
教育・保育環境の充実などの子育ての環境や支援について　　　　　　（就学前）

区分 詳細 内容 対応
経済的支援 地域 ■・補助金の増加・未就園児向けのイベントを増やしてほしい。

経済的支援 その他
■※父子・母子家庭への援助を充実させてあげて欲しい。　アンケートに間違いや意味の分からない事が多々あった。チェックくら
いしたらどうですか。

経済的支援 ■消費税が上がるにあたって子ども手当てもあげてほしい。
経済的支援 ■3人目がほしいのですが、経済的に難しいと考えています。支援が充実していれば安心して産めるのですが…。
経済的支援 ■幼稚園の保育料助成で取得制限があるので、子供の人数などで幅をひろげるなどしてほしい。

経済的支援

■共働きを進めるのではなく、どうしても理由でない限り子は３歳になるまでは親やおじいちゃん、おばあちゃんとで育てるのが１
番なので、お金で悩まないように国での補助金や手当等で助けることが必要だと思う。親が働きだし、子の教育を他人の手に任せて
しまうので、問題を抱えている子供たちが増えているのだと思います。働ける地味に、働けるよう、お金の心配を助けてほしいで
す。１番かわいい子供の成長を見ずに、仕事に出なくてはならない母親の気持ちは母性を育てるチャンスを奪うのだと思います。虐
待につながります。お金の面が一番の問題なのです。子供と母親が成長していけるためにも、補助金や手当を出してほしいです。私
たち母親は子供のそばにいて成長を見ていきたいのです。働きたいわけではありません。

経済的支援
■3歳の子供には重度の食物アレルギーがあり、今後の学校などの生活や、人に預けることなど難しく不安があります。アレルギー
の子に対する対応や、支援があれば知りたいです。また、毎月の通院なども大変なので、免除制度なども拡充してほしいです。

経済的支援 ■幼稚園の第3子以降の無料の制度を戻してほしい。

経済的支援 ■乳幼児のいる家庭の同居家族には、インフルエンザ予防注射等に優遇する支援が欲しい。

経済的支援
■保育園にしても幼稚園でも保育料が高い。主人の仕事上1日2~3時間しか働けない為保育園に預ける事を考えたがパート代より高く
なってしまう為働きに行く事が出来ない。仕方なく幼稚園に入れようと思っている。幼稚園も保育料が高いため困っています。

経済的支援 ■来春2人目出産予定です。子ども手当は破棄されませんよね？

経済的支援

■少子化ですので子どもがたくさんいる家庭こそ色々な支援をして頂きたいです。児童手当は助かりますが結局税金を納めて０と
なってしまいます。あってないような気がします。鹿沼市ではもっと子どもに対しての支援はしないのですか？もっと力を入れて欲
しいです。生活が苦しくて大変です。

経済的支援 ■自営の人も育児休暇給付が受けられれば良いと思う。

経済的支援

■自分は片親で母もいないので、子供を無料で気軽に預けるところがありません。もし自分に何かあったらと日々不安です。単発の
預け先を優先的に確保できたり、できれば無料で、格安で定期的に人間ドッグ等受けられる支援があるとうれしい。もし自分が死亡
した時など、子供の将来、預け先など明確に分かるものなどあれば安心する。

経済的支援

■次男には病気があり特殊な栄養補助食品を取り寄せています。全て実費なので市からの補助が出るとありがたいです。長男には発
達障害があり、小さい頃からあおば園に通っていました。なので働く事ができませんでした。そういう事情があって働く事が出来な
い家庭には、収入に応じて市から補助が出ると、母親の負担が少しでも減ると思います。

経済的支援

■幼稚園の保育料他の支払いが毎月大変なので、全国一律に値下げ希望。保育園は高すぎ、時間にうるさすぎ、熱が出るとすぐに迎
えに来いと言うのをやめてほしい。学童の利用料金を値下げしてほしい。そして全て一律にしてほしい。小学校も全体的に値下げし
てほしい。ランドセルや机の購入資金の援助制度がしてもらいたいです。最近のものは高すぎて買うことが困難である。ちなみに雛
人形もまだ買ってあげられていません。

経済的支援 ■幼稚園の無償化をお願いします。

経済的支援
■第3子手当ての更なる充実を求めます。以前は保育料無料でしたが、現在は3年間のみで年少からは有料となってしまいます。せめ
て1/2負担でもいいから検討してほしいなと思います。



経済的支援

■私達家族は鹿沼市へ転入し2年になります。やっとの思いで保育園に入る事も出来ました。私の家では主人が病気の為働く事が出
来ず、私の収入で生活しています。フルタイムで働くには上の子供（小学生）を学童へ預ける事も必要です。でも学童料を支払うま
での余裕もありません。仕方なくパートタイムでの仕事をしています。市からの支援を受ける対象でもない為、受ける事も出来ませ
ん。もう少し私達家族の様な方も利用しやすい様になるといいと思います。

経済的支援

■現在より良い仕事に就くために准看護学校に通っていますが、シングルマザーと違って配偶者がいるので、特に国や市から助成は
ありません。しかし今まで仕事をしていた分の収入がないので、保育料だけでも減額などの制度があるとありがたいです。学校に
通っている間だけでもシングルマザーになった方が経済的には楽かもしれないと思ってしまうこともあります。

経済的支援
■第三子の保育料がかかるようになり仕事をがんばらないといけない。子育てにもっと子どもを作って欲しいならいろいろ子育て支
援などまた作って欲しい。

経済的支援 ■問31→パートは育児休業中も給付もありません。多少でも何かの免除もほしいです。パートでも。
経済的支援 ■母子家庭の人への支援を手厚くしてほしい

経済的支援

■子育ての現状にほぼ満足しています。強いてあげると、助成をもっと増やして欲しいです。子育て助成金を受け取ると扶養から外
れてしまうのはおかしいと思います。また、サポート施設等が増えると、仕事を理由に子供との時間が減ってしまわないか心配で
す。

経済的支援
■幼稚園でも朝早くから預かってもらえると助かります。保育料が無料になるとうれしいです。子供が欲しくても産むのが大変で
す。（お金の面）

経済的支援 ■第三子の保育料の戻り金が小学低学年がいる家と等学年がいる家でちがうのは不公平ではないかと思う。

経済的支援
■3人目政策がいろいろなくなってしまい、家計が苦しくなった。子ども手当の金額が上がったことによってと理由があるが、金額
的にはかなり少なくなっている。3人目政策を戻して欲しい！！

経済的支援
■日曜日も預かってくれる施設はあるが、有料なので経済的に難しい。ひとり親手当を貰っているが、今現在の収入と合わせても生
活するのは実際きびしい。子供と接する時間が少なくどう教育していいのか分らない

経済的支援
■保育料金の見直し・子育て支援としておむつ券等の発行（日光市のように！）など、経済面のフォローをしていただきたい。※保
育士が遅刻をして困っている。朝７時に行って誰もいなかったという現状を改善して頂きたい。

経済的支援

■自宅にいて子育てが出来る事が望みだが、働かなければ生活が苦しいのが現実。子供の手当等市から給付されたお金は、ほとんど
税金の支払いに回ってしまうのが現実。子供のために使う事がない。子育て中の税金等についてはもう少し考えて欲しいと思う。小
学生は夏休み等があっても親は働いているのが現状、毎年子供を見てもらう祖父母の負担も考えると、長期休業中の小学生に対する
支援がもっと広がるといいと思う。

経済的支援 ■学童料金などもっと下がると助かる。小学生に上がったとしても支出は変わらず
経済的支援 ■子育の助成が少なくなった

経済的支援

■子どもが風邪をひいたりして仕事を途中でやめなければならなかったり、休んだりすることに対し、当たり前に受け入れられる世
の中になってくれたらと思います。嬉しいことに私の働いている会社は皆で助け合おうという精神が根付いているので、そんな会社
が増えたらと願います。子育て支援といいますが、現実一番助かるのは「お金」です。幼稚園の補助金、年度末に出るのなら保育園
のように最初から補助金分を引いて頂ける仕組みを作って下さい！！

経済的支援
■幼稚園の費用が家計の負担になっており、現在2人就園しているので(年子です）助成があるとはいえ大変です。児童手当の増額や
園費助成をもう少し手厚くして頂けると経済的にも精神的にも負担が減ります。

経済的支援
■現在妊娠中ですが、以前あった3人目の子どもが産まれた時の支援100万円の制度がなくなってしまったことは、とても残念に思っ
ています。



経済的支援
■今すぐ出来ないから仕方ないけれど、幼稚園が私立しかないので保育料の負担がきつい。第3子政策も目前で打ち切られたので同
じ3人産んでも差が大きいと感じる。

経済的支援
■現在こども２人。本当はもう一人欲しい希望がある。しかし、３人目の補助制度がなくなり、経済的にも厳しい。産科も少なく、
不安。

経済的支援

■母子家庭の支援がよくない。宇都宮は医療費は払わずでいいのに鹿沼市は一度払ってから申請、一人（母）だけの収入ですごくき
ついです。私の場合はなんの支援もなし。実家に住んでいるだけで、支援がされないのはおかしいと思います。子が２人いるのでお
金がかかるのも２倍…。なのに収入は私のパート１０－１２万…。どう頑張っても、３人では生活できません。母子家庭の状況を
ちゃんと調査？考えてもらいたいです。一緒に祖父、祖母と住んでいても、金銭に関しては別です。将来の子どもたちのことを考え
ると不安です。

経済的支援
■とにかく、子どもがもう１人ほしくても、経済的に難しいです。手当てetcもう少しあれば、子育てしやすいです。育休もとりた
くてもとれず、私は産後２ヶ月で職場復帰しましたが、体力的にも非常にきつかったです。

経済的支援

■子どもが４人いて上は中学生、下は年中です。少子化には貢献している方だと思いますが…学校の子どもの数は減るのにやるべき
ことは増える（役員等）し、かかるものはかかるし、結構いっぱいいっぱいです。少子化対策と言うわりには、負担は変わらないよ
うです。

経済的支援
■中学生まで医療、教育等については、100％の県、市による補助、そして子ども手当の増額、鹿沼市の子どもの未来のために、公
務員のみなさん協力お願いします。

経済的支援 ■幼児教育の無償化の実現を宜しくお願いします。

情報 悩み・相談

■小学校以外のスポーツ活動がどんなものがあるか分かりやすい資料があると便利だと思います。（検討もしやすい）　小児科や眼
科など、子どもが通いそうな病院の一覧は頂いたことがありますが、予約ができるや病院情報が充実した資料をいただけると安心で
きます。宇都宮市で行っている電話相談（時間外）もあると心強いです。

情報 病児・病後児

■子どもが産まれてからではいろいろな手続き、情報収集はとても大変なので、母子手帳をもらう時などに、アンケート的なものや
パンフレットで育休や保険料免除など詳しく知りたいです。手続きなどの方法をネットで調べたが、どの情報が正しいのか分からな
かった。親切な職場ばかりではない…。病児保育をお願いできる病院を増やしてほしい。

情報 子育て支援センター

■県外から引越してきました。子どもを遊ばせる施設がわかりません。情報を出してくださると助かります。ゆーとりんは狭く遊ば
せるのは難しいです。また集団（5～6組）で来られた方がいるととても遊ばせにくいです。（貸しきり状態になります）ゆーとりん
がもう少し使いやすくなれば利用したいです。

情報 医療費助成

■市で行っている事業や取り組み補助など知らない事もあるので市役所で聞けるときには聞いているがまだ知らない事があるので広
めて欲しい。子どもの医療費申請の手続きをもっと簡単にして欲しい。ピンクの紙を何回も書くので手間がかかる。1ヶ月１医療機
関につき500円差し引くのもやめて欲しい。

情報
■近くに育児サロンや子どもを遊ばせられる施設があるかわからない。日中母子2人なので息抜きにそういった施設を利用したいが
どこにあるかなどがわからない。子育て講座なども行きたいが日程がわからない。

情報
■まだ生後3ヶ月なので、少しの時間出かけるだけでも精一杯ですが、今後今ある様々な取り組みを必要な時に活用させていただき
ます。なかなか自分では知らない情報もあるので、月齢にあった情報が手紙等で届くと気付く事ができるのでありがたいです。

情報
■鹿沼にはたくさん保育事業や一時預かり事業があるんだなと思いました。どこに連絡したらいいかよく分からず、雰囲気とかもわ
からなくて、利用するのがちょっと不安でしたが、これから利用させていただきます。

情報
■保育園や幼稚園などたくさんあるので、リストアップしてほしい。鹿沼へきて2年、よくわからない。入園する際、悩んでしまい
そうです。

情報
■習い事をさせたいのですが、どの場所にどんな教室があるのか、また何歳から始めた方がいいのかよくわかりません。車が無く交
通手段が徒歩かバスか電車となります。本数がもう少し増やしてもらえれば幸いです。



情報 ■福島原発での大気汚染やPM2.5の大気汚染のことを詳しく知る機会が欲しい。

情報

■アパートに住んでいる為市の広報誌などが届かない。子供に関する物は郵送して貰えないでしょうか？又は近くのスーパーなどに
置くとか。鹿沼市に住んで6年になりますが幼稚園などどこにあるのかわかりません・窓口で相談する以外の情報入手方法はありま
すか？市で頂ける書類や冊子の電話番号の表記は市外局番が書いてない物が多いです。転居して来た身としては0289だと分からない
ので書いて欲しいです。

情報
■今回同封されていた実施状況の紙はとてもわかりやすくまとめられており大変参考になりました。第三日曜日に千手山公園で乗り
物券が「配布されていて先日吃驚しました。とても良いことですが知らなかったので様々な形で市民に知らせた方が良いとお思いま
す。

情報
■利用できる制度や支援などは知らないわからないものが多く、なかなか市役所などに行く機会がない為案内などがあれば有り難い
です。

情報 ■市の免除制度等、知る事が必要だと思いました。情報公開の場を頂けると助かります。（3ヶ月健診時などを利用して）

情報 ■子供が利用できる施設やイベント、預かりの場などの情報があれば知りたいです。

情報
■子供（就学前）を持つ世帯に対する子育て情報の提供が少ない。知らない制度・補助が多いと感じるので、ターゲットを絞った
（0～3歳、3～6歳等）情報提供が必要。

情報

■私は夫から「子供の世話をしてほしいから仕事はしないで家にいて欲しい」と言われて専業主婦をしています。夫は仕事が忙しく
家にいる時間が少ない為です。家でみるのはいいのですが、周りの家庭をみると共働きが多く、子供を預けて働いている友人が多い
です。小学校へ行って子供たちのほとんどが学童保育を希望して行ってしまうと、放課後家で（又は外で）遊ぶ友達がいないのでは
と心配しています。一人っ子なので余計です。マンション住まいで広報かぬまも届きません。情報が少ないです。

情報
■教育相談施設を利用していますが、その施設がある事を知りませんでした（幼稚園で話を伺った）。とても良い施設だと思うの
で、多くの保護者が分かる様、配慮してくれたらと思います。

情報
■全然情報が入ってこないので、分からない事もあって、今までずっとソンしてきている。自分から動けないと知れないのはおかし
いと思う。みんな初めて親になるので不安だと思う。もっと色々な情報を得られるようにしてほしい。子育て支援とうたっている割
には全く・・・。やる気ないのかと思うくらい。こういうのやらなきゃ分からないならもっとやったらどう？

情報 ■一時預かり保育の利用方法がよく分からないので、１才になるまでの検診の際によく説明してほしい。

情報

■保育料の支援制度はとても助かっています。（0～３才まで無料も助かりました）本音を言うと就学時まで無料の方が嬉しいので
すが市の負担も大変でしょうから・・・。鹿沼市の公立保育園と民間保育園に通う保護者の話を聞くと設備等の差が大きかったり
（民間の方がよい）保護者の負担（保護者会の有無）に違いがあったりと後からその違いを知ることが多くありました。入園前に市
内の保育園の特色や設備に関する情報が得られる方法（一括して調べられるホームページなど）を検討して頂ければと思います。

情報

■・複数（３人以上）の子供がいる場合未就園児・幼稚園・小学校とそれぞれ行っていると、いざ全員預けたい時に幼稚園は預かり
保育に預けられるが、小学生や未就園児が困る。小学生の学童利用も低学年までで板荷等は学校が終わってからほぼ送り迎えが必要
な為、学校近くの学童以外を利用するとなると、やはり親の送迎が必要になる。粟野地区のようにスクールバス等があれば、親が家
に居なくてもとりあえず安全に家まで帰ってこられるので検討してほしい。通学路もほぼ整備されていない子供も少ないので就学し
ても親の送迎等、なかなか自立しない。安全であれば心配もないが通学路等も不安。※保育所の利用は就労状況等いろいろと条件が
あり、利用したくても出来なかった。無認可保育園に預けたが、保育料が高い。　※子育て支援や子育て応援ブック等こちら側から
問い合わせないと分からない支援や補助金等子供の年齢や人数に合わせて利用出来る支援を一覧にして郵送したり、知らせてくれる
と利用しやすい。

情報
■幼稚園でもフルタイムで働く人たちが増えたので、保育時間の延長（１８時頃）や土日の預かりの充実が営巣だと思います。ま
た、子育てに関する情報が行き届いてない様に思えるのでもっと色々な所でＰＲしてみてはいかがですか？



情報
■まだよく知らない保育事業がありそう！？なので、いろいろな事業の利用の仕方や、利用できる内容など分かりやすく教えてもら
いたいです。また、鹿沼広報にも保育事業に関するまとまったページが必ずあるといいかも！？

情報
■子どもが幼稚園に入園するのは何歳の時とか、幼稚園の願書を何月から配布するとか「鹿沼広報」を見なくてもわかるようにして
ほしいです。（産まれた時に知りたかったです）。子どもが幼稚園に入園する年になったら手紙がくるとかしてほしいです。特に初
めての子どもの時はどうすればいいかわからなく市役所に相談していいかもわからず不安があった為。

悩み・相談 公園等
■住んでいる場所の近くに散歩は出来るものの、公園など子どもが喜ぶ場がないのであると助かります。メール登録などで幼稚園や
サロンなどで流行っている病気を教えていただけると育児サロンに行きやすいです

悩み・相談 ■母子家庭のため、どのような怒り方をしたらイイかわからなくなる事がある。

悩み・相談
■県外から嫁いだため、幼稚園等の情報が、一覧の様なものであればほしい。問31にあるもので、どういうふうに申請できるのか詳
しく知りたい。

悩み・相談 ■気軽に子育て相談できる場所が知りたい。今の成長の様子を相談できる人が近くに家族しかいない。

悩み・相談

■問11でも書きましたが、子供の病気について情報や支援があると嬉しいです。うちの子は喘息で現在薬を飲んでいますが、日常的
な不安や生活について相談したり、情報をもらえる場所・人がいたらいいなと思います。まわりにも喘息の子供が増えているので、
ちょっとしたことでも聞ける窓口があるといいのにと話しています。病院では薬は出してくれても、いろいろ相談はできないので。

悩み・相談

■子供の健康面についての悩み、今でも人に相談できずただただ悩んでいます。一度相談したものの、その後は再び相談に行く勇気
がありません。近くに親族もいないのでつらいです。追跡連絡などをしてもらえたら、話すきっかけになり喜ぶママは多いと思いま
す。

悩み・相談

■夜間・休日急患診療所や、とちぎ子ども救急電話の対応がとても悪い。相談したくて電話しているのに「あっちにかけて下さい」
とどこに電話しても言われる（たらい回し）。夜間子供が具合悪い時、どこに電話しても小児科はいないから分からないと言われる
（夜間担当医）。喘息持ちの子供がいる親の意見としてありえない。対応がなっていない。もう二度と使いません。

悩み・相談 ■発達障害がある子供がいる親は、働けない事があります。言葉の遅い子供はどうしたら良いのですか。

悩み・相談

■もっといろいろな方からたくさんのアドバイスがほしい。もっと気軽にいろいろ相談できる場所や時間がほしい。3歳児健診、仕
事の為参加できなかった。土日などで再度参加できたら、気持ち的に安心する。案内を見た時、たくさん相談できると思ったのです
が。

悩み・相談

■今の所自分なりに子育てをしていますが、言葉の発音があいまいだったり、他の子とうまくコミュニケーションがとれていないの
ではとか、男の子の友達がいても女の子の友達ができないとか、保育園に行っても遊んでくれる子がいないので登園したくないと
か、ハーフなのでいじめの心配とかあります。忙しいのでＴＥＬで相談できる窓口があると助かります。17：00以降も相談できるよ
うな窓口があると助かります。もしかしたらもうあるのかも？

悩み・相談

■下の子が幼稚園に入る、その空いた時間だけでも母親が働きたいと思っていても、学校や幼稚園の行事や子供の病気などで仕事を
休むことが多くなり、日々両立の難しさを感じています。祖父母も遠くに住んでいて頼れないし、子供たちには負担をかけず、今後
もどう両立していこうか悩み中です。来年4年生になる上の子の長期休みの時をどうするかいろいろ難しいです。

悩み・相談 ■総合教育研究所分室の相談がもっと気軽に受けられるような体制ができるといいと思っています。

悩み・相談 ■中学生になるとどう対応したよいか分からない。気持ちが分からないから、言葉選びも難しい。



悩み・相談

■子供が生まれてから相談（子育て発育等）は主に市の保健士さんでした。良く話を聞いてくれる方々ばかりで大変お世話になりま
した。しかし、相談しても全く解決しない事も多い。産後の母乳のケアについて、体の事について・・・等。病院では退院後は市
へ・・・という風に言われ、市に相談しても先が見えず、困ったのを覚えています。保健師の方を頼りにしている方はたくさんいま
す。知識を幅広くして頂くか、市外となったとしても、専門機関を紹介していただけたらありがたかったです。（自分で探しまし
た）もっともっと沢山のネットワークとつながっていけたらすばらしいと思います。

悩み・相談 ■市で行っている発達相談の時などに時間があれば気になる事を直接聞いたり、子供の様子を一緒に見たりできると嬉しいです。

悩み・相談 ■予防接種の方法が変化しておりわかりにくい肥満対策が知りたい

悩み・相談

■一人親では気力、体力、精神力が直ぐに限界になってしまう。そして、その負担が子供に向いてしまい親子関係の悪化に繋がり、
子供に手を挙げてしまったり、食事や生活面での苦しさが子供のストレスを増大させる結果になっている。一般的（両親が揃ってい
る、収入が一定額入ってくる、祖父母や知人に等に手伝いを頼める）な家庭のお母さんに話をしても、全く理解してもらえず、園の
先生に相談しようとすると「私達は保育専門ですから」と言って子育て問題には協力的で無い。

保育所 情報
■妊娠中に育休をとっていましたが保育園の状況が分からず出産後年度途中の入園は無理と急に言われました。育休後に復帰する方
は新年度の申し込みをするように分かっていれば良かったです。保育園は年度途中でも入れると思っている方はたくさんいます。広
報などで状況をもっと発信して下さい。

保育所 一時預かり

■平日以外（土曜日・日曜日・祝日等）も子供をみてくれる施設があると良いと思います。また夜遅くまで（20時頃まで）平日以外
もみてほしいです。また保育園での子供の様子をもっと詳しく知りたいです。その日の様子、何かひとつでもメモ書きや口頭で伝え
てくれると良いと思いました。

保育所 小中学校

■学校や保育園等の設備面の充実をお願いしたいと思います。真夏の猛暑の中での学習や保育をどのようにお考えでしょうか？財政
面が厳しいのもわかりますが、優先させるべきものをしっかり考えて頂いて、その1つに子どもたちの事を考えて頂ければと思いま
す。他の市町村では、エアコン設置が進んでいます。鹿沼市もぜひ実施していただけるようお願いします。

保育所 子育て支援センター

■通院の為一時保育の相談をしたが（直接保育園に）定員がいっぱいの為ことわられてしまった。一時保育の案内等に定員がいっぱ
いの時は預かりは難しいというような明記をした方が良いと思う。子育て支援センターを土曜日もやってほしい。

保育所 公園等
■公立保育園に預けているが、学習するワーク等があまりにも少なすぎるので、年少くらいから教材等を増やして欲しい。近所に公
園が欲しい。

保育所 公園等

■①保育園入所の際、働いていないと申し込みが出来ないので求職活動が困難である。②保育園が土日休みなので、サービス業を選
びにくい。③土日や雨の日など、子どもが安心して気楽に遊べる場所がない。希望としてはゆうとりんや情報センターの土日や平日
１８：００位まで開放する。小さい子供が遊べる公園を作るなどみぶや宇都宮にはたくさんあるのに鹿沼にはない！！わんぱく公園
のような公園とか。情報センターに積み木とかボールプールとかあればいいのに・・・④土日の保育⑤無料の習い事、サークル⑥保
育料が高い

保育所

■保育園の3才未満は預けるのに金額が高い気がします。パートだと月に5万円とかが多いのに保育料のためだけに働いている気がし
てしまって、結局3才までパートに出るのはやめよう…となるけど、その分年齢制限もあるからパートを探すのが大変になってしま
います。

保育所

■子どもが3歳になったので、来春から保育園に入れたいと考えていましたが、希望する保育園に入れられないようでしたので断念
しました。職場復帰のようにすでに仕事が決まっている人は保育園に入れやすいとは思いますが、これからまた新たに仕事を探す場
合だと、保育園の希望を出しても後回しにされてしまい希望の保育園に入れないので、幼稚園に入れて働く事にしました。確実に保
育園に入れることが出来ると、安心して仕事を探し、働く事が出来ると思いました。

保育所
■子どもが2人に増えてから仕事を始める予定ですが、周りのママさんたちの話を聞くと、保育園に入ることすら大変とききます。
自分も話を聞いているだけなので深くは知りませんが、数年後に仕事を始めるにあたって心配になります。



保育所

■以前、上の子が3歳になった頃、仕事を探していた際に面接した会社からは、「保育園が決まっていないと…」との事で不採用で
した。市役所で保育園入園の説明を受けた際にも、「仕事が決まらないと保育園に入れない」との事でどうしたら良いのか不安にな
りました。結果的には子どもの入園まで待ってもらえる会社に採用していただけたのですが、このシステムは改善できないのでしょ
うか？

保育所 ■保育園の希望が今は第5希望まで記入しなくてはならないが、せめて第3希望までにしてほしい。

保育所

■・仕事をしたいが無職だと保育園に入れない。（希望する保育園に入りづらい）保育園が決まらないと仕事も決められない。・フ
ルタイムで働きたいが時間内での送迎が難しい。短時間のパートだと保育料の支払いが負担になる。働きたいのですが…難しいで
す。

