
ＮＯ  年齢 性別 職業 都道府県 標題（テーマ） ご意見

1 42 女 主婦（夫） 埼玉県
少子化対策と専業主
婦

専業主婦を増やすことこそ、少子化対策への第一歩であると思う。働きたい人や働ける環境
のある人への援助を少なめにし、特定年齢の専業主婦への援助を増やせば、「仕事に出る
より子作り・子育てしたい」と考える人は産むと思う。子供手当は世帯年収で制限を設けて良
いと思う。あくまでも親への援助でなく「少子化対策」なのだから。専業主婦の優遇＆地位向
上によって、専業主婦が増えれば、少子化問題だけでなく現在の雇用問題さえも良い方に
向かう。
家にいて介護が出来れば介護保険の負担も軽くなるはず。平等云々言っている場合ではな
い！

2 38 女 主婦（夫） 福岡県
保育士（保母、保父）の
なり手をもっと増やす
対策をすべき。

保育士（保母、保父）のなり手をもっと増やす対策をすべきだと思っています。子育て支援と
して保育所（学童保育所）をもっと増やす必要があると思いますが、保育士のなり手が少な
いという話を聞きます。給料が安く、子ども相手で体力的にもきついということで、すぐやめて
しまうらしいです。ただ子どもが好きというだけでは続けられない職業です。給料が安ければ
人は集まりません。人が集まらなければ保育園の維持も難しいと思います。保育士にもっと
給料が払われるよう手当て的なものが必要だと思います。そのあたりの支援もどうぞご考慮
くださいますよう、お願いします。

3 35 女 研究者 新潟県
お父さんも子育てしよ
う

母親だけでなく、父親が子育てのための時間、休みを取りやすい社会をつくっていくことが必
要であると考える。父親が子育てしやすい会社を表彰する、まずは上場企業で義務的に育
児休暇をとらせるなど、社会的にバックアップして、世の中の常識に父親は子育てのために
時間を割くのが当たり前であるという意識を浸透させなければならないと考える。

4 36 女 会社員 新潟県
病児保育、病後児保育
について

最近仕事復帰しました。現在１歳４歳の子供がおり、通常保育園に預けています。しかし、小
さい子供はとかく病気がちで、看護の為仕事を休まざるおえなくなってします。仕事を再開し
たばかりなので、そのようによく休むようでは、いつクビになってもおかしくないのかなと思い
ます。そこで、保育園などで、病児病後児保育があれば、ある程度は仕事を続けることがで
きるのではと考えております。また、子供の看護の為、欠勤する場合の会社での理解、理解
いただけない場合の罰則（不当な首切りに伴って）があってもいいのではと思います。また、
病児保育や病後児保育が保育園内で行われるのがベスト（病気の子供も知っている先生が
いて落ち着けるのでは？）ですが、不可能な場合は近くに施設があるあるなど（保育園から
離れていると、子供が二人以上の場合、元気な子は保育園、病気の子は、違う施設と連れ
ていかなければならない為、保育園に近い方が負担が減る。）、子持ちの働く女性達は働き
やすくなると思います。子供がたくさんいても、働きやすい環境がまた、少子化に歯止めをか
け、子供がたくさんいる明るい未来を創ると思います。

5 50 女 会社員 東京都
子育てに企業を巻き込
もう

子育てを地域や行政だけに任せていては、仕事に出ている父親（母親）、そして企業はいつ
までも蚊帳の外である。企業も両立支援が義務化されてはきているが、小学生のうちから次
世代の社員を育てるようなつもりで、毎日職場体験的な学童を作ったらどうか。より身近に子
どもがいることで、子育てへの理解を企業側にも得てもらえるだろうし、また上記に書いたよ
うに次世代の社員育てや業種によっては子どもの存在で得られるメリットは様々で大きいと
思う。子どもと接する機会がなければ子育ての理解も深められないだろう。あらゆる場に子
どもと接する機会を増やすべきだと思う。

6 50 女 会社員 東京都
子育て手当てより子育
ての場に手当てを！

新政権のマニュフェストでは各家庭への子育て手当てがありますが、各家庭の裁量に任せ
るより、現在不足している保育園、保育士とその待遇を向上させる為にこそお金を使って頂
きたい。自民党時代のエンジェルプランから、何故かずっと子育てに関するお金の使い方は
箱物やばらまき、子育ての要となる現場のランニングコストには使われていないように思え
ます。このような場にこそ行政の保護補償が必要ですし、それが待機児問題を含めた多くの
問題の解決につながること思います。是非、子育ての現場にこそ必要なお金をつぎ込んでく
ださい。

7 25 男 その他 神奈川県
今後の子ども・子育て
支援策へのご意見に
ついて

所得＋子供の人数に応じた医療費の軽減を積極的に勧めていただきたい。また、医療費軽
減の対象も、重病から軽度の病気まで大きく幅を取っていただきたい。

8 23 女 学生 東京都
今後の子供・子育て支
援策への意見

何よりも女性が子供を産みやすい環境を作ることだと思います。最近は働き続けたい女性が
多いのに、産休や育児休暇がとりにくかったり、休みを取ったためにやめさせられるケースも
多いと聞きます。社会の子供を産む女性への意識改革がまだまだ足りないと思います。

9 50 男 会社員 神奈川県
経済とは第一次産業も
含めて考えるもの

この大綱はシステム的なことのみ論じており、国策で最も重要である食料の確保について
は、何ら触れられていないことに空しさを感じる。机上の理想論に終わっている。若手失業者
と言っているが、地方の第一次産業に携わっている方々は超高齢化が進み、人手が足りな
いのが実態である。内閣府は、関係省庁との連携を強め、より高所大所に立った大綱の内
容にすべきと考える。

10 33 女 自営業 東京都
第３次ベビーブームプ
ロジェクト

少子高齢化に大変危機感を覚え、NPO法人●●●●を立ち上げました。親の負担を軽減す
る子育て支援も重要ですが、少子化対策にはあまり直結しないと考えます。産むための性
教育の普及や（現行の性教育のみでは、年齢に伴う妊娠率の低下などを知り得ない）、3人
以上の子供がいる世帯への手厚い支援が必要だと考えます。是非他にもご提案の機会を
頂きたく宜しくお願い申し上げます。

11 29 女 主婦（夫） 兵庫県 保育園

私は９年間会社で働いてきて育児休暇を取得し、復帰する予定でしたが、保育所に入所でき
ず退職いたしました。現在西宮市のＨＰを見ると、増やしていく方向であるのはよくわかりま
す。保育所に入りやすい地域と激戦区の地域があるので、できたら誰でも保育所に入れる、
働きにいくことができる社会になればもっと女性は子供を育てやすくなると思います。また一
時保育も市のサービスとして強化してほしいです。
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12 32 男 自営業 神奈川県
親になることのメリッ
ト、デメリット教育

結婚して、こどもを生んでしまえば、ほとんど後悔しない。でも、け結婚の経済的なリスクを大
きく感じるから、親になる事を全国民が一度は、教育をうける制度を。

13 19 女 学生 山形県
子ども・子育て支援策
について

鳩山政権になり、子ども手当の支給が政策に盛り込まれています。でも、借金をしてまで子
ども手当を支給する意味はあるのでしょうか。借金が増えて国民の生活を圧迫してしまうの
ではないのでしょうか。それが不安で不安でなりません。

14 40 男 自営業 東京都
保育園の入園資格に
ついて

現在は職場が決まっていないと、保育園の入園申し込みができないと思うのですが、職探し
の段階から保育園に入園できると、多くの家庭が助かるのではないでしょうか。子供の面倒
を見ながら職探しをするのはかなり無理があるし、せっかく仕事が決まったのに、今度は保
育園に入れるかどう分からないのではどうにもなりません。

15 30 女 公務員 千葉県
男女が働きやすい環
境へ

世帯収入が上がらなければ、日本の今後の経済にも影響します。男女で働きやすく、子ども
が育てられるよう、残業をなくしワークシェアし、子どもを預けられる保育園や学童を増やす
べきです。お金の手当ては要りません。国民の力を発揮できるような環境を作って下さい。
手当ては行政に依存する人々を増やすだけです。

16 35 女 主婦（夫） 東京都 子供手当ての実現

子供手当ては欲しいですが、すぐさま実現しなくてもいいと思います。将来の財源の確保が
でき、所得制限などしっかりつめてから施行していただきたい。私の意見は、所得制限はつ
けるべきだと思います。年収1000万以上の家庭には不要だと思います。民主党政権になっ
て1ヶ月ですが、急ぎすぎで財源の恒久的な確保などもしっかり議論されていないようにみえ
ます。埋蔵金を当てにするのではなく、お酒・煙草・高級時計やブランド品など、大人の嗜好
品にもっと税金をかけて、そこから子供手当てにあてればいいのにと思います。

17 29 女 会社員 愛知県
学童保育の充実につ
いて

１歳の子ども（保育園児）がいます。保育園卒園後の学童保育が不安です。近所の学童保
育は、ラーメン屋の2階、プレハブなど、住環境の悪いところが多く園庭が整備された保育園
と比べて非常に預けるのが不安です。学童保育にも国の援助を期待します。

18 38 女 自営業 奈良県
私が子供を持たない理
由

医療・介護系の仕事は女性がほとんどですが夜勤も多いのに支援策は会社員の勤務時間
を想定しているのが多く、当てはまりません。特に小学生を持つスタッフは学童保育も6時ま
で。かといって午前だけの勤務にもなれずに辞めていくケースも多いです。学校行事、ＰＴＡ，
塾、少年スポーツクラブなど親の負担は大きく、私自身もそれが不安で子供を持てません。
給付金より、職能を持った女性がもっと働ける環境を作って欲しいです。

19 18 女 学生 福岡県 子ども手当について

子ども手当に所得手当は設けないとのこと。驚いています。私たちには、奨学金もあります。
それでも苦しい人もいるでしょうが、全員ではないと思います。お金がいるのなら、学校教育
の無駄を見直してください。国公立で、教職員の数や、備品などを考えてください。もっと現
実的になる必要があります。今、支持率をとるための政策はいりません。教育政策で結果が
出るのには時間がかかると思います

20 43 男 会社員 島根県 子ども手当てについて

民主党のマニフェストにある、子ども手当ては本当に意味があるのでしょうか？経済的に余
裕があっても給食費を払わない親がいると聞きます。本当に、こども手当てが子供達の為に
使われるかも疑問です。それより待機児童の問題を解消するために財源を回すなどした方
がいいと思うのですが。

21 36 女 主婦（夫） 京都府 保育園について

京都市在住です。1つ目　昨年6月妊娠のため会社を退職。新たに就職を希望していますが
待機児童になります。看護士・保育士などが入園の優先になるのは理解できますが、他の
職種については就活中でも同じ順位になぜならないのか？正社員のように雇用・保険など
何もないため生活は苦しい状況のはず。優先順位をなくし公平にして欲しい。2つ目　横峯式
を取り入れてほしい。日本の力は人。そのためには教育。一番大切な幼少期を甘えない自
立できる子供に育てるためにぜひ採用してほしい。

22 36 女 主婦（夫） 京都府
市からの配布物につい
て

生後10か月の男の子がいます。母子手帳をもらいに行った時、検診に行った時、様々な案
内の用紙をもらいました。全部とは言いませんが、内容に重なるものも多く、また多数あるた
めどれを見れば必要な情報にたどり着けるのかもよく分からず・・・結局一度見ただけです。
パンフレットなど作成する福祉協議会の気持ちも分かるのですが、分かりやすい形で情報は
一元化したもので充分です。作成のためにまた色々な予算が組まれているのだろうと思う
と・・・違うことに使ってほしいです。仕事のための仕事が多いのではないかと思います。

23 26 女 自営業 神奈川県
女性が働き続けられる
社会へ

経済的に共働きでないと厳しいから、産みたいけど産めない人がたくさんいます。産休・育休
が取りやすく、給料が保障される政策をとってほしいです。

24 60 女 その他 東京都 少子化

１．少子化はバラマキでは解決できない。今は皆が将来への希望、明るい未来のデザインが
描きにくい状況。メディアがその空気を醸し出している。若者が前向きになり、将来に希望が
持てる政策が必要。、年金の安定など、そのためにお金を使うべき。　２．種が長く生存する
ようになれば、誕生が少なくなるのは自然の摂理。グローバルに考えれば人口は増えてい
る。日本は人口に頼らず、外国人雇用、ロボットの活用など幅広い選択をするべき。
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25 46 女 公務員 東京都
学童保育の充実を求
めます

保育園問題の影で軽視されがちな学童保育ですが、全国的に大規模化と職員の非正規化
で子どもが疲弊しています。働く親の「小１の壁」を取り除く為にも、安心して子どもを預けら
れる場として確立させる為にも、適正規模で事業が出来るような支援を自治体に行ってくだ
さい。待機児対策だけが問題ではありません。保育の質を先進国の中でも誇れるものにして
ください。

26 47 女 会社員 石川県 大学

子育てで一番お金のかかる時期は大学。家の事情で大学にいけない子供もたくさんいる。
企業は高卒より大卒。何か不公平。奨学金制度は全員、無利子にすればいいし、大学自体
の授業料が高すぎる。特に私立の理系は。あんな立派な大学を建てるから授業料にはねか
える。もう少し、裕福ではない学生の事を真剣に考えて欲しい。

27 28 女 会社員 千葉県 子ども・子育て支援

子ども・子育て支援について。私は独身女性なので、正直考えられません。1人暮らしの会社
員なので、自分の生活だけでいっぱいいっぱいです。家族のある人や高齢者にばかり税金
が使われ、かつ将来自分の世代が定年を迎えるときに年金はもらえないのではと心配して
います。なので、子ども・子育て支援で今以上に税金を我々が支払う形にしないで下さい。そ
の上でこのテーマに意見したいと思います。子育てというだけでなく、現代のライフスタイル
から考えるべきではないでしょうか？今は女性も仕事を持ち、給与も男性と同等だと思いま
す。男性ばかりが社会に出てた昔と違い子どもを持つ人も仕事をしたいという考えは、単に
所得的に厳しいから、という理由だけではないと思います。家庭に入り子育てをするという魅
力が失われてるのではないでしょうか？「主婦」という大事な職業に就きたいと思う人が少な
く、それが就職率低下にも繋がってるのではないでしょうか？「働く女性＝かっこいい」という
考えを社会が作り出してるのではないでしょうか？テーマに直接繋がる意見ではないかもし
れませぁが、少しでも自分たちの生活が、心が豊かになることを願ってます。

28 47 女 会社員 東京都
地域や世代間での子
育て促進を

核家族内での育児は、老老介護と似ていると思います。元気な時は良いのですが、仕事が
忙しいときに限り、具合が悪くなってしまいます。援助してもらう身寄りがおらず、自分が休む
しかないという状況が多くあり、仕事も進まず、職場の方々にも気を遣い、気持ちが荒んでい
くこともあります。保育園などの施設も大事ですが、近隣の住人が手助けしやすい仕組み、
手助けした側が何かの形で恩恵を受けられるような仕組みが必要と思います。また世の中
全体が、昔のように世代間同居の流れを作ると、若い親世代だけにかかっている負担が減
るのではないでしょうか？都会では難しいのでしょうか？

29 32 女 研究者 東京都 医療施設の併設

医療施設の併設と題していますように，保育園と医療施設の併設をお願いしたく思います．
幼児は特に風邪を引きやすく，保育園では３８度以上は預かってもらえず，仕事中でも，保
育園から頻繁に電話がかかってきて迎えにいかなくてはなりません．自分で時間管理ができ
る職であれば，いいのですが，通常は上司がいてある程度チームで仕事を行っています．そ
のような際に，急に仕事を早退することは，周囲への迷惑を考えると困難です．ですので，最
初から医療機関と契約して，医療機関で様子をみるとか，保健室のようなところで帰宅時ま
で休むことができるなどの対応をとっていただけるとありがたいです．よろしくお願いします．

30 40 男 会社員 北海道 子供子育て

私は子供が３人います。給料は中小企業で420万年収です。苦しいので子ども手当は公約し
てほしい。だけどもとても幸せです。今の若者は子供を作らない。作れない。結婚できない考
えは、甘えの一言。これだけ豊かな国になり、若者の思考が麻痺している。国民の中で子作
り、子育てを真剣に考えて、努力する人に国が子供に手厚く支援する。これがあたりまえだ。
これらかの日本を支える為にも国家戦略として子供を育ててほしい。

31 40 女 会社員 東京都
不育症への理解と支
援負担のお願い

不妊症治療への理解/行政負担はあるようですが、不育症・習慣性流産（妊娠はするが、血
栓症・抗リン脂質抗体症候群等により、妊娠が継続しない）方へも同等の理解/支援をお願
いしたい。治療法としては出産までの、投薬及び自己皮下注射（いずれも保険外治療）で無
事出産することができます。治療のできる病院が限られている現状および、経済的負担軽減
を目的に援助をお願いできないかと思います。

32 38 女 公務員 広島県 子育て支援について

民主党がマニフェストにある子ども手当をとてもありがたく感じています。ただ、一人当たり2
万6千円もいただいたら、他の問題解決に支障が起きるのではないのかと不安に感じます。
また、現金支給だと、本当に子供に使われるのか疑問に感じることもあります。むしろ、今回
高校教育の無償化のように、小学校の給食を無料化、幼児教育の無償、保育園の増設など
教育サービスの向上面で税金を使用していただければありがたいです。とくに給食費につい
ては、高級車を乗りまわしているのに支払わない人がいます。そして、親と子供が向かい合
う時間を少しでも確保できるよう、ワークライフバランスを進めていってほしいと思っていま
す。（すいません。意見を書くのに窓が小さく記入が難しかったので少し大きくしていただけた
らありがたいです。）

