４）
【問３０（１）－１】：育児休業を取得しなかった理由（母親）
No

意見

1

すでに働いてなかった

2

出産時はまだ働いていなかった

3

つわりで働けなかった。

4

自営業の為

5

自営業のため短期間での復帰した

6

自分で子育てしたかったので祖語とを続ける気はなかった

7

流産ｅｔｃ責任がとれないからやめるよう言われた。

8

つわりが重く、生まれる前に退職した

9

自営業だから

10

取得できず退職。その後、復職

11

自営の為
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12

自営業の為

13

職場が遠かった。保育園に空きがなかった。

14

途中で退職するつもりでもともと居た。

15

フリーの為、育児休業等がない

16

アルバイトだった為

17

自営の為自分の都合で働けたので。

18

産後に働き（続けやすい）やすい職場でなかったので退職した。

19

自営業のため

20

自営のため

21

入社後１年未満のため、取得要件を満たさなかった。

22

職場環境がよくなかった。

23

つわりがひどく退職した。

24

パートで戻れる確約がない

25

産休に入れるのが９ヵ月～（妊娠）だったので、それまで仕事をつづけられなかった。

26

会社規則に産休がなかったので退職した（産休はないと言われた）

27

在宅の為

28

職場が良い環境でなかったため退職した。

29

仕事を辞めてすぐに田舎での出産だったためできなかった

30

自営業のため

31

仕事をしていない状態での出産だった為

32

パートタイマーだったため復職できなかった

33

退職した

（２５）
【問３０（２）－１】：育児休業を取得しなかった理由（父親）
No

意見

1

休日に出産するようにしたから

2

自営業なので休めません。

3

学生だった。

4

取る気がそもそもない。理由は⑨

5

休業してもらうと、もっと忙しくなるので仕事に行ってもらった方がいい。

6

自営業のため

7

会社にその様な制度がない

8

代わりになる人材がいない

9

取得する気がなかった。

10

自営業の為

11

自営の為

12

特に必要がなかった。

13

自宅で仕事をしているのであいた時間にみることができた。

14

取得する気がなかった

15

自営業

16

育児休業という形ではないが、有休で早く帰宅させてもらうなどした。１５時退社にしばらくしてもらった。上の
子の入浴や、日中親族が来てもらえなかったので夕食の準備の為。育児休かは３日とった。

17

自営業だから

18

特に必要性を感じなかったので

19

配偶者が育児休業を取れなく退職し、無職でいたため

20

自営のため取得できなかった

21

男が育児休業を取ることは恥かしいし、みっともない、必要なし。
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22