保育所
■預けられる施設が少ない事、保育園はいつ問い合わせをしても入れない事、それが不安で不満です。仕事がしたいのに出来ない。
子どもを産まなければ良かった。

保育所

■来年の1月に出産がありますが、現在子どもを見てほしいのですが保育所の空きがないため、利用できません。同時期に引越しも
あるのですが、育児と同時に行わなければいけない状況なので、上の子だけでも一時保育を利用したいところです。4月から保育園
に希望していますが、その間（1月～3月くらい）一時保育を利用できたら良いと思いました。（週3くらい）

保育所 ■娘の保育園の長期休みが長く、仕事を休まざるをえない。

保育所

■待機児童の多い中、鹿沼市では希望通りの時期に保育園に入園することができ、大変助かっています。そんな中毎日仕事と育児に
追われ,一日24時間では足りないと思うほどの日々で少しリフレッシュできる環境（アンケートP13にあるように親の息ぬきの為に保
育園に預ける等）があればいいと思います。しかしながらファミサポに登録したものの、人見知りのあるこどもを気軽に人様に預け
ようとは思えません。やはり慣れ親しんだ保育園の先生等に安心してみて頂ける環境が今後ふえることを期待します。

保育所
■働き始めて証明をもらってからじゃないと、保育園に預けられないのでは、仕事を探せない。仕事が決まったと言っても、すぐ保
育園に入れないのでは、意味がないと思いました。

保育所

■現在、言っている保育園は祖父母のいる家庭が多い為、子供が帰る時間が早く、17時以降にお迎えになる場合躊躇することもあり
ます。17時以降のお迎えのたびにわざわざ保育園に電話を入れなければいけないのが理解できません。。子供に投薬をお願いしまし
たが、朝と晩にしてくださいと言われ、怠慢だと感じます。保育園の給食の献立がひどい.工夫が見られず、バランスが悪い日が多
い。

保育所
■保育所入所するための書類等が多くややこしい。就労時間と日数で限られると少し困る。課税証明書等は何のために必要なんです
か？係の人によって言ってることに違いがあるのですが。

保育所

■保育園の一時預かり制度があっても、実際は定員オーバーでどこも預かってもらえない。きちんとあずかれる制度を整えてほし
い。仕事をしている母親が優先されるのはわかるが、働いていない親が働こうと思った時、預け先が決まっていないと就活すらでき
ない。途中入所を含め、預けたいと思った時に預けられる環境を整えてほしい

保育所 ■子供が少し大きくなったら、働こうと思っていますが、預けられる保育園があるのか、心配です。

保育所
■永野地区は子供の数がとても少ないです。だからと言って保育園を合併しないでください。子供がたくさんいると友達ができたり
していいかもしれませんが送迎が遠くなります。なるべく今のままで保育園を残してほしい。

保育所
■認可保育園の中と入所を充実してほしい。預けられる時間をもっと遅くまでにしてほしい。土日の保育を1歳未満もやってほし
い。

保育所

■たった一年の育休のために、上の子を保育園から退園させないでほしい。２人目をゆっくり育てたいから、一年間育休とりたい。
でっもそのために上の子が退園になるのは不安が大きい。子供の環境が変わるのはかわいそう。復職の予定もあるのに。必ず同じ保
育園に戻してほしい。３歳以上は継続して通わせてほしい。途中退園で、自宅や幼稚園になるのは不親切です。



保育所

■１歳になったら、職場復帰を希望していたが、保育園に入れず休業せざるを得なかった。市役所では空きがないとしか言われず、
待機児童をなくす対策なのでしょうか。ほかの自治体では、必ず受け付けはしていただけると聞きました。来春までの入所は無理で
も。「認定こども園」などできれば、ぜひ入所させたいです。

保育所 ■保育所入所の際、４月からではなく年度途中でも入所しやすい様にしてほしい。

保育所

■働ける体ではないので子どもを保育園に入れたいと考えていましたが、面接時に障害があっても自宅に居れる状態なら保育園に入
れないかもと言われどうしたら良いか分からなくなりました。病気も療養が必要と言われ子どもを預けられないかもと言われかなり
追い詰められてます。

保育所
■職業柄保育園の場所開閉園時間、延長保育が非常に重要なのですがなかなか希望園に入園させる事が難しいこの現状にとても困っ
ています。

保育所

■天の両親の敷地内に家を建てて別生計で生活しています。夫の母親は仕事をしていません。この条件では同居と見なされ保育所入
園の条件に当てはまらないと言われ仕方なく一時預かり扱いで保育園を利用しています。敷地内同居でも完全同居でも希望する人に
は保育園利用を許可して欲しいです。

保育所
■保育園はいつも定員いっぱいと聞き今後就労する際に苦労するのではないかと今から心配しています。就労時間を短縮して幼稚園
という選択も考えています。

保育所
■認可保育園を待機するため認可外保育園にやむを得ず入れてますが保育料が高いので待機期間中は助成してもらいたいです。不公
平だと思います。

保育所
■就労証明がないと保育園に入所できないのはとても困ります。保育園の募集が10月に対して働くのが4月だとその間仕事を探す事
も出来ません。働きたいのに入所できないと働けない。

保育所

■一度仕事を辞め育児に専念したが、そろそろ働きに出るかと思っても保育園に入るために仕事を探しTEL面接など受けた。しかし
保育所に入れるには就労証明書が必要だけど仕事先からは就労見込みの段階では証明書が出せないと言われた。一度辞めてしまった
ことで八方ふさがり状態で幼稚園スタートにするしか選択肢が無いので困った。

保育所
■働く場所を決めてからでないと保育園に預けられないのはおかしい。仕事も見つけられない。預かってくれる人がいない人はどう
すればいいのですか？

保育所
■保育施設などに送迎して頂けると良いと思う。今、民間の託児所に子どもを預けていますが料金も高いので早く保育園には入れる
と有り難い。

保育所
■保育園によって受け入れ体制が違う、例えば土曜保育は嫌がられたり弁当を持たせなくてはならない。また行事などの日に休みを
取れる人ならいいがそうでない人もいるのに行事が終わり次第親子で帰宅が当たり前の様に扱われる。

保育所 ■保育園に入園の申し込みをする際に母親の仕事が決まっていないと不利になってしまうというのはとても不便です。

保育所
■保育園入園しにくい環境だと思う。育休などない人は仕事が決まらないと入れないが仕事を決めるのに保育園に入れなかったら決
まらない。

保育所
■保育園に預けたくても母親が求職中だと預けられない場合、仕事が決まったらどこに預ければ良いのか。慣らし保育もあるので仕
事に集中できないのではないか。

保育所
■育休がなかったため、保育園を探すのも仕事を探すのも大変でした。働きたいから保育園に入れたいのに、働く場所が決まってい
ないと入れないのは難しい。保育園に入るまで誰かに見てもらわなくてはいけなかった。これでは仕事を探せないと思った。



保育所

■今現在保育園に在園していますが、長女は経済的にもゆとりがあり幼稚園でした。保育園と幼稚園の違いは十分理解はしているの
ですが、幼稚園では小学1年生になる準備として、ひらがななどの練習をやりますが、保育園ではあまりやらないそうです。他の園
はどうか分かりませんが、出来れば保育園でも年長さんいなったら簡単な字の練習位はやっていただけたらなと思います。各園で特
徴としているいい点がたくさんあると思いますが。一年生になる準備として保育園に通っている子供達にもう少しお勉強を教えてい
ただけたら、家庭で仕事をしている私達親としても安心して小学校に行かせられるような気がします。

保育所
■育休1年以内に復帰しないと上の子は保育園は退園しなければならないので、長く休暇を取ることは難しい。一度退園して再入園
するのは、母子共に精神的にも肉体的にもつらい（体験済み）。

保育所

■下の子の先天性の心疾患があるので、手術後の状態によっては仕事復帰が難しいかもしれない（手術は来春頃の予定）。どうして
も下の子に手がかかってしまうので、もし仕事を辞める事になっても引き続き保育園で預かってほしい。以前市役所で相談した時
に、診断書を提出すれば可能とは言われましたが。後で改めて相談に伺います。

保育所

■育児休業を1年を超えて取得する場合、上の子が保育園を退園しなければならないことになっているようですが（年長さんは除
く）、退園しなくても済む、継続して預かっていただけることを切に望みます。母親一人で小さい子供（特に1歳未満の子）を複数
みなければならないのは本当に大変なことです。様々なサポートシステムがあるようですが、それらの前にまずは保育園で継続して
預かっていただけるよう、制度の見直しを検討いただきたいと思います。他の市町村では預かってくれるところもあると聞いていま
す。何のための育児休暇か分かりません。赤ちゃんを育児するための休暇なのではないでしょうか。

保育所

■保育所を利用の事でご意見があります。共働きはわかりますが、同居している祖父母（65歳以下）がいるため利用できないのは、
これからの世代では大変だと思います。あと住んでいる場所が田舎で、バスが朝7：00と夕方5：00だけしかない場所に住んでいて、
働けない祖父母がいる方もいるという事をわかってほしいです。

保育所

■うちの子は障害児です。もっと市でそういう子の療育や預かり保育をしてくれる施設が欲しい。あおば園は預かってくれません。
もっと障害児の保護者の話を聞いてケアして欲しい。あおば園はケアしてくれず、けなして馬鹿にしました。療育も保育士がやって
いるから、自ら為にならないと言っていました。もっと責任感のある園長と専門的な教員を置き、良い施設にして欲しい。

保育所

■育児休業から復職する際、復職月の一日～しか保育園に預けられないのはおかしと思います。復職日が例えば7月2日～だった時、
7月1日～しか預けられない（入所できない）と決まっていると言われましたが、0歳児を初めて預けるのに、慣らし保育をする必要
があります。わずか1日で慣らし等できるはずがありません。せめて復職日の2週間前からできれば、復職日の前月から預けられれ
ば、復職の準備(心身共に）ができます。「決まり」と言われてしまえばそれまでですが、全面に「決まりですから」と言われると
正直腹が立ちました。こども支援課の方の対応にも疑問を感じます。

保育所

■市外へ勤めていて、市外の保育園に入れようとしたが、市民が優先と言われ入れることができなかった。鹿沼市は鹿沼市で働いて
いる人であれば、市民と同じ優先度で入園することができるように制度を整えてほしい。共働きが多いなか、保育園の場所は親に
とっても子供にとっても重要であると考える。

保育所 ■土曜日受入可能の保育園が少ない。

保育所
■保育園利用時間を長くしてもらいたい。長く利用出来る保育園を選んでも「遅い時間まで残っている子はあなたの子だけです」等
と言われて、実際利用できないこともある。保育園の意識を変える必要があると思う。

保育所

■現在は保育園に通い、短時間勤務（9：00～16：00）だが、1年生になったら9：00～18：00に戻ります。年長さんより1年生のほう
が子供にとって大変だと思うので今から不安。上の子が今1年生だが、下の子で短時間勤務のため何とかやってこられた。今の世の
中、高学年（4年～6年）になったとしても、誰もいない自宅に帰宅させ19：00頃まで留守番させることは心配でできない（犯罪な
ど）。



保育所

■2人目も保育園へ入所予定ですが、同時入所（上の子と）ではないので、保育料の負担が多い（半額にならない）。歳の離れた兄
弟も沢山いると思うので、その辺りを改善して欲しい。3人目は無料になるので(同時入所でなくても）。色々な事情で歳が離れてし
まう事もあると思います。どうして同時入所だけ半額になるのか、ずっとおかしいと思っていました。よろしくお願いします。

保育所
■年度途中の入所ができず、その期間家族にみてもらっていたので、できれば入所したかった。出生後すぐに入所手続きしたが入所
は無理と言われ、いつ申し込みをすれば入れるのか疑問を持った。

保育所

■現在下の子の育児休業中ですが、仕事復帰を1月に予定しています。保育園の入所も決まっていますが、慣らし保育をしなくては
ならず、1月からフルに、という訳にはいかないようです。保育園の入所は復帰の1ヶ月前から出来ると良いと思います。又は出来る
のを知らないだけですか？今後必要になりますが、就学してからの学童支援を充実させて欲しいです。課外授業ということで子供た
ちに、教育となるような事業を地域平等に実施して欲しい。就学すれば今の仕事を辞めるか、パートとしなくては対応するのが難し
く思えます。

保育所 ■もっとシングルマザーなら母親だけの収入を見て、保育料を決めてほしい。生活苦しくなるばかりです。

保育所

■育休からの復帰のタイミングは職場の状況によりきっちり1年とはいかない。でも1年にしないと上の子どもは保育園を退所せざる
を得なくなってしまう。子どもの環境を考えると、そのあたりがもう少し融通がきくとありがたい。子供の誕生日にすぱっと復帰と
いかず、泣く泣く復帰を早めた。子供がかわいそうだった。

保育所 ■保育園に兄弟が入所していなくても、割引制度があった方が良いと思う。歳が離れて預けると割引がなく金銭的にも大変です。

保育所
■保育園内の様子、先生の子供に対する対応（例えば叱り方、注意の仕方）に疑問を持つ事がある。そのような相談窓口や目安箱の
ようなものがあれば良いと思う。

保育所
■休日・祝日の保育施設が少ない。又、料金が高い。病後児保育をする施設も少ない。また料金も高い。就労している母親にとって
休暇をもらいずたいため、この施設の充実をもっと進めて欲しい。

保育所

■県外から転園し保育園に通園して２年弱ですが、鹿保連の必要性に疑問を感じます。園によるものかもしれませんが保育料以外に
費用が多くかかる事におどろきました。子供にとって親にとって何が必要か考えてほしいです。ムダを省いて給食であたたかいご飯
を食べさせて欲しいです。おいしいお米がとれる鹿沼なのですから。（他園では主食も出るのかもしれませんが）

保育所
■土曜保育をもう少し充実して頂きたい（土曜保育の時間が短すぎてフルタイムでの勤務だが難しい）せめて平日と同じ時間まで預
けられたらありがたいです。

保育所 ■日曜日も同じ保育園で見てもらえたら、子供が安心できていいなと思う。（平日休みにできると仕事上は都合がいいので）

保育所
■職場の都合上、早朝からの保育施設があると助かります。ＡＭ5：30頃から日曜日に預けられる施設も希望します。（サービス業
の為）

保育所
■保育園に入るには仕事を先に見つけなければなりません。しかき、会社は保育園に子供を預けてからでないとダメで、小さな子が
いると働くのは難しいです。仕事を休むと、周りから子供がいるからと・・・言われるし、環境的に良くないです。

保育所 ■幼稚園だけでなく保育園でも年中さんになったら50音の書き取りの練習をさせて欲しい。

保育所

■保育園の時は延長料金がかからなかったので仕事に専念することができましたが、学校に入ると、延長がかかったり夏休み、冬休
みなどは、ほとんどお弁当プラス延長料金で負担が増えたり、安心して仕事できなくなった。学童の先生も免許のない人がほとんど
で子どもをきちんと見たり、気持ちを理解してくれず、子供が嫌がってしまって本当困りました。心から親の代わりとして見てくれ
るのは保育園ですね、そこが一番心配です。免許ある人にあずけたい。

保育所 ■今の保育園に関しては、ある程度の時間の都合をつけてくれるので大変助かっております。



保育所
■早急に民間公立関係なく、保育園の保育時間を7：00～にして頂きたい。仕事の始業時間が8：00～だと7：30～の保育園では入所
できても登園が難しく、正社員だと時間の変更が困難。

保育所

■現在下の子の育児休業中なのですが、下の子が１才になったら保育園に入所させて仕事復帰する予定です。本当はもう少し長く休
んで自分で育てたいと思っているのですが、それ以上休んでしまうと上の子が保育園を退所しなければならず、復帰することにしま
した。せっかく３才まで育児休業が取得できる制度があるのだし、育児休業中は１年を経過しても兄姉は在園することができるよう
にしてほしいです。

保育所

■仕事を探し、仕事を決めるのに、同時進行が非常に困難だった。誰も面倒を見てくれる人がいなく、面接にも行けず、困りまし
た。仕事が決まってないと、保育所の手続きが出来ないと言われた為。子供の環境や支援に力を入れているなら、こういう配慮も考
えてほしい。例えば4月から入所希望を出して、５月までに仕事を見つけて下さいとかなら、（その１ヶ月は保育所で見てもらう）
仕事探しも出来ると思います。そんなことがあったので、子供に赤ちゃんが欲しいと言われても、１歩引いてしまう時がある。

保育所

■市の保育園に通ってますが、必要最低限しか保育園側はしないのでもっと親目線で世話してほしい。例えば、汚れた下着（パン
ツ）をそのまま返してくるので少しはすすいでほしい。１年中ご飯持参なので夏は食中毒になるし、冬は冷たくてかわいそう。だか
らご飯もあったかいままのを食べさせてほしい。

保育所
■保育園が移転するので、家の近くの民間の保育園に転園したいと思ったが、受け入れがあまりなく、できなかった。待機児童が多
いので仕方がないのかもしれないが、移転してさらに遠くなるので、たいへんだナと思った。

保育所
■・問29からの質問は単独自営業の人には当てはまらない問でした。産後も休みづらく、子供が2カ月からの保育入所待ちも、長く
感じました。最近の保育園は設備が整っているので安心して預けられたと感じます。

保育所

■上の子供達は3才まで自分で養育していました。4人目の子は1才から市の保育園に預けて仕事をしています。はじめは心配と子ど
もと離れる自分の淋しさもあったのですが、子供はすぐに慣れて、毎日とても楽しく保育園に通っています。私も安心して預けて仕
事をすることができています。娘の様子を見ていると先生方にぜったいの信頼があるのだなと感じます。本当に感謝の思いでいっぱ
いです。日頃の先生方の気配りにも頭が下がります。今後も数年はお世話になりますが、今のような信頼のおける状況が持続してい
けると大変ありがたいと思います。

保育所
■求職中では保育園に入れないと断られました。結局幼稚園に入れて、バイトをしていますが、長期の休みの問題が出てきます。求
職中でも入れるようにしてもらいたかったです。

保育所

■保育園に関する事。　・下の子の1年以上の保育で保育園退園になる制度を検討し直して欲しい。年長では就学前という事でその
まま通園できるが、年中も同じく通園継続を認めてはどうか。年中という時期も集団生活を送るべき。集団生活を送らせたいと思い
「幼稚園に入園させても1年間経ったら、再び保育園へ戻る」という事態もあり、子供によくないと思う。　・私の地域が市街地か
ら遠いという事で、勤務先も遠い。保育園の預け時間が7：30スタートでは遅すぎる。10分でも良いから早めて欲しい。

保育所

■保育料は所得によって値段が変わるのがとても大変なのでやめて欲しい。子供が３人いて小学生と保育園に通っていますが、家も
建て、生活していくのがやっとなので、その家庭の金銭状況を調査して、もっと料金を下げて下さい。これから中学高校まで大変だ
と思うので、今現在、習い事もやらせてあげられない保険料、その他延滞したこともあります。収入が上がったからといって、生活
が楽になるわけではありません。せめて、３人目は全て無料にしていただきたい。

保育所

■１才未満でも仕事に行く事は可能だが、実際預けるとなると１カ月当たりの保育料が高いため何のために仕事を続けているのかと
ゆう点がある。家計を助ける為に仕事をするのに、保育料の為に働いてるような感じで、もっと経済的な面を育児と仕事を両立でき
るような場所があればもっと利用しやすい。



保育所

■中度の知的障害を伴う発達障害児ともなると未就園児に利用するあおば園をもっとスタッフ増やし専門士を導入、設備をもっと充
実すべきと感じた。精神的ダメージをかかえた親子さんも、希望を持って明るく子供の特質を受け入れる場として又、親のケアにも
通じると思った。職員の人数が少ない為、グループ（二つ）分けし、午前中２時間の療育が１時間のみ職員がついての療養しか出来
ず、残りの１時間は母子だけで時間をつぶすしかない。リハビリテーションセンターの母子通園を経験しているが、そこは子供１０
人に対して４人職員が常についているので、母（親）は精神的疲れ等軽減し、子育て療育にしっかり向き合えるようになりました。
市でも大変な人にこそ充実させるべきだし、子供達も未知なる＊＊引き出せるそんな心強い場所を望みます。又、未就学児の対応も
していますが、職員の方は目一杯めまぐるしくかかわって下さっています。子供達が増加傾向にあるように見受けられますが、職員
の方も＊＊一杯やって下さっていますが、比率があわない。又、設備が小さいので個別指導等の場所が足りない。駐車場が足りませ
ん。

保育所

■自宅近くの保育所に入れず遠くの保育園に通っています。変更も出来ずとても不便です。今の保育園には学童保育もなく今後の不
安もある。学校の学童保育の時間が朝は遅く、夕は早すぎてフルタイムで仕事をしている私にとっては困ります。親族など子供を看
てもらえる人がいない私にとって保育所や学童保育はとても重要なのです。朝は７：００～夜は２０：00位まで預けられると助かり
ます。又、病中保育の人数を増やして欲しいです。

保育所
■0才児の保育に力を入れて欲しい。産休明け後、仕事に復帰するはずが、0才児がいっぱいと保育園で言われてしまい2～3カ月待機
してしまった為。　思いやりスペースの利用を子供が1才になるまでなど、利用期間を延ばしてもらいたい。

保育所

■これから出産の予定です。その後仕事に早く復帰したいと考えていますが、保育園の入園が出来るかがとても不安です。経済的な
理由で働きたくても保育園に預けられなくては働くのは困難です。保育園の状況が良くなる事をこれから出産する者として望みま
す。

保育所
■保育時間の延長を希望します。18時までに迎えに行かないといけないので残業に対応できません。せめて、18時30分まで預かって
頂けると職の選択肢が広がります。

保育所
■仕事で迎えが遅くなってしまう時や担任に合えなかった時に日中の子供の様子が分からない事があるので伝えて頂けるとありがた
いです。なかなか体験・経験が出来ない事を保育園や地域などで出来ると子供達も喜んでくれると思います。（季節の行事）

保育所

■子供を出産して仕事を始めたくても子どもを預けるところがなかなか見つからない。預ける所が見つからないと仕事を始められな
いという悪いサｲクルになってしまう。仕事を見つけている期間も保育園に預けたいと思っている人がたくさんいるので何とかして
ほしい。

保育所
■同じ公立の保育園でも土曜保育している所としていない保育園があるのはおかしいと思う。保育園に関わらず土曜日も保育しても
らえると良いと思う。

保育所

■現在、上の子が5歳で保育園に入っていますが、下の子は２歳でまだ保育園に入れていません。だいぶ前から入所を希望している
のになかなか入れず困っています。うちは自営なので、何とかやっていますが、そうでない方は、職場に復帰するタイミングなどが
あるので、それでは困ると思います。いつでも安心して、子供を預けられる場を作ると共に、それを知らない人が多いので、もっと
その場があるのならアピールしてくださると助かります。

保育所
■・保育園のテレビの時間が長いような気がする。　・小学校が保育園とは違う学区になるので新しい友達と仲良くできるか親との
付き合いが心配である。

保育所 ■第二子が産まれるにあたり育休を取る際、上の子の保育園の在籍を１年以内とせず、育休の期間としてほしい。

保育所

■土曜日に就労証明書を出している仕事ではない他の仕事があり、保育さんに預けたいと言ったが、就労証明が出ない仕事なのでだ
めだと断られた。預けられず、仕方なく、近所の知人に預けたりしたことが何度もあった。本当に等に困った。両親と一緒に住んで
いても、両親とも仕事をしているのでいくら同居とはいえ子供の世話はしていない。シングルマザーなので仕事もしているし、他人
には任せられないし、*のような制度も知らないので大変でした。



保育所

■来年小学校に入る娘がいますが、持病があります。この機会に息子を現在の保育園から２年保育で幼稚園に変える事になりまし
た。又、仕事も時間を短くし働くことになりました。本当は０才から通ってきた保育園で卒園させたかったですが、就労時間が短く
なることで保育園に通えなくなります。娘の持病があり就労時間を短くしますが、それでも保育園に通うことができたらと思いま
す。

保育所

■あるお子さんが集団活動の不得意さを持っているのを担任が認識しながらも指示が通らないと、叱る、外す、立たせる、教室に１
人で戻す等の指導をされていた。悲しい事です。公立において正規職員等の知識不足、感情に任せた保育がある事に不安を感じま
す。親の立場としてお預けしている以上子供のために我慢しなくてはならないのでしょうか？

保育所

■保育園は育児休業を１年以上取ると他兄弟を退園させなければならない様であるが、３才未満の子供はそれでもよいと思うが、す
でに幼稚園年齢になっている（4～6才）の子を、退園させなければならないのは困る。幼稚園へ転入させても、社会復帰と同時に保
育園へ再度転入させるのか？子供を親の都合で行ったり来たりではかわいそうなので、結局自分が１年で社会復帰する事になり身体
的負担、こそだてが不充分になってしまった。

保育所

■「育児休業が１年を超えた場合、上の子が保育園を退所しなければならない」という事に関して、内容の改善をお願いしたいで
す。私は教員です。教員はだいたい４月か８月に育休から復帰する事が多いです。それ以外の月からの復帰は学校に迷惑をかけてし
まったり学校の流れに乗りづらかったりします。そして最低でも１年は育休を取りたいです。例えば１１月に子供を産んだとしま
す。翌年の８月には１才に満たないので手がかかり仕事との両立が厳しいです。では、翌々年の４月はというと、１才を超えてしま
うので上の子が数カ月保育園を退所しなければなりません。対処して、数か月後又入所してというのは上の子にとって負担が大きい
です。様々な事情があるかと思いますが、柔軟に対応していただけると助かります。

保育所

■今は保育園にも入所しているので不便を感じる事はないですが、入園前にリフレッシュをしたくて保育園の預かり保育を利用した
のですが、預ける理由などを書かなくてはいけないなどって、何となく預けずらいです。まして、働いている人が優先的な事を言わ
れてもしました。それに一時的なのに預ける為に用意しなければいけないものがたくさんあったりで、結局預けたのは１回だけで、
後は利用料金が少しかかってもチャイルドランドなどの気軽に預けられる所を利用していました。お役所仕事はわかりますが、手続
きが多すぎます。商売でやっているのではないのでしょうがないとは思いますが、認可外の施設の方が、ずっと丁寧で利用しやす
かったです。

保育所
■小学生になった時の放課後について、できれば１９時位まで預かってくれる施設をしない全域に作って欲しい。そうでないと就労
できなくなるので！

保育所 ■保育園や学童保育入所をスムーズに入所できるようにしてほしい。
保育所 ■保育料が高い

保育所

■保育園の外遊びの時間が短すぎる。もっと遊びに工夫が欲しいし刺激を与えて欲しい。後、毎日園で友達とどのように過ごしてい
るかを帰りに口頭で言うか、連絡帳みたいのに書いてほしい。子供が毎日どう過ごしているのか全く分からず不安なので改善してほ
しい。