33 38 女 その他 東京都 子育て支援
江東区在住です。子供がほしいと思っても、友人たちの話を聞くと、保育所の数が圧倒的に
少ないようなので、躊躇します。子育て支援として現金を渡すよりも、そのお金で保育施設を
建設するほうが現実的です。

34 35 男 自営業 東京都
子供がいない世帯に
ついて

我が家のように子供が欲しくても出来ない、さらに不妊治療を何年も行い、出費がかさむとこ
ろに追い打ちをかけるように負担を強いられるというのは「出来ないお前達が悪い」と精神的
な負担も強いられている気がします。産みたくても産めない家庭を置き去りにされてはいま
せんか？差別に近いです！！



ＮＯ  年齢 性別 職業 都道府県 標題（テーマ） ご意見

35 37 女 主婦（夫） 静岡県
少子化対策にはまず
不妊治療に目を向けて
下さい。

少子化対策として第一に、不妊治療に目を向けて欲しいです。子供が欲しいのに授からない
方が数多くいてとても悩まれています。不妊のサイトを見れば、みんなのつらさがとても伝
わってきます。是非是非目を向けて下さい。今の不妊治療の現状は、とてもお金がかかりま
す。県や市で助成金は出していますが、国でも補助して下さい。お願いします。

36 37 男 学生 埼玉県
父親支援プログラムを
整備してください

経済的支援やWLB支援などによって、父親が家庭に戻る助けが始まっています。私はそれ
らと同時に父親が積極的に子育てに関われるよう助けるための支援も必要だと思います。
米国では既に政府が年間5000万ドルを父親支援プログラムの整備に割り当てています。核
家族化、少子化の影響か、若者が子供の世話に殆ど関わった経験がない事が分かっている
日本でも、父親学級など家庭に戻れる父親を増やすための支援が必要です。

37 25 女 会社員 大阪府 子ども手当て

子ども手当て自体は良いと思いますが、そのために赤字国債を発行するのはやめていただ
きたいです。今は良くても、そのツケはいずれ子ども達が払わされる事になるのですから、ま
ずは、日本の財政が安定するまで（負債がなくなるまで）は無理な支出は抑えるべきだと思
います。公約の実現は、時間がかかっても結構なので、まずは財政を立て直す事を最優先
にしていただきたいです。

38 32 女 会社員 兵庫県 不妊治療に対して

私は今、不妊治療のため病院へ通っています。毎回、自費扱いになる医療費に驚き、今後
継続し無事にわが子を抱けるのか、不安になることもしばしばです。病院には数多くの女性
が通院しています。それだけ、不妊治療は一般的になっていると感じています。将来を担う
子供が少しでも多く生まれるよう、私たちの負担を少しでも軽減していただけるようよろしくお
願いいたします。

39 31 女 会社員 千葉県
ベビーシッター・保育園
費用補助について

双子の母親です。幸い実家の両親の手を借りることができましたが、特に小さなうちは、ごみ
捨てにも行けない、小児科など、一人で連れて行くのは不可能に近く、引きこもりがちになり
ます。月に一度くらい、ベビーシッター等の手を借りることができたら虐待などのリスクは減る
のでは。双子の虐待リスクは単体の7倍といいます。ぜひよろしくお願いします。

40 52 女 会社役員 東京都
多年齢層が関わり合
い暮らすコミュニティー
づくり

公的なマンションで中庭があり、そこで子供や高齢他のあらゆる世代の人々がふれあい関
われるようコーディネーター（管理人兼でも良い）を置き猫や小鳥がいるようなゆったりした環
境を提供してほしい。公園デビューなんてしんどいことなく気楽に子育てできるように仕掛け
を作っていけば、虐待も減るしお母さんも楽しく子育てできると思う。

41 31 女 研究者 東京都
不妊治療を保険適用
にしてほしい

私も含め、現在不妊で悩んでいる夫婦は予想以上にたくさんいます。特に高度不妊治療に
は莫大な金額がかかり、通院回数も多いため仕事との両立もできない人が多いです。精神
的にもつらいです。よって、保険適用化、もしくは助成をもっと増やしてほしいです。助成金の
所得制限もなくしてほしい。

42 33 女 会社員 東京都
妊娠出産後も働きやす
い環境作りを。

もうすぐ出産を控えている者です。結婚をしたのが３１歳、子供が出来るまでに１年半かかり
ました。職種は看護師で、スタッフ１０名程度の個人病院で働いております。経営に余裕のあ
る病院ですが、今まで、妊娠出産をし、復帰した前例が無い職場でした。個人病院は、一人
欠けると、他の人への負担がかかってしまう、もしくは、病院じたいがまわらなくなってしまう。
また、独身者が多く、拘束時間も長いなどといった理由で、職場の理解を得られにくい。職場
も法律で決まっていることも、前例がないと、扱うのが面倒。など、今回私は、職場に復帰す
る予定ですが、産休、育児休暇は保育園入園がもっともしやすいといわれる４月を狙ってま
すが、現状では、保育園に入れるかも判りません。そうすると、職場復帰も出来ないことにな
ります。会社側も、戻れないのに、席だけ置いている状況は困ると思ってます。私は、一番上
の立場で働いていましたが、今回、妊娠４ヶ月の頃に切迫流産で安静の為に２ヶ月間休むこ
とになり、突然仕事に穴をあけてしまいましたが、私が居なくても、そんなに問題無く仕事が
まわっていました。しかし、その時は一時的な話でしたが、会社にとっては、妊娠や出産は、
とても迷惑な事なんだな、と、感じ取り、とても肩身の狭い思いをしました。復帰も、正社員
だったのにもかかわらず、パートになる可能性があり、また、職場が医師国民健康保険のた
め、産休中は無給になり、厳しい現状です。。子供はもう一人欲しいと思っていますが、これ
だけ色々、気を使ったり、周辺環境を整える労力が必要な事を思うと、気が重くなります。
もっと、確実に保育園に入れる。確実に仕事復帰が出来る産休中の生活が最低限守られ、
仕事復帰の意欲を持たせてくれるような、女性が働きやすい環境作りをしていただけたら、と
思う今日この頃です。

43 75 男 その他 石川県 子供手当て
来年度に先送りし、高速道路の無料化は一律千円に、大臣の手当てを一割、官僚は二割、
課長補佐以下は一割カツトにすれば歳入が達性出来る。是非実行お願いします。

44 42 男 会社員 東京都
子育て手当ては必要
ない。

現金配布は親が生活費や遊興費に使うだけで意味がない。せめて、オムツ、ミルクの現物
支給や教育バウチャーや国債購入にしか使えない小切手の方が良い。子供いない世帯との
不公平感は政権を脅かしかねない。国民には納税の義務を負って初めて再分配の権利が
あることを再教育すべきではないか。

45 48 女 主婦（夫） 兵庫県 子供手当てについて
子供手当は、一番お金がかかる、高校生や大学生の親になったら、もらえないのです。所得
制限もなく、お金持ちにも手当てを支給するのは、ばら撒きと同じだと思います。
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46 41 女 会社員 福岡県
子育て支援における保
育所、幼稚園、学童保
育のあり方

仕事によって就業時間が違う、保育、学童保育について、現在、午後五時から午後六時で
終わるところが多い。公務員の就業時間を基準として時間設定しているのでは、民間企業で
の就業は困難である。もっと、就業する保護者の就業時間に沿った保育時間にするべくお願
いしたい。午後八時まで預かってくれるようにして欲しい。学童保育の運営は保護者によって
運営されている。働いているのに学童保育を運営するのは難しい。地方自治体での運営を
希望する。保育料も高額である。収入に応じた料金設定を現在もされているとは思うが、保
育料が高ければ、何のために働いているのかわからない。子供が病気をした場合は、保護
者が仕事を休める環境を整えてほしい。または、子供が病気しても預かってくれる施設の充
実を望む。

47 36 女 主婦（夫） 東京都
不妊治療助成につい
て

現在「治療1回につき上限額10万円、年2回まで(計10回)」ですが、これを「総合計10回」にす
べきです。高齢になるほど妊娠率が下がるので5年後は確立があまりないのに助成金とは、
非常にもったいないです。少しでも可能性の高い・若いうちに治療をし、妊娠にもって行きた
いのです。5年後なんて体の質が待ってくれません。総計10回で助成金が支給されるのな
ら、治療に専念して短期決戦で治療に臨めます。それぞれの家庭・生活環境に応じることが
できるので反対する人はいないと思いますし、むしろ高齢の人ほどありがたい内容です。

48 38 男 公務員 鹿児島県
子ども手当てに関する
留意

ばら撒きと勘違いされる仕組みでもあるのでご留意ください。また、所得控除の一部廃止な
どを財源としていますが、所得税、住民税の増額に伴い、保育料や保険税等への影響が懸
念されます。いくら手当てをもらっても、関連する支出負担が増額となれば、大きな意味を失
います。

49 39 男 会社員 神奈川県 子育て支援の前に 不妊治療にも、一層の支援をお願いしたい。

50 37 女 主婦（夫） 静岡県
不妊女性にも目を向け
て下さい

国は少子化問題といっても、晩婚化や子育ての環境ばかり取り上げていて、子供が欲しい
のに、産みたいのに出来ない不妊女性のことについてはあまり問題にしていないように思い
ます。子供を産みたいのに不妊治療しても妊娠できず、苦しんでいる女性がこんなにもいる
という現状を国にもっと知ってもらいたいです。子供が授からない上に、精神的苦痛、身体的
苦痛、経済的苦痛の三重苦でどんなにつらい思いをしているか・・・。保険適用とまでいかな
くても、保険適用外になっている治療の経済的負担を軽減して欲しいです。そして妊娠する
チャンスをもっと与えて欲しい。今の高度不妊治療費は、高過ぎると思います。

51 33 女 会社員 東京都 ２人目の子供について
現在２歳になる息子がいる金銭的には余裕はある共働き家庭ですので支援金はいらないで
す。仕事が大変で２人目の計画がまだありませんが２人目欲しいです。そのために仕事が
もっと休みやすくなることを希望します。

52 34 女 会社員 千葉県
子育てと仕事の両立に
ついて。

５歳と１歳の子供を持つ会社員です。来月から会社からリーダーを任命されていますが、保
育園の送迎のため時短勤務せざるをえません。ＮＰＯ、ファミリーサポート、ベビーシッター、
どれも、対応不可で断られました。お金をだしても、受け皿がなくては何にもなりません。当
面、主人にも協力してもらって、乗り切りますが、社会全体が帰宅時間を早める仕組みか、
男性にも理解してもらえる環境が必要です。

53 46 男 会社員 鳥取県

子供手当ての支給より
保育施設及び職員の
拡充の必要性、高校生
大学生を持つ親の家
計負担対策について

１．月額２６，０００円の手当てを支給しても、１００％子供のために使用するとは限らないた
め、不足している保育所等の施設及び職員を拡充したり、保育料を下げる事の方が子育て
に直結したお金の使い方になるのではないか。また、地域の高齢者等を子育てに参画しても
らうことはできないか。２．教育費が無料の小中学生より、高校生、大学生を持つ親の方が
家計はもっと苦しい現実がある。こちらの方も政策を充実させるべきではないか。奨学金だ
けでは借入の繰延に過ぎず、高等教育は進まない。将来の日本を背負う子供若者のために
（親ではなく）お金を使わなければ少子化は急速に進む。文字制限のため、ここで終わりま
す。

54 42 女 主婦（夫） 東京都
自分の生んだ子供は、
自分で育てる。

「子育て支援」という言葉の後ろには、働くお母さんの為により働きやすく、という意図が色濃
くあるように思えて仕方ありません。働くお母さんが子供を生んだら、朝早くから夜遅くまで預
けることのできる保育園にすんなり入りやすくするサポートより、自分で育てる時間を多くす
るサポートにはなぜならないのでしょう？自分の生んだ子供を自分で育てる時間の中で、親
は責任感と忍耐力がつきます。今の時代は、子育てより、母親育てを中心に考えないと、小
学校の先生が要らないご苦労をすることになり、教員に良い人材が確保されにくくなると思い
ます。良い学校環境を作るためにも、親子分離の方向に支援が向くのは好ましくないと思え
てなりません。

55 35 女 主婦（夫） 神奈川県 少子化対策への意見

出産後働く意欲があっても、妊娠中のトラブル、不妊治療などで会社を辞めざるを得なかっ
た人は、産休育休を取った人に比べて、金銭的な補助、認可保育園入園の優先順位などで
非常に不利であり、結果としてその子供の教育格差を生んだり、第二子を望めないという状
況があると思います。また、高度不妊治療は金銭的な負担が大きく、１０組に１組は不妊カッ
プルである現状を考えると、医療保険の適用が少子化対策として必要だと思います。

56 41 男 会社員 埼玉県
地域ぐるみで取り組む
子育て

埼玉県所沢市在住ですが、市立幼稚園・保育園が廃止の方向で進んでおります。市立のよ
さを財政面ではなく、地域の活性・健全化と捕らえるべきではないでしょうか。娘を通わせて
いた●●幼稚園では、近隣のお年寄りから歌や手遊びを習ったり、一緒に遊んだりと、保護
者の参加も積極的で子供の非行防止や近隣とのふれあいにとても有効に作用していたと感
じます。利益目的の法人に対する補助金は、地域づくりには活かされないと感じます。子供
が安心して育てられる環境は、金銭支援だけでは無理ではないでしょうか、地域から育てて
いくべきだと考えます。

57 36 男 会社員 神奈川県 出産費用について
検診の補助は出るものの、それでも多額の費用がかかります。「子どもは国の宝」と言うの
なら出産に関しては、検診含め、無料にすべきです。
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58 37 女 主婦（夫） 広島県
すべてが少子化対策
につながる？

年金問題、医師不足問題等結局は子供が少ないから（少なくなっていくから）深刻になってい
ると思う。子供手当をするなら一人目より二人目、三人目にと増額した手当がいいと思う。子
供の人数が増えると親の出番が増え家庭への負担も増す。子供が欲しくて産めない人には
悪いと思うが、将来は今いる子供をあてにするのだから理解していただき、課税してもおかし
くないと思う。子供が少ないから、共働きで、と贅沢をしている人もいるのだから。

59 30 女 その他 神奈川県 子供手当、不妊治療

現在パートで働きながら不妊治療している者です。子供手当の現金支給反対です。それより
保育園や学童保育をもっと作るべきだと思います。それにどうして私達のような子供が欲しく
て頑張っている人達から増税してお金を取るのでしょうか。私達にはどうせ子供が産めな
い、だから自然に出来る人に産んでもらおうとでも思っているのでしょうか。今既に子供がい
る人がこれから先何人も生もうなんて考えないと思います。給食費を払わない親、虐待して
いる親にも支給なんて考えられません。私は本当に子供が欲しいです。その通院の為に迷
惑をかける為正社員を辞めやっと見つけたパートで働いています。もちろん助成金は感謝し
ています。でも私達のような人にももっと目をむけて下さい。一部でも構いません保険適用を
お願いします。

60 38 女 主婦（夫） 大阪府 不妊治療

不妊治療での保険適用はムリなのでしょうか？１回の体外受精で７,８０万はかかります。不
妊治療の専門医に行けばたくさんの人で待ち時間が総合病院並みです。これだけ不妊治療
してる人が多いのに、なぜ保険適用にならないのでしょうか？せめて３割でなくてもいいの
で、５割、６割でもいいので料金を下げて治療できないものでしょうか？料金が下がれば、２
人目３人目を考える人も少しはＵＰするんではないでしょうか。産まない人は一生子供を産ま
ない選択するけど、産みたい人は貧乏しても２人、３人欲しい人もいます。

61 26 女 主婦（夫） 神奈川県
子どもと大人ともに幸
せに暮らすために

子どもが、幸せになるためには、まず大人が幸せでして欲しい。子どもたちからの願いです。
そのために、まず安心して子どもが産める環境が必要です。妊婦検診にかかるお金や、安
心して産める病院の保証を充実させて欲しい。 次に安心して、子育てが出来る環境。保育
園や、幼稚園に思うように入園できなかったり（待機児童）、保育料が高すぎたり。小さな子
どもを持つ親たちは、まだ若くて、たくさんの給料をもらっていません。 安心して、生活できる
地域ネットワークづくりの充実。母親が、一人で育児を背負い込み、ノイローゼ・うつ・虐待な
どが増えているので、地域のネットワークを充実させ、先輩ママさんたちで、若いママさんた
ちを支えて欲しい。 子育て中の親たちが、笑顔になれば子どもたちにも笑顔になり、子ども
も大人もともに幸せになれるのではないかと思います。

62 30 男 その他 沖縄県

求職者の子供が退園
させられると「求職活
動の足をひっぱら
る！！」

私は求職者で、毎日ハローワークにいって、面接受けて、就職に有利な資格を勉強していま
す。ただ、求職期間が３ヶ月以上だと「子供が退園」させられます。ハローワークには行けな
いし、どうしたらいいんですか？？無認可保育園も入所が難しいし、保育料が高い。私のよう
な求職中の弱者にとって、つらい現状です。どうにかしてほしい。

63 41 女 自営業 東京都
保育所無くして両立無
し、両立無くして出産
無し

今年第３子を産みました。上の子の時より待機児が増えています。保育所だけ作っても駄目
だ、といって、保育所作りがおろそかになっているのでは？でも、保育所に入れなければ、自
分の社会生活全てを捨てる覚悟をしなければ産めません。預けたい全ての人が保育所に入
れられることが、少子化対策の出発点です。保育所を作らずに意識改革だけしても駄目で
す。少子化が進んでも、就労率が上がれば保育所ニーズは増えていきます。緊急対策だけ
でなく、中長期的な対策も望みます。質を落として量を増やすのではなく、質を維持して量を
増やして下さい。