特に必要なかった

23

母親がやるものだという考えの人間

24

休ませてもらえない

25

育児休業があるか知らない。

26

自営業の為

27

子育てに積極的に関わりたくなかった。

28

日常の為

29

取得しようという考えすらなかった

30

殆ど自営業に近い職種なので、育休は不可能

31

仕事をしていても育児に協力的で特に休業する必要はなかったから。

32

そもそも取るつもりもなかった。

33

自営のため

34

上司が認めなかった

35

母親が実家に帰省したため

36

男性に育児休業の制度があったのかもわからなかった。取得する気にもならなかった。

37

公休と有給で休みととった。
（退院まで）

38

自営業

39

妻が専業主婦だから

40

配偶者が仕事をやめた。

41

母親が育児に専念できた

42

自営業なので、育旧制度は取得できない。

43

休む必要がない

44

自営業なので制度がない。

45

雇用主なので

46

自営の為

47

自営業、不可能

48

出産に立ちあうための休みも後々上から怒られた…

49

事業主のため休めない

50

自営業のため

51

男性で取得している人がいない為、制度があっても使えない。そんな余裕がない。１人でたくさんの担当会社があ
る為、責任があるので取れない。

52

自営のため、自分で時間の調整をした

53

自営業

54

フリーランスの仕事なので

55

取得する気持ちがなかった。出産休暇は数日取った。
（子供が生まれると会社から貰える休暇）

56

同じ会社で働いてる人が誰も育児休業を取った事がないのに自分が取るにはものすごい勇気がいる。

57

取得の必要性を感じなかった

58

出向という立場のため取りにくかった

59

職場に育児休業の制度があるのかさえわからないし取った人もいない

60

上の子を見るため１週間有休を使った。

61

フレックス制度があり、かなり自由に就業時間を変更できた

62

自営業のため

63

ちょうど長期休みだった

64

必要なかったから

65

認めない

66

有休で足りたので

67

事業主のため
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68

自営業のため

69

配偶者が退職した

70

母親が家にいるから

71

育児休業はしていないが、有休を４日程とった。

72

自営なので休めない

73

子供の年齢に制限があり必要な時に利用出来なかった

（２６）
【問３０－６（１）】：育児休業から希望より早く復帰した理由（母親）
No

意見

1

１年半しか育休が取れないので。

2

人数的要因で、休めない

3

上の子と二人で同じ保育所に入るため

4

短時間勤務制度を利用してフルタイムで復帰したかった。３才を過ぎると時間的にパートでしか働けないと思った
から。

5

会社の制度が１年の為

6

役職についていたため早く復帰する必要があった

7

復帰できなくなるのを恐れて

8

職場からどうしても早く復帰してほしいと言われた

9

個人事業主の為、休業制度などない

10

職場の保育園に入れた。ずっと子供と一緒にいるのに疲れたから

11

希望する時期まで待っていたら預け先がなくなると思ったから。

12

会社で１年という風習があったため。

13

１才の誕生日は休みたかったから

14

１才以上は休暇が取得できない

15

育児休業が１年間だったため

16

上の子どもが現在の保育所に継続して入所できるようにするため。

17

３才まで育児休業できる制度が無かった

18

職場的に長期に休みをとりずらい雰囲気であったため

19

長期休めないため

20

気分転換のため早く復帰した

21

なんとなく会社に言いずらかった為

22

子どもの人みしりがひどくなる前に入れた

23

１歳までしかとれないと思っていた。保育園に入れない時延長できることを知らなかった。そのため事業所内の施
設に入所し、半年後認可保育園に入所させた。

（２７）
【問３０－６（１）】：育児休業から希望より早く復帰した理由（父親）
No
1

意見
長く休むと昇進に影響が出る為

（２８）
【問３０－６（２）】：育児休業から希望より遅く復帰した理由（母親）
No
1

意見
４月からの入園を希望だった為

（２９）
【問３０－８（１）】：短時間勤務制度を利用しなかった理由（母親親）
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No

意見

1

固定勤務時間 シフトに入らずに働かせてもらった。３歳まで

2

子連れ出勤が認められた

3

短時間勤務のデメリットが多すぎた

4

派遣社員だったため、復帰後は職場が異なった。

5

うちの会社、３時間、遅刻するか、早退するかだけでは販売職のため店が回らないから。遅刻していってもまだ祖
母も仕事中で無理ですし、早退したら遅番の店のスタッフに迷惑ですし、うまく活用できない。保育園も入れない
しどうにもならない

6

短時間勤務制度を利用すると、フレックス勤務でなくなるため、かえって不便であるから

7

保育所に入ってから子供が病気がちになり、入院寸前なども多く、月に何日も休み有給も早々に使い果たしてしま
った為、そんな制度があっても使える雰囲気ではなく、これ以上職場の人たちに迷惑はかけれなかった為に退職し
ました。

8

利用しなくて大丈夫だった

9

元々短時間労働なので

10

希望したが断られた

11

ダメときいている

12

不規則勤務のため

13

制度があるかどうかわからない

14

パートの為

15

給付期間満了で退職。希望の認可保育園は待機、仕方ないので認定保育園へ入りすぐ就職しないと退園とせまられ
たため

16

パートなので時間を変えなくてすんだ

17

元々パートの為

（３０）
【問３０－８（１）】：短時間勤務制度を利用しなかった理由（父親）
No

意見

1

自営のため

2

通勤時間が４時間のため４時間で帰る意味をみいだせなかった。
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