保育所

■粟野保育園では午前の１時間ぐらいしか外遊びがないのが不満です。子供は外でもっと遊ばせてほしい。平日は親も夕方しか迎え
に行けないので外で遊ぶのは昼間の保育園にいる間しかないのだから、外遊びが１時間くらいなのは子供がかわいそう。是非、改善
してほしい。

保育所

■私や兄妹の病院の時、少しだけ預かってもらえる場所がほしい。幼稚園で言葉使いが悪い子が目立つ。自分の子も乱暴な言葉を使
う時があるが、私は注意してやめさせてます。園で先生のことをよびつけで呼んだりすごい言葉使いをしていても先生は軽く注意す
るだけで、先生もあまり強くは言えないと思うけど、そういうお子さんは家庭でもそうなのかと思うと・・・もう少し強く先生も
言っていいレベルだしどうなんだろうな～と思います。

保育所

■身体的、知能的、又は発達障害のある子どもが病院の先生やカウンセリングの先生から幼稚園より保育園をすすめられた時、母親
が無職の場合、入所出来ないが働いていなくても、その様な事情がある場合、保育園に入れる様な制度にして頂きたいと強く願いま
す。



保育所

■４月からの保育園入所をするための手続きで11月までに仕事の証明をもらって提出するという仕組みはおかしい！（11月に面接し
て、4月から仕事なんて会社はない！）みつかるわけない。（子供がいて面接にも行けないし）昼間の仕事が見つからなかった為に
夜に働いています。保育園は入れませんでしたので。

保育所 ■働く母親の子供たちが預けられる保育園の充実。子供がのびのび自由に遊べる施設。保育料の減額。
保育所 ■幼稚園の通常保育の時間が短い。月々の保育料が高い。
保育所 ■保育園でも幼稚園みたいにお勉強させてほしい。

保育所

■仕事復帰する時とても、保育所を探し、仕事探しが困難でした。仕事が決まらないと、保育園を決められず保育園が決まらない
と、仕事が決まらないという悪い循環でした。もっとスムーズに仕事ができる様に市でサポートして下さい。お願いします。子育て
中の女性への仕事を支えをして、仕事の情報を提供して下さい。

保育所

■3才以上の子供の医療費を後から申請でなく3歳未満の子供とと同様にしてほしい。障害児を持つ親として、療育に毎週通う為、仕
事がなかなか決まらないので、そういった場合は保育園に預ける基準を少しゆるくしてほしい。月に3～4回休まなければならないと
希望の会社に伝えると断らてしまうことが多い。

保育所
■・保育園の土曜日保育が希望保育なのですが、急な仕事などの時や、リフレッシュ時間を取る為嫌な顔をせず預かってほしいで
す。・子供がいての求職活動が難しく、就職できない場合が退園する制度があっても良いのかと思います。

保育所 ■保育料について、各家庭の収入に応じて決まるしくみがおかしい。一律にしてほしい。働いていても保育料の負担が大きく困難。

保育所
■息抜きで子どもを預けることは悪いことのように言われている気がします。保育園というあずけ先があることで安心できるかと
思っていましたが、「休みの日は自宅で」という方針が強すぎて圧迫感すら感じます。

保育所

■祖父母と同居のため、子どもの長期休暇や病気の時でも預かってもらえるので特に不便はしていないが、逆に同居していなければ
仕事ができない状況であったと思う。保育園の入所条件がもう少し緩和されたり、雇用する側も子育てママに理解があれば働くママ
も増え、鹿沼市の財政も多少潤うのではないでしょうか。

保育所

■働きたいと思った時にすんなり保育園に入れるようにどうにかして下さい。思うように就活できないママたちばかりです。また、
急に預けたいと思った時に気軽に頼れる所も欲しいです。今、第３子妊娠中ですが、１才になったらすぐに働きたいと思っています
が今から不安です。私立幼稚園の園児数が少なくなっていくと思いますので、２才児クラスを設けるなど、なにか案を出して、もっ
と働くお母さんを応援して下さい。

保育所
■親が共働きではなくても、幼稚園、保育園に入れられるようにしてほしい。子どもの教育上、小学校に入る前に団体行動等絶対に
必要だと思う。

幼稚園 情報
■上の子が幼稚園をどこにするか決定するのに結構悩んだのでもう少し幼稚園の情報をパンフレット以外でも得られるようになると
助かります。

幼稚園

■核家族なので、平日は主に自分（母親）が子どもの面倒を見ているのですが、私用があるときに、気軽に預けられるような施設が
あれば助かります。自分の子どもは今1歳10ヵ月ですが、幼稚園は早くても満3歳にならないと入園できませんが、もう少し早い歳
（2歳頃）から子育て支援等の預り保育等が出来れば、精神的にも助かります。

幼稚園
■幼稚園の預かり保育を利用しているが、長期休暇中は対応している時間が短いので、仕事をしている母親としては、仕事に支障が
あり困っている。通常保育時間の預かり保育と同様の時間預けられることが望ましい。

幼稚園

■鹿沼市の幼稚園はパンフレットを見る限りとても教育熱心なところばかりで遊び中心の幼稚園が一つもなく残念です。働いていな
くても保育園に入れれば保育園に入れたかったと思います。幼稚園、保育園働いていてもいなくても選ぶことが出来たら良いのにと
思います。

幼稚園 ■なぜ鹿沼市には市立の幼稚園がないのですか。市立だったらもう少し利用料が安くなるのかなと思うのですが。



幼稚園
■私は子供を○○幼稚園に預けています。園の考え方、子供達絵の先生方の接し方等大変満足しています。先生方には日々感謝の気
持ちでいっぱいです。

幼稚園 ■私立保育園でももう少し教育に力を入れて欲しい
幼稚園 ■幼稚園が無償になったらありがたいです。
幼稚園 ■幼稚園の無料化

幼稚園
■幼稚園の生活環境をもう少し整理してほしい。幼稚園によって違いがあるのはもちろんですが、トイレや手洗い場は全ての幼稚園
で統一して、きれいにしてほしい。

幼稚園 ■幼稚園に8:00から17:00まであずけられるようにしてほしい

幼稚園
■○○幼稚園に子どもが発達障害の事を伝えたが、何の対応もない。発達障害の子に対しての幼稚園側、先生の指導なり教育をして
ほしい。専門の先生もクラスに1人でも付けてほしい。

幼稚園

■当初、姉と同じ幼稚園に満３歳で入園させたかったが、差別的見方をされ、願書を提出、制服購入したのにことわられた。それ以
来、幼稚園に姉も不信感を抱くようになった。その当時の親や子供もストレスや精神的不安を相談できる場所、又、幼稚園の間に
入って対応してくれるところが分からずに辛かったので困った。

幼稚園
■幼稚園に預けております。就職を考えいますがPM6：00までしか預けられない為、条件が合わずなかなか再就職出来ずにいます。
預けられる時間がもう少し遅い時間までやっていただけると助かります。

認定こども園 子育て支援策

■認定こども園、認可保育園の増設をお願いしたいです。仕事をする上で残業や早朝出勤が多いため預かって頂ける時間も7:00～
20:00までにしてくれると助かります。チャイルドシート助成金について、仕事の関係上子どもを保育園に預け迎えに行く際私だけ
でなく主人義母などにお願いせざるを得ません。チャイルドシート1つでは足りないので助成金を上げるかレンタルできるようなシ
ステムを作って頂けると有り難いです。

認定こども園 ■是非認定子ども園を設置してください

認定こども園

■子どもが3人います。3人目を出産時、仕事を退職しました。2人目は保育園に入っていました。産前産後5ヶ月を利用し、保育園に
いましたが、期限が切れ、また3人目は満11ヶ月にならないと保育園に入れなかった為、2人目は3才を過ぎていましたが家にいる事
になりました。幼稚園入園も考えましたが、また働く事を考えると転園が度重なる事になり、子どもに精神的負担が大きい為、4才
の春から幼稚園に入れることにしました。3才の時期、教育を受けさせたいのに保育園にいられず幼稚園に入れると、就労したくて
も出来ない矛盾した制度の改正を強く希望します。幼稚園では17時半までしかお預りがなく、正規で働く人は、幼稚園に入れられま
せん。幼稚園も保育園も教育の場でもあり養育の場であり、どちらも子育て支援の場であってほしいと願います。「市は制度ですか
ら」の答えしかしませんが、仕事が見つかって採用が決まらないと預けられないのに、空きがないとダメでは採用を断ることになり
ます。この矛盾した制度では子育ては出来ず、少子化が進むのは間違いないし女性の仕事復帰は見込めません。現実的な子育て支援
を考え、速やかな対応をして下さい。認定子ども園は理想的ですが、幼稚園でも時間を調整したり、保育園でも弟や妹が生まれた時
は、保育園を引き続き利用できる（なるようですが…）など…もう少し国や県、市の行政が子育てする側の声を聞いて、ニーズに応
じた制度を作り、それぞれの幼稚園、保育園に反映させて頂きたいです。3人の子どもがいて、やはり働こうと考えていますが、親
の高齢化、出産年齢の高齢化も併せると少子化を止めるのには環境やサポートがなければ無理だし、働かないで3人子どもを育てれ
ば良いと言われるとそれでは格差も生まれてくるのではないでしょうか。どうか現実的な制度の改革、実行を速やかに宜しくお願い
致します。

認定こども園

■・保育園の開園時間を早めて欲しい。（宇都宮に勤務の為８：００出社に間に合わない）（現在7：30～）　・子供の集団検診を
個別に医療機関にして欲しい。仕事をしているため、仕事の都合上、検診日に行けない事がたびたびあった。　・粟野に認定こども
園を作って欲しい。

一時預かり 病児・病後児
■身近に気軽に利用できる一時預かりが欲しいです。手続きや料金や、構えることが多すぎて、利用するのが億劫です。市や自治体
で運営するものがあればよいと思う。急病の子供(特に夜間)、鹿沼市は病院があまりない。



一時預かり 病児・病後児
■両親共働きで朝早い時間から保育してもらえ夜遅くまで見てくれるような場所（事業）が多くなってもらいたい。また病児・病後
児保育も９時からではなく早い時間からの対応も考えてもらいたい。

一時預かり 学童保育
■祝日（休日）も含めて短時間でも預けられる場所が増えると便利だと思います。病児保育ができる所が増えるととても助かりま
す。学童保育も充実してほしいです。

一時預かり 公園等

■子供が小さいと特に軽い風邪でも１日で保育園に行かせることが心配です。でも会社もなかなか休めないので、もう少し会社も休
みを理解してくれるようになるともっと働きやすくなると思います。あと公園がもう少しあると良いと思います。遊具ももう少し小
さな子どもでも遊べるようなものがあるとうれしいです。

一時預かり 医療費助成

■・保育園の一時預かりを利用したいと思い、何件か電話してみましたが、どこももういっぱいで利用できませんでした。何度か利
用したいと思って保育園に電話しても、いつも利用できないので人員を増やして頂き、いつでも気軽に預けられるようにお願い致し
ます。・幼稚園も2歳児クラスがあるとすごく助かります。どうぞよろしくお願い致します。・子どもの医療費について、3歳からは
申請する制度ですが、全て現金支給に変更して頂きたいです。

一時預かり

■上の子どもを下の子どもが産まれた際に保育園の一時保育を利用しようとしたが、どこの保育園も定員いっぱいと断られた。やっ
と登録できたとこも1回の体験のみで人手が足りないという理由で利用を断られた。どこも受け入れが出来ないなら、一時保育と名
を売るのはやめてほしい。子育てがしづらい市なんだと実感しました。

一時預かり ■休日保育や一時保育（土日の）の受入れ先を増やして欲しい。
一時預かり ■保育等の祝日、連休などがあると、子供の預け先に困る。

一時預かり
■2歳の子供がいる家庭でも、少しの時間預かってもらえる場所があったらうれしいです。軽い気持ちで申し込めたら利用する方も
増えると思います。保育園ではなく、一時的短時間で。

一時預かり
■下の子出産したときに上の子を見てくれる人がいなかったため保育所の一時保育を利用したが、申し込みをした際園に空きがない
ので先ずダメだと思って下さいと言われ、託児所に預けるしかないと思ってかなり不安になった。

一時預かり

■夏休み中、不定期の仕事が入り子供の預け先を探すのに大変苦労しました（土曜日だったため）。結局金曜日だけ幼稚園や学童の
お世話になって、土曜日は仕事場に子供も連れて行くことになったのですが。1日から数時間（4～5時間くらい）子供を預けられる
システムがあればいいなと思いました（土日に）。1日だけ預かるのはやっていませんと言われることが学童であったので。

一時預かり
■現在利用出来る中で十分ありがたく感じております。他人の子を預かる事の大変さを思いますと、幼稚園での預かり保育、感謝い
たしております、ありがとうございます。

一時預かり ■短時間勤務は小学校に入ってからも利用できる制度にしてほしい。子供より親が先に家を出ることになってしまう。

一時預かり

■上の子が小学1年生です。普段保育園で土曜保育を利用していないので、週末仕事が忙しい時に兄弟とも日曜日に休日保育園を利
用していました（年末年始も）。兄が1年生になった事で利用できなくなりました。出来れば日曜保育を低学年まで延長してもらえ
ると助かります。

一時預かり
■今行っている保育園に日曜日も預かってくれる休日保育があればと思っています。別の所に行かせるのもまだ小さいのでかわいそ
うで。日曜日も毎週仕事なので困っています。

一時預かり
■学童保育について、仕事をしていない家庭でも急用などの時、預かってもらえるシステムにしてほしい。幼稚園の預かり保育制度
のようなものがあればよいと思います。長期休みの時もリフレッシュなどで利用したい。片方の子供が病気の時など。



一時預かり
■週末土曜日など預けたいが、事前に予約（予定を出す）が難しかったりする。急な仕事の時など、母親や祖母どちらかが仕事を休
むなど対応している。有料の託児所なども利用しているが、本当は子供が通いなれた場所で簡単な手続きで預けたい。

一時預かり

■子供が病気で長期（２週間程度）学校を休みました。主婦なので看病する事は出来ますが、長期になると自分自身も本当に辛くな
りました。働きたくても働けないのも現実です。預けられる施設への手続きをしなくてはいけない場合（病気の時、預かってもらえ
る所）つい面倒となってしまいます。（自分勝手なわがままです）

一時預かり ■子供達が小さい頃は、気軽に預けられる場所（施設）があれば・・・と思ったことがありました。

一時預かり
■祖母が亡くなり、学校行事と下の子の病気が重なったらどうしようと毎回思います。祖父は面倒見れない。父方の祖父・祖母は県
外で遠い

一時預かり

■休みが取りにくい中での検診は、平日ではなく土日が良いと思います。専業主婦は平日、兼業主婦は土日などにしてもらえるとス
ムーズだと思います。保育園小学生と子供二人の場合、環境？が２カ所になるので預かる時間等の延長が出来ると助かります。学童
でもシルバー人材だけでは不足な面が多々あり心配です。教育者だったとか経験者がいた方が良いと思います。スポーツの体験など
も親の都合ですが１９時頃から出来るスポーツを市でやってほしいです（フォレストアリーナなどで）

一時預かり ■親戚が近くにいないので、いつでも相談や預ける所がたくさんほしい。

一時預かり
■鹿沼市は子育て支援が充実している方だと思います。働く女性の中にも土、日や夜勤がある職業もあると思うので、それらの預け
先があるとより有難いです。宜しくお願いします。

一時預かり ■日曜、祝日に子供が病気の時、みてくれる保育施設がほしい。

一時預かり

■仕事をしたくて保育園に入れたくても、仕事が決まらないと入れられない。市役所などでは簡単に一時預かりをすすめられました
が、収入のないものからすればかなりの金額のため、非常に厳しいと思いました。近くに親もいないし、親も体が悪いとなると本当
に子どもを預けられず、親にみてもらえる人をうらやましく思います。その人の状況に応じて金額を変更してもらえるようなことに
なると、本当にあずける人のいない人は助かると思います。

病児・病後児 経済的支援

■父母共に年末年始は仕事なのですが、保育園が休みなので困っています。家計の為に少しでも収入を増やそうとしていますが、保
育園と病児保育を利用するとほとんど私のパートの収入は残りません。今は祖母が（具合が悪い時の）子供の面倒を見てくれて助
かっていますが、祖母がいないと私は働く事が出来ません。病児保育の施設をもっと増やして欲しい。保育料を安くなるよう補助し
てほしいです。

病児・病後児 情報 ■・病児保育を増やして欲しい　・子供の検診の通知を２ヶ月前から知らせて欲しい。

病児・病後児 悩み・相談

■・保育園が親が選ぶ事ができるが病児保育は数が少ない為選ぶほどの選択枠がない。・学童は問題があっても学校は管轄外と相談
に乗ってもらえず我慢するしかない。・医療費は入院するような大病以外は親が支払うべき。医療費を自分で払えば、病気をさせな
い努力を親がすると思う。子供をのびのびと強く育てる為に税金を使ってほしい。・鹿沼市はとても子育て環境が充実していると思
います。教育もお願いします。

病児・病後児

■病児保育の環境を増やして、当日でも受け入れていただけるように環境を整えていただけますと嬉しいです。現在は就労しており
ませんが、就労希望があり、求職活動の際にやはり子どもの病気で休む事が気になります。フルタイムで後々は働きたいと思ってお
りますので病気になった時にも出勤できる環境であると大変助かります。よろしくお願い致します。

病児・病後児
■子供がいて働く母親としては、もっと病児保育などを増やしてほしいです。生活がかかっているので仕事もそんなに休めないし、
知人や親戚に預けるといっても病気の時は尚更預けにくい。

病児・病後児

■完全母乳で育てたり、無職のためずっと24時間365日子供と一緒にいると、いざという時に預けるのは大変。親も預けるのは心配
です。普段から気軽に手軽に1日数時間でも、見てもらえる環境が多くあるといい。これから仕事復帰をするにあたって、もっと病
後児保育・病児保育の場所を増やしてほしい。



病児・病後児 ■病児・病後児の施設を増やしてほしい。

病児・病後児
■病後児保育といっても結局は医師の証明が必要となり、すぐに預けたりすることが出来ない事、前もっての手続きが必要な事、仕
事をしている者にとってはどちらも厳しい手続きです。もう少し手軽に預けられる病後児施設があればと思います。

病児・病後児

■平日などしか子育て支援の場などが機能しておらず、土曜日など片親しかいない時など、遊ばせたりする事ができないので平日以
外も行ってほしい。病児保育も定員人数の受け入れが少なく、利用時間も9時～18時なので、職場に遅刻したり早退しなければなら
ないので、もう少し時間帯の幅を広げてほしい。

病児・病後児
■病児・病後児保育の利用料がもう少し安くなると助かります。正社員の方は別として、時給者だと1日働いた日給の半分以上利用
料がかかってしまうと、中々利用出来ないです。

病児・病後児

■育児休業給付金の金額を上げて欲しい。子供が通園出来ない病気になった時も、病児保育可能な病院が小川子どもクリニックしか
ないので、預けている保育園で病児保育していただけると慣れている施設ですし安心です。保育園での病児保育が出来る環境ができ
る事を希望します。

病児・病後児

■少子高齢化が進む中、社会の働き方も変わり、来年春より消費税が上がるという。２００８年のリーマンショックでの失業や共働
き環境世帯も増えていると聞く。大企業はもちろん、育児休業等福利厚生が充実しているが、非正規社員が増える現代は満たされな
い現状を行政側も理解し、今後の少子化の歯止めとなる環境を次世代へとつくってほしいと思います。今、不足だと感じるのが〝病
児病後児保育″施設だと思います。子育てで一番のネックが仕事を持った時の子供の突然の病気です。１日の定員数が少なく、季節
によって利用できない日が多いです。

病児・病後児

■障害を持つ子、障害と思われる子供についての保育をもっと充実させていただきたい。学童への入所は難しい場合等も多々あるか
と思うので、その場合の行先等を保護者に知らせるべき。その場になりとてもこまってしまう事があった為。色々なケースに対応が
スムーズにいければよいと思う。

病児・病後児

■親が働いていて１人になってしまう事が多い場合子供達が安心して過ごせる場所が増えたらいいなと思います。実際、働いていた
時、病後児保育で助けられたことがありましたが、２人目の時は人数が多かったりして利用できなかったので、そうゆう施設が増え
たら働く母親にとってはありがたいと思います。

病児・病後児

■仕事場での自分のポジションを確保したまま、長い期間休めるわけではない。早い段階で復帰して、両立していることを周囲に見
せないと、本当の理解は得られない。子供が病気だったり、預ける人がいない時、「どうしよう」が二つでてくる。「子供どうしよ
う」「仕事どうしよう」です。親ならば絶対に思うことなのでしょうか。この「どうしよう」がフルになると、「仕事」をあきらめ
なければならなくなるんだと思います。病児保育等の数を増やして、母親が何かをあきらめて子育てする環境をなくして欲しいと思
います。

病児・病後児 ■基本的に利用料が高くて利用していません。（病児保育など）もう少し安くなるといいと思います。

病児・病後児

■鹿沼市内にもっと病後児保育や病児保育のある場所を増やして欲しい。又、サービス業で土日祝に仕事をしたいが預けられる場所
が少なく、大変困る。結局は祖父母に頼れる人はフルで働きかけ、土日祝日も仕事が出来るが身近に子供を預ける人がいないとパー
ト・アルバイト位しか出来ないのが現実。急な時でも又、土日祝・年末・年始などでも子どもを預けられる場所があるという安心が
あるととても嬉しい。

病児・病後児 ■病児保育を増やしてほしい。

病児・病後児

■病児保育の年齢制限を上げてほしいです。せめて小学生のうちは預けられるとありがたいです。例えば、小学4年生と小学1年生の
子どもがいる場合、下の子は預けられるのに上の子は預けられず、どっちにしろ仕事を休まなければならなくなります。もちろん一
番は仕事を休んで子どもを看たいと思いますが、インフルエンザで1週間以上休まなければならない時など、職場にも迷惑をかけて
しまうので、働く母親の心情として大変辛いものがあります。



病児・病後児

■病後児保育が各保育園で、できるようになってほしい。むずかしいと思うが…。子どものために仕事を休みたいと思っても、そう
はいかない時もある。又、病後児保育のためにいつもとちがう所に預けるのはちょっと…出来れば慣れた保育園でみてもらえると、
子どもも安心だと思うので。

病児・病後児 ■病後児施設の利用場所を増やして欲しい。

病児・病後児 ■鹿沼市でも病児保育の施設（小児科と併設）をたくさん作ってほしい。人数の制限や時間の制限をもう少しゆるくしてほしい。

障がい児 ■重度障害児を看れる施設の充実

障がい児
■この度、○○小に肢体不自由クラスが新設される事を聞きました。子供が東小学区である事を考えて、そのクラスに入学させたい
と考えております。現在リハビリセンターの肢体不自由クラスに通っております（療育Ｂ1程度）。よろしくお願い致します。

障がい児
■上の子（小２）が障害をもっているので、学校の送迎などで家をあける時、下の子が寂しい思いをしていることがあります。障害
があっても地域にとけこみやすくなれば良いなと思います。

学童保育 生活環境

■小学校入学後も子供の成長の度に発生する問題点や相談などできる窓口をつくってほしい。ほとんどの学童が小学校3年生までと
聞いているが、子育て中の方に聞くと、3年生がひとりでお留守番できないと耳にするため、せめて4年生までは預かってくれるよう
にしてほしい。子供の看護のための休暇を年間最大40日位は取れるように企業へ取り組んでほしい。保育園の集団生活でたくさんの
病気をもらってくるため、有休が全く足りずとてもかわいそうですが、具合の悪い子供を会社へ連れて行く事となっているのが現状
です。職場の方にも嫌がられるため困っています。

学童保育 ■幼稚園の帰宅後も近くで遊べる施設や交流場所がほしい。小学校入学後も近くで学童保育があると良いと思う。

学童保育
■今通っている保育園は、子供達にとってもとても良い環境で安心して預けられます。兄弟がいる場合、上の子を学童に入れ、下の
子は保育所となるので、働いているとなかなか大変なので、卒園した保育所で学童ができると有難いなと思います。

学童保育

■子供が小さい時には、子育てサロンを利用したことがあります。子供を安心して遊ばせられるところ、交流の場としてとても良
かったと思います。先日、保育園の休日園庭開放を利用しました。遊具だけでなく、広い場所で楽しく過ごしました。保育園や学校
から帰った後、なかなか外で遊ぶことができないので、園庭で遊べることはいいなと思いました。学童保育も高学年の子も預かって
もらえると安心して働けます。

学童保育
■現在は子供が小学校入学後の放課後などにみんなで集まって遊ぶ場など少なく、母親が働いていなくても学童利用などフレキシブ
ルに利用できるようになればいいと思います。

学童保育

■H26小学校入学予定ですがH25、4月に入学予定の学校学童保育にh26の申し込みの問い合わせしたところ現在満席で26年4月の枠も
在校生の妹弟が優先に入所するので新規での入所は先ず出来ないと返答されました。理屈はわかりますが納得できない部分もありま
した。

学童保育

■一預かりと言っても初めて行く場所には子どもは簡単には慣れないと思います。身内以外で見て貰うにはいろいろ難しいと思いま
す。小学校の放課後も習い事と連携して送迎バスがあったりする事で保護者も安心して働いたり時間の余裕もあると思います。海外
の日本人学校等はそのようなサービスを利用しているようです。

学童保育
■学童保育を充実させて欲しいです。高学年も預かって欲しいし、空きがなければ預けられない今の状態では、仕事を探すのも大変
です。

学童保育 ■上の子が来年小学生になるけど、学童の空きがないらしい。子供を家においておくのも心配。学童を増やしてほしい。

学童保育
■小学校入学が近づいています。放課後の預け先の充実を希望します。原則3年生までですが、家に子供だけで留守番をさせたくな
いので、6年生まで預かって頂けるような環境を考えて頂きたいと思っています。

学童保育 ■小学校の学童の評判があまり良いと聞かないので改善して欲しい。学童の時間が中途半端な気がする。



学童保育

■鹿沼東小学校の学童は小1～小3まで（空きがあれば小4まで）と決まっています。現状のままですと、上の子が来年小4なので働き
に出ることが困難です。高学年になってもやはり放課後一人で自宅に残すことは出来ませんし、長期休暇時も大変困ります。民間の
児童クラブはとても高額で、利用するのは現実的ではありません。小学校併設の学童の拡充をお願いしたいです。

学童保育
■今預けている学童保育料の金額が毎月高くて困ってます。先生たちではどうにもならないということなので、なんとかしてほしい
です。これでは保育料を払う以上に高いので辛いです。