64 36 男 会社員 埼玉県
次代を担う子どもへの
取組みと関係する地域
団体の地域学

親学のように地域学の必要性、青少年育成行政には不足しているものや若い力を創出しよ
うとしない大人が未だに多く、青少年育成国民会議やＪＩＶＡなど、次代を担う子ども（幼児期
から青年期）までを担い人の繋がりを大切にし幅広い事業を展開していた組織も解散。弱体
化していく行政外郭団体など青少年育成市町村民会議は、次代の後継者育成と次代の子ど
も達が参加意識を高揚するものがなかなか見出せない現状を調査検討が必要。

65 36 男 会社員 埼玉県
子どもの声が届かない
子どもの居場所作り

少青年や子育て世代が様々な生活環境・子育て支援行政サービス面・地域教育など問題に
日々に直視し、地域で細々と活動しても放課後子どもプラン等事業見直し議論が行政から
苦言するのはなぜか。子どもの目線で話せる大人が減少の中、子どもの気持ちを傾聴し、
子どもの声を拾い反映し、行政に提言しても事業や施策で左右されてしまう子どもの居場所
作り。私たちが熱い情熱と気持ちで活動していくことが出来るか非常に不安。

66 27 女 その他 高知県
今後の子ども・子育て
支援策へのご意見

現在の子育てのための支援は本当に日本の未来のための少子化対策になってないと思う。
ただ生んだらいいのではない。きちんとした教育を受けさせることのできる家庭だけが子供を
作り、育てなければ、生活力もないのに子供を生み、困ったら国への支援を求めるという形
が増えていく。一番不幸なのはその家庭に生まれた子供だと思う。少子対策といって子供
を！ではなく、私たち大人の社会を、まず雇用問題などからきちんと整備、結局は足元をすく
われると感じる。

67 50 女 その他 東京都
労働基準法、育児休業
法、雇用機会均等法等
の厳守がＷＬＢの鍵

制度としての法律は整備されてきているが、労働基準法はもとより、育児休業法、雇用機会
均等法が遵守されておらず、機能していないことこそが問題だと考える。改正育休法では、
罰則が強化されるが、これを機会に労基法、均等法も罰則の厳格な適用により、違法な長
時間労働や育休切り・産休切りの根絶を目指せばずっと男女ともに仕事と家庭の両立が可
能になるだろう。参考

68 39 男 会社員 兵庫県
公立高校無料化はヤ
メロ！

公立高校の無料化よりも、先ず保育園・幼稚園の整備が先だと思います。若い親に安心して
子供を生んでもらい、共働きも出来るようにすることにより少子化対策にもなると思います。
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69 35 女 会社員 埼玉県 育児手当
育児手当は、第1子、第２子、第３子で金額を変えるべき。なぜなら経済的な理由で第３子を
あきらめる人はいても、第１子をあきらめる人はいないから。第３子には特別に手厚く、大学
の費用まで負担するのがよいと思う。そしたら私も3人目を産みます。

70 36 男 会社員 埼玉県 育児手当
現金を支給するのではなく、大学までの授業料を無料化にしてほしい。経済的な理由で進学
を断念する子供をなくすために。現金支給では、それで沖縄旅行に行ったりローンの返済に
あてたりしていて、意味がない。所得制限は設けるべき。

71 35 女 会社員 埼玉県 医療費

高齢者も含めて、医療費が無料は絶対にだめ。薬代の1割でも負担すべき。きちんとした医
者は保湿剤は出せないというが、適当な医者はローションをやまほどだす。どちらに医者に
行くと思いますか？　きちんとしたお医者さんが割りにあいません。無料ではありがたみがあ
りません。いくらかかっているのかを実感するべきです。

72 35 女 会社員 埼玉県 教育費
私の町では、圏央道開通記念行事に1000万円の代予算がある一方で、体育館は予算がな
いため雨漏りのまま。主人の会社は国技館でやっていた社員総会を中止しました。景気が
回復するまで、記念行事とうは中止し、医療・教育・福祉にまわしてほしい。

73 26 女 会社員 東京都 こども手当について

こども手当への財源はなんでしょうか？私たちが働いたお金からでているかと思うと複雑で
す。少子化といえど、それぞれの家庭の金銭面も状況で子供を産むのだから、手当がでなく
ていいと思います。自分の子供は自分たちで養っていくものです。社会全体でのような考え
方には賛成できません。最近の親は、子供さまさまになってしまい、マナーやしつけもなって
いないのですから。

74 44 女 主婦（夫） 北海道
保育園，乳幼児医療費
助成，

北海道在住です．東京都２３区では中学卒業まで，医療費助成を受けられるそうですが，こ
ちらでは何と３歳までです！これは不公平だと本当に思います．保育園も同じです．待機児
は軽く１００人を超え，登録すらさせてもらえません．これって変ですよね？同じ日本国民で
税金を払って，なのに，同じ権利は与えられてないんですよ．どうにかして下さい．これから
の政治に期待しています．

75 25 女 学生 山口県

子どもの一時預かりや
精神的な支えとなる場
の増加と専門性の向
上

地域の力で子どもを成長段階的にトータルに育てていくためのしくみづくりを希望します。具
体的には、各地域に乳児から学童の保育、そして忘れられがちな中学高校大学生の心の支
えとなる場が当たり前にあるという発想を定着させることと、それを担う真に力のあるリー
ダー養成が必要になると考えます。現在の家族や子どもを取り巻く状況では、外からの風が
入りにくい側面があるため、一度悪化の一途をたどると、そのひずみは子ども言えば青年以
降に出る可能性が高く、それゆえの現代社会の問題につながっています。その予防と、家族
を構成するあらゆる年代の健康という視点からも、各地域に専門性の高い支援団体を作る
必要があると考えます。次世代を担う敏感な若者の中には、現在の学童保育の質や鬱積し
やすい家族問題を危惧し、地域で子どもと家族を育てるという新たなモデルを探り始めてい
る者もいます。長期的な視点にたって、次世代の家族支援の真のリーダーを育てるために
も、海外のモデルを取り入れるための修学支援制度も必要だと思います。

76 28 男 会社員 東京都
今後の子ども・子育て
支援策への意見募集
について

子育て支援も大事だとは思いますが、私のような若者を救う政策もあわせて考えていって欲
しいと思います。確かに次世代を担う子供は大事だと思いますが、今の時代、子供をたくさ
ん作るという時代でもないと思うので、無理に増やそうと政策を設けたとしても、徒労に終わ
る可能性があるのでは、ないかと私は思います。

77 39 男 会社員 熊本県 子どもを増やす

『子育ては楽しい！』をガンガンＰＲする。移民受入より、結婚して子どもを生んでもらうほう
がいいと思います。そのために、将来にわたり安定した収入があることが望まれます。介護
等、成長産業分野の職業訓練・政策に予算を重点配分し、結婚適齢期の雇用創出。核家族
の心的負担軽減。認可保育園数を増やし待機児童０へ。保護者会長・次世代育成委員を委
嘱され、200字で書ききれない、多くの生の声があることを実感しています。

78 33 男 会社員 長崎県
子ども手当で安心なの
か？将来の教育費が
心配なんです。

子ども手当で有権者にばらまくよりも、高校の授業料無料化のように直接学校、教科書代、
大学授業料などへ使うことで、子どもの教育費を税金で払う方が効率的で、子どもの教育費
の心配がいらず、みなさん納得安心すると思います。

79 42 女 その他 大阪府
子供支援対策につい
て

子供が安心して住める社会への実現を祈念しています。早急に公聴会などでの活発な議論
とテーマ選別を希望します

80 29 女 主婦（夫） 千葉県 子ども、子育てビジョン

公立高校授業料の無料化が叫ばれている現在、高校よりも幼稚園の学費が最も高額な現
実をどうにか変えて欲しいと思う。子どもが入園するために必要な経費は、１０万を超える。
そして毎月の月謝が必要となる。これはお金が無いものは、幼稚園にもいけないという現代
の格差であると思う。いくら助成が出るとしても、全額無料でなければ、幼稚園から広まって
いるこの貧富格差は歯止めがつかない。幼稚園も無料化の方針を打ち出して欲しい。

81 43 女 主婦（夫） 東京都
子供手当、配偶者控除
廃止について　小学生
２人幼稚園１人家庭

配偶者控除住民税からも廃止になると、簡単に計算しただけで我が家では、児童手当２４
万、幼稚園助成約１８万、子供にかかる医療費年間約３０万、これが一気に無くなる上に、所
得税、住民税の増税です。社会保険料も増ではないでしょうか？子供手当では賄えません。
今のままの方が負担が少ないです。主婦の就職も厳しい上に、保育園も入れません。このま
まではどんどん格差はひろがります。もっと全体の税、助成金など考慮して決めて下さい。
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82 27 男 会社員 香川県 少子化対策について

子どもの多い国を見ると、発展途上国が多い。理由はなぜかわからないが、現在の日本は
情報や娯楽、遊びといったことが非常に多く存在し、子作りがしにくい環境にあるのかもしれ
ない。また二人以上出産しても扶養手当がほんの少しつくくらいであるのも現状である。出産
しやすい環境と子育てをしやすいよう補助金を出すなどの制度を確立してもらえればと思う。

83 29 女 公務員 愛知県
三人乗り自転車の購
入の補助

２人の子持ち（１歳と３歳）の母です。上の子を保育園へ車でお迎えに行くと駐車場が少なく
てとめれません。晴れの日だけでも自転車で行きたいのですが、３人乗り自転車は６，７万
円するので手が出ません。（ずっと使えればいいのですが、３、４年なので）安く購入またはレ
ンタルするための補助金を出してもらえると大変助かります。

84 35 女 主婦（夫） 東京都
出産一時金引き上げ
に対しての便乗値上げ
について

一時金が引き上げられても産院のほうで出産費用を値上げするので結局自費負担が増える
という本末転倒な結果になっています。出産費用の値上げについて制限を設けるなど、何か
手立てをしていただかないと少子化対策にはならないと思います。

85 42 女 公務員 福岡県
子ども支援について
（子育て支援ではなく）

子どもの権利に関する条約の締結により、現在全国の複数の市町村で子どもの権利に関す
る条例が制定されたり、検討中である。しかし、本条約に流れる精神（簡単に言えば「あなた
はあなたのままでいい（存在の承認）ということ）を適切に酌んでいる条例は少ないと思う。そ
れは、国会の会議録を探しても、議員でさえ、また官僚でさえこの条約の精神を正しく理解し
ているものは少ない（かまたは、公の席で語られることはあまりない）からではないか。国が
この条例をどのように理解するか、ぜひ公にしてほしいと思います。子育て支援も必要だ
が、子ども支援のおくれは、この国では危機的だと思う。このことについては、お金より国の
姿勢を示すことが大切だと思う。

86 49 女 公務員 三重県
学童保育にかかる地
方自治体の公的責任
を明確化してください

現在、三重県では保護者が主体となって運営されている学童保育所が主体で、直接の設置
者であるべき市町は、最低限の補助金を給付するにとどまっています。３６名～７０名の中規
模学童で補助金は国の基準の約２４０万円にとどまり、県単はおろか、県庁所在地である津
市は市単の補助もありません。指導員の労働条件を保証するため、賞与の支給や社会保険
の加入など、保護者で構成する運営委員会は努力を重ねていますが、正規指導員１人分の
給料にも満たない補助金では、本当に苦しい運営を強いられています。どうか、指導員の労
働条件を向上させ、長期に子供たちを指導していただける体制を作るため、せめて指導員
の給料や事業所の社会保険料負担に加えて、施設維持費（光熱費等）に見合うにみあう補
助金の給付を地方自治体の責務としていただきますようお願いします。

87 29 男 会社員 埼玉県 子育て支援について

義務教育で小中学校の教育がしっかりとしていますので、そこから子供が転落しないように
しっかりと道を造るべきと思います。教科書などの必要経費はもちろん、一時期話題になっ
た給食費の支払いも公の負担にして変なところでのいざこざやいじめをなくして、しっかりと
教育を受けられる体制を作るのが重要だと思います。

88 37 男 会社員 神奈川県
少子化社会対策の趣
旨が違う

少子化対策は、少子化に対応した（＝子どもが少なくても良いような）社会をどうつくるかで
あって、産めよふやせよではないはず。現大綱の「少子化の流れを変えるため～」は根本的
に勘違いしていると言わざるを得ない。国会でも指摘されていることなので、見直しが必要と
思います。例えば、平成19年2月21日 衆議院 内閣委員会での泉委員の答弁がとても参考
になると思います。残念ながら、主婦もご老人も足腰立つものは皆働けの時代に突入したと
認識するしかありません。

89 31 男 自営業 東京都 子供手当てについて
子供手当てが現金支給では、本当に子供のために使われるかわからない。子供のための
サービスや買い物にのみ使えるクーポンを発券して各家庭に配るべき。

90 31 女 その他 愛知県
仕事と家庭の両立支
援と給食費

まず、ワーキングマザーとしての意見として、職場には理解のある方が少ないのが現状で
す。そのため、小さい子供がいることにより、病気などで仕事が滞ることもあります。雇ってい
る側にとってはデメリットが多く、働いているものも肩身が狭い。何か、子供を持っている女性
が何人か働いているところには、企業的にもメリット（会社についての税金減額など）あるよう
にしていただけると、働きやすくなるのではないかと思います。また、０歳児でも、６ヶ月から
の受け入れはあるものの保育園での受け入れが少ないため入れなかったり、産休のみで働
く場合には、2ヶ月からの受入がないため、預けるところに悩まされます。２ヶ月からでも受け
入れていただけると、助かる働く女性も多いかと思います。受け入れが無理であれば、託児
所の利用証明などで、補助金を出すなど対策を取られたほうがいいように思います。その場
合は住んでいる市以外でも許可を出していただけると助かります。（職場が市外の方が多い
ため）私も含めて実際、子供が１歳までお休みが取れる方は少ないと思います。現在子供が
保育園に入っており、給食費もきちんと支払いはしておりますが、給食費については、回収さ
れない問題が多く、これこそ税金から出していただいたほうがうまく進んでいくと思います。

91 23 男 学生 兵庫県
今後の子ども・子育て
支援策への意見

まず、今後の子育て支援においては、保育所、幼稚園の拡充が必要かつ不可欠である。次
に、子育てが家族みんなでできる社会を作っていくことも重要であろう。特に父親が子育てに
参加できるような環境を整備していくことは急務だと考える。
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92 33 女 主婦（夫） 東京都
子育てを楽しみたい母
親の権利も忘れないで
ください

子育て支援策といえば、保育所の待機児童解消の話ばかりが取りざたされる傾向にありま
すが、主婦という立場で、子育て期は子育てを楽しみたい、子どもの成長を一緒に見守りた
い、という母親の支援も忘れないでください。子育てを楽しみたいと思っていても、幼稚園に
行くまでの３年～４年の間、毎日をどう過ごそうかと思い悩んでいるお母さんは沢山います。
ささいなことで悩み、誰にも相談できずにいる人もたくさんいます。私はプレイセンター●●●
という育児支援の自主サークルに入っていますが、ここに通っていなかったら子育てに煮詰
まっていたと思うことが多々あります。市内には児童館や乳幼児の親子を支援する施設はあ
りますが、そういった行政が設置した場所では得られない経験ができています。プレイセン
ターはまだ日本では認知されていませんが、このような活動が全国に広がることを願ってや
みません。

93 42 男 会社員 静岡県 子ども，子育て

子どもが生まれ育つためのコストがかからず，生まれてきた子どもが最低限の生活・教育を
受けることが出来る社会を望みます．そのために　　・出産費用の無償化・幼稚園から大学
までの学費無償化・男性の育児休業の取得促進・長時間労働の抑制と有給休暇の取得促
進・待機児童の問題解消（保育の質の担保必要）・児童扶養手当の父子家庭への支給・正
規雇用・非正規雇用の差をなくす(同業務＝同給与)　　を望みます．

94 35 女 その他 愛知県 生む資格について

接客業をしているのですが頭の悪い母親が多過ぎて子供達が可哀想です。常識の欠如した
親に私のような「生まない派」の税金が使われているのは腹立たしい限りです。そんな親が
育てた子供達が将来国を壊すと思います。数だけ増やせばいいってもんじゃないですよ！子
育て支援より学校で「常識」「対人（道徳）」などに力を入れるために私の税金を使って欲しい
です。子育て支援には本当に腹が立ちます！

95 32 女 会社員 神奈川県
（15）放課後対策を充
実する について

私は、横須賀市在住の2年生と4年生の子供を持つ母です。母子家庭のため、学童保育に子
供を預けています。今年度、学童の役員をさせていただき、本当に感じたことが下記です。
保育園と違い、保育料の高さ（１人２万円）と民設民営のため保護者が運営をしているため、
保護者の金銭的・時間的な負担はとても大きい。本当の仕事をしていて、サイドビジネスで
会社を持っているような感じです。人事・総務・経理全てを保護者が行っているのですから。
私が住んでいる横須賀市では、補助金制度で運営を行っておりますが、補助金をもらって運
営するのは本当に大変です。是非、保育園のように公共の手で（国や地方自治体）学童保
育を運営してほしいです。よろしくお願い致します。

96 51 女 研究者 長崎県 子供手当の財源

子供手当の財源を得るために扶養控除をなくすとのこと。子供のいる家庭で最も子供に費
用がかかるのは大学生を持つ家庭です。その家庭からの増税分を子供手当の財源の一部
にするという発想には納得できません。所得制限無しの子供手当であるならば一層の不信
感がつのります。