学童保育

■保育園でも、より教育に力を入れてほしい。両親が働いていると習い事ができないため、プール・ピアノ・習字・そろばんなど定
期的に行える教室などを行ってほしい。またシルバーなどの方にご協力いただいて、公民館等で習い事ができると、より近くの方々
とのコミュニケーションもとれるのかと思う。鹿沼市の学童保育利用学年を、是非6年生までにしてほしい。近くに親戚もいなく、
現在あづま保育園に通っているが、2年生・3年生までとなっている。現在姉が菊東小へ通っているが、学校まで3ｋｍ以上もある。
そして通学路も、人通りもなく整備されていない場所を通って登下校しているため、とても不安がある。不審者が多いため是非お願
いしたい。

学童保育
■小学校からの下校後学童保育へ預けるが、4時頃～6時頃までただ遊んだりしているのはもったいないので、有料でも週に数回でも
いいので習字やそろばんや英会話等の習い事ができるとありがたい。

学童保育
■父母ともに仕事をしています。小学校下校後、学童を利用（今後利用する）していますが、大体の場所は4年生程度までしか預
かってもらえません。その後子供だけで家にいさせるのが不安です。6年生まで預かってくれる学童保育になってほしいです。

学童保育

■小学校1年の子がいます。普段は学童を利用しておらず、長期休業は利用しました。自営業なので子供が家に帰って来る頃は家族
の誰かはいることが多いですが、短時間割の際は早く下校になります。学童は臨時には対応していないと思うのですが、早い下校の
時だけ預けたいなと思いました。利用料も少し高いので来年は2人小学校に通うのに、2人分の学童料は払えないのでやはり長期休業
のみ預ける事になりそうです。臨時で小学生を預けられたらいいなと思いますが難しいですかね。

学童保育

■うちの子は知的障害があります。現在は保育所に入所させて頂いており私（母）も仕事を続けられていますが、小学校就学後は、
学童保育を利用出来るのか分からないので、小学校就学後も仕事を続けられるかどうか不安です。障害のある子供も学童保育を利用
出来るのか等知りたいです。

学童保育 ■小学校中～高学年の学童対象外となってからの長期休み時の対応に困っている。
学童保育 ■学童保育が小３までなので、その後どうしたらよいか不安です。

学童保育

■現在学童保育は１８時までと聞いてます。おおよその方が祖父母にお世話になっているのではないかと思うにですが、私は正社員
として勤務している為、帰りも遅く、又、実家も県外である為、世話をお願いできる人もいません。出来れば１８時以後の延長学童
保育があるとありがたいなあと思います。

学童保育

■子供に習い事をさせたくても、どのように探せばよいのかわからない。学童保育の期間を延ばして欲しい。姉が１年生ですが、あ
と２年しか預かってもらえないと思うと、近くに親戚など見てくれる人のいない家なので心配になってしまう。せめて小学校を卒業
するまで見て欲しい。習い事の送り迎えをやってくれる所があれば良いと思う。時間が合わず、利用が出来ない。

学童保育
■小学校低学年の子供が部活を始めると、下校～部活開始まで自宅、または、学童にいなければならないが、仕事の都合上部活開始
時間に学校へ連れていけない。可能ならば、下校～部活開始まで学校にいられたらと思います。

学童保育

■田舎では子供が少なく、学童保育等にあずけない限り放課後に子供同士で遊ぶ機会がありません。同年代の子がいても家が遠けれ
ば送り迎えが必要になってしまいます。学童保育で預かってもらえない子供達が気軽に集まって遊べる施設があれば良いと思いま
す。多少お金がかかっても小学校低学年の子供を学童保育以外で預かってもらえると良いと思います。



学童保育
■（土）、日、祝日に預ける施設　上の子供は学童に入っているが、土曜日は1人しかいないので預ける事が心苦しく感じる。毎週
預けられない事も困っている。

学童保育 ■学校の学童保育を高学年まで見られるようになると良いです。又、土曜などだけでも学童保育に預ける事が出来れば良いです。

学童保育

■子供が小学校入学までにはあと１年以上ある為まだ詳しくは調べていませんが、学童保育について。本当は学童を利用したいので
すが、親が迎えに行かなくてはならないとなると、仕事の時間の関係で利用することができません。今は祖父母と同居のため自宅で
過ごさせるという方法を考えていますが、祖父母が高齢な為この先心配です。子供は兄弟がおらず、我が家は母子家庭の為、正直不
安があります。

学童保育

■来年から○○学童を利用したいと思っています。しかし、人数がだいぶ増えたようで、少し不安を感じています。兄が今度の夏休
みだけ利用したいのですが、先生が子どもをきちんと見れているとはとても思えない状況でした。教室にいなきゃいけない時間に階
段で遊んでいる子供もいるし、２階と１階の教室もあってないような有様。今のままではとても入れたくないです。子供もこどもな
のでしょうがもう少ししっかりと見てもらわないと新１年生もめちゃくちゃになるでしょう。

学童保育
■小学校終業後の学童保育の預かり時間を人数に関係なく１８時以降の利用が出来ると良いと思います。学童の時間に習い事が出来
たり勉強を教えたりと利用料がかかっても（選択できる）出来ると良いです。

学童保育

■学童保育が北半田になく困っている。来年小学１年生となるが、長期休み（夏休み、冬休み）など、粟野町内までの送迎だと仕事
の時間に間に合わない。もっと共働きの人が子育てしやすい環境にして欲しい。祖父母に預けられない人たちは、仕事を減らすしか
ないと思う。鹿沼市内には、色々と子育てサービスがあるようだが、粟野町にも出来て欲しい。

学童保育 ■学童保育が小学校高学年でも利用できるようにしてほしい。

学童保育

■鹿沼市は子育てについては、とても充実していると思います。要望としては、上に小学生が2名いますが、学童保育があまり良く
ないという話を聞きます（遅くまで預かってもらえないので仕事との両立が大変）。仕事をしながらの子育ては、時間との戦いだと
思います。こうした状況が良くなるよう延長等あると良いのかなと思います。

学童保育
■第１子が小学校入学した際は学童を使用する予定だが、第２，３子は保育園なので、子供全員を保育園内（同じ敷地内）に一緒に
預けられるようになると良いと思う。

学童保育

■現在○○保育園でお世話になっておりますが、来年長女が小学校に上がります。仕事上、学童保育が必要ですが、小学校3年生ま
で送り迎えOKとの事で。その後、子供の帰宅時間も遅くなるかと思いますが、5，6年生の時の、長期休み中、家で1人にさせなくて
はいけないという事が今後の悩みです。

学童保育

■子育ての支援が充実していると感じたことはない。鹿沼市は土地柄か、まだまだ男が強いと感じるところもあり、女が子育てをし
ながら仕事をするということは、余程家族のサポートが得られないと難しいのではないか。私が見る限り、学童保育や幼稚園の延長
保育はただ預かっていますという状況下で、子どもたちの為に時間を使おうという有意義なそういう場所になってほしいと思うのは
理想論なのでしょう。

学童保育

■小学校高学年でも長期休みの時は学童等安心して預けられる場所が欲しい。いくら高学年でも小学生を１人おいて長期間の留守番
は心配。鹿沼はいなかなので勤め先が工場の人は多いと思う。工場は祝日が出勤日の所が多いので、祝日保育をぜひ行って欲しい。
子どもの病気だけでなく、学校行事でも休まないといけないのに、祝日まで休んだら肩身も狭く働きずらいし、有休もなくなってし
まう。女性の社会進出のさまたげになると思う。

ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ 保育所

■両親（父、母）共にサービス業の為、土曜、日曜、祝日などに利用できる子育てサロンやファミリーサポートセンターのイベント
などが平日と同様にあると嬉しい。また、保育料も平日子どもを家庭で見れるのに日曜、祝日に別料金を払って預けるシステムも不
満を感じる。働いている私たちは日曜、祝日問わず、同じ賃金で働いているのに保育料は別にかかるのは不満です。（月での保育園
利用で保育料を判断してほしい。）働いている状況に関係なく、平日も日、祝日も同じサービスが受けられる事を強く望みます。



ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ 病児・病後児

■近くに親類など頼れる人がなく、小学校高学年になって学童が使えなくなった時、1人で帰宅し留守番をさせるのが心配である。
せめてファミリーサポートセンターの利用を小学校に通っている間まで延長してほしい。また、病児保育をしてくれる所も増やして
ほしい。もっと気軽に利用できるようにしてほしい。

ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ
■他県から引越してきたため、これから子供を預けるところを（下の子供）探しています。保育園の一時預かりは実際、受け入れて
もらうのが難しいと聞いています。ファミリーサポートは見ず知らずの方に預けるという点で、少し躊躇してしまいます。

ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ
■ファミリーサポートセンターの料金が高いので、利用したくてもなかなかしにくかったり、短時間にして自分が無理する事にな
る。1時間300円位だと利用しやすい。

ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ

■小さい時に気軽に預けられる施設があれば良かったです（ファミサポ手続きめんどうしかも＊不安）今は認可外保育園があるので
（でも日曜日は宇都宮市にあずける）すが、鹿沼市は昔の方が環境がよかったです。特に第三子の保育料が急に取られるようになっ
たのは残念です。

ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ

■鹿沼市に越してきて（出身は宇都宮）子育て支援が進んでいることに非常に助かっています。こちらで家を購入したいと考えてい
ますが、仕事後に子供をみる事から就学後など子供を自宅に１人にする時間が出来てしまう事を考えると、祖父母のいる宇都宮に変
えるべきか悩んでいます。毎日の事なので、ファミサポ等ですと、金銭的にきびしいかなあ・・・と、何か月額固定で、夕方2～3時
間みてくれるサービスが（公的なもの）あれば有難いと感じています。

小中学校 保育所

■保育園・学校での対応。学童の利用日数、高学年までの利用。1人親等は平日・土日問わず忙しく働く為、高学年だからといって1
人で留守番させるのは心配や不安が有り、事故等につながると思う。何かあってからでは遅すぎる。学区域の選択、A住所から4ｋｍ
のＡ校、2ｋｍのＢ校、小学生にとって体力的にもＡ住所の為、Ａ校ではおかしいと思う。負担が多いし大きすぎる体力含めて。１
人親の負担を減らしてほしい（金額・キャラ弁当・弁当等）。父の日・母の日等、1人親の子にとっていじめにつながるイベント等
は無くして下さい。絵や文等。いじめられて亡くなる子が増えます。何かあってからでは遅すぎます。

小中学校 地域

■上粕尾地区については、人口の減少が激しく同時に子どもの数も激減しています。現在、小学生全校生徒6名となっております
が、私の娘が入学する時には半分もいないでしょう。正直、通わせてよいものか不安です。地域のつながりを考えれば、上粕尾小の
存在は大きいかもしれませんが、子を持つ親からしてみれば、もっとたくさん友達がいる学校で、たくさんのスポーツや勉強をして
（させて）あげたいのが本音です。言葉は悪いですが、子どもたちを地域のつながりのネタに使うのはどうかと思います。市内の充
実を図る事も大切でしょうが、へき地での子育て支援にも力を入れて頂きたいと思います。実際「地元は好きだけど、子どもの事を
考えると戻れない」という意見を多く聞きます。同じ市内なのにこれだけの格差があっていいのか…。「自分が通った学び舎に子ど
もを通わせたい」と思うのが親でしょうが、それがしたくても出来ません。行政としても何か考えて頂けないでしょうか。平日は妻
と娘2人で家で過ごしていますが、周りに同年代の友人、ママ友も当然いません。出向くのにも時間がかかります。週に何度か粕尾
地区、上粕尾地区での交流事業があると良いのではないかと思います。

小中学校
■婚家への同居も考えていたが、池ノ森小学校（地元）では複式学級である為、子の将来を考え鹿沼市内への転居を考えている。教
育の充実を図るとすれば、統合を考えるべきではないでしょうか？

小中学校 ■小学校教育レベルの低下。公立講師か近所に無いが、年々質が悪くなって来ているので子供の教育を任せるのが不安。

小中学校
■子供が通う小学校の人数が多いところです。いじめや教育など先生の目が届かないと良く聞きます。学校の人数等もう少しかたよ
りを少なくして安心して通学できるような環境にしてほしいです。

小中学校
■鹿沼市の学校の環境が他市に比べて良くないと感じます。学校の施設、設備備品等、教育にもっとお金を使うべきだと思います。
子供は環境に左右されます。毎日すごす学校の環境がとても大切だと思います。学校教育にもっと予算を。



小中学校
■鹿沼市と栗野町が合併して一つの市になったのに学区が従来通りなのはどうかと感じます。私共は佐目町なので南摩小に通わせる
ことになりますが家から見える清洲一小を横目に通うことになるのが納得できません。

小中学校

■小学校の通学路についてですが、自宅から学校まで1時間近くあります。国道側を歩いたり、人も車もあまり通らない農道などを
通学しています。ですが、自治会などからのボランティアなどはなく、ついていける（専業主婦の方）保護者が子供を見てくれてい
ます。来年1年生になる息子がいますが、私は下の子が幼稚園があるのと仕事もしているのでついて行けません。でも今ついていっ
ている保護者が来年もついていくとも限りません。とても不安です。学校に聞くと各自治会でと言われてしまい、あまり干渉してい
ないみたいです。できれば全体で統一して決めてほしです。あっちはいいけどこっちはダメみたいだと困ります。

小中学校
■小学校・中学校を自由に選べるようにしてほしい。学区（地域）で縛られるのは、子供の将来における選択肢の幅が狭まる可能性
があると思われる。

小中学校

■西大芦に住んでいる為、子供の数も少なく小学校が複式学級と聞きました。少人数での生活で、中学校は西中へ行きマンモス校
で、クラスに同じ小学校の友達もいない環境に子供を入れたくない為、小学校は西小を希望します。住所が西小区域にないと通う事
はできないのでしょうか。経済的に引越しする事ができないので、どうしたらいいのか切実な悩みです。

小中学校

■今宛名の子供の姉は不登校です。クラスに仲の良い友達ができず、月に2～3回休む程度で、普段は特に嫌がるわけでもなく学校へ
行っていました。それからクラスに馴染めないと担任の先生にお話する機会がありました。その後担任の先生は学校を休みがちな原
因を突き止めようと、我が子もそうですが、送り迎えで学校へ行っていれば登校班の子供達を、クラスに苦手な子がいると話しをす
れば、その苦手な子供を何度も問い詰めました。娘はだんだんとクラスに行けなくなり、やっと保健室には行ける様になったと思え
ば、毎日何度も早くクラスにおいでと、娘にとってはプレッシャーになる様な事を言われました。結果今では不登校です。この状態
になるまで何度も学校へ足を運び、教頭先生を含めて話し合いをしました。ですが私達の思いは理解していただけていない様です。
娘もストレスで感情の起伏が激しく発狂する事もよくあります。家の中はめちゃくちゃです、とても苦しいです。担任の先生も何と
かしようとしているのかもしれませんが、自分のクラスに不登校の生徒が増えると困るから焦っている様にしか思えません。クラス
には娘を含め不登校の子供は3人いる様です。この先この様な思いをする子供が増えないためにも、もっと学校の先生には心の勉強
をしてほしいと思います。今その様なものがあるのか分かりませんが、不登校や不登校気味の子供達の対処の仕方などの、先生達の
勉強会や講習会をしていただけたらと思います。

小中学校
■小学生の子供がいるが、学校から直接習い事に行けない為（学校からとても近いが）、会社を早退して送迎しなくてはならない。
保護者の許可があれば、学校から直接行けるととても助かります。

小中学校

■子供の教育として人格形成・道徳が最も重要なことと思われる。小学校や中学で担任の先生が常識的な意見を述べることも大事だ
が、それだけでなく外部講師をどこの学校でも積極的に招いて、授業をしてもらうのが良いと思う。道徳ということを考えると宗教
が良いと思う。ひいきのない様に色々な宗教の長を招いて定期的に話を聞かせてあげてほしい。

小中学校
■お世話になっている幼稚園では充実した教育をしていただき十分満足しています。来春卒園予定ですが、入学前に入学予定小学校
での一日体験や、同級生・在学生との交流会などがあるといいと思います。

小中学校

■現在小学校1年生の子供の事なんですが、今は昔と違い完全週休2日制なので、仕方ないのかもしれませんが、宿題が多くて大変だ
なあと思います。1年生だとまだ1人で出来ない問題もあり、学校なども間違いなどは直してから提出させるようにと言われており、
夕方私も忙しい時間に毎日宿題に目を通し、時には一緒にやったり、ちょっと大変です。昔は土曜日、半日の授業もあり、今より
もっと余裕があったと思います。私の小学校の時はこんなに宿題で大変な思いをしなかったと思うので、今は小学校1年生から大変
なんだなあと思いました。



小中学校

■中1、小５、年中の子供がいます。一番下の子が小学校に上がるにあたり人数が少なく、上の子たちの経験からもっと大人数の小
学校に入って色々な友達との付き合い方を学ばせたいと思っているが、小学校を選べなくて困っている。たった１０人もいない学
校。同級生が１人もいない学校、中学に入った時の威圧感はすごいものだと思う。せめて小さい学校だけでも小学校選択制にしても
らいたい。こどものために・・・。子供同士のやり取りは中学校に入ってからでは遅くなります。　地域：上粕尾

小中学校 ■保育園や幼稚園のように自由に通いたい小学校へ行けるようにしてほしい。

小中学校

■まだ先ですが、子供が小学校に上がるのが不安です。自分の子が行く学校は、子供が全校生徒３０人もいません。同級生も自分の
子混ぜて２人か３人です。小学校はすごくいい所ですが、子供が少なすぎていっぱい友達つくったり、いろいろ学んでほしいが、大
丈夫かなって思っています。何年か前に合った、学校を選択できるのがあればなって・・・。違う小学校に行かせてあげたいです。

小中学校
■板荷小学校に入学をするのですが、もしかしたら子供と同じ学年の女の子が居ないかもしれないのですが、そうゆう場合他の近く
の小学校（菊沢西）に転入できたりするのですか、知りたいです。

小中学校

■中学生になり英語も本格化になったがほとんどの子が塾に行っているのでどんどん進み、先生から出来ないから通級になるように
言われた。通級でその英語をその子に合わせて教えてくれるものと思っていたら、自由にしていいらしく、パズルや絵を描くなど授
業の邪魔だから出されたみたい。経済的に塾に通えないので本当に子供に申し訳ないと思う。高校進学希望だが、私立は無理・県立
で入れそうなところもなく、本当に困っています。学校でもう少し勉強のできない子をみて頂きたいです。

小中学校
■鹿沼市においては、保育環境の待機等がない為安心して就労が可能である。学童保育に関してもお年寄りとの交流があり、素晴ら
しいと感じている。学校等（小・中学校）の教育レベル向上に期待する。

小中学校 ■小学校の人数が少なく集団行動や体育での団体競技、様々な行事ができないことが多くありそうで不安なので合併してほしい。

子育て支援センター 悩み・相談 ■旧鹿沼地区は、遊具のある公園が少ない。子育ての情報が調べに行かないとわからないし、どこに聞けばいいのかわからない。

子育て支援センター 保育所

■・鹿沼市の子育て支援センターは充実していない。（玩具が古い先生方が意欲的ではない）もっと他の市町村を見てもらいたい。
・保育園の環境が悪い。新制度がスタートして色々設備投資するのであるなら今現在の保育園の設備等をよくしてほしい。古い建物
なら建物なりに補修する等・・・。下駄箱すべり台の手すりの亀裂危険である。

子育て支援センター 保育所

■地域子育て支援センターがあることを、知りませんでした。もっと育児休業を取りやすい環境や、子どもを授かったときの休みを
とりやすい周りの理解も必要だと思います。三人の子の親ですが、小学生（２番目）の教育にも不安を感じています。多人数の教室
に先生が１人（２人の時もあり）全員が勉強をどこまで理解しているのか？大変不安に思っています。地域の方からの見守り、不審
者の情報（学校から）はすばらしいと思います。保育の環境の充実のため教育のため、保育士さんの増員も希望したいです。

子育て支援センター 一時預かり
■子供が小学生になったら働く予定ですが、土日休みの仕事がなかなかない。土日祝日に子供を見てもらえる人がいないが私は働き
たい。美容室に行く時は「ちびっこランド」を利用している。すごく助かる。保育園の一時預かりはどこも一杯で断られた。

子育て支援センター 一時預かり

■上の子が小学校1年生なのですが、私（母親）は日曜日に仕事をしており、父親に普段は預けるのですが、父親も仕事の時があ
り、その時に預ける施設がなく困っています。未就学児に関しては日曜保育があるのに、小学校低学年の子向けに日曜保育がないの
はなぜでしょうか。現在はやむを得ず父親が仕事の日は母親が休みを取り、父親もなるべく日曜日は仕事を入れないようにしていて
お互いに窮屈な思いをしております。どうか小学生も日曜保育・学童など預ける場所を作って下さい。お願いします。ファミリーサ
ポートセンターは料金的に厳しいです。

子育て支援センター

■地域子育て支援拠点事業で、センター等を利用したいが、平日は仕事をしていて利用する事が出来ません。休日や、土曜日にも利
用が出来れば利用したいと考えています。また、健康教室等も平日が多く、利用が出来ないので、土、日の開催も検討してほしいで
す。



子育て支援センター

■鹿沼市は子育ての支援が充実しているような気がしますが、実際に支援センターみたいな所（ゆーとりん？）に行った事がないの
で、なかなか実感できずにいます。（子どもが1才になってそろそろゆーとりんにでも行きたいなとは思いますが、私が人見知りな
のと、ママたちのグループが既に出来てるみたいな話を聞くので行きづらいです。）

子育て支援センター
■子どもを遊ばせる所があるといい。ゆーとりんは1、2回行ったけど行きづらい…雰囲気が…体を動かせる所が出来ればいいと思っ
てます。

子育て支援センター ■休日に室内で遊べる所がないので作ってほしい
子育て支援センター ■子供がのびのび安全に遊べる場所や施設を増やしてほしいです。雨天でも利用できたら良いと思います。

子育て支援センター
■つどいの広場などの施設をもっと増やしてほしいです。いつも満員で、人が多すぎる。つどいの時間が3時までなのは、短い。せ
めて4時まで時間を延ばしてほしい。

子育て支援センター ■雨の日でも子供が遊べる屋内施設をいくつか作ってほしい。

子育て支援センター
■小学生と幼稚園児が一緒に利用できる場所があると助かります。室内で遊べる場所が近くにあれば、長期の休みの時や日曜日に子
供を連れて遊びに行きたいです。安全な場所があれば連れて行きたいです。

子育て支援センター
■夏の暑い時期に熱中症などの心配をせずに遊べる、公共の屋内施設が欲しいです。3歳を過ぎた子も、医療費の現物支給をしてほ
しい。

子育て支援センター

■北犬飼地区に住居があり、交通の便が非常に不便です。宛名の子供は第２子で、第１子誕生後、保育所の相談をしましたが、自宅
に近いところは空きがなく、自営業の場合は優先されないとのことで、仕事復帰は断念しましたが、宛名の子供が３歳になり幼稚園
に入園できましたら、仕事復帰をしたいと考えております。鹿沼市外の幼稚園を考えています。鹿沼市には、子供を連れて遊べる場
所がないと思います。鹿沼市外では屋内でも安心して遊べる施設があるので、生活そのものが鹿沼市から離れて行ってしまいます。

子育て支援センター

■土日に子どもを遊ばせる所が少ない。サロンは休みだし公園は小学生が多いので家の中ではパワーが有り余ってしまって。3歳未
満なので子どもにもママにもお友達が出来ない。家の中で過ごすことも多くたまにサロンを利用しますが市街の友人子どもは利用し
づらく子どもと利用しても1歳半前の子と後の子では全然違うので目が離せません。

子育て支援センター

■住んでいる場所の保育環境が車がないと非常に不便です。育児サロンなどがもっと増えて欲しい。また子どもを預けて通える教習
所がないので、免許を取るタイミングがないです。また外などで安心して遊ばせられる場所が少ないです。車がなくても近くに気軽
に遊べる場所がもっと増えるといいなと思います。

子育て支援センター
■鹿沼は宇都宮と比べると保育所も充実しているし金銭面での援助も多い。支援センターは規模が小さく数人出来ているママが多い
ので知人がいない私は行きにくい。

子育て支援センター
■鹿沼は子育ての環境や支援など恵まれている方だと思います。しかし個人としては、もう少し大きな（広い）子供たちが遊べる室
内施設があったら嬉しいです。例えば宇都宮の表参道スクエアの6階の施設のような場所。

子育て支援センター

■小さい子供がいても働きやすい職場（託児所付など）がたくさんあると良い。学校行事などで時間休や休みがとりやすい職場があ
ると働きやすいです。雨の日でも遊べる無料（多少なら有料でも）の施設、宇都宮のゆうあい広場みたいな所があると良いです。
フォレストの幼児体育室は、体育館貸しきりで使えない事が多い。

子育て支援センター ■天気に関係なく、子供達が安全に楽しく健康的に遊べる場所があるといいなと思います。

子育て支援センター

■休みの日、親子で遊べる施設が身近にあるとうれしいです。車で公園まで行かなければならないので。子供がいても鑑賞できる音
楽や演劇など、文化面に触れ合える場が、手軽な価格であったらうれしいです。やはり他人に気をつかいます。子連れを嫌がる大人
がいるのも現実なので。マナーを教える上でもそういう場には積極的に出かけたいのですが、先日も冷たい目で見られました、残念
です。



子育て支援センター ■子育て支援センターでのおもちゃを増やしてほしい

子育て支援センター
■情報センターの中にある体重を測定したりするところを、もっと入りやすい場所にしてほしい。授乳コーナーもなんだか暗いし、
体重計もいまいち。もっと明るく自由に使えて、行きやすい場所にしてほしい。

子育て支援センター
■鹿沼市内にも、宇都宮南図書館に併設されている「おひさまひろば」のような、天気が悪かったり寒くても利用できる遊び場を
作ってほしい。

子育て支援センター

■1歳での職場復帰前は、ゆーとりんを何度か利用したことがありましたが、職場に復帰してからは休みが土日のため、利用できな
くなりました。土日も利用できるようになってほしいです。平日は保育園に預けていますが、まだ1歳児だと保護者仲間の付き合い
というものが無く、子育ての情報交換や悩みを話す機会がなかなかありません。

子育て支援センター ■支援拠点事業は土日やっていない為、使いたくても使えない。

子育て支援センター
■室内で子供が遊べる（走り回れる広さ）環境・施設を作って欲しい。無料又は安い料金で。雨の日に行ける場所が少なく子供が運
動不足になってしまう。

子育て支援センター

■働いてるから保育園を利用出来るが、土曜日等なんとなく保育園にあずけにくい。保育園の先生方の負担等を考えもっと預けやす
い状態になるとこちらも遠慮なく預けられるのに…と思う。私は土曜も祝日も仕事があるので今後その辺もしっかりフォローできる
仕組みになればと思います。子育て支援センター等の情報も少ないと思います。子供が少ないからか・・・こちらが求めないと分か
らない様では不十分だと思うので、もっと分かりやすい情報提供をしてもらいたいです。

子育て支援センター ■子供の遊び場を増やして欲しい。授乳室が少ないのでもっと増やして欲しい。
子育て支援センター ■小さな子供が安全かつ楽しめる施設・公園を増やしてほしい。

子育て支援センター

■雨の日などの天候が悪い時などでも思いきり体を動かせられるような場所を作って欲しい。小さな赤ちゃんばかりでなく、小学生
も利用できる施設を作って欲しいです。宇都宮のような、市民であれば無料で利用出来る児童館のような。ベイシアの跡地に市役所
と児童施設とが入っているような形にして欲しい。

子育て支援センター

■保育園を利用していますが、私が通園し、なつかしいですが、施設的には古いと思います。廊下がなく、水道がテラスにあり、冬
場はとても寒いようです。未来をになう子供達ですので改修や建て替えがあるといいと思います。以前南押原児童館に遊びに行きま
したが、とても古くておもちゃ等も、ほこりっぽかったです。せっかくの児童館で子供が遊べる場所なのですから、環境整備がきち
んとなされているといいと思いました。

子育て支援センター ■土日の雨天時、遊べる場所がないのであるといいなと思う。
子育て支援センター ■スポーツクラブなどが近くにあると良いと思う。
子育て支援センター ■室内で遊べる場所が欲しい

子育て支援センター

■子どもたちが集まって遊べる場所がない（室内で）。前にクリスマスパーティーをしようという話になったが、市の施設（コミュ
ニティセンターや情報センター等）は飲食禁止、調理室は小さい子はダメと、どこも使える部屋がなかった。保育園の一時保育も息
抜きの為にと書いてあるが、実際には産後にも関わらず、上の子を預けるのにも制限される現実。とても息抜きでとは言えな
い・・・。

子育て支援センター
■鹿沼市内に子どもの遊べる施設が少ない。無料で気軽に利用できる施設があると便利だと思う。雨の日等でも屋内で遊べる場所、
施設がたくさんあるといいなと思う。

子育て支援センター
■鹿沼市は児童館というものが少ないと思います。保育所と併設されていると利用しにくい保護者もいます。独立した児童館をもっ
と作って欲しいです。また、以前住んでいた市には親子教室いう教室もありました。

子育て支援センター ■雨の日も遊べる施設をもっと開放してほしい。



子育て支援センター ■子育て支援センターや保育園の園庭開放等、親子で気軽に遊びに行ける場所をもっと増やしてほしい。

公園等 情報
■鹿沼の子育て支援ブック、よく活用させて頂いてますが近所の公園の詳しい地図があると有り難いです。毎日のように行く公園だ
と子どもは飽きてしまうようなので。

公園等 保育所

■・子供の数が減少している為近所の子供達で遊ぶことが今は少ないので近くに歩いて行ける公園などがあればいいなあと思ってい
ます。　・保育園、小学校後の学校での習い事があれば利用したいなあと思う。（小学校…今は部活がないため）　・今利用してい
る保育園が７時30分からのため、祖父母が病気になった場合フルタイム８時出勤が困難になる為先々不安になる事がある。

公園等 認定こども園

■家の近くにきれいな公園がない。土日でも遊べる室内広場があったらうれしい。就園前の子どもが遊ぶ機会が欲しい。（親子教室
がいつもたくさんの人で溢れている）。公園の遊具を充実して欲しい。公園内の定期的な清掃。公立の幼稚園があってもいいので
は。1番は認定こども園設立を希望します。

公園等 子育て支援センター

■子どもの遊び場が少なくて大変困っています。鹿沼市は公園の整備が少し足りないかなと思います。他の市町村の公園は、ゴミが
少なく、芝生も整えられていてキレイですが、鹿沼市の公園は何か雑然としている感じがします。あと「ゆーとりん」の利用時間を
もう少し延ばしてほしいです。せめて午後4：00くらいまで開放して頂けると助かるのですが…。

公園等 子育て支援センター

■大きな公園が徒歩圏内になく気軽に遊びに行ける場が欲しいです。未就園児対象の地域子育て支援事業はよく利用していたのです
が入園後は就労したため利用していません。現在休日の過ごし方として公園を利用しますが季節や天気に左右されることが多く、屋
内施設の充実を希望します。

公園等 医療機関
■公園の駐車スペースが少なく、路上駐車などが多く危ないと思います。教育・保育の前に産婦人科の少なさに困っています。現
在、妊娠中で産婦人科に通っていますが、時間がかかるので体調が悪くなる時があります。

公園等 健診等

■鹿沼市には小さい子供を安心して遊ばせることができる公園が少ない。運動公園など、遊具はあっても多きな段差だらけで柵もな
く、石の滑り台は角度が急すぎて怖い。集いの広場は交通の便が悪く使いづらい。検診のおしらせや予防接種のおしらせはもっと早
く配布できませんか？

公園等 地域
■生涯学習大学講座に、就園前から参加できる英語教室があればいいと思う。星の宮公園の様な広い公園が、もっとたくさんあると
良いです。

公園等 地域 ■公園が少なすぎ。子ども向けのイベントが他市より少ない。

公園等 行政に対して
■・町の小さな公園の整備、設置、公園マップの作成　・保育園、幼稚園ごとの独自の取り組みや内容が細かくわかるガイドブック
・就学前までの無料健診の実施（年２回位）　・市役所窓口の丁寧な対応を願う

公園等 行政に対して

■・私達家族の住んでいる地域に安全に楽しく遊べる公園がない（奈佐原町）どうにかしてほしい。　・小学校に就学した際、毎日
の通学が非常に心配。国道293号線を歩くため通学バスなどあるといい。　・公共の交通機関が乏しく、習い事などをさせる際、困
難となってきそうで将来不安です。福祉バス（タクシー）みたいなものを子どもにも使わせて。

公園等 行政に対して
■公園の遊具の充実。任意の注射の無料化、医療費無料の期間延長。ゴミ袋配布期間の延長。幼稚園保育料が高いので毎月の負担が
大変。

公園等 ■子どもが遊べる安全な公園などを増やしてほしい。

公園等

■鹿沼市内にもっと公園が増えてほしい。今ある公園はわりと幼稚園、保育園児（3才以上）くらいの子？は楽しめる遊具はある
が、それよりももっと小さい子がのんびりと過ごせる公園があったらいいと思う。散歩がてら行けると嬉しいので、そういった広場
が色々な場所に出来たらありがたいです。

公園等 ■公園が少ないと思います。増えてくれると嬉しいです。
公園等 ■近所に小さい子供でも遊べる公園が欲しい



公園等

■子どもたちが遊べる公園や広場が近くにないのでどうしても庭などで遊ぶ事が多く、少々危険な時もあります。できれば、地域に
（鹿沼の街の中心部だけでなく）1つくらいは公園を作ってほしいです。私の住まいは鹿沼の端っこなので公園に行くには親が車で
送っていかないと子どもたちは行けません。家の中で遊ぶ子が多くなったとテレビ等で聞きますが、そういう環境にしたのは大人の
せいではないでしょうか？公園や広場をもっと作ってほしいです。お願いします。（もっとお金の使う場所を考えて下さい）

公園等

■もっと遊べる公園を作ってください。星の宮公園も新しいけど日陰になる場所が少ないし、遊具ももう少し考えてもらいたいで
す。他の所にある公園もとりあえずあるだけでなく、もっときちんと市で管理してもらい、遊びやすい公園を作ってください。群馬
県の伊勢崎市の公園はどこもユニークで個性があり面白いです。参考にしてみて下さい。

公園等

■新しい公園はいいですが、古くボロボロの公園を早くキレイにして私用できるようにしてほしいです。木がいっぱいで怖くて遊ば
せられません。いつも車で他の公園へ行きますが、近くに広い公園があるのにもったいないです。※千渡のヤオハン近くの公園を明
るい小さな子も遊べる公園にしてもらいたいです。どうかお願いします。

公園等 ■干渡武子地区に子供が安全にのびのびと遊べる公園を作ってほしい
公園等 ■公園の遊具の充実をお願いします。ジャングルジム系の体をたくさん使うようなものが良いです。
公園等 ■近所に公園が無く、遊歩道などもないので整備してほしい。

公園等
■お千手山公園をよく利用させてもらっています。自然にふれて気軽に楽しめる貴重な場所だと思います。こういう場所をずっと続
けていってほしいと思います。鹿沼は子育てにとても優しいところだと思いました。

公園等 ■近くに公園がないので、公園に行く際、車移動になってしまうので、小さな公園でも一か所作ってほしい。

公園等 ■子供は安全にのびのびと遊べる施設、公園をもっと増やしてほしい
公園等 ■各地区に公園をたくさん作ってほしい
公園等 ■家の近くに歩いて行けなくてもせめて自転車でいける公園があったらよかった。

公園等
■近くに公園がない。放課後子どもたちが行ける場所が欲しい。南摩コミュニティセンターの近くに作ってもらえたらいいと思いま
す。

公園等 ■遊具のある公園が近くにあればいいと思う。ベビーカーで散歩するには、歩道が歩きにくく、もっと舗装されたら良いと思う。

公園等 ■高学年の子どもなのですが野球の出来る公園がないので欲しいです。

公園等
■近所の公園にタバコの吸い殻やゴミが散乱している。子どもが手にしたり口に持っていったりすることがあるので、なんか良い対
策はないでしょうか？公園を綺麗に利用して貰うために。

公園等 ■お千手山固定遊具がもう少しあるともっと楽しい施設になると思います。1歳半くらの子が遊べる遊具も欲しいです。

公園等 ■家の近所に公園がない

公園等
■公園が少ない子どもが気軽に遊べる公園があるあると、母子共にストレス解消、リフレッシュ出来るし同じくらいの年齢の子ども
同士で遊べたり親同士の交流が出来る。歩いて行ける公園がなくて大変困っている。

公園等 ■外遊びが好きなので、近くに公園があったらありがたいです。北押原小学校の辺りで。

公園等 ■現在村井町に住んでいますが、徒歩で行ける公園があればと思います。一番近くて徒歩15分程度。

公園等
■鹿沼市に公園などを増やしてほしい。歩いて行ける場所に公園がほしい。買い物をしてる間に子供が遊ぶスペースをつくってほし
い。

公園等 ■小さな子供が屋外で安心して遊べるような場所をもっと増やして欲しい。黒川付近も遊具をもっと充実させて整備して欲しい。

公園等 ■小さい子供が遊べる公園や施設がほしいです。室内でフォレストアリーナまでは時間がかかるが、町内であると助かります。



公園等

■近所にあるもみやま保育園の土日などに園庭を解放して頂いていたので、子供たちは伸び伸びと遊びまわることができました。で
も今は保育園の廃園に伴い園庭にも立ち入ることができなくなってしまいとても残念です。せめて公園として整備し、子供たちの遊
び場として提供して頂けないでしょうか。徒歩でお散歩しながら行けて、安全に遊べる、遊ばせる事ができる公園がほしいです。御
検討よろしくお願いします。この機会にずっとお願いしたかったことを書かせて頂きました。どこに相談すればよいのか分からな
かったので。

公園等
■大型の遊具がある整備された公園がほしい。有料でも歳の違う兄妹が遊べる様な。現在公園に行っても4歳男児は楽しめても、1歳
女児が満足できず逆パターンもあります。0歳～2歳までしか使用できない遊具を公園に置くとかして欲しい。

公園等
■真夏でも遊べる（木陰がたくさんある）公園を増やして欲しいです。菊沢地区に公園を作って下さい。菊沢地区にもっと子供が増
える、世帯数が増やせるようにして下さい。

公園等 ■楽しく遊びやすい公園が増えてほしい。
公園等 ■近くに公園施設が欲しいです。

公園等

■学童保育施設の充実。終了時間の拡大、終了時間7時くらいにして欲しい。公共の公園を充実。インターパーク付近にある公園の
様な。サンピア付近の公園内にトイレが欲しい。放課後子ども教室、とっても良いと思う。これからも頑張って欲しい。現在利用し
ていて娘が楽しみにしています。

公園等
■鹿沼市は保育所の数も多く、待機児童は少ないイメージがあり、充実はしてると思う。ただ、公園などの施設は少なく、整備が行
き届いていない。Ｐ7.16.17の問の意味がよく分かりません。万人が答えられないと、アンケートの意味はないのでは？

公園等
■千渡に在住しているが、子供達が遊べる公園等がなく、集う場がない。住民が増える事が予想されているので、そういった施設等
を作って欲しい。

公園等 ■子供が安心して遊べ、遊具なども充実した公園などがもっとあると良いなと思います。
公園等 ■粟野に小さい子でも集まって遊べる公園を作って下さい。
公園等 ■子供達が自由に遊べる環境（公園）があってほしい。
公園等 ■幼児が遊べる公園が少ない。夏に水遊びが出来る場所があるといい。（プールに入れないので）

公園等 ■粟野には子供が外で遊べるような公園がありません。小さくてもいいから走り回れる場所ができると嬉しいです。

公園等 ■公園のような自由にわいわい遊べる場所が近くにほしい(南押原地区）

公園等
■広い公園は、休みになると人が多すぎて遊ぶことができません。小学生も一緒に遊べる広場等あれば、長期休みの時でも困らない
のになぁ・・・と思います。

公園等 ■自由に気軽に遊べる公園や施設をもっと作って欲しい。

公園等
■見島町の星の宮公園ですが、環境が非常に良い為か人が集まりすぎて路上駐車がひどい状況です。近隣を車で通る事が有りますが
危険だと思います。良い公園ですので、駐車問題が無ければ更に良いのですが。

公園等 ■公園の管理をもっときちんとしてほしいです。



生活環境 小中学校

■近所の街灯が少なく危ない。朝の通学時に、時速40ｋｍの所を60ｋｍ位のスピードで、子供の横を通っていく大人達がたくさんい
る。道路の整備や、安全に子供が通えることを考えて欲しい。あと子供の学力低下がとても気になる。昔の様に土曜日も授業をして
欲しい。未来の子供の将来をもっとよく考えて欲しいと思う。

生活環境
■鹿沼市は大型のショッピングモールや類似施設が少ないので子どもを遊ばせる、歩かせられる屋内が限られてくる。天候が悪い日
に過ごせる場所が近くにあるととても助かる。

生活環境
■育児のために3歳まで休暇が取れるように国が定めても、小さな職場にはその環境が整っていないので現実的に無理なように思い
ます。1歳までの育休さえ取得できない職場もあるので…。市でもそのような職場に指導できればな…と思います。

生活環境 ■子どもがいても働きやすい会社がもっと増えるといいなと思います。

生活環境 ■鹿沼市にも子どもが遊べる場所キドキドみたいな所があればすごく嬉しい。遊べる所が少なすぎる。

生活環境

■親子ともども、触れ合える施設があったら、どんどん利用したい。鹿沼の福田屋とかに子供を遊ばせて、のんびり親がお話しでき
る遊び場が欲しい。飲食店も個室のゆったりのんびり過ごせるお店が数店しかないのでもっとほしいです。下の子がまだ10か月なの
で限られてしまう。

生活環境 ■街灯が少ないなど子供だけで出かける場合等、安全性が心配です。細い道路など車通りが多く、歩道がないのが心配。

生活環境
■公園をたくさん利用させていただくのですが、もう少し芝の整備をしてほしい。壬生の公園はとてもきれいでびっくりしました。
鹿沼の公園ももう少しきれいならハイハイの子供も遊べるのに残念です。

生活環境
■できれば、親子の時間を大切にしたいのですが、働かなければ生活できないのが現状です。子供を見ながら労働できるような企業
が増えると助かると思います。

生活環境
■スーパーやホームセンターに託児所が併設されていたり、その利用が無料で、予約が不要であると助かる。美容室も同様に。日通
だけでもいいので、気軽に預けることができる施設があると、1時間だけでもほっとでき、リフレッシュできるといい。

生活環境 ■父親が、気軽におむつ交換できる所が少ないと思う。鹿沼市は歩道がない道路が多いと思う。

生活環境

■生まれも育ちも30年間ずっと鹿沼ですが鹿沼は他の地域に比べると割と色々な支援が厚く経済的にも子育てに優しい地域だと思い
ます。子供と散歩すればすれ違う人たちが必ず話しかけてくれるのもあって鹿沼で子育てをするのは子供にとっても良い環境だと思
います。

生活環境 ■学校入学後の登下校について今から色々と心配がありこれまで以上に地域全体でのサポート体制の強化を希望しております。

生活環境
■どれだけ自治体の制度がしっかりしても会社内で当たり前の制度として利用できる環境がなければ意味がありません。育児をする
人間が遠慮するとなく仕事に関われる様今後も自治体、会社間の意識作りをお願いします。

生活環境

■こんなに細かくアンケートに答える事によって本当に反映されるのかわからないし、実際現場には矛盾した対応が多いと思う。子
どもがたくさん通る道には白線引くより横断歩道や信号をつけて欲しい。ガードレールが本当に必要なところになかったりとかする
ので目を向けて欲しい。

生活環境

■仕事を続けながらの子育てに若干の不安があります。ですが経済面から考えても子どもが1歳の誕生日を迎える前に復職する予定
です。このような状況のお母さんはたくさんいると思います。ぜひ仕事と子育てを両立出来るようなサポートをして下さい。職場の
みなさんは理解ある方ばかりではありません。子どもが体調を崩して私が有給を使う事を良く思わない人もいるのです。

生活環境 ■企業によって、産休・育休など取れる所取れない所、期間も違うので一定にして欲しい。



生活環境

■自分たちが子供の頃のように、近所や地域が子供に関わり、ほめたり注意したり遊んだりを、地域全体でする必要がある。山や川
の自然を有効活用した子供・親子施設の充実。冬季には凍結注意の場所には塩カルを撒くなど、通学路の安全確保、交通事故の未然
防止。

生活環境 ■前に働いていた所は社員が少ない職場で、子供が病気の時に休みづらかったです。

生活環境
■母親が働きやすい環境が整ってほしいと思います。小さい子がいるお母さん向けの仕事など、わかりやすい情報があればいいと思
います。

生活環境 ■小学生（年中以上）は入れず、小さい子供が自由に遊びまわれるような遊び場がもっとほしい。

生活環境

■職場の雰囲気として育休や子供が病気の時に休みづらい。そんな雰囲気があります。職場（会社）に対しての指導も必要かと思わ
れます。子育てをしやすい環境作りには、社会全体で取り組むことが大切であり、働く母親に対しての理解が必要です。そうすると
会社の上司・スタッフの理解も必要です。せっかくある制度を利用できないというのでは意味がありません。もう少しこのような制
度があるということを社会全体に広めていただけたらと思います。

生活環境
■育児休暇、子供が病気等で休みを取得するのが、気がねなくできる企業が増えればいいなあと思います。企業努力なので難しいと
思いますが。

生活環境
■・勤務時間短縮の制度をきちんとしてほしい。　・育児休暇も一年取れると決まっているのなら、取りやすい環境に制度を押して
ほしい。

生活環境

■夫婦共働きで今一番困っていることは、子供が具合の悪い時に休みが取得しにくいという事です。両親も高齢の為預かってもらえ
ない事もあり、病児保育を利用したりしていますが、具合の悪い時くらい一緒にいたいです。経済的な事もあり、退職できないのが
辛いです。

生活環境

■子育ての前に、働く女性がもっと安心して妊娠できる環境になってほしいと思います。県庁などのようにすぐに代理の人が来てく
れる職場ではないので、周りに迷惑をかけてしまうと思い不安な日々を送りました。民間で働く友人は、申し訳ないと思って辞めて
しまうし…。異動の都合で４月に復帰し、１日１時間の時短をしてもらっていますが朝も帰りもあいさつしてもシカトされ、時短勤
務も早く終わらせないと・・・と思っています。現実はとても厳しいです。ここで辞めるつもりはありませんが、第二子は考えてし
まいます。私のような人は多いと思います。こういう意見がきちんと反映されることを期待します。

生活環境 ■・仕事をしやすい環境を作って欲しい。　・雨の日でも、子どもが遊べる施設を作って欲しい。

生活環境

■保育園の入所の際、就職先を探すのが苦労しました。面接に行くにも預かってくれる人がいなく、ようやく面接に行っても子供が
小さいからとなかなか採用してもらえないことも多かったです。休職中で保育園に入所しても、１ヶ月で仕事を見つけるのは困難だ
と感じました。また、入所中に妊娠した場合は、８カ月くらいまでは働かなければならず、出産後も２カ月くらいしか家庭で育児が
出来ず、（産前産後最大５か月）産休が取れなく出産前に退職した場合、すぐに仕事を見つけるのは難しいと思います。（企業が
雇ってくれない場合が多い）もっと安心して出産・育児、勤務ができるような環境を作ってもらえれば助かります。

生活環境 ■各企業に、子供を預けられるようにしてほしい。学童・病児・祝日ＯＫなものを。そしたらもっと安心して預けられる。

生活環境

■育児休業…何となくでしか分かっていない方がほとんどだと思う。詳しく説明してくれる所があったりするのですか？子供を増や
し、鹿沼の人口を増やしたいのであれば、もっとたくさんの女性に知ってもらう必要な事で、婚姻届を出す際や社会人になる際な
ど、図案化している資料などあるといいかな。都会に住む友人の話では１歳半まで育休との事。上の子は保育所かよいつつです。遅
れがちなのは仕方ない事だが、会社によるのでしょうか？なかなか取りづらい雰囲気有りますよね。復帰しても働きづらい（子連れ
だと）休みづらいというか・・・迷惑かけながら働くことも嫌ですが・・・難しいことですね。そうこうしてる間に子供は育つもの
ですし・・・期待しています。宜しくお願いします。



生活環境
■国の制度が決まっていても実際に利用するのは会社の雰囲気で難しい。休業中の派遣導入で会社側に人件費の経費が発生するた
め。不景気で職探しが困難な為育児よりも生活を優先させる為。協力的な親族のいない方は本当に大変だと思う。

生活環境 ■子育てしやすい子供が安心して遊べる環境作りをお願いします。

生活環境

■職場で短時間勤務制度があると分かっていても、自分の都合では取れないのではないかなど、実際に職場の担当者に相談できず、
日々の忙しさから聞けずに終わってしまった。又、同じ職場に育児休業を取った人が何名かいたので自分も当たり前のように休業で
きて復帰したが、他の方の話を聞くと理解のある職場なら取りやすいが、やはり、全員がそうではなく、風当たりが強く、気を使っ
て復帰しても、子の病気等で初めの年はしょっちゅう休みを取る事になったと聞いたり、居ずらくなって辞めたと話を聞くこともあ
る。制度があっても使われないのでは意味がないし、特に、男性の育児休業の事かなり遅れていると思う会社は多い。みんな社会全
体で子育てに対して意識を変えていく必要があると思う。

生活環境 ■とにかく子育てしやすい環境づくりをして欲しいと思う。

生活環境
■子供と安心して過ごせる日常が一番大切だと思っています。肉体的にも精神的にもすこやかに育って行ける環境づくりを願ってい
ます。

生活環境

■鹿沼の端の方に住んでいると、サービスも受けにくい。地区的に水道が通っていない為、細菌・大腸菌が検出している水を生活水
として使わなくてはいけないので子供の健康面がとても心配です。どこに住んでいても安心して子育て出来る環境で育児できたらと
思います。（関係ないかもしれませんが）

生活環境
■・何をしても子供が小さいと会社には入れない。　・会社面接しても「子供が小さくたくさんいるからＮＧ］とはっきり言われ
た。　マザーズハローワークをつくるべき

生活環境

■男性の育児休業はあってないようなものだと思います。快く育児休業を取って良いという会社はあるのでしょうか？国や県や市の
職員だけではないでしょうか？主人が育児休業出来たら、育児はどれだけ楽だろうと思います。２４時間自分の時間がないと息がつ
まりそうでした。子育ては大変です。早く男性の育児休暇を快く思われる社会になってほしいです。

生活環境

■経済的に考えると早く仕事に復帰しなければならないのが現状。でもそのために母乳で育てている母親はある程度、離乳をしなく
てはいけませんが、仕事と離乳にはさまれるのはとても苦しいです。かといって卒乳まで待てないし、離乳食でしっかり栄養を取れ
るかそれは子供次第です。だからもっと事業所内保育が充実してくれれば、休憩中の授乳も可能になるし、近くに子供がいると思う
と安心です。

生活環境 ■まちの駅などに少し遊べるスペースなどがあったらいいなあと思う。

生活環境

■どれだけ市でバックアップ体制をとっても企業側が子育てとの両立に協力的でないという事に問題がある。産休すらとれない企業
ばかりの中育休を取るのは不可能。まずは産休育休を取らせなければいけない時短にしなければいけないという決まりをつくってか
らでないと利用できる人できない人が出てきて、同じ税金を払っていても不公平だと思う。中小企業のほとんどが育休産休を取れて
いない現実を見てからにして欲しい。

生活環境
■育休後正社員として子供の病気で早退・休み等、仕事に影響してしまう為パートとして勤務する事になった。子供が小さいとパー
トという状況は仕方ない事かとあきらめたができることなら正社員として職に就きたい。

生活環境

■産科で出産をする方へ家庭教育というのものがある事をもっとたくさんの方に知ってもらえるよう働きかけてほしいです。育児で
悩んでいる方はたくさんいらっしゃると思います。核家族が増えているので、地域で支える子育てのあり方をもっと考えて頂けたら
ありがたいです。

生活環境 ■母子家庭でもじゅうぶん生活していける収入の得られる職場を紹介してほしい



生活環境

■就労先がサービス残業をさせる為、体力的に限界→帰宅後やさしく子供に接する事ができない事が悩み。食事、風呂、寝かせるま
で一人でやるので辛い（父親帰宅遅い）その為、育児する気になれない。くたくたで。子供にも辛そうな雰囲気を伝えてしまう事が
悩み。2ｈもサービス残業ははなはだしいのでその方面から正して欲しい。言うと職を失う。なので、だまってサービス残業に励む
しかない。

生活環境

■子供が小さい時期にも仕事はしたいが就労～時間以上でないと、保育所も利用できない。学童保育も同じ状況であると聞いた。子
育てと仕事をバランスよくしたいが、難しい現状結局退職せざるを得ない。仕事を辞めれば、ブランクも出来再就職も難しい。子育
てする時期にも程よく仕事をできる環境を作って欲しい。