97 40 女 主婦（夫） 大阪府 少子化対策について

少子化対策の一環として不妊治療の保険適応が挙げられており、治療している者にとって
は一筋の光が見えてきて大変うれしく思っております。かといって、限られた予算を考えたら
保険適応の範囲を設定するのは本当に頭が痛いことだと思います。私も全ての治療に適応
して欲しいとは望みませんが、できれば注射と投薬、検査の適応範囲を広げていただきたい
のと、体外受精の助成金の対象を年2回、通算5年間じゃなくて、連続して10回に変更してい
ただけないでしょうか？私のような年齢の場合、時間が勝負なので助成条件に合わせて体
外受精をすることは非現実的で、妊娠判定が陰性の場合すぐにまた治療を再開するので、
金銭的にとても辛いです。なので、条件の改正を考えていただけないでしょうか？

98 39 女 主婦（夫） 長野県 幸福度アップ
子育て個別給付よりも、教育費と医療費の無償化早期実現を望みます。日本が欧州並みの
先進福祉国家となり幸福度アップに繋がります。

99 35 女 会社員 埼玉県 教育費

未就学児に対する子育て支援はすごく良くなっていると思う。しかし非常に問題になるのが
教育費であり、高校、そしてそれ以上に大学進学に莫大な金額がかかる。公立大学も授業
料など急激な勢いで上昇しているが、なぜ私立と一緒にしようという試みがあるのか？公立
こそ、努力した人に対してかなり安く通わせてあげられるよう、配慮があるべきかと思う。今
のままでは、生涯収入から考えて、子供の人数を諦めるほかありません。

100 35 女 会社員 埼玉県
親として働きやすい環
境づくり

まず、本当に平均的な世帯収入の家庭を思って政策を考えているのであろうか、疑問であ
る。教育費に莫大なお金がかかるのに、働こうと思っても満足に預けるところが見つからな
いという人が多いかと思います。手当てとして資金を渡しても一時のこと。それよりも母親・父
親として、安心して子供を預けられることができ、長く働いていける環境を作ることの方が大
事ではないのでしょうか。

101 49 女 公務員 神奈川県
学童保育所の指導員
の資質の向上と雇用
確保について

高学年児童が「学童保育所はつまらないので、行きたくない」という現実があり、児童を託児
するだけの能力しか求められない人しか募集しても集まらない。民間民営で採用しようとす
ると能力のある指導員に対して県内の最低賃金しか指導員に対して保証できない。学童に
は家も貸してもらえないし、賃貸料が高額な古家で地域住民から反対の声があがる。子ども
を大事にするということは子ども手当を支給することが必ずしも支援ではないと思う。学童保
育所の質を上げることに取り組んでほしい。
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102 36 女 その他 神奈川県
女性が働き続けるため
に必要なこと

育児をしながら働いている女性に直接必要事項を毎年各企業・年収別に調査してください。
仕事・育児・家事をこなしているため役所などに意見をいっている余裕がありません。要望が
ないのではなくいう余裕がないのです。直接の聞き取り調査を無作為に行い行政に反映させ
てください。年金を一元化し共働き夫婦が年金受給が一番少ないという不公平をなくしてくだ
さい。子育てを行った世帯には子供の数に応じて年金受給を増やしてください。また、保育・
ベビーシッターの育児費用分は、税金の返還をしてください。今の日本は、子供のために何
かするということは、減給となります。企業側が育児をさせる余裕がないなら、国が育児を補
償してください。年金の上乗せがあれば、子供のために減給になったとしても不安が軽減さ
れますし、将来の国を支える人材を育てた権利だと思います。また、全国の幼稚園・保育園
を急いで一元化してください。無条件で全ての家庭に、保育・幼稚園機能が受けれるように
変更をしてください。子供によっては、０歳からフルタイムで働ける場合もあれば、３歳からで
ないと無理の場合もあり、今の０歳から保育園にいれなければならない状態は難しい場合が
多いです。選択の幅を広げてください。学童保育を大幅に増加してください。少なすぎです。
学童機能を小学校に追加し、親が迎えにいけるようにしてください。小学校に教師ではない、
塾・その他習い事を受けれるようにしてください。

数年前に、私（夫）職場で子供の育児のために育児時間2時間免除の制度を活用しようとしたが上司
から（数年前定年）「奥さんのほうでやれないか？」「何で君の家庭のためにうちの職場が2時間免除
しなければならないのか？」といわれた「育児は奥さんだろう、共働きをしなければならないのか？」
遠まわし的に妻の仕事をやめてもいいのでは？という（昭和的な）意見だった。　職場の視線が冷た
い中私は2人の子供を保育園送迎を行った。しかし、今5ヶ月の娘がいるので半年後またあのつらさに
耐えなければならない。数年前なんと年配の人間は男尊女卑なのだろうと感じた。育児を通して、保
育園でも育児で離職しなけらばならないママさんも多く、育児休業1年では無力なのを感じた。短時間
勤務が6歳まであれば子供も増えるし、ママさんたちも仕事をやめなくてすむ。その後低賃金のパート
になりローンや育児に彼女らは人生の損失を感じているもの判った。一方で妹市役所に勤務している
が、職場では制度が充足して離職もなく3年間育児休業が可能・短時間勤務宗学時まで、十分ワーク
ライフバランスが整備されている。・・・・この差は何なんだろうと感じた。今後の方向として、法整備で
「短時間勤務が実施される方向」であるが、実際妻の会社でも、業務は減らさず、給料は減らして嘱
託員・パートになれとかの方向、勤続年数や職給などにもマイナス反映（2時間）カット分の給料・ﾎﾞｰﾅ
ｽの減はやむ終えないがﾜｰｸﾊﾞﾗﾝｽの趣旨がなされたいない「努力義務ではなく義務ではなく、原
則！」運用が大切。ぜひこれを当たり前にして日本中に普及させてほしい。それと、3年間の短時間勤
務では「少子化は改善できない！」十分制度にすれば「官公庁同等の3年間育児休業可能（1年目以
降は、休業費40％→減額20％でもＯＫ）＋就学時6歳まで＋1年生の1学期までの短時間勤務可能」が
ワークライフバランスと一番少子化に反映できる。児童手当ての部分を改良しても子育てができなけ
れば子供は増えません。

それと1人目の不妊治療に施策集中よりも2人目3人目、4人目の子供をたくさん持つ家庭に背策をシ
フトしたほうが効率がいいと思います。また、短時間勤務を行っても、減額された人件費での労働補
強を行わなければ、本人が過剰労働になるか、職場のメンバーに仕事が振り分けられてしまう。短時
間勤務実施に伴う労働補充の届けも義務化しなければ職場のイジメデ離職してしまうたとえば「パー
ト2時間を雇用」「壓忙期に3ヶ月派遣を雇用」「退職者の再雇用4ヶ月」など届けを出させないとﾀﾞﾒ、、
また夜勤・当直なども禁止の書面提出も保管すべき・罰則も法整備では必要でなければ単なる人件
費削減+過剰労働になり育児両立は無理。今回の法改正が少子化に結びつくには前記の改善点が」
必要なのは2年後ぐらいに判明します。しかし、団塊の世代ジュニアの女性の子供を生む期間にピー
クは過ぎてしまいます。時限立法で言いのいいので5年間今の案を通すことができれば飛躍的に出生
率は向上します。同時に核家族化でなく同居家族の育児手当を改善すれば（1万円→2万円）結果、
祖父母（住宅関係では同居施策あり）の支援が受けられ結果少子化対策になります。また、子育てを
3人もしくは4人以上行い小学校に就学させた母親には1-2年の職業訓練の受講もできる施策（失業
者と同等扱い、訓練-就職斡旋）にすればキャリアの損失と考え1人しか子供を生まない女性は減少し
ます。児童手当も失業手当も社会で子育て支援・次の労働人口を備えるためにも国民+企業で支える
仕組みと考えています。出産人口の多いのは現在です時間がありません時限立法で5年間の運用を
希望したいです。最後に少子化対策のデーターには公務員はモニターとして除外してあります。公務
員はモニターにはなれないのでこの群は育児休業などは100％復帰も1! 00％なのです。絶対に少子
化対策は手当て支給ではなく３年の育児休業が特効策です、１人目は３年２人目は４年３人目は５年
などの育児休業にでもできれば、休業中の欠員の補充で雇用が増えます。休業中は「子供手当ても
今回十分に配慮したので育児休業手当ては30-50％ダウンでもいいかもしれません。」労働保険で少
子化の対策も重要です。そうすれば国は負担が下がります労働者企業で少子化支援ができるので
す。最後に手当てでは大きな少子化対策としては改善できません。ワークライフバランスと企業の取り
組みと国の法整備.指導だけが改善策と考えています。

104 32 女 会社員 東京都
国の借金を背負わせ
ない

「まずは、子供たちに日本の借金を背負わせない。」これが、子供を持つ人も持たない人も共
通して取り組める、テーマだと思います。これを前提とした上で、「高等教育の教育費につい
て子供本人に現物給付がなされる」ような施策を行って欲しい、と思います。母子家庭に対
する給付や低所得家庭に対する給付を手厚くし、子供手当てについてはは所得制限を設け
た方がいいと思います。

105 17 女 学生 京都府 塵も積もれば山となる

子供のいる家庭に補助金を出すというマニュフェストが出ているが、個々の家庭に少ないお
金を出すなら他の大きなことに使うべきだと思う。数万くらいでは何もできないが、それが集
まれば、大きなお金になるのだからもっと重要なところに使えると思う。そのような所を考えて
いってほしいと思う。

106 34 女 会社員 東京都
派遣社員でも育児休
暇が取れる様法律で
義務化してほしい

現在派遣社員で4歳の娘を保育園に入れて働いています。二人目を強く希望していました
が、派遣社員の場合育児休暇を取る為の条件が幾つもあり、正社員ほど容易に取れる環境
にありません。派遣社員の契約期間は1ヶ月更新、3ヶ月更新と短い。契約途中の雇用契約
終了が現場ではいくらでもおきている等、派遣社員の雇用環境の問題点は多数山積みで
す。これでは、派遣社員で勤労している女性は多数いるものの、希望していても子どもを持
つことを断念せざるを得ない人が多数でてきてしまいます。現状、私も含めてその様な人が
回りに多くいます。どうか正社員のように派遣社員も勤労しながらもっと容易に妊娠し、育児
休暇が取れる制度、仕組みづくりをお願いします。

愛知県

少子化は手当ての支
給では改善しない、働
き方・育児休業期間を
見直せば改善する。

103 43 男 会社員
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107 36 女 会社員 東京都

子供手当の所得制限
を設けるべき　私立に
相当するレベルの高い
国、公立の中高校を増
やすべき

例えば1000万円くらい年収が有る人は子供手当がもらえなくても、二人くらいの子供を育て
る余裕があるので、子供手当の所得制限を設けるべきです。国が借金して、金持ちに子供
手当を配る、こうする必要はありますか。ちなみに我が家には11歳のこどもがいますが、莫
大の借金が彼ら将来の負担になること、それが心配です。また、公立高校の授業料無料化
よりは、学力レベルの高い公立校を増やすべきです。今は筑波附属のような学校の数が少
なすぎです。日本はグロ―バル競争に参加しているわけですので、公立小、中、高に学力競
争がなくては、国際競争に勝てません。補助、悪平等をすることは国民の怠けを助長しま
す。

108 32 女 主婦（夫） 愛知県
発達障害児の支援拡
充

療育センターなどでトータルのケアを受けるようになっている現行のシステムは、地域で質や
量に大きな差を感じる。また、お金を出してもらえる子ども（親の収入・情報の格差）と、そう
でない子どもでの格差があると実感している。個人でお金をかけると出生数を減らさざるを
得ない。将来、納税者としていくために行政による乳幼児からのサポートを手厚くしてくれる
と、もう一人くらい産む気になる。

109 48 男 会社員 東京都
扶養控除無しと子供手
当ての件～よく絵図を
描いてほしい

扶養控除廃止して子供手当充実の件。今の扶養控除以上の旨味がありますか。名を替えた
だけで同じか以下のように受け取れます。子供手当はそれ以上の特典はありますか？もし
同等以下なら、財源の出どこが同じなら無意味です。子供手当て中学までで扶養控除なしに
すると高学年持つ世帯が増税で一番苦しい世帯に負担が来る。子供作っても出口が苦しい
から少子化になること分かってないのか。誤魔化さないように。
追伸、少子化対策、子供持つ、産みたい世帯の活性化するアイデアを持ってても、２００文字
では説明できません。世間の声は頭が固すぎてと厳しい意見出てます。ことを言っておりま
す。

110 35 女 その他 広島県
保育所　最低基準廃止
案について

政権交代では、自民公明の生活を圧迫する政治から開放されると大いに期待をしていま
す。私は、8歳と6歳の子どもの親です。二人とも保育園でお世話になりました。保育園は保
育士さんが、専門の知識を持って子どもの育ちを支えてくれる場所です。保育士の力量を支
えるのは最低基準に守られた空間と程よい子ども集団だと思います。子ども達の健やかな
育ちを保障する政府の責任として最低基準を残して下さい。宜しくお願いします。

111 68 男 研究者 兵庫県
「子ども・若者育成支
援推進法」との関連性
を明示下さい

「子ども・若者育成支援推進法」との関係性を明示し、より具体的に施策として実施する場合
の概念図を作成して頂きたい。ひきこもりらの若者の自立についての施策をより具体的に示
して頂きたい。担当者を明示して頂きたい。

112 40 女 会社員 大阪府
ワークライフバランス
の更なる推進

育児支援制度は企業で活用となると厳しい状況は相変わらず。長時間労働を美徳、評価さ
れる働き方が変わらない限り「産まない選択をする女性」が増え続けると感じます。長時間労
働の更なる是正を期待します。女性の社会進出を抑制する配偶者控除・第三号被保険者の
廃止。男性は仕事、女性は家庭ではなく「健康な成人は全員働く」になれば男性の長時間労
働は不可能となりワークライフバランスが必然となる社会になるのでは。

113 36 女 会社員 東京都
学童71人問題につい
て

日野市に住んでいる1年生に子を持つ保護者です両親共働きで上の子から学童はお世話に
なり大変ありがたいと思っておりますが、71人問題でとても不思議に思っております。国が今
回言っている子供の安全な育成のために70名以上の学童には補助金を出さないというのは
おかしいです。もし子供のことを思うのであれば70名以上の学童には国がもっと補助金を出
して精神的にも安全な体制を作らせるのが本当だと思います。そんなことだから日野市は補
助金をもらために71名以上にならないようパーテーションで2つの学童に見せかけて補助金
をもらうなんて！絶対おかしいです！

114 32 女 主婦（夫） 神奈川県 育児手当、出産手当

主人は官僚ですが、霞ヶ関周辺賃料高いので住まいは通勤１時間半です、帰宅は毎晩遅く
育児は専ら私、給料も大したことないのに仕事は多く、家にいないので子供もなつきません。
幼稚園や育児はお金かかり、毎月赤字、ボーナスで賄っていても、それも下がり、貯金を崩
すことも、今第３子妊娠中、少子化歯止めと思ってますが、実際今でも赤字なのに、出産手
当上がっても病院がどんどん上がっていて一人目二人目共に15万自己負担でした。育児手
当一人26000円所得制限あっても1300万以上位でお願いしたいです。共働きすると保育園
の送迎も急な熱も全て私がやることになるのでうつ病になりそうでやってません。キャリア官
僚の天下り、優秀な方ばかりなのに、銀行員、他の会社も天下りあるのに、叩かれすぎで、
妻の気持ちなんて高給取りの議員さんわかってらっしゃらない。みなさん公務員だから何も
言えず、でも日本のためにやってます。私は国交省にも航空業界でも勤務しましたが、航空
業界の方が割がいい、だから、転職してしまい、優秀だから官僚が他に行き成功するんで
す。官僚ぁ国をまとめるために地道陰で頑張ってます私も産める体だから３人頑張るし、お
昼はみんな妻が節約の為お弁当、夜６時に帰宅する周りのご主人が羨ましい。官僚は平日
お風呂に子供を入れた事ないです。昔の官僚のように給料よければ妻も不満ではありませ
んが、公立の学校も東大行かせる教育をしてほしい。安い給料のご主人はその分育児もで
きます。共働きになっても週に半分送迎してます。官僚は官舎に入れないと住宅手当も少な
いので通勤に時間かかる家を余儀なくされ、しまいには国会待機だの家に帰ってきてもらえ
ません。職場で誰かかけると他に迷惑かかるし。子供の物はお金かかります。オムツも毎日
何回も替えるのに100枚2500円、布は高い上にウンチで洗うのに水道代が４倍に環境に布
は意外に悪いです。

115 51 男 その他 鹿児島県
子育て支援策の生活
権益の保護効果

謹啓、御多忙中恐れ入ります。最初の文章書きが何故か消えた為、内容が変わるといけな
いのですが、最初の消えた内容が本当に近いと推定されます。子育て支援策により、生活
権益を情報保護法の施行にも関わらず情報を利用する事に因り、ストーカーまとわりつい行
為犯罪に影響を与え生活権益の経済的収入源情報を利用脅かし、支出を増大させる手口
で生活権益の経済的悪化、信用毀損を画策するグループ犯罪が噂されているようですが、
具体的はいると推察されます。この様な生活権益の時は支援策の有り難さが感されます
が、政府支援策が生活の窮地を助ける事も推定されます。敬具、●●●●
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116 36 女 その他 静岡県
子供のいない家庭にも
支援策を

私は今年入籍したパート勤めの主婦です。子供はいませんが諸事情で作ることを控えてい
ます。世間からは子供のいない夫婦は遊んでいると偏見されますが、子供を持たない理由、
持てない理由は色々あります。子供を増やせと言っているがこれじゃ余計子供が作りにくい
です。よって、子供のいない家庭にも支援策と環境を整えるべきだと思います。