生活環境

■上の子を保育所に預けている際有期雇用で働いていました。下の子を妊娠し、ギリギリまで働きましたが、下の子を出産後３カ月
で働かなくては、上の子を保育所で見てもらう事ができないと聞き驚きました。育児休暇のある会社にお勤めの方は１年間は預けら
れるのですぐにでも働きたい気持ちはあっても、現実はなかなか難しいので正直差を感じます。

生活環境
■病児、病後児保育事業が少なすぎる！！！子どもが病気になる→主に母親が休む→休みすぎると職場の視線が冷たくなる→精神的
に辛くなる・・・。休みすぎてお金も下がる。私の周りに結構います。

生活環境

■パートタイムで働いているが、祝日、盆、正月も働かなくてはならない場合があるが、預かってもらえる場所がなく、親族に交替
で見てもらっているが、期間も長いと負担も増えてしまい預けにくい。時間外保育の場合は料金も高く、何の為に働いているのかわ
からなくなる。長期休みの際も一応預かり保育の対象の子どもは預けるが、高学年の小学生は夏休みの間、日中は放置せざるをえな
い。夏休みだから、お盆だから、お正月だから・・・と言って仕事を休んでいたらクビになってしまう。

生活環境
■最近、「育休」という単語が身近になりつつあるが、まだまだ取りづらいのが現状だと思う。「有休」すら取りづらい雰囲気があ
る。なかなか思うようにはいかないと思う。

生活環境

■仕事上、年末年始も、預かってくれる環境があると助かります。また、買い物等、少しの間のみ子供をみていてくれる場所が商業
施設と公的施設が連携して設けられていると、ゆっくりと買い物ができ、助かります。例として、ビバモール近くの情報センターで
預かる施設があると、買い物もストレスを感じることなく出来、また近くの図書館や、ハローワークの利用も、子供に気を取られな
がら使用するのとは違い、落ち着いて出来ると感じます。仕事上、日曜に、平日の午後のみ、外出できる機会がないためまとめ買い
や用事を済ますために、その間のみ子供を預かって頂けるととても助かるのです。

生活環境 ■安全に登下校できる環境を整えてほしい。車とすれすれの所を登下校し、むきだしの水路におちている！本当に危険である。

生活環境
■リーバスの運行本数を増やしてほしい。運行時間、停留所も増やしてほしい。子どもと利用したいのに、ぜんぜん本数が少なくて
困っています。

生活環境 ■世の中なかなか育休なんて取れるわけがない。取りたくても職場的に不利になるからやめさせる所が多い。

医療機関 公園等 ■大きな公園がほしい。夜間の小児科ができてほしい。

医療機関
■休日でもみてもらえる病院があると助かります。鹿沼で子供が遊べる場所があるといいと思います。（情報センターなどにあると
とても助かります）

医療機関
■産科の増設をお願いします。現在鹿沼市では大きく見て3つの産院があると伺っておりますが1ヵ所の産院に人気が集中し2~3時間
待ちは当たり前と聞きました。安心して産める体制を整えて下さい。

医療機関 ■夜間の病気の時、緊急の時にみてもらえる病院がもっと増えて欲しい。



医療機関

■鹿沼市には産婦人科かが少なく、少子化と叫ばれる時代に安心して出産できる場所がない事に大変困っています。ぜひとも産科を
増やしていただきたく思います。鹿沼市の中でも有名な産科は出産費用が高額で、一般家庭からするととても大変です。リーズナブ
ルな産科が増えてくれる事を願っています。

医療機関

■親にとって一番つらいのは、子供の病気などです。休日や夜間の発熱や異変は本当に慌てます。坂田山の診療所でみてもらえます
が、時間外や状態があまり良くない場合、獨協さんの方へと行くこともしばしばあります。子供がたくさんいる人、旦那さんが夜い
ない人など、いろいろある人にとっては夜中の病院が遠いのはつらいです。鹿沼市内に医療機関が充実する事を願っています。

医療機関

■問11にも書きましたが、何をやってくれるにしても形だけでなく、中身のあるものにしていただきたいです。それと子育ても大切
ですが、子育ての前に出産です。鹿沼で今出産できる病院が2つです。それもとても混んでいて妊婦が1～2時間待ち、とても大変で
す。ぜひ上都賀病院に産科をお願いしたいです。働くお母さんも大変だと思いますが、子育てに専念している母親もがんばっていま
す。そういう人も気軽に（気兼ねすることなく）預けられる場があるといいですね。

医療機関

■・休日・夜間に病気になった時、鹿沼市の休日夜間急患診療所の時間が短いように感じる。（火・木・土曜の夜間が特に心配）
・子供の遊び場がもっと充実するといいと思う。星の宮公園が出来て、以前より良くなったと思うが、土・日・祝日に利用出来る屋
内施設が充実すると良い。（雨の日や猛暑で外で遊べない時）フォレストアリーナや運動公園ではもの足りない。他市町の例をあげ
ると、壬生町のおもちゃ博物館の遊具には子供も大満足です。

医療機関
■子供の病気は真夜中になる事が多いので、休日夜間診療を毎日、毎晩して頂けると心強いです。（今は宇都宮の夜間診療に行く事
が多いです）

医療機関
■子育てにおいて保育環境の他に医療機関について悩んでいます。子育て支援と言うテーマのなかに、医療の存在も欲しいと感じま
す。休日や夜間の救急で対応してくださる病院をもっと明確に示してほしいです。

医療機関

■☆病気の時に確実に預けられ低料金（パートだとあずけるのむずかしい）、手続きが簡単な事が大事だと思います。それと同時に
他の子の症状が移らない事！！☆予防接種だけの施設がほしい。インフルエンザなど。病院で接種しに行って病気をもらってしまう
事があるので、気軽に行けなくて困ってます。ノロウィルスなども心配。　☆病状別の施設を作って欲しいです。（せきの症状、お
う吐の症状）別室があっても子どもだからその部屋をのぞきに行ったり、あちこち触られたりほぼ移ってしまいます。診療室は一緒
だったり、待機スペースはあってもスリッパ、ドアは共用だったり、意味がないと思います。そう思っている保護者はたくさんいま
す。とりあえず別室は意味がない！！病状別の施設がほしい！！わがままだとは思うけど、納得できない事だらけで腹が立つ。形だ
けではなくて実際に無駄の無い事をして欲しい。先着順とか重度順とかいみわからない。全ての人が平等に預けられ、そして、安く
２次被害が出ないようにもっと考えて考え抜いてほしい。苦労を知らない人たちが考える事はろくなことがないと思っています。少
しでも良い方向に向かえばよいと思うばかりです。現状としては金があれば働かなくて済む、預けられるとしか思えない。

医療機関

■鹿沼市は市役所の子育て支援に関する対応は、他の市に比べて良いものだと思います。（他の市で発達遅延の子供だと１才６ヶ月
検診で分かっても、何も対応したり、情報提供をする事のないところがありました。）しかし、子供の医療機関については困る事が
多いと感じています。休日・夜間の救急受け入れが市民文化センターしかないのは持病を持つ子を持つ親としては万が一の際が心配
になります。市内に小児科医が常駐する救急外来があれば、何かあった際にも安心して暮らせると思います。

健診等

■今年子どもを出産し、初めての事だらけで精神的にも身体的にもとても大変な日が続きました。小さい時には外にも出せずに、自
分1人と子どもだけしかいないような孤独感もありました。それでも検診（情報センター）や離乳食教室等で子どもと同じくらいの
年齢の子どもたちと会えたり、そのお母さんと話す機会が出来たり少しリラックス出来ました。1人で子どもの面倒を見ててつらく
て泣いてどうしようもなくなっていた時もあったので、そういう場があり、本当に楽になりました。1人では子育ては出来ないの
で、周囲の子育てに関する理解、また一緒に子どもを見てくれる人、喜びを分かち合う人がいるということも必要だなと思いまし
た。自分のことを見直すいい機会になりました。



健診等 ■子供が小さい時に妊娠した時に、検診時に預かってほしい。予防接種、中学まで、無料にしてほしい。

健診等
■現在第二子妊娠中。以前宇都宮に住んでいました。宇都宮は妊娠中の歯科検診をどこの歯科でも受けられました。鹿沼もそうして
欲しい。必ずしも平日の指定された日が休みとも限らない。子どもの健診も同様。一般の病院で受けられると有り難い。

健診等 ■○歳健診や定期予防接種などの市からのお知らせが届くのが遅い。もう少し早く届けて欲しい。

健診等

■妊娠中の検診の助成、子ども手当、幼児教育・高等教育の無償化などなど、あまりにも頻繁に変わりすぎて大変分かりにくい。ほ
んの数年生まれた時期が違うだけでもかなり格差があり不公平感が大きい。鹿沼市は子供への支援がしっかりしていると思うけれ
ど、その分子供がいない家庭の負担感が大きいのではないかと心配している。

健診等
■インフルエンザの予防接種の予約が取れない。ワクチン（インフルエンザにかかわらず）が少ない。保育所などの施設を利用して
いる子供や、小学生、兄弟がいる子供を優先してほしい。

健診等

■たくさんの子育て支援があるはずなのに、なかなか広まらないのはもったいないなと思います。子育ての相談を集団検診の時にも
してました。１才６ヶ月までしかないのですが、そこから幼稚園等に入園する間もあるといいなと思います。何回かアドバイスを
貰ったり心配事がなくなったりしたことがあるので。

医療費助成 経済的支援

■第三子子育て支援事業の「第三子は保育料が無料となる」時期に第三子を出産しましたが、その子が入園する年度にその制度が廃
止になり、今とても経済的に辛いです。父は早朝～夜中まで仕事、母親（私）は仕事二つを掛け持ちしていますが、まったく生活費
が足りません。このアンケートを作成する費用をもっと市民にまわして欲しいです。せめて医療費は現物支給にして下さい。インフ
ルエンザの予防接種代も3名×2回で13000円かかります。

医療費助成 経済的支援

■医療費を6歳ぐらいまでにしてほしい。お金が戻ってくるが、わが子は喘息のため吸入薬など薬を定期的にもらわなくてはなりま
せん。負担をもう少し減らしてもらえると、とても助かります。出産費用をもう少し援助してほしい。高くて産めない。42万出ても
産院が高くなっているので無理。

医療費助成 経済的支援

■中学生以下の医療費免除。１人目から全て。３人目以降出産時の祝い金。３人目以降、中学まで学費免除。お金の話ですが、この
制度があると安心して育てられる。というかこれをやっている所は子供が多い人が多い。３人目以降の保育料免除で、年少未満とい
う事に目を疑った。いちいち医療費の報告をして、医者にかかってから翌翌月の月末というのも信じられない。

医療費助成 経済的支援 ■子ども手当が少ない。医療費の負担が多い。保育料の負担が多い。ファミリーサポートが高すぎる。

医療費助成 経済的支援 ■小学生以下もインフルエンザの予防接種の補助があるといい。第３子以降子育て支援があるといい。産婦人科が少ない。

医療費助成 情報
■医療費免除の手続きをなかなか行えないので窓口負担を免除してもらいたい。病院も鹿沼市だけでなくできれば市外の病院でも大
丈夫なようにして頂きたい。子育て支援に関しては情報があまり収集出来ない為、年間行事の配布や、利用方法をもっと具体的に提
供して頂けると嬉しい。３才未満児の保育料がもう少し安いと、経済的負担も軽くなると思います。

医療費助成 保育所

■求職中ですが、保育園の待機児童がいると聞きなかなか踏み出せないでいます。保育園に入れるか分からないのに、仕事を見つけ
て良いのか。仕事に就けて保育園が決まっても、それまで入れる認可外が少なく利用料も高額。病気の時はみてあげられるけど、そ
れ以外はと両親に言われてしまっているので。この問題が解決しないと安心出来ません。医療費助成を申請しに行くのが大変なの
で、申請しなくても大丈夫な様にしてほしいです。



医療費助成 認定こども園

■今年下野市から引っ越してきましたが、幼稚園、保育園等下野市とは異なり、不安がたくさんありました。鹿沼市の保育園では、
リフレッシュの目的での一時預かり利用があまりできないように感じました。受け入れてくださった園の方々には感謝しています
が、また、上の子は３才をすぎてから保育園に入所させたのですが（２人つづけて産休、育休をとったため）幼稚園の延長保育が
17：00までと、フルタイムの勤務では絶対ムリな時間の為選択できませんでした。認定こども園の充実や乳幼児を育てる親のために
やさしい制度、雰囲気づくりが必要かと思います。以前から子育てするには鹿沼がいいと聞いていたのでが、通わせている園は大変
満足しているものの、制度、医療費の支払い等については正直魅力を感じず、逆にマイナスでした。小山市のように３才以上でも医
療費助成を現物支給にしていただきたいです。

医療費助成 学童保育

■☆小学校の低学年までは急な用事などで１日預かることができればとても助かります。（例）下の子が幼稚園の時など帰りが遅れ
てしまうかもという時、学童で少し預かってくれればとても助かります。　☆インフルエンザの予防接種を中学生までもう少し安く
してほしい！

医療費助成 小中学校

■教育については、中学生が塾に行かなくては受験に備えられない現実的な状況をふまえて、テストや補修等を充実させて欲しいで
す。学校単位の成績ではなく、市や県での順位も知りたいです。他県でも実施しているような、公民館等で塾に行っていない子に対
応してほしいです。医療費の現物支給は未就学児までではなく、小学校低学年位までにしていただきたいです。手続きが負担です。
第3子に対する支援ばかりするのはやめて下さい。1人でも2人でも育てるのは大変です。1人1人に対して同じように支援していただ
きたいです。インフルエンザも小学生の2回接種は負担になりしない方も多いです。支援の充実を希望します。子供は3人目ばかりが
大変な訳ではありません。税金を適切に使っていただきたいと思います。

医療費助成 子育て支援センター

■育児休業中は、保育園やその他施設で行っている、子育てサロン等を利用し、同じ年のお子さんがいるママ同士知り合いになった
り普段も子どもと一緒に遊んだり、有意義に過ごすことができました。職場復帰後も利用できたらと思っていましたが、土曜日、日
曜日は利用できない施設もあり、平日では仕事なので、利用が難しく、少し残念でした。鹿沼市も小学６年生までの子供医療費助成
制度を導入してほしいです。

医療費助成 生活環境

■医療費の窓口払いをなくしてほしい。歩道が極端に狭い場所があるので、グリーンベルトでは意味がない。朝の交通量をきちんと
調べて歩道を広げられない理由を説明してもらえれば。予算がないと言ったり検討中と言っても、他のところはどんどんきれいな道
になっている。グリーンベルトにお金をかけるなら歩道がほしい（深津地区）。

医療費助成 医療機関
■男子トイレにもオムツ台を設置してほしいです。ある所もありますが、まだまだ少ない。鹿沼市で出産する場合、病院の選択肢が
とても少ないので困ります。出産費用がとても高く（一時金の他に）約30万もかかりました。

医療費助成 行政に対して

■私の住む場所は町から外れていて農業地域なので家があまりありません。道には街灯もほとんどなく、夜になるとほとんど見えま
せん。街ほどの明かりとまでは言いません。少し、もう少しだけ街灯を増やしてもらえると子どもが小学生になったとき、帰宅時安
心できます。出産一時金を一律ではなく、帝王切開の場合や難産だった時はその分多くもらえると母親としては安心できて、とても
心強いと思います。

医療費助成 行政に対して
■鹿沼市の子供支援について、医療費の無料化を行って欲しい。(手続きが面倒)窓口の対応が悪すぎる。窓口を訪れるたびに不快に
なる。このようなアンケートはどう生かされるのか。その前に職員の教育等、やるべきことがあると思います。

医療費助成 行政に対して

■土曜日も保育園や学校をやるべきだと思う。学校に行けない子を車で迎えに来る様な対応も、子どもが社会に出ても誰かが助けて
くれると思いよくないと思う。行けない子（不登校）は20年前はそんなにいなく、市で迎えに来るのはなかったと思う。そんな事に
税金を使用してるなら違うとこに使うべき！ゴミ袋も、燃やすものだからもう少し安くしてもよいのでは！休日診療も無愛想で、お
金を払うのだからちゃんと対応して頂きたい。医療費も栃木や宇都宮の様に窓口での現物支給をすべき（小学校6年）ぐらいまで。
体力があまりない小学生のうちは、病院にかかる事が多いので子どもが多いと大変です。

医療費助成

■子育て支援とは関係ないのですが、「子ども医療費」3才になると先に自分で払い後日その費用の500円を差し引いた金額を申請と
いう形になると思うのですが、子どもがよく体調を壊す為、医療費が毎月かかります。3才までではなく、もう少し年齢を上げてい
ただく事は出来ないでしょうか。毎月ギリギリで生活している為、お考えいただけたら嬉しいです。よろしくお願い致します。



医療費助成 ■子どもの予防接種、任意のやつも助成してほしい。

医療費助成
■小学生か中学生まで医療費を現物給付にしてもらいたい。3歳から病院にかかったら自分で手続きをしないとお金をもらえないの
は不便です。市で1歳検診（無料）でしてもらいたい。

医療費助成
■こども医療費受給資格の年齢を中学生まで引き上げてほしい。医療費助成申請書を書くのはとても大変である。すでに他の市では
なっているのに、なぜ鹿沼市はならないのか。

医療費助成 ■医療費助成を3歳未満というのはやめてほしい。

医療費助成
■里帰り出産をしたのですが、予防接種の助成などが県外だと利用できないことに疑問を感じます。全国で統一できればとても助か
ります。産前の定期検診についても、統一されていれば楽だと思いました。

医療費助成

■他の市のように医療費の窓口支払いがなくなればいいなと思います。一部の人が固定資産税の免除があったり、第3子制度も見直
す所がまだあるのではないかと思います。できれば一部の人が得をする制度は廃除し、もう少し住みやすい市になってほしいと思い
ます。子どもたちが外で遊べる場所が少なすぎると思います。

医療費助成
■もっと子供がいる家庭をよくみて欲しい。子どもがいればいるほど経済面でお金が必要だし、収入がない人にとって大変なことも
あります。注射等をすべて、小学生くらいまでは無料にして欲しい。

医療費助成 ■子ども医療―病院窓口での支払いをしなくしてほしいです。

医療費助成
■子どもの医療費について、３才以上になると１つの病院につき500円かかってしまう制度を３才以上についても無料化を強く願い
ます。幼稚園の無償化も強く期待します。

医療費助成 ■子供が3人いて、医療の領収書をまとめるのがとても大変。現物支給にしてほしい。

医療費助成

■宇都宮市や日光市は3歳過ぎても、医療費が現物支給です。鹿沼市はなぜそうならないのでしょうか。市役所に行って翌月に戻っ
てくるけれど、いったん払わなければならないので、子供の医療費も1カ月に占める割合は大きいです。現物給付の年齢を拡大して
いただけると助かります。

医療費助成

■子供の入院費など免除になってほしいです。また、障害を持つ子供は入院となると、他の患者さんに迷惑がかかると保護者は思い
ます。するとやはり個室になってしまうとかなりの費用の負担です。精神的にも大変など、子供の医療の環境をもう少し変えてほし
い。

医療費助成 ■医療費の申請が面倒。
医療費助成 ■3歳以上の医療費を病院から直接降りるようにして下さい。
医療費助成 ■子ども医療助成の現物支給を3歳未満ではなく就学前までなど期間を長くして欲しい。

医療費助成
■他の市町村同様に3歳～15歳までも医療費無料にして欲しいです。○○保育園の入所枠が少なくて残念、充実サービスの保育園が
あれば私もフルタイムで続けられていたかも。

医療費助成
■子ども医療費の支援について、小学6年生もしくは3年生まででもよいが、現物給付にして欲しい。申請の用紙を何枚も書くのは負
担である。

医療費助成
■他の市のように、医療費の窓口での支払いがなくなれば良いかなと思います。一つの医療機関500円以上で領収書コピーをとっ
て、その分は確定申告へというのは、とても大変なことだと思います。

医療費助成
■医療費は3歳以降も現物支給してほしいです。あと今回のアンケート結果で、意見の多かったものはぜひ検討して、統計を取るだ
けではなくて行政に反映して下さい。



医療費助成
■子供が小さいうちは何かと病院へ行くことが多いです。子供の人数が多ければ多いほど大変なのに、医療費助成の申請の手続きが
大変面倒で困っています。申請しないと助成されないし、はじめから病院の窓口で無料にすることはできないのですか。

医療費助成
■3歳以上～18歳未満も0～3歳までと同じよう、現物給付にしてほしいです。償還払いの手続きが面倒（仕事などで時間がとれな
い）なのとわかりやすい。水疱瘡などの予防接種も助成してほしい。

医療費助成 ■こども医療費の現物給付の年齢を上げて欲しいです。宇都宮市や日光市のように。

医療費助成

■子ども医療費について、鹿沼市も現物支給にしてほしい。ただでさえ家事や育児で忙しいというのに、負担を増やさないでほし
い。書類の未提出分は医療費の削減につながるとの考えもあるのでしょうが、公平なサービスを受けているとは思えない。もう少し
育児環境の立場になって行政サービスを行ってほしいと思う。

医療費助成

■小学校低学年まではちょくちょく小さな病気をするので、医療費の助成を最低でも小学校に入る前まで現物支給にしてほしい。申
請を忘れたお金はどこにいってしまうのか。結局市のお金になってしまうのでしょうか。これから消費税も上がるし物価も上がって
きているし、家計は苦しくなります。ぜひお願いします。

医療費助成
■現在3歳以上の子供は医療機関にかかった際、一時的に料金を払っているが、その制度を改善して頂きたい。他の市町村ではそう
なっている所もあるとか。実際書類を書いて役所へ持っていく手続きをする時間がなかなかとれません。

医療費助成 ■医療費を他の市のように窓口での負担を無くして下さい。

医療費助成

■・子供の医療費を３歳以降も現物給付して欲しい。　・宇都宮市のように第三子の保育料は無料、第二子は1/2を上の子が小学生
以上になっても可能にして欲しい。我が家はそうなれば３人欲しいと考えてます。　・日曜、祝日も利用出来る子育てサロン、施設
があると良い。・〝ゆーとりん″は近所で利用しやすいが、１５時以降も利用できたら良い。

医療費助成 ■・子ども医療費の窓口の一時負担をなくしてほしい。　・インフルエンザの助成を小学生も含まれると助かる。

医療費助成

■医療費についてですが　1、一医療機関、一調剤薬局ごとでなぜ５００円を差し引かれるのか　2、申請をしに行くのが大変　3、
３才未満や宇都宮市のように現物給付して欲しい。　などあります。５００円差し引かれた分で子育てサービスを充実させて頂いて
いるのかと思いますが、複数の医療機関を受診している者にとっては、大きな負担です。

医療費助成 ■小学校入学前まで医療費の全額補助があるとうれしいです。

医療費助成

■①他の市町村のように鹿沼市も医療費を窓口で無料にしてほしい。中学校までの子供に対しても無料。②中学生までインフルエン
ザ予防接種に助成金をつけて欲しい。③年金のように児童手当は４カ月に1回ではなく２カ月に１回にして欲しい。④小学校１年生
で使用する算数セットは学校の備品にして欲しい。少しの間しか使わないのでもったいないと思う。

医療費助成 ■小学校入学まで医療費免除にして欲しい。

医療費助成
■・予防接種の助成金をもっと出してほしい。医療費の無償化など、金銭面でも子育てしやすい市にしてほしい。　・安全に遊べる
場所が少ない。公園の設備化など、きれいに安全に遊べる所があれば安心して遊ばせられると思います。

医療費助成
■医療手当を支給してもらうのに、市役所で面倒くさい手続きがあるのでつい忘れたり面倒になったりしてしまいます。もう少し簡
単にしてもらえると助かります。書くのが多すぎるんです。全ての医療機関を一枚の紙で出るようにして下さい。

医療費助成

■鹿沼市は生まれた子供に対しては様々な取り組みをしてくれて、大変ありがたいと思っています。しかし、妊娠中に通院する病院
が限られていて、診察の待ち時間も、とても子連れには対応できません。出産までの苦労を軽減するために、医師不足で大変かと思
いますが、今後の少子化対策の為にもぜひ産科の先生を増やして頂きたいと思います。宜しくお願い致します。

医療費助成 ■３才以上も後から領収書と書類を出さずに医療機関でそのまま受信できるようにしてもらいたい。



医療費助成

■やはり母子家庭で経済的に苦しい身分としては、医療費は申請すれば翌月末に振り込みになりますが、仕事・休日の合間に申請書
を記入するてまを考えますと、現物給付をどうか希望します。又、予防接種の負担額も大です。何とか無料にならないでしょうか？
金銭面でこれから３人の子育てに大きな不安があります。（夜子供を見てくれる同居の家族がいない分、仕事は頑張っても5：30迄
が限度です）

医療費助成

■三人目に対しての子育て支援金援助が充実していると助かります。医療費を申請して還付される制度について、子供が沢山いると
何枚にもわたり申請書を記入するのが大変です。せめて住所氏名組合など記入する欄だけでも簡素化して欲しいです。申請しないと
もらえない制度にせず、宇都宮市のように窓口で５００円払って済む制度など、もう少し子育て支援に親切な方法をとって欲しいで
す。　・コミュニティーは申請などに理解が乏しく、態度も冷たく、子供がいる事が悪い、大変なのは当たり前と言われてるみたい
です。

医療費助成 ■中学生までの医療費無料化を考えて下さい。

医療費助成
■・インフルエンザ予防接種、助成が、小学生まであるとありがたいです。　・子ども医療費の現物給付が、小学生くらいまである
と助かります。　・乳幼児健診3・10ヶ月１才１．６才３才のあと、就学前にもう１回位あってもいいかなあと思います。

医療費助成 ■子供が多いので小学生以上もインフルエンザの注射の助成が欲しい。毎年の事なのでとても大変である。

医療費助成

■医療費を２才までと限定せず、窓口で無料にして欲しい。仕事をしていると、役所に申請に行く時間が取りにくい。役所やコミュ
ニティーセンターは朝早くだと電話しても誰も対応できないので、仕事に行く前に児童手当の申請についての質問をしたかったが、
時間的に無理だった。自己責任だと思うが申請が遅れ手当を貰う事が出来ないかもしれないと職員に言われ困ったことがあったが、
無事貰うことができた。申請忘れをしないように気を付けているが、またこの様な事をしてしまいそうで、役所から電話連絡をして
頂けたら助かると思いました。よろしくお願いします。

医療費助成
■子ども医療費を現物給付にしてもらいたい。たくさん病院にかからなければいけないので医療費がかかりすぎてしまう。現金がな
ければ病院にかかれない。病後児保育の施設を増やして欲しい。料金を下げて欲しい。

医療費助成

■①「子ども医療費受給」の年齢の見直しをして欲しい。３才→６才など。仕事しながらでは（病院に通うだけでも大変）助成申請
書の提出が大変。（宇都宮市のようにしてほしい）　②「学童保育」小学校１年～３年生の年齢を引き上げて欲しい。　③スクール
バスの充実化（家から小学校までが遠い）

医療費助成

■①病児・病後児保育があっても、施設が少なく、時間帯も希望の時間に預けられないので、あまり意味がない。料金も高いと思
う。数日ならともかくケガなどで1カ月近く保育園等を休む事になった場合、施設を利用した場合、料金がかなりかかる事になる。
②こども医療にしても、窓口払いの年齢を3才からではなくもう少し拡大してほしい。（小学6年生まで窓口払いなし等）

医療費助成
■医療費の一時払い、その後の請求が時間的にとても負担。有効が１年という期限があるのもとてもおかしいと思います。宇都宮市
のように、窓口負担なしにして頂きたいです。用紙の無駄、それの一言です。その用紙代を他の事に生かしてください。

医療費助成
■教育ではないけれど医療費助成は３才までではなく小学校が終わるまでにして欲しい。同じ様に手続して戻るよりしなくても受診
が出来るなら年齢を３才→小学生が終わるまでにしてもらいたい。なかなか行ける時間がない。

医療費助成 ■小学校６年生まで、医療費をただにして欲しい。月５００円取るのはおかしい。

医療費助成

■上の子は小学１年生ですが医療費が鹿沼市はひどすぎます。インフルエンザの助成はないは医療費をわざわざ申告して、しかも５
００円取られ・・・育児にかかるお金が他市に比べて大きいです。企業が少なくパートを探すにも宇都宮まで広げないと仕事もな
い。企業を誘致する策が欲しいです。宇都宮駅近くの仕事を検索したら、ＪＲ鹿沼駅には月極めの駐車場がないとか・・・バスや自
転車で子供二人のお迎えとお買いものして家に帰るってできますか？つくづく子育ても女性の就労にも優しくない市だと思います。
（遠方より嫁いできた母の感じた事です。）

医療費助成 ■医療費の負担が大きいので、小学生までは無料にしてほしい。



医療費助成 ■子供医療について一時立替は無駄だと思う保護者にとっても役所にとっても仕事を増やす
医療費助成 ■おたふくや水疱瘡など予防接種をもっと助成してもらえたら助かります

医療費助成 ■・子ども医療費の自己負担をせめて小学生まで無しでお願いしたいです。・幼児教育無償化が早く導入されるとありがたいです。

医療費助成 ■他の市同様に子ども医療費助成申請書を提出しなくても助成するようにしてほしい。

医療費助成 ■子ども医療費助成制度の改善。理由・・・申請書を提出するのが面倒、手間がかかる、仕組みが分かりづらい。

医療費助成

■小学校のインフルエンザの助成金も必要だと思います。中学校の部活動に関して、練習試合や地区大会など、親の送迎が必要にな
る事が多く負担に思います。また、顧問の先生が保護者に気を使う場面が多く見られ、学校活動としての意味が失われていると思い
ます。

医療費助成
■幼稚園、保育園の利用料金を下げてほしい。医療費の現物給付を３才まででなく、もっと長い期間にしてほしい（他市町村では小
学校、中学校までありますよね…）。学校の建て替えを進めてほしい（新しい学校と古い学校の差が気になります）。

医療費助成
■３歳を過ぎると、病院の窓口での支払いがある為、病院に行くのをしぶってしまう。幼児はすぐにカゼをひいたりするので、他の
市のように、小学校６年生くらいまでは、窓口の支払いが無いと親としても助かる。早く対策を取って欲しい。

医療費助成

■医療費について、子ども医療費が申請式なのは初めてでした。申請書で戻ってくるのはわかりますが、それでしたら最初の医療機
関で支払わずに済む手続きの方法の方が、市民には負担が少ないと思います。申請書の紙も必要なくなるのではと思います。転勤族
なので他３県を知ってきましたが、どの県もお金が不要だったので、家計を気にせず子どもを医療機関に行くことができました。

医療費助成

■子ども医療費は所得に応じて窓口で支払いが無いように出来ないのでしょうか？第三子事業を再開して欲しいです。妊産婦医療費
の改善（健診代が高くて産む気になれません）。病児保育の開始時間を早くして欲しいです。こども支援課で態度が悪い方がいらっ
しゃいます。改善して頂きたいです。

医療費助成 ■他の市は、子ども医療費が3歳以上も現物給付になっていますが、鹿沼市は3歳以上は現物給付にならないのですか。

地域 悩み・相談
■上の子を保育園に預けたいと思うが、下の子はまだ小さい為、上の子だけを預けることが出来るのか。もっと子どもの年が近い同
士の親と子が集まってお話が出来る機会があればいいなと思う。

地域

■双子の母親です。双子の妊娠中は通常妊娠より不安定であり、仕事を早めに辞めなくてはならなく、双子を妊娠している事の不安
や悩みがありましたが、妊娠は妊娠で1人を妊娠しても2人を妊娠しても母親は1人なので1人を妊娠している人と同じ対応で不満を感
じる所がありました。出産までの通院も入院期間も長いので、それなりの対応がほしかったです。双子ちゃん、三つ子ちゃんの集ま
る会も妊娠中の人も対象なのに私には連絡が来ず、出産してから知り残念でした。（参加したかったです…。）1人親の方などと同
じような日帰りの旅行などあると嬉しいです。

地域 ■離乳食初期にも料理教室等あると嬉しいです。

地域
■子育てサロンなどの運営は引き続きやってもらいたいです。幼稚園前のリトミック（体操、ヨガ）などの講座も今よりも増えると
いいと思います。

地域
■初めての子育てで何もわからない状況です。なるべく楽しんで取り組むよう心がけていますが、周囲からの一言で不安に感じるこ
とがあります。地域や家族など、周りのみんなで参加できるイベントがあると良いと思います。

地域
■新米パパ用の教室は、開催が平日で参加できなかった。初めての妊娠、出産は不安があるが、働いているため、さらに通院のため
に休暇を取っているので、それ以上休めない。休日にパパママ学級を開催してほしい。

地域 ■鹿沼市の年間行事に対する積極的に参加を、同じ学年単位で参加したいです。



地域

■フォレストアリーナで週2回エアロビの際2歳児以上の子どもを預けられる制度は大変有り難くよく使わせて頂いております。希望
しては保育の時間が他のプログラムの時にもあればなと思います。市内の公園の整備をもう少しして頂けると遊びに行く選択肢が増
えるかなと思います。綺麗なので良く行く星宮公園にはゴミ箱がありません。ゴミは捨てないと教えていますが、公園にはたくさん
のゴミ、拾い上げようとする子どもにそれは拾わないと言ってしまう矛盾。せめてゴミ箱があると子どもへの対応も変わるかなと。

地域 ■子どもも参加出来る行事を増やして欲しい

地域
■3歳未満で年の近い子が2人いて手がかかり大変。子育て支援事業のイベントや相談に出掛けたいが落ち着いて参加出来たりしない
ので子どもを見て頂ける人がいると良い。

地域
■県外から来ましたが、鹿沼では子育てのイベントが多く、またそれに参加する親子も多く、私たちも楽しんで参加することができ
てとても嬉しいです。これからも沢山イベントなどがあるといいですね。

地域 ■幼児が受けられるおもしろい講座がたくさんあるとうれしいです。

地域

■以前宇都宮に住んでいましたが（子供が幼稚園に入る前まで）、鹿沼に比べて子育てに関する事がとても充実していました。子育
てサロン、乳幼児が参加できる講座やイベントなどが鹿沼よりも魅力的に感じます。幼稚園も宇都宮は未就園児の時から行ける開放
日のような事をしている園が多く、内容も良かったです。もっと宇都宮を見習ってほしいです。子育てに関しては鹿沼よりも宇都宮
の方が断然レベルが上のような気がします。

地域

■来春より小学校へ入学します。年度初めに1年生だけ数週間だけ早く帰宅します。数日、数週間だけ早いので学童に預けるべきか
少し迷っています。子供はすぐに新しい環境に慣れると思うので、早く帰宅しなくても大丈夫なのでは？その間の少ないおやつ程度
の給食も困ります。きちんと一食分出していただきたいと思います。あと高学年になる子供もいるのですが、近頃反抗期に入り対応
の仕方に少し迷います。放っておいた方がよいのか、どこまで言い分を聞いてあげたらよいか、どこからきちんと叱るべきか。反抗
期・思春期を迎えた子供たちの扱い方について、講演会など開いていただけるとうれしいです。1度だけでなく定期的に。

地域

■私達夫婦は基本的には両親（祖父母）に預けたりする事はしていません。ただ幼稚園から帰ってきて実家に30分前後遊びに行く事
はあります。少し頼ってもいいかなと考える事もありますが、夫がよく協力してくれるのでとても助かっています。もっと市でのい
ろいろな行事に参加した方がいいのかなと思う時もあります。下の子が今3歳です。この子が小学生になったらイベントに参加
（ウォーキング・料理教室等）したいと思っています。青年会のイベントでの泥だんご作り、子供達すごく楽しんでいました。

地域
■こんな長いアンケート今回限りにして欲しい！！忙しいのに答える時間がもったいない！！貴重な時間がつぶれてしまう！！何に
役立つのかもっとしっかり分かりやすくして！！　公園とゲームセンターと楽しいイベントを増やして欲しい！！

地域 ■親子教室（ダンス・スポーツ・イベント・教育に関する事）に参加したいのですが、開催日が平日の昼間が多く参加できません。

地域 ■土日のイベントを増やしてほしい

行政に対して 病児・病後児

■２人目が生まれ、仕事ができるようになり、就活をし、１１月に決まったが、急だった事もあり、お兄ちゃんと同じ園にな入れな
かった。（４月～じゃないとムリとのこと）市役所に預けられる所を聞きたくて頼って行ったのに言われたのは、「他に20人程待機
の方が居ますのであなただけ入れることはできません。」と冷たくあしらわれた。とても悲しかったです。とても子育てを応援する
ような対応ではないですよね！！酷いです。こっちはすごく困って行っているのに。本当に子育てを応援するつもりがあるのなら、
もっと対応もよくしてほしい。市にがガッカリです。あと病児施設を増やしてほしい。



行政に対して 　

■市民情報センターのロビー横を子育て広場として充実させてほしい（パソコンのようなものは不安）。子連れで母親同士が集いや
すい（帰りに買い物もできる、芝生の広場も遊びやすい）。子供（就学児）が遊びに行ける児童館があると良い。公園の整備を急い
でほしい。山を利用した公園は土砂崩れが心配。浅間神社近くのもの、必要なのか？一時預かり事業の利用料が施設によて異なるの
は利用しづらい。又広報が不十分で不安が多い。放課後児童クラブの利用料が施設によって異なるのは利用しづらい。4ヶ月までと
言わず、1歳までの赤ちゃん宅を訪問する「赤ちゃん訪問」にしてほしい（1歳までに2回等）。

行政に対して 　
■・母親が子どもが小さくても働きやすい環境にしてほしい。・保育園に入りやすくしてほしい(空きがなさすぎる）。・保育園を
希望する時の市役所の人の対応が悪いのが嫌。

行政に対して

■子どもを授かった母子手帳をもらいに行った時に、上記の制度等言ってもらわないと知るすべがありません。関係ないかもしれま
せんが、少子化と言われている今、なぜ子どもが増えるたびに税金も増えるのか？？普通に考えれば、減るのが正しいのではないで
しょうか？

行政に対して

■私は市役所の子ども支援課で働いている人たちに不信感を抱きます。とても子どもの事を相談できるような人ではないです。いつ
も上から目線で人を小バカにしたような話し方をされて不快です。全ての人が改まっていただけると幸いです。それから、市役所の
空調管理はどうなっているんですか？節電もわかりますが、たくさんの人が利用する場所ですから、もう少し過ごしやすい環境に整
えてもらいたいです

行政に対して ■何年か前に第3子子育て支援が豊かで今は全く何もないのが不公平。せめて幼稚園の料金を安く又は無料化にしてもらいたい。

行政に対して
■一昨年引越して来ました。諸手続の為こども支援課にもうかがいましたが、以前の居住地での同じ課と比べて、その対応が不親切
で驚きました。なので期待していません。

行政に対して
■保育所へ通う子供のことで、直接市役所から電話をかけてきたりしないでほしい。保育園の先生を通してほしい、それに関して謝
罪があったが半年以上たっていました。保育園等の病気に対するガイドラインがはっきりしていないので不快な思いをしている。

行政に対して
■保育園を決まった際の連絡が遅いので職場との連絡が遅れて迷惑をかけてしまった。いろんなシステムがあるのを知らない人が多
い。紹介のセミナーがあるといい。ベビーカーを使って道を歩く際歩道が狭い。

行政に対して

■助成金など変わっていくので、もっと分かりやすくはっきりと伝えてもらいたいです。説明が分かりづらいです。同一世帯（同居
している人）に65歳未満の人が働いていないと、保育園に預けられないのは今後も変わらないのでしょうか。親と一緒に住んでいる
というだけであてには出来ないのですが。学区外で小学校に入学しても学童は入れますか？こども医療費助成申請書は、3歳未満の
ようにならないでしょうか。市役所に行く時間も無いですし、郵便局で切手も買いに行く時間もないので、いつも提出できません。
どうにかして欲しいです。

行政に対して

■ここに書くべきことではないのかもしれないけれど、税金の控除で寡婦控除がありますが、夫と離婚か死別の女性のみの制度です
が、未婚の女性も現状としては子供を持つ母親で、同じだと思うのですが、法律で決まっているから控除を受けられないのが現状で
す。各地方でみなし控除として受けられる所があると聞いています。鹿沼市も未婚の母のみなし控除を考えていただくと、未婚の母
について子育て支援になると思うのですが。よろしくお願いします。

行政に対して

■特に情報センター等を利用した際の保健師さんや、市の職員の方のアドバイスは教科書そのもので、子供1人1人違いはあるし、遅
い早いもあるかと思うのですが、そこから少しでもはみ出た子はすべて否定的というか、不安をあおる言い方ばかりで、相談に行く
度すごく落ち込む。特に初めての子育ては不安だらけで手探りなのに、相談者のしてる事を否定して自分の考えを押し付けてくるの
が本当に嫌です。不安をあおる言い方だけはやめて欲しいです。それと病院では母乳をすすめられているのに、2歳になっても母乳
ですと伝えたら「そろそろやめた方が」的な感じで言われたのですが、それは誰的な考えなのでしょうか。



行政に対して

■問31の様な仕組みを市役所が教えてくれればいいと思う。こども支援課（特に保育関係）の方は、いつ行っても暇そうにぼうっと
座っていたり、携帯を使用したりしています。もっと働いて欲しい。そんな暇があるならもっと手当ての事とか積極的に教えて下さ
い。保育園の対応が事務的で気持ちがないのが困ります。

行政に対して
■・市役所での対応が悪い。事務的すぎて実態にそぐわない。　・もっと現状を把握するべきであるし、人によって対応（質問に対
しての回答）が異なると、利用する方も困惑します。上記を踏まえ、再教育をお願いします。

行政に対して ■３児の保育料免除があったにも関わらず、規定が変わってしまい、保育料がかかるようになってしまったのがとても残念です。

行政に対して

■市役所で保育園に入所する際第一希望にあげた保育園は空きがないと言われ３カ月過ぎたころ、直接保育園に連絡した際、大丈夫
ですと言われました。また、保育料を父母の収入が少なかったので祖父母の収入で保育料が決まってしまい、高額な保育料で困って
しまった。援助を受けていないのに疑問が残った。市役所の方たちは、事務的な方が多く相談しづらい印象があります。

行政に対して

■以前子供を保育園に入れようと思い、面談等を受けた後、合否は合格者のみに郵送で通知するとの事。不合格者に連絡は一切な
し。その時点でまず対応が不親切。郵送の不手際で届かない事は考えてないのか？と思った。その後２月中ごろに急に電話があり
「その後どうですか？」との事。今頃決めてないわけないでしょ！！とあきれました。現在は変わっているのかもしれませんが、あ
まりにも対応が酷いと感じました。他地域のママさんに話したら、不合格の通知をしない時点でびっくりしていました。

行政に対して

■問11に記しましたが、子や孫の教育にはお金がかかります。学資保険に加入するよう宛名の子の父親に話したのですが、とても余
裕がないとの事でした。Ｈ2511/15現在本市における子育て支援の教育・保育事業の実施状況をみましても、かなり充実してきてい
るとの感じがあるように思います。しかし、これとて利用時には有料となり大変です。現在児童手当を頂く時13番窓口にて父親の現
況届が必要なのですが、早朝から遅くまでの勤務では大変な仕事になります。それで出来る限りの記入や必要書類を簡素化していた
だけますようお願いいたします。昨日到達した年金額変更通知も今後1.0％の減額で、介護保険その他先に引かれるものもありま
す。問11には記入しましたが余り先々を考えますと健康に良くないので、孫の成長に従いその都度考えるようにします。施設への孫
の面会は無理でしょうか

行政に対して

■仕事をして、子育て、1人親、まず時間に余裕がなくなる。遅く帰ってきて疲れて、子供にイライラすることもよくある。月～土
まで8：00～20：00私が働いて頑張るしかない。おこる事も疲れる。こんなに頑張っているのに何の助成もないなんて、頑張ってい
るのがばかばかしいと思う時がある。月15万で生活できると思うの？子供に貯金も残せやしない。養育費だって貰っていない支えも
ない。1人親だけど、やりたいことやらせたいし将来の為に貯金してあげたい。習い事もさせたいけど、送り迎えできない！！！も
う市なんかたよりたくない。

行政に対して

■市役所の子供支援課？？保育園担当のところの人達・・・いいかげんな仕事ばかりで困ったものです。きちんと仕事して下さ
い！！他人事って感じで無責任です！！保育園に空きがないから認可保育園以外の施設すすめたりするが、全く本人たちもどんなと
ころか分かっていなかったり本当・無責任！！お勉強もきちんとして下さい。！！毎回、無責任発言が多く、嫌気がさします！！

行政に対して

■行政の子育て支援課には、子育ての経験者の方が担当して頂くともっと相談しやすいと思います。また、個人情報が守られていな
いと信用できないので不安です。以前、相談した時に内容のすべてが知り合いにもれていて、情報が世間話のネタになっている事が
分かったので・・・。支援課からのお知らせがくると、少し、不愉快な気持ちになります。個人情報保護法について定期的に見直し
ていただけたらと思います。

行政に対して

■いつも思う、あったらいいなーと思うのは施設（屋内で遊ばせられる広い場所、鹿沼はない　・子供医療の見直し　・保育料見直
し　納得いかん　（就園奨励費補助金制度）世帯主は親かもしれないが市民税？親とは別々に払っている。なのに調査するのはいい
がいつも８０００円ありえない。もっとへらしてほしいー　母子家庭の人が親と住んでいるのに、なぜ住所ちがくして、たくさん手
当もらってるの？ちゃんとしらべたほーがいいと思った。



行政に対して

■幼稚園の預かり保育は、当日急きょ預けなければならなくなった時など、連絡一本で見てもらえるので助かります。もちろん園に
通っているからこそ、見てもらえるのですが、小学生になると、急な用事など場合、その日だけ見てもらえるという制度が小学生に
はなく、一時的に見てもらえる、預けることが出来ないので不便を感じそう。学童は月ぎめなので、共働きの家庭にはありがたい
が、専業主婦の家庭でほとんど預けるもない状況でも緊急時など学童でなくても小学校の異室で待てる、預かっていただける環境が
あると安心かと思います。小学校のスクールバスの送迎の範囲を広げてほしいです。人数も少なく、家もないような農道、車の抜け
道、不審者、危険と不安を感じます。何かあってからでは遅いのです。

行政に対して

■・学童保育について。環境上、小学校に隣接した施設を使わざるを得ない状況、利用したい民間保育は近隣の小学校までしか送迎
が不可能といわれ、別地区でも送迎できるよう市からの補助等があると選択の幅が広がる。小学校に隣接した施設は評判が良くな
く、指導者、保育係の人材の確保に市の支援があるとありがたい。・市のイベントで「ニコニコフェスタ」等伺いますが、食育とい
いながら「駄菓子」を配るのは納得できない。若年性成人病の子供が多い現在、大人の子供の食の安全性へ対する認識が低すぎる。
安心して参加できない。大人は自己責任で成人病になっても勝手だか子供は周囲が健康を維持できるようサポートすべきである。・
読み聞かせ等、事業、平日昼間ばかりで参加できる対象者が限定されている。平等に参加出来る様週末にもやるべき。又、午後が多
く子供の生活時間を考えるとお昼寝時間をさけて午前中にやるべき。

行政に対して

■育児休業をした場合、給料が減額になってしまうので子供が1歳になるまで復帰しないというのは厳しい。現在あおば園を利用し
ていますが、こういう制度がとても嬉しい。先生方も親身になって考えてくれるのでとても助かっています。総合教育研究所も利用
したが、こちらは対応がすごく悪かった。小学校への連絡もおざなりで行った意味が本当に分からない。そこがとても残念です。

子育て全般 ■親や友達が近くにいないので困っている。

子育て全般

■鹿沼市だけではないのですが、出産費用がやはり高いのではないでしょうか。お金のある家はいいですが、出産する際にどうして
も自己負担を気にしてしまいます。そういう人は結構多いと思います。実際に私もそうでしたし兄もそうです。それが理由で子ども
の数も減ってる気がします。

子育て全般

■仕事復帰と保育園の入所時期のタイミングが合わず、会社からリストラされました。安心して預けられる環境、すぐに仕事につけ
る環境が必要です。母親が全ての犠牲になっているように感じます。働きたいのに働けない事から子どもに不安を与えているように
思えます。

子育て全般

■まず妊娠初期から休暇が取れるようにしてほしいです。自身が流産の経験があることもありますが、不妊治療の方等も含め、体を
大事にする為に仕事を手放す方も多いと思います。給与が減っても申請すれば休める環境があると将来仕事に復帰を考える人は助か
ると思います。また、子どもが小さい頃は家庭で親が出来るだけ育てて、手を離れるにつれて仕事の時間を増やしていきたいと個人
的には考えているのですが、正社員とパートアルバイトの差別が大きい現在では、フルタイムの職を手放さない為に幼い子どもとの
時間を諦めざるを得ないのが現状です。

子育て全般
■育児休業が3年あれば子どもを自分で愛情をたっぷりとじっくり育てられるのにと思う。1年だけの育児休業ではとても不安があ
る。離職すればよかったのではないかと後悔も少しある。

子育て全般

■現在政府が案として出している「3歳までの育児休業」について必要性、実用性、共に感じられません。それ以上に子どもを安心
して預けられる施設を充実させていく事が必要ではないでしょうか。私も職場復帰後は本来の業務時間では毎日延長保育になってし
まいます。保育園自体の空き状況や費用の面で不安があるのが正直な所です。長く休業する事よりも、いかにして仕事をしながら子
育てをするか。又、子育てにかかってくる金銭的負担を緩和させるかを行政、政府に望みます

子育て全般
■同居の為保育園を利用しにくい昔の知識、子育ての経験だけで、しつけのできない義母に預けていることに不安がある。→短時間
勤務検討中"

子育て全般
■子どもが多く、双子という事もあって、学校行事や病院へ行ったりする時が大変です。祖母等に頼むのも回数が多かったりすると
心苦しい感じがする。仕方ない事ですが大変なのも事実です。何か良い方法があると良いです。

子育て全般 ■再就職の支援を希望します



子育て全般

■今は主人の父母と同居している為、よく子どもをみてもらっていますが、冠婚葬祭や急病等父母が高齢になった時等市の事業が充
実していればぜひ預けたいと思います。子どもに手がかからなくなったら将来を考えた時、職業に就いて働きたい希望があります。
市で取り組んでいる事業をもう少し勉強したいと思います。今回のアンケートも勉強になってよかったです。

子育て全般

■週6日の勤務で休みも子どもに関わる事が出来ず、子育てが出来ない事がツライ。何の為に子どもを産んだのかと考えてしまう。
一緒にいたいけどいれない。義親が自分たちがといつも私と子どもの時間を奪われ、どこにもあたりどころがなく夫にも言えなく楽
しくない。その中でも子どもの顔で少し落ち着く感じです。すみません、愚痴になってしまいました。日曜、祝日も見ていただける
所がもっと増えると助かります。

子育て全般 ■もっともっと子供中心の町にしてもらいたい。子供は宝物ですよ！特にこれからの時代は！

子育て全般

■自営業者には産休や育児休暇などという甘い事は言っていられません。休んだらその分パートさんを頼むことになり、人件費がか
かります。自分が仕事ができない間だけパートさんに働いてもらうなどという都合良くはいかないので、結局自分自身でどうにかす
るしかありません。育児中でも病気でもやらなければならない仕事が無くなる訳ではなく、「有給や育休だのとのんきな事を言って
るなー」としか思えません。

子育て全般

■国や市は子供を産んでほしいみたいですが、親の都合で早く保育園や幼稚園に入れたいのに４月からにして下さいとの事。子ども
を産んでもその様ですと産みづらい、育てづらいです。　小学校の学童保育を夏休みだけでもだいじょうぶな様にしてもらうと助か
ります。

子育て全般

■・幼稚園での預り保育の充実を願っています。　・共働きが増えている現状ですが、一人一人の子供に対して、手当が増えたり、
育児休業中の収入増、保育園・幼稚園に行くための金銭的な負担が減ることにより、保護者が働かずに（もしくは働く時間が減るの
で）、子ども達にとって一番大切な、０歳～３歳の時期を親と一緒に過ごせる時間が増やせることにより、質の高い幼児期の教育や
保育につながっていくと思います。小さい子の母親とのかかわりはとても大切なものだと考えます。　・現状では働かなければなら
ないが、働きたくても働けない現状です。

子育て全般
■幼稚園、小学校は週休二日制にせず、土曜日も通常の授業を行っていただけると保護者も子供も、子供を預かってくれる祖父母も
ストレスが少なくて済むので助かります。よろしくお願いいたします。

子育て全般
■まだまだ子育てに関して、わからないことばかりなので、行政の力を借りて子供たちが健やかに成長できる環境作りができたらと
思います。

子育て全般

■幼児期におけるニューロンの発達の仕方を知る事で、①子供の行動をより理解でき、ストレスのない育児ができる。②幼児期にど
のように過ごせたら良いか判断できる。よって、子供たちにより良い環境を与えてあげられるのではないでしょうか。また、スキャ
モンの発達、発育曲線を知る事で、子供の成長が今どのあたりか理解でき、育児を長期的に考える標になると思うので、多くの人に
知ってもらえたらと思う。