117 48 女 会社員 岡山県
学童保育の拡充無くし
て、少子化は止まりま
せん。

安心して働きながら子育てができるように、学童保育の充実に力を注いでください。社会に
役立つ大人に育てるために私たちの声をしっかり聞いて机上の空論でなく、実のある制度を
作って下さい。

118 50 女 その他 北海道 学童保育について

高一と小五の二児の母です。子どもを民間の学童保育所に預けています。民間への助成金
は毎年削減されています。保育園は比較的保護されているのに小学校に入学した途端に支
援が薄くなっていると思います。子どもを取り巻く環境が悪化する中、親が安心して働ける子
どもの居場所が必要です。児童会館は居場所ではなく見守りの場所です。うちの学区は児
童会館があるにもかかわらず５４名の子どもが民間の学童保育所に通っています。ニーズ
がある所に予算を回してください。そうすれば少子化にも歯止めがかかると思います。宜しく
お願いします。

119 32 女 主婦（夫） 愛知県 働きすぎ
日本のお父さんは働きすぎです。だから少子化の問題があるのです。核家族で母一人で平
日は子育てしてるから虐待の問題もあるし、子供も増えないのです。現在私も3歳と1歳の子
の母親で精神的ストレスは半端ないものです。だから3人目はいりません。

120 32 女 主婦（夫） 福島県
子育てしながら働き続
けられる社会を

子育てしながら、働き続けるというのは大変です。ほとんどが母親の努力にかかっていま
す。母親だけが育児、家事を担うのではなく、父親、社会全体で支援する体制が必要です。
緊急サポートネットワークの委託金が減らされましたが、このような取り組みこそ、必要で
す。是非増額してください。

121 36 男 会社員 神奈川県 子育て支援について

・保育園・幼稚園機能の一体の推進（幼稚園の場合でも年収によって、支払う月謝の負担が
違うようにしてください）・学童保育機能の拡大　アフターキッズスクールのような団体を全国
に広めてください・育児休業を企業経由ではなく、国などに申請すると自動的に取得できる
機能。現在は、法律だけある状態で、実際には取得できません。企業側ではなく、国側に申
請すると取得できるようにしてください。・全国一律にて小学校までの医療費の無料・年金の
共働きが支払い金額が多いのに取得が少ないという格差是正・ベビーシッター、学童などの
子育て費用に対しての控除（いつできるのでしょうか）・病時保育・病後時保育の拡大・子供
が病気をしたときに、仕事を休んだ場合の収入保証と雇用保障・母子家庭と父子家庭への
格差是正をお願いいたします。

122 56 男 公務員 滋賀県
養成機関の設置（都道
府県単位）

平成19年4月に総合的な放課後対策を推進するため、「放課後子どもプラン推進事業」が施
行され、「放課後児童クラブ」を「生活の場」としている児童の健全育成を図る観点から、放課
後児童クラブの質の向上に資することを目的とし「放課後児童クラブガイドライン」が、厚生
労働省において同年10月に策定されました。このことから、「放課後児童クラブガイドライン」
の本文はもとより、策定の通知文の中にもあるように児童クラブの質の向上については、誰
もが願うところであります。本ガイドラインの「５.職員体制」の欄には『児童福祉施設最低基
準第３８条に規定する児童の遊びを指導する者の資格を有する者が望ましい。』とあります
が、児童クラブが担う役割を考えると次のような内容を学び・実習を経験しておくことが必要
であると考えます。・子どもの発達と姿に応じた指導員のかかわり?児童の内面のケアー?食
育?集団でのあそびや生活?障害児保育?保護者対応等々運営主体で独自の研修体系を作
成し、指導員の質の向上に努めているところではあるが、今日の子どもや保護者の状況か
ら難しい対応を求められることが頻繁であることから、一定の資格（学童保育指導者・国家
資格）を取得した者が「児童クラブ指導員」としての資格を得られる養成機関の設置が必要と
思います。

123 33 女 主婦（夫） 東京都
「子育て支援」のあり方
に、安易さを感じます。

世の中、努力しても生活に安定が保てない方と、努力を怠り安易な妊娠や出産及びダラシナ
い方もおられる事を理解していただきたいです。数字だけで判断ではなく、その昔、行政は
本当に苦しくても、医療費、保険料、税金等を生活が出来ないくらいの扱いでしたよね？私
自信もその様な家庭に育ち努力をし、また、その様な家庭に不快感も覚え反面教師にしてお
ります。本当の意味での「少子化」は、子育て支援だけではありません！！結婚して直ぐに
理解されない持病をわずらい、援助も受けれなく、私は子を産むことが出来ません。経済的
にも。一部の人間にしか目を配らず、少子化の、また不景気なのも、もっと核は在るはずで
すよ！！福島さんはわかっているのでしょうか？？

124 33 男 その他 神奈川県
放課後児童健全育成
事業の拡充について

放課後児童健全育成事業の施設面・運営面への補助の拡充をぜひとも推し進めてほしいと
願っています。加えて学童保育がその役割を果たす為に、必死にそこで働き続けている指導
員の労働条件や社会保障の現状を知り、国として子育て支援の基盤充実を図る点におい
て、その役割を担っている指導員の労働条件の向上も含め、配慮して頂ければと思います。

125 46 男 会社員 栃木県
小さな命を守る取り組
みを

大網の中で「生命の大切さ」を重点課題としているが、我が子は生まれて９ヶ月で保育園とい
う社会環境の中で亡くなった。保育士がきめ細かく見ていてくれれば死なずすんだはず。うつ
ぶせの状態で窒息死しているのに、保育園側は死んだ我が子が悪いというし、なんら責任
はないという。そのような保育施設を放置している国は、いくら少子化対策といっても、社会
が生まれた赤ちゃんを殺していては何もならない。保育サービスの充実といっても、我が子
が通っていた保育施設のように、園児が死んでも責任がないというような保育施設はいらな
い。もっと国や地方自治体が指導監督し、子ども生命を守るものにしなくてはならないと思
う。
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126 45 男 その他 愛知県
放課後児童クラブにつ
いて

放課後児童クラブの充実は、指導員の賃金、身分をしっかりと確保することが必須である。
そのためには、人件費に関わる補助をこれまでより大幅に引き上げなければならない。今の
３倍くらいが目安である。

127 40 女 会社員 千葉県
少子化対策が無意味
になる可能性（新型ｲﾝ
ﾌﾙの輸入ﾜｸﾁﾝ）

この場をお借りして申し訳ございません。上記輸入ﾜｸﾁﾝの添加物が不妊を引き起こす可能
性があるのだそうです。2009年9月18日のﾗｼﾞｵ番組 NutriMedical Reportでの Dr.ﾄｩﾙｰｵｯﾄｰ
氏のｲﾝﾀﾋﾞｭｰ記事http://www.asyura2.com/09/buta02/msg/342.html　ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ社は無害と
主張のようですが、万一不妊が事実ならこのまま見過ごして良いのでしょうか。将来出生率
が0%になる等恐ろしいです。

128 53 女 その他 三重県 助けてください

病院勤務している看護師です。離婚後仕事をしながら子育てをしてきましたが、私の娘も子
供を授かってから離婚し、幼児を抱えての仕事には制約もあり将来を考える余裕なく昼・夜と
必死で働いています。親として仕事を止め手助けするには自分の将来にも不安もあり悩んで
います。昨今看護師不足で娘に学業と育児が両立できれば・・・と考えますが今の施策では
母子家庭の支援として不十分です。何とかならないでしょうか？

129 49 男 会社役員 岐阜県
地産地消を原則とする
循環型地域社会の再
構築と子育て支援

地域の子供を預かる民間企業の施設を活用して、地産地消を原則とする地域資源の循環を
地域経済の活性化に資し、そこから生まれる雇用や経済活動を地域再生ぬ結びつける。た
とえば、地域の遊戯施設に子供を預けながら就業する女性を支援する。その施設内では、
地産地消の規格外野菜の販売所、加工場を併設し、介護食、病院食を販売し、地域で安心
安全野菜を提供しながら、地域コミュニティを再生し、在宅介護ビジネスに発展させる。これ
により雇用の創出と地域の再生が可能ではないか。子育てや女性の社会進出の場としても
活用でき、高齢者が施設で子供たちと触れることも高齢者の生きがい創造につながると考え
る。モデル事業として検討してみてはどうでしょうか。

130 33 女 会社員 千葉県
少子化対策への疑問
です。

少子化への対策として資金を渡すのは賛成ですが。扶養打ち切りは反対します。お年寄り
が多いのに何故扶養打ち切ろうとするんですか？円満に行っていたのに。人として無いとは
思うけど親を放置する人だっているかもしれない。これから負担するのもキツイです。益々孤
独死が増えます。止めてください。私は今社会人です。でも今結婚しようとしている相手は転
勤族です。旦那の都合で地方へ転々とし正社員が続けられますか？せいぜいパートやアル
バイトするしか強制的にないのです。働く事は好きだから続けたいけど無理があるんです。
そこで配偶者の控除打ち切りになったら、私はパートアルバイトなどでどうやって人並みに稼
げるのですか？ならば再就職も出来るか分からないので結婚も子供産む事すらリスクです。
環境も整えないで実行はしてもらいたくありません。少子化対策は賛成しますが、財源確保
を違う所にしてもらえませんか？

131 37 女 会社員 静岡県
放課後児童クラブ（学
童保育）の充実

子どもが安心して過ごせる居場所として質の向上をお願いします。解決策は適正規模（40人
以下）に分離分割です。対象を必要とする小学生として下さい。高学年の子どもも学童保育
が必要な家庭があります。子どもの大切な命を託す指導員を専門職をとして位置づけ雇用
待遇を保障して下さい。必要とする家庭が利用できるよう保育料の減免制度を作ってくださ
い。働く親が安心して子育て出来るように、子ども達が豊かな放課後を過ごせるようにして下
さい。

132 55 男 その他 徳島県
職場における見えない
拘束感！

子育て支援制度（休暇など）を使うときの職場にある目に見えない拘束感を生む風土をなん
とかしないといけないと思います。基本的なそれぞれの人たちの意識の持ち方なのでしょう
が，制度を運用する側に，義務違反等の罰則規定をもりこむようなことも考えないといけない
のではないか，と考えます。

133 41 女 会社員 神奈川県 学童クラブの充実

両親共働きの家庭にとっては学童クラブは必要なものですが、その設置場所・施設の状況
などは各自治体に任されておりひどい状況にあります。学校から遠く辺鄙な場所に設置され
移動する際の子供たちの安全面が心配です。どうか学童の学内設置や放課後クラブとの併
設の推進をお願いします。

134 65 男 その他 岩手県
小学校へ幼児教育課
を実現してほしい。

近年子育てに関し、保育園、幼稚園等の施設が不足している、また入所料金が高い等、子
育てを担当する、母子家庭、父子家庭、子持ちの家庭から、苦情の要望が多くでている。こ
れを踏まえ、私の意見は、小学校１年生（７歳児）の下に小学校幼児教育課（６歳児または、
早生まれ５歳児）を新設し、義務教育を早くから取り入れ、子育てが平等に、行くように、考え
てもらいたい、成果については、１、早くからの集団生活を身につけさせる。２、学校教育に
入る前、しつけ、かたづけ、親切な心等、３、あいさつ、相手の思いやり、言葉づかい、４、遊
戯、合唱、頭の回転（ゲーム等）で知能を育て、５、小学校１年生進学へスムースに対応でき
るよう対等に教える、

135 37 女 その他 大阪府 会社内保育について

現在信用金庫にて勤務し育児休業しています。勤務先の女子職員はかなり育児休暇を利用
し仕事と家庭を両立していますが、支店によって扱いに差があり、安心して勤務出来る環境
にはまだ及びません。金融機関の勤務は帰宅時間が日々異なる事が多く、保育園のお迎え
に影響が有ったりします。そこで、金融機関の各支店内に保育士を配属させ、保育ルームを
設置すれば待機児童解消の手段にもなり、金融機関内はｾｷｭﾘﾃｨｰも万全なので安心です。
会社内保育の推進に各企業へ支援下さい。

136 49 女 会社員 岡山県 放課後対策について

現在岡山県倉敷市では放課後対策として放課後子ども教室を９校で実施しているが、市とし
ての方向性が見えてこないので、実施方法等おおきなばらつきがみられる。また、放課後児
童クラブの運営においても、個々の運営に任されているので、指導員や保育、サービスの質
や料金等々バラバラである。どちらも国の指導で降りてきた事業であるのに、市政では、な
ぜこれらの事業が必要なのかという根本が理解されていないことが、最大の問題のように思
えます。
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137 42 女 公務員 熊本県
義務教育後の支援に
ついて

「子育て支援」の名の下に、莫大な医療費助成、児童手当そして増える一方の児童扶養手
当。これらが本当に子育て支援をしているのか疑問だ。どれだけ身勝手な未婚女性の生む
子どもに手当てを支払っていると思うのか？　いくつ受診してもタダなため、滅茶苦茶な医療
機関の受診をする親達。一ヶ月に４つの歯科に子を連れて行く親などを見ていると、この国
の行く末が案じられる。幼児ばかりが子どもじゃない。義務教育後の教育を受ける子どもた
ちにもっと目を向けろ。地域の公立中は、まともに受験指導もできない学校なら、塾や私立
中に頼るしかない。もっと中高生の子どもを持つ親の事を考えろ。

138 47 女 公務員 奈良県
子育てと仕事の両立に
ついて

育児休業の期間は法で一律に決められるものではありません。個人の生き方や子育て観で
違ってきます。育児休業期間を選択できるような制度であってほしいです。また、復帰後も本
人が希望すれば、子どもを学校に送り出してから出勤し、下校するまでに退社できるような
制度、それができるような人的配置、代替要員が保障されることが条件の制度でなければい
けないと思います。

139 51 女 その他 東京都
保育所の最低基準廃
止しないで

保育所は親の就労保障とともに子どもたちの発達保障の場です。最低基準の廃止が検討さ
れていますが、今の基準でさえ、保育室の広さは足りません。狭いところで、長い時間生活
するストレスが子どもの発達にどう影響するのか、考えただけで恐ろしいです。ゆとりのある
空間で一人一人が大切にされて育っていけるように、待機児対策は緊急課題ですが、保育
制度改革は長期的視野で、子どもを守る施策で少子化対策につなげてください

140 33 女 会社員 東京都
企業等の育児休職期
間について

育児休職期間を３年としているが４年にしてほしい。幼稚園の年少に入れる年まで休職でき
る。現状幼稚園に入れられないため保育園に入れる必要があるが、３歳での入園はほぼ無
理なので０歳時からとなる。二人目以降を考えると、子育てと仕事をしつつ妊娠となり負担。
また復帰後再び出産で休職するのも会社・本人にとってデメリット。幼稚園に入れる年まで
休めれば保育園の待機児童も減少し、二人目以降を望む人も増える。

141 33 女 会社員 東京都
子ども・子育て支援策
へのご意見

1.共働き家庭に保育園１００％確保して欲しい2．保育料無料化3．公立小・中学校の授業内
容・時間の充実

142 38 女 会社役員 東京都
産科を増やす事と出産
のあり方について

産科を増やす事は急務ですが、先進国の中で日本だけが羊水検査の義務化もなく、無痛分
娩が主流になっていない現状も是非政府の力で変えて頂きたいです。

143 38 女 会社役員 東京都
保育所入所選考基準
について

待機児童の多い地域に関しては、同じ地区に両親が住んでいない人を優先するとか、また
65歳以上の同居家族でも元気な方は多いので同居家族がいない人を優先すべきだと思い
ます。

144 47 男 会社員 京都府 国保料の算定方法
国保料の算定において、京都では所得割が昔は住民税から計算されており、子供が多くい
る家庭では負担が少なかったのが、現在は総所得で計算され、均等割り(人数)と二重に加
算されているように負担増になっています。当方５人の子供を育てています。

145 39 男 会社員 愛知県
国立大学授業料につ
いて

国立大学の授業料が他の先進国に比べ高いです。昔、私自身が授業料を払う為にアルバイ
トせねばならず、かなり苦労したのですが、今はもっと高くなっており、勉強どころではないと
思います。また、奨学金は借金であり、皆返すのに苦労しています。この様な教育費の高騰
が、私たち夫婦の望む子供の人数を1人減らす原因でした。

146 50 男 会社員 愛知県 放課後対策

共働き家庭がどうして資金面・労働面で苦労してでも学童へ子供を通わせているのかを実際
に見てほしい。学童と各行政が行っている放課後児童施策がどのように違うのかを見てほし
い。各行政が行っている放課後児童施策に対しての子供たち・親の意見を聞いてほしい。放
課後児童施策に対して実際に預けている子供の親の意見を聞かれたことがないが、子供を
預けることに対して意見をまったく聞かない状態になっていることを検討してほしい。

147 53 男 会社員 神奈川県 子ども手当て

「子どもは社会が育てる」という言葉は昔からあるが、この引用はレトリックであり、本質は社
会主義政策である。否、子どもは社会で見守り、親たちが相互に注意深く観察して必要なと
きには叱り、健全な成長を見守る、という意味であって、何もお金で育てるという意味では
まったくない。近時は親がきちんと育てているのか疑問に思う事象・事件も多々発生してい
る。親に育ててもらったという感謝の気持ちが子の親への感謝をはぐくむ。親は生まれた子
を初めて抱いて、責任（働こうという強い動機）を自覚する。必要とする親に対する児童手当
の拡充（所得制限あり）が適切で、財源なき多額・一律の子ども手当て支給は社会主義の愚
策である。

148 42 女 主婦（夫） 千葉県 塾通い

13歳の子供の母親です。今年私立中学へ入学させました。地元の公立中学へは行かせず
に今はとてもよかったと思っています。近くの公立中学が何故ならば、勉強の進度が遅く、ま
た、あまり評判が良く無かったからです。しかしながら小学生の3年間の塾通いはとても母子
共に大変でした。夜10時まで小学生が塾で勉強しなければならない、この日本はおかしいと
思います。公立小学校、中学を根本的に見直す時期ではないでしょうか。どんな子供でも、
効率良く学べる教育環境を望んでおります。

149 31 女 主婦（夫） 岐阜県
子育てにおける父親の
家庭不在

日本人は働きすぎです。労働組合がない中小企業ではいくら有給休暇や特別休暇制度と
いったものがあってもそれを使うことができる企業側の環境がないのです。父親の家庭不在
により日本の少子化は歯止めがつかないと思います。地方の企業にももっと子供のいる家
庭では就労時間を短くするような働きかけを切にお願いします。必ずもう一人、と子供を望む
家庭が増えるはずです。
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150 36 男 会社員 愛知県
子育て支援制度の充
実

子供にかかる費用は、家計支出の中でもかなりの割合である。学校のみならず、塾などにか
かる費用を考えると小子化になるのもしょうがないのが現状だと思う。子育て支援を実施す
るには、義務教育である期間の学費を国が負担すること。また、専業主婦が働き安い環境を
つくるために、保育施設の充実と企業側への短時間勤務の働きかけが必要であると思う。

151 45 女 会社員 東京都

保育所の国の最低基
準（地方分権改革推進
委員会第３次勧告）に
ついて

東京都世田谷区内で保育園に子どもを預けている保護者の間から、１０月６日に出された地
方分権改革推進委員会第３次勧告において、保育所の国の最低基準の緩和が盛り込まれ
ていることに対し、不安の声が上がっています。保育園の面積基準や保育士の配置基準
が、待機児童解消の名目で緩和され、「詰め込み保育」にならないように、現行の国の最低
基準は堅持していただきたいです。将来に禍根を残さないように、よろしくお願いします。

152 17 男 学生 山口県 対策

子育ての支援で必要だと思うのは親の教育をしていただきたいと思います。最近僕はお店
にいって見たことなのですが親が子供をしからないし、自分の子供が悪いのに他の子供を怒
ることがありました。命の大切さなどまず第一に子を育てることの大変さを国民の人にきっち
り教えていくべきだと思います。そのような講演、教室などを無料で開いてほしいと思いま
す。

153 37 男 会社員 山口県 子育て支援 子育て支援の手当の条件があったほうがいい。年収800万円以下の世帯とか

154 44 女 主婦（夫） 熊本県
子ども達の将来へ繋
がることを！

所得に余裕がある家庭の子どもは、月謝など気にせず習い事の選択肢がいくつもあるけ
ど、低所得は育てて食べていくのが精一杯で、子どもが秘めている可能性を伸ばす事が難し
いので、国や会社が負担して、みんなであらゆる子どもの『得意分野』に手を差し伸べて欲し
い

155 37 女 主婦（夫） 千葉県 安心の育児

４歳の女の子の母親です。第一の心配は、子供が女の子ということもあり、性的な危険から
どう守るか？ということです。日々、自分から離れずに手を繋いで歩いてます。テレビの
ニュースは一瞬の出来事と言われています。その次はお金です。旦那の仕事や、今後の出
費、不安材料が一杯です。

156 31 女 主婦（夫） 北海道 子供手当て

来年から子供手当てというのが出来るようですが、親がまとまったお金を国から預かり、結
果生活費や娯楽に費やす家庭も出てくるのでは？と思います。だったら初めから小中高と一
貫して給食費や学費、その他かかる費用として全面免除としてしまった方が安心して国もお
金を使えるし、その他世代の人の納得も得られるのではないでしょうか？

157 39 女 公務員 宮城県
インターネットよる子育
て費用の調査

子育てをする費用は年々増えて圧迫されてます。子育てしやすい環境を望みます

158 52 男 会社員 東京都 世代間の不公平

大学3年生の子供を持つ者です。今回の子育て支援には大変な不公平感を持っています。
我々の世代はバブル時代に家を購入し、資産価値が低下する一方で、ローンだけはしっか
りと残り、その中でも子供の教育費を最優先に自分たちの生活を切り詰めてきました。老後
にむけた貯蓄すらない状況です。税制上もさらに不公平感のある政策をとられるのではと心
配です。誰にでも与えるのではなく、本当に困っている人にだけ支給するという方法でなけれ
ば納得がいきません。

159 43 女 公務員 京都府 幼稚園職員より

・子育てもしてきた経験から幼保の長所を生かした理想の施設を作ることは、喜ばしいことで
すが就労と保育料と人件費と施設面で十分な検討をしなければ、将来の社会を作る人材を
育てることにマイナスになってしまいます。現在もほとんどの職員が残業代もないのに朝は
早くから夜遅くまで残って仕事をしています。長時間預るということは、これまでと同じ教育の
質を維持しようとすれば、当然人材が必要と思われます。本来教育に、１次的にお金を配る
のでなく、継続的に人件費、予算をかけて欲しいところですが、それが無理なら、長時間保育
が子育て放棄につながらないよう、家庭や地域の教育力向上につながるような仕組みを
作ってはいかがでしょうか。たとえば預り保育にはボランティア登録が並行してあり、保育ボ
ランティア経験年数が５年超えると事業所の推薦でボランティアを指導する地域リーダー的
な資格が取れ、組織化していく等。子どもの成長に合わせて小学校での支援ボランティアに
なっていただくなど。・小学校の特別支援学級も教師に１人に８人では足りません。幼稚園で
地域の子どもとの関係をつくり安心して地域で見守られながら成長できるようにと育て小学
校に送るとき、特別支援学級の先生に「うちに来ても十分見られませんから」と言われたこと
は１度ではありません。普通学級との交流が重視されながら、それぞれのクラスに行った子
どもを、個別指導計画に基づき支援することは他児も支援を必要とする中、担任一人では難
しいようです。特別支援コーディネーターも本来の意図は要支援児の生涯を見通した援助を
していくことが目的でしたが、既存の職員構成のまま兼務、他にも、自己評価、第三者評価
と年三回以上のチェックをする評価制度、ISOの取得またはそれに変わる業務、地域の子育
てセンターとして０１２３才の親子通園事業、免許更新制度、土曜日曜は地域行事への参加
等、人は増えずにこなさなければならないことがどんどん増えています。幼稚園は職員が少
ないのでよけいそう感じるのかも知れませんが学校の先生も大変そうです。目の前の子ども
に関わることに一所懸命になれる環境づくりや、園内、校内、自己研修に時間をかけたいで
す。
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160 48 男 自営業 山形県
商店街に子ともの居場
所拠点を

地域に子ども居場所を設置するための方策として、商店街の空店舗を活用し、高齢者の生
きがいづくりを兼ねて駄菓子屋を配置。子どもの見守りおよび、こどもの社交場的拠点として
活用する。運営資金は商店街と行政の折半、駄菓子の売り上げは高齢者の人件費に当て
る。というのはどうですか。

161 44 女 主婦（夫） 北海道 医療費，保育の地域差

北海道では１歳から医療費の一部負担があります．東京都２３区では最悪でも６年生までは
完全無料だそうですね．同じように税金を払ってるのに，それはおかしいと思います．保育園
も札幌では申し込みすら無駄の状態で，無認可に高い高い保育料を払っています．子供を
産めと手当をする前に，保育園をしっかり整備するべきでは？全国同じ権利を与えて下さ
い．子供はすべて平等です．

162 38 女 公務員 愛知県
子どもたちが安心して
すごせる学童保育を

先日、滋賀県で行われた全国学童保育研究集会に参加しました。三日月大造国土交通大
臣政務官・泉健太内閣府大臣政務官もご来席下さり、「コンクリートから子ども達に」とおっ
しゃってくださりうれしく思いました。今、子どもたちの放課後があやしくなっています。今まで
学童保育所に「ただいま」と帰る子ども達がいます。その学童保育所と全児童対策事業や放
課後子ども教室が一本化さえれば、いつもの仲間といつもの先生がいる所へ帰れなくなりま
す。今日は自分の居場所はあるのかと不安を抱えることになります。学童保育所の子どもた
ちは放課後の「生活の場」が必要なのです。全児童対策とは切り離して考えてくださるようお
願いします。

163 39 女 会社員 沖縄県 日本の将来

子育て支援という言葉は何も小さな子供がいる家庭だけの問題ではないと思います。子供
達が成長して将来の日本を支えることになるので小さな子供がいなくても子供を持つ予定が
ない方すべてにかかわることだと思います。日本の高齢化は世界でも類がなく今後どうなる
かは未知数なのでこれから早急に子育て支援をする必要があります。子育て支援はお金を
支給するのではなくすべての子供が平等にいろんな教育機会を得られるようにしてほしいで
す。現金を支給しても子供のためにそのお金を使わない親もいるのですから。大学まで学費
の心配をしないで通えるようになればもっと明るい日本になるのではないでしょうか。そのた
めに税金が高くなるはずですが将来のことを考えたら絶対に国民すべてで子供を育てていく
必要があります。

164 47 女 会社役員 東京都
少子化対策のヒアリン
グ対象について

政策を考えられる上で、実際に産休中の方や、復帰して働いている一般女性が何を求めて
いるのか、特に、第２子、第３子と産んでいくにはどうすればいいのか
ヒアリングしてまとめることができると、より政策が現実的になるかと思っています。第１子を
産む
前は良く状況が皆さん分からず、産んでみて初めて気が付く課題も多いと思うのです。ヒアリ
ング候補としては、女性が多人数を占める職場・企業の人事部の方と現場の方でしょうか。
例えば職種で言えば、化粧品会社の販売員さん、スチュワーデスさん、保育士さん、看護師
さん、デパートの販売員さん、等々思い付きで上げております。”関心がある””切実なニーズ
がある”方々の意見を吸い上げてサポートしてあげないと、いつまでたっても少子化対策は
前に進まないのでは、と思っております。

165 29 女 その他 兵庫県
ダッチモデルの男女共
同参画

子育てや少子化対策には、仕事と育児を繋ぐ接点でのサポートが必要になってきます。保育所の充
実や、教育費の軽減などの保証、その他職場の理解も外せないと思います。ダッチモデルを例に挙
げると、オランダでの子供の満足度というのは世界第１位だそうです。国全体で職場が子育て支援に
大きく貢献しているためです。例えば、男性も女性と同じように子育ての時間を支援する労働状況で
あったり、夫婦の男女が共同で子育てに参加して、仕事も育児も分担していくという制度が確立され
ています。その上、正社員であってもパートタイムの時間で働くことが可能であり、非常にユニークで
柔軟性のある就労環境が整っています。この男女共同参画の成功例には、女性の労働環境への配
慮が現実的に大きく挙げられていると思います。共働きでる夫婦には、必然的に女性への家事、育児
への負担が非常に大きいです。その点を吟味した上で、ただ子供を保育所に預けるシステムを取る
だけでなく、夫婦が交代して子供の面倒を直接に見ることができるようにするために、職場が労働条
件を緩和するという国全体の取り組みにより、結果的に子供の精神的な満足度が高まったということ
になります。家族の絆、という点で捉えた場合は、子供の教育費のために共働きをしている夫婦も少
なくないですが、一方で子供とのかかわりが減ってしまう希薄さが盲点をついていることに気づきま
す。また保育サービスを受ける子供が、その中で豊かな人間性を育めるような環境やサービスを提
供することも大切であると思います。近年では就労環境や生活環境の大変さで、親自身が余裕がな
く、子供が愛情不足で不安を訴えるケースがあると、保育所や幼稚園などでうかがえているようです。
幼児の情緒面での安心安定のサポートの充実が肝心であると考えます。保育サービスの充実だけで
なく、積極的に男女の共同参画を支援する企業や団体に対しての奨励や補助をするなど、国や会社
全体が協力していけるような制度を確立していくと、相乗効果で育児に対する安定が生まれるように
思います。また労働条件の過酷な職場においては余暇の充実を図ることも、結果的な作業の効率化
には大きな効果があるとフィンランドにおける国策においても言われております。教育と福祉の充実
が豊かな生活環境への取り組みに大きく関係しているといえます。

166 45 女 自営業 東京都
楽しく子育てができる
国、日本

今「子育ては大変」というところがクローズアップされ、「子育ては楽しい」というメッセージは
あまり伝わっていません。子ども時代を再体験でき、子どもから別の世界を見る機会をもら
え、またなんといってもエネルギーをもらい、感動をもらえます。子どもを介してのネットワー
クの広がり。そんな子育ての醍醐味をもっともっと皆に伝え、子育てに関心をもつ大人を増
やしていきましょう！また、夫婦のパートナーシップは楽しい子育てには必須。さらに居場所
を見つけ子育てのネットワークができれば怖い物なし。子育て中なのに我慢せずにやりたい
事ができる、その親を温かくサポートする周りがいる。そうなれば子どもを産まないのは楽し
みが半減すること。皆が子どもを産み、育てたい国に皆でしていきましょう！！
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167 35 女 会社員 栃木県
学童保育の拡充に関
して

私は小学2年生の息子と保育園年長の娘をもつ、仕事と子育ての両立を目指す母親です。
「小1の壁」を取り除く学童保育の拡充を求めます。学童保育は親が安心して働くことができ、
子供の安全が守られ、子供に寄り添いながら成長を見守ってくださる指導員が存在する、素
晴らしい事業です。国が学童保育に対する予算をしっかりと確保し「施設整備（子供たちが
健康的に生活できる設備と待機児童の解消及び4年生以上の児童が利用可能となる分館
等の対応）」と「指導員の待遇向上（男性が活躍できる、誰もが長く働き続けられる）」を望み
ます。また全児童対象の”放課後こども教室”と予算削減のため一体化しないよう、強く求め
ます。それぞれがしっかりと予算を確保しさらに拡充されることを願います。

168 38 女 主婦（夫） 東京都
無認可幼稚園へも助
成金を。通わせている
家庭へ助成金を。

世田谷区でユニークな野外活動中心の認可外の幼稚園へ通わせている。子供と一緒に成
長していける素敵なところ。しかし、認可されないため園も親も助成金をもらえない。子供も
もっと産みたいしまたここで次の子も育てたい。でも助成がないため経済的には大変。認可
という基準は子育ての質とはイコールではない。助成をするに当たり、認可を前提にするの
はやめていただきたい。子ども一人ひとりに援助していただきたい。

169 59 女 主婦（夫） 東京都
今後の子ども、子育て
支援策

現在研究中の言語交流研究所の活動は、そのまま、今後の子ども子育て支援に相当する
ので応募したいです。

170 43 男 会社員 東京都 育てやすい環境整備
日本は他諸外国と比べは働きすぎだ。もっと労働時間を少なくしろ。勤勉とは違うと思う。労
働時間が長いから、子育てする時間がなく、少子化になるのだ。

171 45 男 研究者 東京都 保育

保育を研究しているものですが、最近の保育切り下げの議論について危惧しています。最低
基準（面積基準、人的配置）、保育に欠ける要件の地方への移譲は、自治体ごとの不均衡を
招きます。また、最低基準はあくまでも最低で、子どもの生活権の保障の観点からも国が示
すべきです。＋αの部分を各自治体が自由に工夫すべきです。また、新聞報道によると保
育所運営費負担金が事業仕分け100件の対象とされましたが、現在の保育単価でも保育者
の給与はその労働内容にう比べてかなり低く、離職率が高くなっています。学生の間でも３K
労働の一つに例えられています。こうした政策はあまりに保育現場の実情とかけ離れていま
す。保育内容の低下、その直接の不利益を受けるのは子どもであり、その保護者です。むし
ろ、子ども手当て財源の一部を保育をはじめとしたサービス給付に回して、充実を図ることが
必要です。

172 39 女 主婦（夫） 大阪府
子供手当に対する意
見

日々大変な業務をこなされて、非常に多忙な中恐れ入りますが、お願いがございます。今、
子供手当の資金を確保するために、扶養控除を来年一月から廃止するとの記事を新聞で拝
見したのですが、家のローンをこれからたくさん払っていかなくてはいけない身にとっては大
変つらいです。それから、不思議に思うのですが、もともと国の義務教育とされていない公立
高校の学費を無料にしたり、私学は、特に、その本人・ご家庭が授業料に応じたメリットを受
けることになることを望んで、そこに進学されるわけですから、あえて、国の税金を使わなくて
もいいのではないかと思います。扶養控除を廃止せず、子供手当はぜひ実施していただき
たいと思います。

173 40 女 主婦（夫） 愛知県 子供を増やす為には

政策の対象が子供３人以上うんだ人に対して有利なものにすべきではないでしょうか。親２
人に対して２人子供をうんでいたのでは人口の増加はなく、また、今４人家族が一般的です。
放っておいても２人は生む人が多いという事。一般家庭で３人以上生み育てるのがどれほど
大変なことか。少数派でわかっていただけないでしょうが、少数だからこそ大変さを理解して
増やさないと少子化対策にはならないのでは？育てることはお金も大変ですが、３人以上い
るだけで、子供が悪い事をすれば子供が多いから目が行き届かないのだと言われます。子
供が２人だと過保護にお世話できる環境にあり、小学校事体もそれに慣れ、先生の反応も
子供が多い母親に批判的です。３人以上生むことは家計的にも苦しく主婦は働き育てます
が家事も育児も比例して増え本当に大変です未来の納税者を育てているのに。なのに、子
供を少なく生んだほうが早く自立して働け年金も増える。矛盾しています。もっと、未来の納
税者を育てる母親を社会に貢献していると認め子供の人数に対して年金額を決めるとか、
子供を育てることで未来に現在にいい思いができる夢のある政策を考えてくれれば、もっと
子供を生む人は増えるのでは？子供をたくさん生めない理由のほとんどが、現実お金がな
いなのです。あきらかに子供が少ないほうが現在も未来もいい暮らしのできる社会では、親
は子供の為に苦労は我慢しますが、目の前に苦労が丸見えでは生めないのがあたりまえで
す。