子育て全般

■障害手帳までは行かない発達障害の子どもがおります。集団行動では特別支援が必要なため学童に預ける事が出来ずまた、核家族
のためお願いできる人も回りにおりません。私が働きに行けないのはもちろんのこと、私の病院の為に主人が会社を休んで子どもの
世話をしないといけないのが現状です。出来れば発達障害の子どもを安心して預けられるシステムが欲しいです。

子育て全般

■子どもを育てるようになり日々勉強です。全力で子どもと向き合い分かったことがたくさんあります。子どもはみんなで育てるも
のだということ。母親一人では無理がありすぎます。長い歴史を見れば母親一人の子育て時代の方が短いということ。家事だけでも
大変ですが、これに育児と介護が加わると自由な時間はないに等しいのが現実です。でもそれは主婦の仕事なので仕方ないと思いま
す。主婦は無職でも仕事をしていない人でもなく、毎日必死に働いている人だと思います。

子育て全般 ■現在子どもが少なく同級生はいるが小中学校になる子どもが少ない。

子育て全般 ■私の子どもは今年の10月に3歳になりました。環境のせいで言葉が遅れているのですが普通はもう話出来たりしますよね



子育て全般

■産休はとっても育休はとれない所が多い。育休をとっても祖父母の協力なしで母親が仕事を続けることは大変難しい。育児・家
事・園の送迎は母親が担当する場合が多く、負担も相当なものである。子供の急病への対応など、まだまだ肩身の狭い思いをしなけ
れば母親が仕事をすることはできず、また子供への教育費がとてつもなくかかる今の時代、日本で子供を育てることは不安との戦い
である。

子育て全般

■最近では緊急時、もちろん日常的にも子供を預けられる場所が充実してきていますが、個人的にはほとんど利用したことはありま
せん。実家が近くて困った時はみてもらえる恵まれた環境にあるのは事実ですが、子供達が性格的に社交的ではなく、知らない人達
といられないというのも大きな理由です。親としてはたくさんの人と触れ合って社会性を身につけてほしいと思っているので、逆に
そういう場に預けてみたいのですが、無理やり連れていくのもと躊躇してしまいます。実家の母も病気がちなので、いざという時は
どうしようとなることも、これまで何回かありました。

子育て全般
■幼稚園などによって、発達に気になることがある場合、積極的に取り組んでくれているところもあるが、そうでないところもあ
る。統一してほしい。どこに行っても手厚い保育を望む。

子育て全般
■それぞれの家庭で収入が違うのも当たり前なので、保育料などもう少し安かったらなと思っていましたが、来年度の3月で幼稚園
生活も終わってしまうので、これから貯金が少しでもしていける環境になったら良いなと、つくづく感じて子育てをしています。

子育て全般

■現在は実家の祖父母に子供を見てもらえますが、この先病気などで見てもらえなくなることもあります。大丈夫だろうかと不安に
なることもあります。いつも見てもらっている両親に負担をかけ申し訳ないなと思う気持ちもあります。公務員や大企業は育児休業
制度がしっかり整っていますが、中小企業やパートでは難しいと思います。

子育て全般

■国が妊娠・出産の為、育児休暇を企業に取らせる様にと言っても、一部の大手企業や公務員は取って出産・育児が出来るけど、ほ
とんどの企業はそんなもの取れないです。妊娠をして辞めるしかありません。その中で子供を産めと言われても産めません。3人目
なんてとんでもありません。何故に3人目は優遇されるのですか？不思議です。

子育て全般
■子育て以前に雇用問題が不安であり、保育料が高いと感じます。医療費等も家族でかさむ時もあり、何とかして欲しいと思ってし
まいます。海外の良いところをもっと見習って、取り入れて欲しいです。

子育て全般
■外で遊ぶのが1番だと思っています。今後成長していく過程で、ゲーム・携帯等の電子機器がどのように影響していくのか不安で
す。自分の子だけでなく全体的に心配です。

子育て全般

■子供が欲しいと望んでも、今の環境では将来への不安の方が大きく、子供を諦めるしかないのが現状です。税、税、税と給料から
支払うものが多く、残った金額で幼稚園の保育料など支払っています。もう少し市県民税など子育て世代には負担を減らしてもらえ
るとありがたいです。

子育て全般 ■パートで就業中なのですが、育児休業をとって次の子供を考えたいが、育児休業がないので経済的に次の子を考えられない。

子育て全般

■子育てしながらふと思うことは、昔は子供の数が多かったな、鬼ごっこや縄跳びして遊んだな。わが子を見るとＴＶ（姉兄の影響
で）を見ていることが日々多くなっています。昔と違って自宅にＴＶがある、それも各部屋に1台ある時代。どんなに親がＴＶ見て
ばかりはダメと言っても、隠したリモコンを見つけてしまう有様。それでも保育士さんや保健師さんのアドバイス、目と目・手と手
を合わせてを心に、日々宛名の子のパパママは頑張っています。行政機関の皆様、これからも見守り・観察・指導をお願い致しま
す。

子育て全般

■育児休業や時短が取得できても、実際に経済的に負担が大きく生活できません。公務員の様に給与が出るならともかく、一般の企
業ではそこまでの手厚い制度はありません。それにただでさえ低い、女性の会社での立場を更に低くする事にもなり、満3歳までの
育児休業は実際無理です。制度があっても取りません。



子育て全般
■子供を日中みていたくてもみられない環境、預けたくても預けられない環境がある現状を知ってほしい。母親父親にとって子育て
も大切、リフレッシュすることも大切です。子育てしやすい環境がもっと整うといいですね。

子育て全般 ■同居していると、土曜保育を利用できないと困る。同居しているからこそ頼めない状況もあると思う。

子育て全般
■子育てに関しましては、祖父母の厚いサポートがあり大変助けられております。休日などなるべく多く子供と関わるようにしたい
と思っております。

子育て全般

■子供を国とかは少子化だから産める人は産めみたいな感じだが、他国に比べ、子供に対する支援や施設が足りなすぎてる。また母
親の働ける環境、職種によっては、かなり幅が狭い、もっと理解のある環境を作らないと、仕事との両立が実現しない場合も多いと
思う。

子育て全般

■育休が２年あったら、もっと子どもと向き合えたなと思います。１才の時の子供を保育園に預ける時、泣かれたときに「かわいそ
う」「ごめん」と思った。仕事をしないと食べていけないから仕方ないと割り切るのに大変だった。日本や、栃木県にはもっと子供
の事を考えて欲しいと思います。

子育て全般 ■子育てはもちろん大切だが、子を育てられる大人の育成も合わせて必要だと思う。働く場所の無い若者達への支援もしてほしいい

子育て全般

■〝子供は宝である″という言葉は知っていますが、実際育てていく上で不便な事もあり、何かと少子化へと結びついている様に思
われます。あれもこれも頑張りたい気持ちがあっても社会的に認められた制度を利用できにくい現状も悲しい限りです。本当に育児
休暇は父親も取得すべき制度だと感じます。近い未来にその夢をたくします。

子育て全般

■上の子が何年か後に大学に入学したいと言っているが、一番下がまだ５歳で手がかかる。両親は同居だが高齢で預けるわけにもい
かないし。本当はもう少しお給料がよい所で正社員として働きたいが子供が病気になった時、両親が介護の必要な状態になればま
ず、無理な話だ。だから、時給は安いが休みを自由に取れる今のアルバイトを辞める事が出来ずにいる。この先本当に不安でいっぱ
いです。

子育て全般

■私たちは土曜、日曜を働いているサービス業の者です。子供が保育園に通っている間は、日曜保育に預けられることができます
が、小学校に上がってからは、預けられる所がありません。祖父母も高齢であり、重い病気を患った後ですので、無理をいう事は出
来ません・・・。今後どうしたらいいのかと悩んでいた所、このようなアンケートをとっていただきまして、本当に感謝の気持ちで
いっぱいです。私たちのような人は他にも大勢いると思います。（パチンコ店にある様な託児所に預けているそうですが、すぐ一杯
になってしまうそうです。）ぜひ、小学生を預けられる土曜、日曜の児童クラブを設けて下さいますよう、よろしくお願いいたしま
す。

子育て全般

■身近に、本当にだれにも頼れず子育てをしている人がいません。なので、父（夫）・母（私）共にひとり親家庭で育ってきた我が
家の誰にも預かってもらえない状況のどうにもならないという事を理解してもらえず、保育園が休みの祝日出勤日に休みを取る事
に、いい顔されないのがとても辛いです。託児所に預けてまで出勤しろという事か・・・と思うと悲しくなります。会社が許してい
るのに・・・という辛さがあります。人それぞれ育った環境は違うのに、なぜ勝手に〝普通さ～″という基準を作られてしまうの
か・・・社会はむずかしいです。

子育て全般

■日曜日・祝日は保育園は休みなので万が一仕事とかが入った場合、両親どちらもダメな場合に見て頂ける所があれば助かります。
基本親が見るのが子どもにとっては一番よいのですが、この時代、仕事を２人でやらないと、食べていける世の中ではないの
で・・・。本当に大変です。子供もかわいそうですが、親はお金をもらわないと子供もたべていかせなくなるので…。大変な世の中
です。

子育て全般 ■女性は働きにくい。全国的に

子育て全般
■仕事をする親が仕事に集中できる環境整備。母子家庭である旨を伝えても会社はなかなか理解してくれない。１人親が共働きの親
と同じ様に子育てする事の難しさをもっと理解し、支援して欲しい。父親のいる家庭と同じ経済状況には近づけたくても出来ない。

子育て全般
■幼稚園も保育園も日中の過ごし方は統一してほしいです。つまり、基本は全て幼稚園しかなく、早朝と夕方以降のみ保育になる。
同じ年齢で、習う事の差がつきすぎてしまい、フェアではないと思います。



子育て全般
■現在は同居の祖父母が健康なので心配ないが、高齢になり、介護が必要になった時、子供を預けられるところが充実していると助
かります。今はないが、数年後は利用したいです。

子育て全般
■３人目が欲しいと考えています。でも、上の子二人の幼稚園の送り迎えに行く人がいない事や、入院中に子供の面倒を見てくれる
人がいないと考えると、３人目が欲しくても考えてしまいます。

子育て全般

■歯科医院勤務だったので育児休業なんてものがなかったので、「そろそろ戻ってほしい」と上司に言われるままに戻ったので、制
度のある人がうらやましい。２人目妊娠６ヶ月で、また同じことになったら無理、と思い退職した。働く母、専業主婦、両方経験し
て思うのは、よっぽど保育園に預けて働いた方が楽だ、特に保育士さんや、幼稚園の先生、学校の先生こそ、預けず、３年目は自分
の手で育ててみて、という事。女としても人間としてもたくましくなった。きたえられた。いろいろ勉強になった。二番目が今度の
９月で３才になったら幼稚園に入り私は働く事になるが、金銭的に辛かった時期を夫と二人で乗り越えた事、どっぷり育児生活を
送った事で、次に働く自身にもつながっていく。

子育て全般

■３番目が１・２才の時に歯医者さんに行きたいと思い、各保育所に一時保育の確認をしたところ、どこも全て断られました。広報
かぬまでは、利用して下さい！とあったので全て断られた事にとても驚きました。今は一番下が年中になり子育ても楽になりました
が気軽に預けられる所があると１人で子育てしている母親には本当にありがたいと思う。子ども３人いると、また３倍お金がかかっ
てしまい、講習などで一時預かり（無料）があると申し込んで両手が空いている、背負うものもない不思議で幸せな空間を味わって
いました。本当にきつかった・・・。だけどお金をかけて頂けるのに、とても抵抗を感じていました。１人、２人と園に預けるたび
にやっとだ～と幸せを感じていました。一番お世話になった、子供を通じての（親ママ友？）にストレスのはけ口にされたのはとて
もつらい経験でした。変な事も考えましたが、（自傷行為・子供にも）聞いてくれる人がいて助かった。人はあまり接近せずに、あ
たりさわりがないよう、上手につき合わなければいけないなと、ちょっとさみしいことですが、学びました。人をしっかり見てゆっ
くり時間をかけてそして楽しく上手に！？気持ちを切り替えて子育てしていきたいです。ようやくここまで来ました。

子育て全般
■今後仕事に出たいと思っていますが、子供が風邪を引いた時など頼れる人がいないので、休みばかり取らなくてはならない事にな
るだろうと悩みます。

子育て全般 ■下の子が産まれてからやきもちとかで自分で出来るのにやらなくなったりします。

子育て全般
■基本的に育児休暇などある会社はほぼない。とれる人ととれない人ではかなりの差があるのではないでしょうか？そこらへんもっ
と平等になればいいのになあ・・・

子育て全般

■転職をする為仕事を探していくつか面接を受けた際、子供が小さいことを理由に断られることが何度もあった。中には福祉施設
も。子供が小さいうちはすぐ熱を出しその時預け先が無いと仕事を休まなければいけない。鹿沼市には病児保育などあるが、定員が
少ない為、すぐいっぱいになってしまい、なかなか預けられない。預けにくい。もっと子育てしながら働きやすい女性にやさしい社
会になってほしいです。

子育て全般

■子育てをするには絶対職場の就業に対する臨機応変さが必要だと思うが、大企業でない限り制度が充実しないのが、現実ではない
でしょうか。新制度が机上で終わる事のないよう形式上の調査で終わる事のないよう県内でも先頭に立てるような環境の改革、アイ
ディアに期待します。又、子育てと同じ様に働く親が頑張りすぎない労働環境を国が整備することも大切で、何でもそうですが、連
携がうまく出来るような指針作りが示せたらいいのにと願う1人です。

子育て全般 ■２人目が欲しいけど、このままの状況では確実に育てる事が無理なので残念です。

子育て全般

■祖父母などと同居とかでも昔の子育てや価値観の押し付けに悩んでいる母親もいます。自分の親、祖父母だからとガマンしている
方も多いです。定期的な健診でも保健士医師等に「○○才では○○出なきゃダメ」と言われ自分の子供がまるでダメなように言われ
ると悩んでいる方もおられます。一概に、サポートを受けられるって言っても色々な事で悩んでいる方々がいます。子供が出来てか
ら地域の民生委員の方は一度も来ません。（私のところは）果たして実際子育てに必要な事は何か、自問自答の日々です。



子育て全般

■「祖父母への育児のかかわり方」などの冊子を作って配布してほしい。口うつしで食べ物を与えたり、「汚い」とか「虫歯が移
る」とかいうのも難しい。こちらから預かってほしいとも言いづらいし・・・。子育ての価値観の違いもあるのですが、やっぱり
もっと関わって欲しいと思う。ＴＶの見せっぱなしや、ゲームのやらせっぱなしも目立つ。もっと話をしたり、時間を一緒に過ごす
などして欲しいと思う。

子育て全般
■母親が体調不良で休業している為、上の子、下の子とも愛情不足やしつけが行き届かないのではと不安がある。又、父親や同居の
祖父への負担が大きくなっている様で、そちらの体調も不安。

子育て全般 ■これからもっと子育てしやすい鹿沼市になるよう願っています

子育て全般
■それぞれ個性があると分かっていても、上の子、真ん中の子、下の子で枠割を親が勝手に決めてしまいます。分かっているのにお
姉ちゃんだからとか、まだ小さいのだからと言ってしまい、押さえつけてしまう自分に悩みます。

子育て全般
■子育てにもっとお金のかからない世の中になってほしいです。そしたら、もう一人くらい子供をほしいと思うし、習い事とかでき
るのになと思っています。

子育て全般
■夫の両親と同居していて、あまりうまくいっていないと、子どもに影響が出るのではと心配です。どうしたらうまくいくか、子ど
もにどんな影響があるのか知りたいです。

子育て支援策

■赤ちゃん訪問の回数を増やしてほしい。できれば半年に1回程度来て頂けると助かります。子育てのお話や成長についてのお話を
助産師さんに聞いてもらえると安心するし、気持ちがスッキリするので。生後2ヶ月頃来て頂いた時は嬉しかったんです。初めての
子育てだし…。

子育て支援策

■今の子育ての環境作りは平日仕事をしている人の為のように感じます。私は百貨店に勤めていました。1人目の時は育児休暇を取
得しましたが、土日祝日は保育園が休みなので実家に預けていました。2人目は実家の負担や会社負担を考え退職しました。サービ
ス業は土日祝日関係ないし勤務時間も様々なのに、それに対応できる支援が少ないと思います。サービス業をしている人にも働きや
すい環境作りがもっと必要だと思います。

子育て支援策

■平日の保育事業は充実している印象があるが、土・日・祝日に利用（利用時間も含め）できる所があまりないので、認可外でもい
いので増やしてほしい。また、幼稚園ももう少し延長保育時間が長ければいいなと思う。（各幼稚園にもよると思うができれば統一
してほしい）　休日保育の利用対象を、保育所入所児童だけでなく幼稚園児も対象にしてほしい。　学童も小１～３年までというの
は親としては心配な事の方が多いのではないか。　就学前は夕方まで見てもらえる施設は多く、働きやすい環境もあるが、土日祝日
関係ない職種の場合子供を見てもらえる環境が、せめて小学校までは充実してもらいたい。現状ではフルタイム勤務が難しいので
…。

子育て支援策 ■幼稚園の保育料無償化は実現しないのでしょうか。
子育て支援策 ■働きたいのに、働きだすまでのサポートが無く、就活がしにくい。
子育て支援策 ■他市の保育所や幼稚園を利用した時の支援はどうなっているのか、気になっている。英語教育の充実

子育て支援策
■現在自営なので家で子どもをみれる状況ではありますが、年間通して休みは少ないので今後支援などうまく利用できたらと思いま
す。

子育て支援策
■母親が自動車に乗れないと受けられるサービスに限界があると思います。リーバスなどの公共を使っても場所によっては無理があ
ります。そのような問題について解決をお願いします。

子育て支援策 ■公園や幼稚園の放射能の除染を強く希望します。将来を担う子供達のために宜しくお願い致します。

子育て支援策

■父子家庭や母子家庭の人達のお子さんが小さいうちは、特に仕事が忙しかったりしたり金銭面でも大変な家や、子育ての支援セン
ターなど行けない場合や、おじいちゃんおばあちゃんに子供を見てもらえないなど色々ありますので、その中の家庭環境で、親に対
する心のケアや市などのサポートがあったらいいと思います。

子育て支援策
■祖父母に頼れる環境ではなく、共働き核家族の環境にとって、延長保育や学童保育はとても貴重です。土日祝日も仕事があり、今
後も充実することを望みます。



子育て支援策

■私は加蘇地区に住んでいますが、子供の数がかなり少なくなてきています。現在年上の兄弟もいますが、小学校では複式も始まっ
ています。地区の事ですが子供が小・中と学校に上がる時、いつも人数の心配をします。もし可能であれば地区にもっと子供の増え
る事業などを、行政や教育方面で考えていただけるとうれしいです。

子育て支援策

■卒園後も3月31日まで保育園で子供を預けられるが、4月1日からどうしたら良いか分からない。学童保育に入れられると聞いた
が、入学前に子供が行きたいはずもなく、毎日泣かせてまでは預けられない。また学童はシルバーのひとも多くきちんと見てもらえ
るのか不安。子供同士いじめもあると聞き、もっと安心して預けられる環境を整えてほしい。通いなれた保育園などで見てもらえた
ら一番安心でありがたい。仕事をしている家庭が増えた分、安心して子供を見てもらえる所をもっと作ってほしい。

子育て支援策 ■片親家庭のサポート体制の充実を希望します。
子育て支援策 ■土日祝日、夕方からの支援を充実させてほしい。

子育て支援策
■鹿沼市は子どもの育児・教育に関して補助がたくさんあり助かっています。今後も子育てのしやすい市であってほしいと思いま
す。

子育て支援策

■出産してから、子育ての環境の整備や周囲の人たちの理解が足りないと実感しました。保育園に預けられとてもうれしかったです
が、毎日大変です。市役所等での手続きも、仕事しながらだと平日休めないので困ることが多いです。月1回でも土日開けてくれる
と助かります。健診も休めないのに平日固定なので参加しづらいです。自由に受診出来たらと思います。

子育て支援策

■・保育園に通うようになって、ごっこ遊び、歌を歌う、言葉の数が増え成長を感じる。今後もいろんなことを学んでいって欲し
い。　・夫の両親の協力があるからこそ職場復帰できた。とても感謝している。今の環境がなければ、市で実施しているサービスを
利用していると思う。

子育て支援策

■・粟野地区は、子供を預かれる場所施設が少ない。　・粟野地区に粟野地区に幼稚園が１カ所しかないため選択肢がない。　・粟
野地区に小児科がない。市内まで車で３０分もかかる。　・子供の検診の時間帯を午前中にして欲しい午後だと子供を預かりにしな
ければならない。　・手当等の支給に関する情報を分かりやすく教えて欲しい。　・第三子出生時に、税金免除等の優遇があると良
い。　・産婦人科が少なく、補助券の範囲だけでは足りない。上＊＊病院に産婦人科を作って欲しい。

子育て支援策 ■定員を気にせず病児保育や一時保育を利用できるようにしてほしい。幼稚園無料化を実現してほしい。

子育て支援策
■子供を預けられる施設を増やしたり、時間を長くしたりしたからといって子育て支援になるわけではないと思うので。保護者に
とっても子供達にとっても幸せになれるような支援事業計画が作られることを願っています。

子育て支援策

■子供が３才になるまで育休を取りたかったけど、上の子が年中でと保育園が退園になってしまうので早く復帰せざるをえなくなっ
てしまいました。他県では年少児からは育休中でも子供を預かってくれるという事もあるようなので、子育て支援として検討してほ
しいです。年中の５歳児を毎日家で保育するよりは本人の為にも集団保育させたいです。鹿沼市では私立と公立によって対応にかな
りの差がある事も今回身に染みました。第二子以降の子供の育休（３年）についても考えて頂けたら嬉しいです。

子育て支援策 ■今後も子育てしやすい環境作りのためご尽力いただけたら幸いです

子育て支援策

■子育て支援等をもっと取りやすくしてほしいと思います。支援や援助があっても、対象者が知らなかったり手間がかかる（病院に
かかるお金等）為に知っていても利用できないというのはあってはいけないと思います。少子化対策なのであればもう少しやり方を
考えてほしいです。

子育て支援策 ■幼稚園の利用料の支援制度で、第２子、第３子とありますが、歳がはなれていると支援がうけられないのが残念です。

子育て支援策

■父親は会社員、母親は専業主婦で３才（幼稚園）と１才の子どもがいます。経済的負担を減らすため、現在自家用車は１台にして
います。その１台は主に父親が会社へ行くのにつかい、母親と子どもたちは徒歩で幼稚園や買い物に出かけています。普段は何も問
題ありませんが、子どもの急病の等の緊急時タクシーが必要になってきます。車のない家庭ではタクシーを利用しやすくする制度が
あるととても助かります。



子育て支援策

■このアンケートを集計して、意見が多い内容がちゃんと伝わって、子育ての環境、支援が手厚くなれば良いと思う。でも実際の所
は、アンケートを集計して変わったかどうかが全然わからない。情報の伝達を考えていただきたい。このアンケート記入にも多くの
時間をかけているのだから、意味のあるアンケートとして利用して下さい。くらしやすいように変えて下さい。

子育て支援策 ■保育方針を市、民間同じにして欲しい。

その他

■今回の調査票は兄弟がいる場合、生年月日の早い児童を対象と書いてありましたが、宛名が下の子だったので宛名のお子さんとい
う質問には下の子の事を書かせて頂きましたが、回答しづらかったです。問32の質問には関係ない回答ですが、今回の回答で「？」
というのが多かったので書かせて頂きました。

その他 ■アンケートがとても難しく大変でした。子どもをみながらのアンケートなので、もう少し簡単にしてほしい。
その他 ■とくにない
その他 ■特にありません
その他 ■特になし
その他 ■今のところ特にありません
その他 ■今のところ不自由を感じたことはない

その他
■子育て中の親に対して、アンケートが長すぎて困ります。もっと少なくしてください。いやになります。こんな長いアンケートを
書いている暇があったら、子供と遊んであげたいです。

その他
■まだ子どもが1歳なので今回のアンケートだと違いがありすぎるしそれにあったアンケートを出して欲しい。また母親が働いてい
ない父親がサラリーマンなのでこのアンケートだと父母共に働いていることになっているアンケートではないか？

その他
■このようなアンケートを実施され今後に生かそうという取り組みが素晴らしいと思います。是非実情に沿った子育て支援をして頂
けると嬉しいです。

その他
■同一世帯に複数の対象児童を有する家族の場合生年月日の早い児童を対象とありますが長男が2歳なのに次男宛に届きます。今回
のアンケートは宛名の次男を対象に答えましたが我が家では長男が保育園を利用しているのに希望が答えられず不安が残ります。

その他 ■4ページに記入したとおりです。

その他

■とてもわかりにくいアンケートでした。（質問内容も、記入欄も。）問21などは、子供が病気なら仕事を休んで看たいのは誰でも
当然だが、実際休めないから親族に預けたりしているはずです。このようなあいまいな調査内容では、結果を集計しても実状は見え
てこないと思います。

その他

■市民の子育ての実態、意見をくみ取って事業計画に生かそうとして下さることはありがたく思います。しかし、仕事をしながら子
育てしている家庭でこのアンケートは長すぎて回答しにくいです。もっと手軽なもの、方法を取って頂きたいです。また回答期間も
短く困ります。問28では「1-イ」の一文については問31にもかかるのですか？問30だけにかかる3文ですか？わかりにくい質問が多
かったです。

その他
■・「調査票の記入にあたって」（１ページ目）生年月日の早い児童を対象～と記入してありましたが宛名が次男の名前になってい
ましたので問には長男でお答えしました。

その他
■９ページの問16～18についてですが、仕事が平日で市の事業も平日なので仕事を休んでという形を取らなければいけないので
「△」にしました。

その他 ■特にありません
その他 ■特にありません
その他 ■特になし
その他 ■なし

その他

■このアンケートの意味がよく分からなかった。子供を他人に預ける事ばかり考えている母親（親）ばかりなの？って感じです
ね・・・。保育園の先生方だってただの他人だし。良く見ているわけでもないし、役には立たないですね。自分の子は自分で守るべ
きだと。

その他 ■困っていることはない



その他 ■特になし。
その他 ■何とか一人で子育てがんばろうと思っています。誰も助けてくれないから！
その他 ■アンケートの記入は少々大変でしたが、定期的にこのような試みを続けるのは重要だと思います。

その他
■国家資格を持っているが、仕事が重いという事でしばらく働くのは難しいと言われました。将来は開業も考えたいので、希望を失
わず家族と協力してやっていきたいと思っています。