174 25 男 会社員 埼玉県 子育てとは

自然界の動物達は全て自分の子どもを独り立ちさせてから自然界に出す。この事で自然界
は保たれています。人間も小さい時は親がキチンと教育・しつけなどをして、それから幼稚園
や学校に入れて欲しいと思います。小さい時から人に預けることばかり考えないで、もっと努
力して育てて欲しい。たかが３～５年ではありませんか！

175 43 男 その他 静岡県
子どもを育てるという
視点を始点に

字数が限られているので極論的に。少子化対策の多くは子どもの数を増やすことしか考えら
ておらず、質をどうするのかということがないがしろになっています。子育て支援策の多くは
子育て代行、もっと言えば、就業支援にしか過ぎません。子育ての支援よりも先ずは子育ち
をどう支援するかということを議論した上で新たな施策を展開すべきです。

176 43 女 主婦（夫） 栃木県 子供手当
国債を発行してまで、お金のばらまきはすべきではありません。現在の子育て世代は、医療
費もタダで給食費も払わない人も多い中、子供手当は、反対です。保育園が先に作るべきで
はありませんか？
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177 48 男 自営業 東京都
子供支援実現のため
に配偶者・扶養控除を
廃止する不公平感

私は現在、大学1年・高校2年・中学2年生の3人の子供を持ち、妻は専業主婦のフリーランス
のデザイナーです。今まで、政府からたいした支援も受けずに何とかここまで育てましたが、
今後の政府の政策には「怒髪天」状態です。議員や内閣の人間には一般の国民の状況が
わかっていない。政策が極端、早急すぎる。

178 33 女 会社員 茨城県
不妊に加え不育も支援
をすべき

不妊治療比べ「不育症」に対する公的支援は全くない。一般にもその存在が知られていませ
ん。死産の原因が自分の体質・疾患によるものだということに、知識がないために気付か
ず、苦しみ、死産を繰り返す方もいる。毎年２２週以上で起こる死産は数千人。治療法はあ
るし、研究すべき。出生数減少、出産年齢が高齢化している中、せっかく妊娠した子供なの
だから国が妊娠継続のため支援すべき。何より、知識を広めて子供の命を助けて。

179 61 女 その他 京都府
安定した雇用は未来
志向・家族形成につな
がる

次世代育成支援対策推進法：行動計画の策定調査では、育児休暇の男女別利用数等の具
体的な報告をしなくてもよく目標も具体的に求めていない。制度があるかどうかのチェックを
して提出するだけなので利用が促進されない。ワークシェアリングの問題点：正規職員の短
時間労働ならよいが、派遣労働等の不安定労働者を増やして安い労働力を確保するのは、
現在ワーキンングプアが問題になっている状態を更に進めようとするものである。

180 36 女 主婦（夫） 京都府 不妊治療支援

政権が代わり、少子化対策として子供支援等の準備が進んでいるが、子供がいずに妻が働
いていない我が家では実際は控除が無くなり負担が増える。社会として子供を育てる、とい
うように考えれば納得しなければいけないと思うが、それが本当に少子化対策になっている
のかと少々疑問に思います。少子化・・・とは、そもそも生まれてくる子供が少ないことが原
因。子供がほしくても授からない夫婦が、婚期が遅くなってきていることから年々増えている
と聞いています。我が家も子供を望んでいますが、残念ながらいまだ授かりません。そのた
め、今年の３月から不妊治療に通い始めました。治療にかかる費用は、家計を大いに圧迫
し、授からないという精神的ダメージにさらに大きくのしかかっています。治療では保険適用
にならず、自費になるものも多くあります。「少子化対策」ならば、不妊治療の保険適用こそ
が必要なのではないでしょうか。地方自治体での不妊治療助成もありますが、年度内に２回
までや金額がわずかだったりと、不妊治療を続けていくことが困難です。我が家も、不妊治
療を続けて赤ちゃんを授かりたいと思いますが、今の状況では金銭的な問題から途中で断
念せざると得ないと悩んでいます。治療費のために私が仕事をすることも検討しましたが、
治療には頻繁の通院が必要であり、また毎月の周期にあわせる必要もあるため、なかなか
融通のきくような職場がなく、現実は厳しいと痛感することばかりです。同じように子供を授
かることを希望しているけれども、不妊治療の高額費用によって苦しんでいる夫婦のため
に、対策を検討していただきたくお願い致します。

181 30 女 会社員 神奈川県 不妊治療

不妊治療をしながら働いていますが、会社の業績不振で今月で解雇になりました。次の仕事
なんて簡単に見つかる訳がなく必死で探していますが、ありません。それなのに、配偶者控
除の廃止に子供手当て、子供が欲しくても出来ないのに増税本当に酷いと思います。私は
自然で産みたくても治療をしなければ道がないんです。治療にはお金が必要です。フルタイ
ムで働きたくても通院の関係でパートがやっとです。不妊治療している人達にもっと目を向け
て下さい。同じマンションに住んでいる子供が３人いる家庭はルールが守れずいつも皆さん
から苦情が出ています。それなのにそんな人達には手厚い待遇って納得できません。子供
がいないんだから働けという考えも理解出来ません。何もしていないのではなく不妊治療を
しているんです。正社員で頑張りたいです。でも不妊治療しています。と正直に言って雇って
くれる所があるなら教えて欲しいです。子供が欲しいから自分で出来る範囲で働いて少しで
も足しにしようとしているんです。不妊治療をしている人達は純粋に子供が欲しいと思う気持
ちで辛い治療を受けていることをわかってもらいたいです。

182 44 男 会社員 鹿児島県
会社員の子供の出産
について

現在、妊娠八ヶ月の妻と二歳の子供を持つ会社員です。私の働く企業は12月決算の為、転
勤発表は12月初旬、移動は1月1日なのですが、今回は妻の出産で転勤は出来ないと言おう
と思っていた矢先、早期退職支援の話があり妻の出産の事を伝えると支援を受けた方がい
いとの事で受け入れました。転勤したとしたら産科を探したり、上の子の幼稚園・保育園もな
かなか見つからず、お腹の子供さえいなければ多分受け入れなかった事を思うと、少子化対
策として企業に『妊娠前後4ヶ月の配偶者のいる従業員に転勤を命じるとき必ず同意を求め
る。それに足る理由を添える。』をお願いしたい

183 54 女 その他 神奈川県
今後の子育ての意見
募集について

現在、学童保育の指導員として働いておりますが、学童保育は子どもと働く保護者を支援す
る大事な施設であるにもかかわらず、なかなか現状が改善されず、相変わらず課題が山積
しています。やはり保育園と同じように、基盤整備は公的責任において行われることを強く求
めます。

184 40 女 主婦（夫） 東京都

１、体外受精について
の助成および卵子の
若返り法認可２、廃校
になったり空き教室の
多い小学校、中学校に
保育園を設置

10年以上、子供が欲しいのですが、体を壊したり、（仕事をやめて治療）不妊検査をしたら、
自身の体質が子供が出来難かったりして子供に恵まれません。でも、不妊治療は精神的、
肉体的、金銭的に容赦なく追い詰められる厳しい治療です。体外受精は1回50万もします。
10万円位にしてください。それから卵子の若返り法の認可をお願いいたします。ちなみに若
い方でも卵子の質がよくなくてお子さんに恵まれない方も沢山います。どうかお願いいたしま
す。それから、廃校になったり空き教室の多い小学校、中学校に保育園は設置できません
か？設置基準の問題はあると思いますが、急務なので書きました。以上の事をどうか、宜し
くお願いいたします。
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185 38 女 公務員 広島県
子ども手当のついて、
幼児教育の無料化に
ついて

子ども手当をひとり当たり２万６千円お金として渡すのではなく、教育サービスに使用してい
ただきたい。例えば、幼児教育の無料化はとても意義があり、私は高校無料化よりこちらを
実現していただきたいと思う。また、小学校、中学校における体作りのための給食を無料化
するなど子ども達へ実際に活用される形で正直者が損をしない形で行っていただきたい。給
食費は、徴収するための事務費などの削減にも使うことができ、無駄を省くことができるので
はないか。また、今回高校の授業料の無料化を言っているが、幼児教育の方を急がなくてい
いのだろうか。近年、少子化により、近所に子どもがあまりいなくて家でＤＶＤばかり見ていた
りする。高校生では、すでに自分ができあがっていると思うので、まだ未知の可能性のある
子ども時代に効率的に教育することが望まれると思う。人間はやはり人間の中でもまれるこ
とにより学ぶ点が大きい。是非、３年間の幼児教育の無料化を実現していただきたい。また、
幼稚園と保育園に行く者の格差がないよう同じような教育を受けれるよう、統一していただき
たい。母親も少し早く自分自身の時間を持つことができ、労働力として出ていくこともできる。
この点をお願いします。

186 44 女 その他 東京都
企業と市区町村が取
組む両立支援

子育ては男女が協力して行うものですが、現実は女性に負荷がかかっていると言わざるを
得ない状況です。また、保育園への待機児童が沢山いるために、職場復帰できない労働者
も多くいます。以上から、男性の育児休業取得者（例えば1ヶ月以上の取得）が出た事業所
の社員が保育園入園の申請をした際には、優先的に入れるような仕組みを作ることを提案
いたします。

187 48 女 その他 神奈川県
働く親がもっと安心して
子育て出来る社会にし
てください

今、保育園の待機児童がクローズアップされていますが、子どもが小学生になってから働く
親もいます。学童保育の拡充をしてください。それに、学童保育で子どもは様々な影響を受
けて育っていきますので、ハード面だけではなく、ソフト面も充実したものにしてください。

188 38 女 自営業 東京都
未来の子供たちのた
めに

12,10,2歳の子育てしています。大切なわが子が成長し大人になる時までに今の国の借金を
何とかしてほしいです。子供手当で毎月現金を支給しなくてもいいです。税金が増えてもいい
です。これからみらいを担う子だもたちへ平等に勉強できる環境、諸外国に負けない力をつ
けられるように配慮願います。教育費用がかかるので子供を作るのに考えてします夫婦もた
くさんいますよね。安心して子育てできるそんな国にしてほしいです。

189 53 男 研究者 京都府
待機児童解消にとって
必要なこと

大綱案では、「設置基準の弾力化等の規制緩和措置」が必要といっていますが、今でも低い
基準をさらに引き下げるようでは、子どもの成長・発達に支障を来します。故にそのような考
えは時代に逆行しています。また多様な主体の参入についても、とくに営利企業の参入につ
いては厳しいチェックが必要と思います。

190 22 男 学生 東京都
世界的モデル国家日
本になるための子ど
も・子育て支援策

まず全世帯が衣食住を健全に営めるための経済支援策と、全世帯の子供達が大学までの
教育を保障される経済支援策を設けることが今後の日本の発展に必要だと思います。社会
や国を構成している起点である家庭全世帯が経済的に保障され、その上に国や世界に貢献
できる人材を教育する思想や価値観をもつ教育基盤を国が支援し保障するなら、将来的に
日本は経済的に発展を遂げ、世界平和を牽引する世界的モデル国家にならざるを得ませ
ん。

191 34 女 自営業 東京都 手当て
子育て手当ての話がありますが、手当てよりも保育施設の充実を図るべきだと思います。少
子化に歯止めがかかれば将来の労働者確保にはつながるかもしれませんが、それまでの
十数年の労働者を創出を図るためにも子育て世代の女性労働者の就労は必須です。

192 41 男 会社員 大阪府 少子化対策

少子化対策については課題でもあったように晩婚化や未婚が一番の原因だと思う。その対
策として就職対策は非常に重要と思うが、その他の施策で保育所などのハード整備は必要
なのか？財政難の中在宅による支援、扶養控除などのほうが重要と思う。ワークシェアリン
グが叫ばれている中、共働きを推進するような考え方はどうなのか？夫の主夫でもいいの
で、共働きを推進しないほうが良いと思う。また我が家は3人の子どもがいるが子育て支援
金をもらうがために子どもを増やそうとは思わない。

193 31 女 自営業 東京都
個人で生きていくという
こと

自営業をしております。保育園にしても何にしても、同じように働いているのに形態によって
これほど差があることを子どもを産む年になって初めて知りました。会社で生きていくことは
ある一定のルールさえ守れば自分で知恵を絞らなくても自動的にお金が入ってきて楽だった
ので、こんなことなら会社員でいればよかったと思うほどです。地域の活性化を考えたり、自
分の生きがいを考えて自営業を模索し始めたのですが、政府が配慮をしない限り、自営業
者の子育ては困難です。私の周りの自営業者の女性たちもなかなか子供を産む環境が整
わず、作れずにいます。
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194 46 女 会社員 東京都
地域における子育て支
援

地域における子育て支援として、小学校の選択制の廃止をお願いしたい。小学校の選択制
によって、同じ地域でも、同じマンションでも違う小学校へ通い、学校が違う為、子供達も挨
拶もせず、もちろん大人たちにも会話や挨拶もない。これが同じ小学校であれば、きっと違う
はず。さらに、昔から住んでいる方達とも、小学校はちがってしまうため、会話も挨拶もまま
ならない。さらに、危険なのは、近隣の小学校を選択していても、子供の足では、遠かった
り、踏み切りを超えたり、大きな道路を渡ったりして、決して、安全とはいえない。中学校から
では、部活動などで選択することも一理あると思うが、幼稚園、保育園を出たばかりの小学1
年生には、「安全・地域とのつながり」が一番だと思う。それならば、小学校の選択制は間
違っていると思う。私学の子供は仕方ないが、私学以外の子供は、地域の絆とともに、地域
で、守り、育てる社会を作って欲しい。地元の小学校が活性化されれば、地域の絆もプラス
なことが多い。選択制により、学年の人数がバランス悪く、公立小学校であるのに、人数が
少ないために、学年の体育など、紅白にわかれての試合などが出来ない。（うちの学年は15
名）。選択制でなければ、20名以上の学年になっているとのこと。教育に不平等が出てきて
いる。是非、小学校の選択制を見直してほしい。小学校の選択制は、親が、根も葉もないう
わさに翻弄されて、子供の安全が二の次となっている。1人で通学する子供は、朝の付き添
い、帰りのお迎えが出来る親が選択制を選んでいる。働いて仕事をしていると、それも出来
ない。それが出来ない親が地元の小学校に行くしかない・・・と変な気持ちも起きてくる。みん
なで、隣近所、同じ保育園、幼稚園から卒業したら、同じ小学校へ行き、学童クラブや近所で
群れて遊ぶ子供の姿を私はみたい。学童クラブも小学校選択制のため、地域以外を選んで
いるクラブでは、あふれてしまっているクラブもある。是非、この機会に、小学校選択制を見
直してほしい。近隣の選択制も同じことである。他の自治体では、見直しをして、地域の絆を
大切にする意味でも廃止したところもある。

195 51 男 会社役員 宮崎県
認可外保育施設を積
極的に活用しよう

子育て支援の今後を考える時、認可外保育施設への支援は欠かせないと考えます。待機児
童がいないとされる地方は、認可外保育施設の存在により待機児童ゼロが成り立っていま
す。公的財政支援が投入されないが故に、人員配置等における最低基準が満たされず新た
な子育て支援の展開もできずにいるだけなのです。もっと、認可外保育施設の潜在能力が
生かせる公的支援が必要かと思います。低いコストで大きな効果が期待できます。

196 48 男 会社員 東京都
少子化対策における
国の役割（婚姻促進と
その早期化）

現代社会において、子育て支援が必要なことは論をまたない。一方、より重要性の高い少子
化対策上の問題は、婚姻の高年齢化と婚姻率の低下である。各自治体で、次世代推進法
に基づく後期行動計画を作成中であるが、自治体職員にイメージが湧きやすく、かつ市民か
らニーズの声が出やすい、子育て支援に関する施策に重点が置かれがちである。国が少子
化対策、なかんずく婚姻促進とその早期化を促進する環境を整備する必要がある。

197 32 男 その他 東京都 教育

子どもが自律（自立）して、育っていくためには、教育は不可欠だと思います。ただ、現在の
教育の価値観が、出世するため、就職するため、お金を稼ぐため、このあたりに集約されて
いるように思います。非常に多様化した価値観のある社会になった日本において、教育の価
値が固定観念化してしまっているように思い、残念です。経済的に自立することは確かに大
切です。が、そこが「＝幸せ」かというとそうではないように思えて仕方ないのです。子どもた
ちが自分の好きなことを見つけ、自分で選択し、実行に移せること。自分の意見が反映され
ること。自分が認められているんだという安心感、生きるだけの価値があると思わせてくれる
ようなそんな社会を作るため、国にはしっかりとしたサポートをお願いしたいと思います。（た
だし、あくまでもサポートに徹することが重要だとは思いますが。）

198 43 男 研究者 京都府
所得が保障され、人々
が活き活きと暮らせる
社会を

少子化対策の政策全体が対症療法の寄せ木細工になっていないか。見込んだほどの成果
が上がらない要因として、我が国の働き方の問題は大きい。ベーシックインカムの導入など
で、所得保障の制度を確立し、人々の働き方や暮らし方を転換する必要がある。ベーシック
インカムの導入は、環境保護や産業構造の転換にもつながり、社会構造改革の可能性を広
げる。政策の相互の関係の繋がりを持つ社会構造改革が求められている。

199 37 女 その他 東京都
男性の子育て参加に
ついて

妊娠中より男性の自覚と協力が必要である。そのためには、義務教育で男女ともに妊娠出
産子育てについて教えるべきである。私自身、医師であり基礎知識はあったつもりだが、妊
娠してみて感じたのは、女性においても妊娠してからの母親学級では遅すぎる、ましてや男
性など義務教育で教えておかないとついていけぬと考える。

200 37 女 その他 東京都
仕事と家庭の両立支
援と働き方の見直し

第２子出産にあたり、育休後に非常勤になるようほのめかされた経験がある。「夫＝会社
員、妻＝勤務医」という組み合わせにて、妻が離職すると非常な経済的ダメージがあるのだ
が、男社会な業界にて、２人も子どもがいては家庭に入るだろうと思われてしまったらしい。
第３子は欲しいが、切られるのであれば家計が逼迫するため不安がある。何より、妊娠出産
に関わる制度は「男性が女性より稼いでいる」という前提に立って構築されており、少数派の
我が家のような家庭は綱渡りを強いられる。典型的な標準家庭以外を国は望んでいないの
ではないか、とまで思えてしまうくらい追い詰められた気分になることがある。女性も稼いで
いるという視点を持って取り組んでいただきたい。

男女ともに弾力的な時短（１日あたりの時短、もしくは勤務日数の軽減）ができるようになって
ほしい。男性が時短するようになれば、女性も時短しやすくなるし、女性だからと言う理由で
仕事を失うこともなくなる。夫婦で時短しながら働き子育てを分担すれば、キャリアの中断が
なくて良い。また、子育ては３歳からがかかわりが増えて大変になる。また、小学校以降の子
どもの預かり先が問題になる。３歳から小学校低学年くらいまでの時短について強化される
と両立しやすくなる。
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201 37 女 その他 東京都
医師における両立支
援

学生時代は「女医が増えると医師数が抑制されて良い」などと講義で発言される先生がいた
が、いまや「医師不足」とは言われている。が、女性医師の離職についてはなんら対策がな
されず、遅効性の医師養成に力点が置かれているように見える。なぜ女性医師が離職する
かといえば、子育て期に男性並みに働けないからで、なぜ男性並みを要求されるかといえ
ば、現場が実務量においてギリギリの人数以下で回されているからである。かといって、統
制経済であるので企業のように余分な人数を雇う予算がつけられないし、産休や育休中（介
護休業もだが）の医師は設置基準の医師数としてカウントされなくなるので、経営的に多大
なお荷物になってしまう。このあたりにてこ入れされるだけでも、医師の離職は減るのではな
いかと考える。

202 39 女 その他 兵庫県
少子化対策（理系女
性）

私は、理系大学を卒業し、理系の仕事についたが、育児との両立から、仕事を断念した。そ
んな経験から、考えたこと。?働き方の多様化を、認める。正社員で、短時間労働の仕事を増
やす。新規採用をする。特に、理系では、皆無です。国は、ワーキングプア（非正規労働者）
を、増やすのでなく、率先して、モデル事業として、いろいろやって欲しい。再就職支援を。?
保育所、学童の充実。保育園は、入れないのに、幼稚園は、潰れている。幼稚園は、もうい
らない。縦割り行政を、やめましょう。また、学童も小３まででは、足りない。希望に応じて、小
６まで欲しいし、週２日だけの預かりとか、多様性を認めて欲しい。?教育の無償化。お金が
無くても、優秀な人には、学ぶ機会を。高校は、無償。大学も、国公立は、昔並みの授業料
にするか、無償にする。

203 47 女 自営業 神奈川県
子どもたちの自由な遊
びの場

子どもたちの健全な成長の為に無くてはならない「遊び」が社会の変化とともに非常に乏しく
なって来ている。日本各地で冒険遊び場（プレーパーク）活動をしている市民たちがいる。こ
こでは子どもたちは自由に遊び，子ども本来の姿を取り戻している。また様々な世代交流の
場になっている。地域の大人たちのボランティアによって支えられている所が殆どだが、こう
した活動を行政で資金的にも支えて欲しい。

204 46 女 会社役員 京都府
（１）若者の自立とたく
ましい子どもの育ち

現在地域で自然とふれあえ、自然を体験できる遊び場冒険遊び場づくりをしているが、地域
のボランテイアの力だけではなかなか持続可能とならない。限界がある。乳幼児の地域支援
拠点の子育てひろば以上に、冒険遊び場にスタッフの人件費や施設整備費、コーディネー
ター費用を付け、一小学校区にひとつ、放課後児童会とも違う、家と学校以外の子ども達の
居場所を作ることが急務であると思う。勿論ここは、乳幼児も自然とふれあえるたくましい子
どもの育ちを補償する場である。

205 45 女 公務員 神奈川県 学童保育の充実

今、横須賀市の学童保育の状況は、大変厳しいです。保育料は全国で1番高く、そのため、
学童保育が必要な子供たちが保育を受けることもできない環境にあります。国の基準のみ
の補助金では、学童保育の運営はできません。命よりも大切な子供を守ってくれる、指導員
さんの待遇は、ファーストフードのアルバイト並みの給料しか出せません。こんな状況で、安
心して働き続けていく事は、本当に厳しいです。もっと学童保育へ載せ策を進めてください。
よろしくお願い致します。

206 46 女 その他 京都府
児童館の地域におけ
る子育て支援の可能
性

0歳から18歳までの児童の健全育成を目的とした児童福祉施設である児童館(特に小型児
童館）は，地域における子育て支援センターとしての役割を十分果たせる施設である。地域
に密着しているため，妊婦と乳幼児，思春期児童と乳幼児や学童期，また高齢者とを自然に
関らせることの出来る唯一の施設である。特に，就園前や育休中の子育てをサポートするた
め，乳幼児期の母親にとってはなくてはならない場所となっている。また，思春期児童，不登
校児童の居場所としても十分成り立つ場所である。しかし，地域により職員処遇や人的配置
に格差があり，専門職としては劣悪な条件である。更なる充実が求められる。

207 46 女 その他 京都府 経済的支援について

高校～大学生の子どもを育てる家庭への経済的支援の拡充を。高校授業料免除は当然な
のだが，当面，小中学校の就学援助も含め，高校授業料免除対象枠の拡大（収入基準の引
き下げ），貸与奨学金ではなく，給付奨学金の設立，充実。私学高校や大学授業料を引き下
げるための施策。塾に行かなくても学力が定着するために，学校の基準（クラス人数や教員
配置数など）を見直し充実すること。貧困家庭の子どもも様々な可能性を引き出すチャンス
を与えられる場の提供（放課後の社会教育の充実など）。企業からの目的を決めた拠出など
もさせるべき。

208 45 女 会社員 神奈川県
プレイパークを地域子
育て支援の一拠点に。

子どもの育ちにとって、豊かな遊び体験は不可欠のもの。学習の場と同じくらい、遊びの場・
機会が保障されなければ、子どもの心身は健全に育つことができないと考える。こうした場を
地域の大人たちが作り出しているのが全国に広がっているプレイパーク活動。安定した運営
のためにも、国の施策に位置づけてほしい。

209 46 女 その他 京都府
女性の生き方の自由
選択と子育て支援

?非婚シングルマザーの税制面での差別をなくし，子育てへの支援を。?育休・育児時短を確
実に取れるための財政的手立てをうつ。子育て中の労働者の残業禁止と生活できるだけの
子育て手当てを。?保育園・学童保育所の拡大。ただし，基準を引き下げることで，子どもの
健全育成に欠かせない環境をうばい，また，キャリア形成が保育の質を高めるにも拘らず，
職員を長く働き続けられない処遇になることが懸念される。学童保育所職員については現在
も劣悪な処遇であるため，離職率が高い。そのことは，結局安心して働き続けながら子育て
することが難しくなる。同じ理由から，利益優先の指定管理者制度も福祉の現場にはそぐわ
ないため廃止するべき。

210 42 女 会社員 京都府 小学生の学童保育

一度実情を見てほしい。公設公営でもトイレや職員用のスペースまでを面積の中にいれ、1
人あたりの必要面積は確保されているという。そんな中での夏休みや日常の生活。とても
“生活の場”とはいえない状況がそこにはある。一度学童保育の現場をとにかく見てほしい。
そこで、子供たちや指導員の生の声を聞いてほしい。
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211 44 男 その他 愛知県
育児休業の期間拡大
と短時間勤務制度の
法整備

公務員の育児休業は3年、民間は1年間であり出産時期の女性がこの期間に職を離れ以降
はパートと経済的に1人程度の子供しか持てない。この点から、子供手当ても有効であるが
働きながらの社会的な支えがあればもっと子供が増えるのである限定的な時限立法でいい
ので育児休業を3年、就学前の母親には短縮勤務の義務化（6時間勤務）を事業者に行わせ
る時限立法を提案したい。（延長分は、育児手当40％を30％減額）もちろん企業側にも利点
を挙げないと育児休業切りがあるので雇用保険の割引・法人税の割引・官公庁の入札・官
公庁の監査など強弱を設けて試験的に運用してほしい。保育所の整備よりも割安で労働保
険で同士が出し合い子育てを支援する施策であると考えている。

212 48 男 自営業 福岡県
子ども手当を直接支給
ではなく人件費に

子ども手当が、子育て支援、少子化対策、貧困対策の切り札であるかのように提案されてい
ます。保健師、助産師、保育士、教員、医師、子育て支援者など子ども、子育ての現場に関
わっている方からは、「直接支給はやめて欲しい」という声しか聞こえません。例外なしです。
乳幼児から中学生を育てている、今回の最大の受給者ですら、「現金でばらまくより、保育
園、学校、子育て支援策の充実が先だ」という声が大多数です。「欲しい」と言っている人に
も、きちんと説明すると「現金支給は他の政策の後でよい」と意見が変わります。そのような
説明が全くなされてない政策です。子どものこと、子育ての現場の声に耳を傾けてください。
どこの現場からも、「人手が足りない」「非正規雇用ばかり」そんな声ばかりです。子どもに手
間をかけてない国、それが日本です。５兆３千億を、子ども・子育てのための人件費に使え
ば、１００万人以上の雇用を作り出せます。増加した失業者をすべて吸収できます。子どもに
手を掛けられます。そのような政策にぜひ変更してください。

213 40 女 主婦（夫） 埼玉県 外あそびをもっと!!
児童館に勤めて10年、親たちは外で子どもを遊ばせることの煩わしさを感じている（外だと汚
れる、寒い、暑いetc.）。子どものダイナミックな育ちがどんどん薄れていくのが一抹の不安。
冒険遊び場やプレーパーク、こんな場を今こそ大事にしたい。

214 42 男 会社員 東京都
学童クラブの充実につ
いて

昨今の不透明な景気情勢の中、国も都道府県も企業も私達も皆必死になっています。そん
な中これからの「日本国」そして「私達」を支えて行く子どもの『育成環境』の充実は必至だと
思います。その中でも「学童保育」に関しては認知度・充実度が低い状況です。私達の「宝」
でありながら一番弱い子供達にしわ寄せが行かない国創りをお願いいたします。

215 38 女 主婦（夫） 東京都
子どもの外遊び環境の
乏しさをなんとかしたい

0才乳児と7才10才小学生の母親です。下校後子どもだけで自由にあそべ、保護者も安心し
て送り出せる遊び場が無いと日々感じています。幼児期までは保護者同伴でも小学生以上
は子どもだけで群れて遊ぶ場が必要だと思います。遠くの冒険遊び場に0歳児と共に小学生
を連れて行く日々です。特別なお出かけではなく、子どもの日常に沿った場にたくさん出来れ
ばよいと思います。また、0歳児の母が集う場としても活用できるので、「広場事業」の「屋外
型」として位置づけられるのではと思いつきました。運営は、地域のボランティア団体が行っ
ており、財政難とのこと。福祉の事業こそ行政の出資どころではないでしょうか。

216 43 女 主婦（夫） 愛知県
子育て支援と自然環境
問題

今の子育て支援は室内型がほとんどです。その影響で学童期の育成が危機的な状況です。
子どもは自然との関わりを知らず、外での遊びは球技や遊具での遊びしかできません。豊か
な自然とふれあうこともなく親になって子育てをしている世代は、外遊びを子どもにさせたい
と思いながらそのすべを知りません。自然の豊かさを知らないということは自然環境を守る
必要性も理解できないでしょう。少子化と自然破壊はつながっています。子どもの外遊びの
環境づくりを求めます。

217 46 女 その他 神奈川県
少子化対策に保育園
を公的福祉として保障
する

こども４人を保育園にあずけ働いてきました。その経験から、国と自治体が覚悟を決めて保
育を公的福祉として保障する事こそ、本当の少子化対策だと思います。企業参入とか規制
緩和とか小手先の他人頼みでは全く駄目。発想を転換して、肝を据えて、保育園を義務教育
と同じ位置に持っこいってください！

218 40 女 主婦（夫） 東京都

保育園増設に伴う企業
からの「子育て税」（法
人税）と40歳以上の女
性の社会復帰積極支
援と配偶者特別控除、
扶養控除を残すこと

日本の企業で保育園を併設している企業はまだごく少数です。が、保育園を増やすのに企
業に協力してもらわなければやっていけません。法人税のほかに「子育て税」を企業からとっ
て保育園を増やし待機児童解消に役立てたいです。それから日本の社会は特に今の40代
以上の女性は、一度会社を辞めて家庭に入ると社会復帰が難しいです。でも、配偶者のリス
トラや給料ボーナス低下に加え、子供がいた場合には教育費がかかり、家のローンがあって
苦しいです。老後の資金もためなければいけません。40代以上の女性の社会復帰積極支援
してください。それから、配偶者控除と扶養控除の税制免除をなくしてしまうと、いくら子育て
支援の2万6000円をだしてもそんなに効果はないと思います。それからすべての世帯に平等
な政策ではありません。ですので扶養控除や配偶者控除の税制免除は残してください。とい
うか現行の103万円の壁を350万ぐらいにしてください。

219 47 女 その他 栃木県 学童保育の大切さ

私は、学童保育の指導員になり9年目です。待遇的にしっかりと認められた状態ではないで
すが、がんばってます。この仕事は、未来の子供たちも含め、もっと専門性を持ってやってい
くべき仕事です。この仕事の中に地域の教育力も含め、拠点になるべきところと思っていま
す。是非保育園共々、国としてしっかり認めてほしいと思います。これは日本の子どもの未
来がかかっています。

220 56 女 自営業 東京都
教育は国家盛衰の要
～４つの提言～

すべての人間が仲良く共生できる力を養うための４つの提言。１、0歳からの年代別教育論
の創設（作成ズミの大綱があります）人間の成長段階による根本的子育ての考え方を書い
た手帳の配布。２、子育ての不安や悩みを軽減すべく、母親が気軽に子育て相談できる場
所の増設。３、子育て後の女性が再スタートして働ける職場の充実や賃金の確保。４、自閉
症、登校拒否、いじめや性格の異なる人間と仲良く暮らすことができることを学ぶプログラム
の創設。以上、教育は国家盛衰の要であり、一家存亡のカギをにぎる大事業。子供を立派
な人間に育て、温かい家庭を作ることは価値のある最高の仕事だということを女性に知って
ほしいと思います。
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221 42 女 その他 北海道
放課後留守家庭児童
対策の充実

仕事をもち三人子育てしつつ、民間学童保育の運営に関わっているが、現場では常に資金
が足りず、指導員と一部の親のボランティアで成り立っているようなものである。家庭や地域
の子育て力が失われていく中、未来を担う､子ども達の健全な育成のためには、学校や保育
園と同じく、きちんとした運営・監督機関のもとで行われる事業とすべきである。手当や基金
をばらまき、勝手におやりなさいというのでなく、適正な支援をしてください。地域の自治体の
税収が減ると、子どもに関わる予算も削られます。放課後子どもプランも絵に描いた餅にな
ります。子どもの放課後に格差がないように､安心して過ごせる家庭に代わる居場所として
の学童保育とその指導員を保護し、発展させるよう、地方行政も指導し支援して下さい。

222 47 女 公務員 栃木県
小中学校での少人数
学級の実現を

１クラスの人数を３０人以内とし、教職員の人数を増やして欲しい。少人数指導やＴＴなどでな
く、根本的な改善を。現代の子どもたちが抱える問題は大きく、一人の教師が担当する子ど
もが多ければ、一人一人にかける時間が少なくなるのは当然。持ち授業数も、良心的な授
業研究をするには考えられないほど多いのが実情です。

223 47 女 公務員 栃木県
こども手当てよりも教
育の真の無償化を

子ども手当ては要らないと思う。支給に手間がかかって、経費の無駄。高校の無償化もいい
が、義務教育である小中学校でも、給食費、旅行積み立てで月に１万円くらい、親は払って
いる。お金がなくても、学校に行けて、病気になったら治療を受けられて、年をとっても最低
限の生活が保障されていたら、国民は安心して働けると思う。手当てという形でなく、国民生
活の根幹をしっかりさせてほしい。

224 33 男 会社員 広島県
★子供・子育て支援に
ついて★

問題の解決は本当に簡単です。例えば、子育て世代の30代の男性は4人に1人が「週60時
間以上」働いています。労働基準法の改悪で女性に対する深夜業・残業規制がなくなり、女
性の労働時間もふえています。フランスの労働時間は年間1538時間、ドイツ1525時間。日本
は所定外労働時間も含めれば1975時間にもなっています。（03年の比較） 。残業時間が増
えると、当然、家族そろって夕食をとる機会も減少。女性が一人で子育てを背負う不安も、働
く女性がかかえる、育児と仕事の両立の困難も解決しません。対策として、長時間労働を法
律で徹底的に規制する事。昔みたいに「18～19時になったら、みんな帰宅！家族で食事！」
の余暇時間が必要です。今の労働基準局へは企業からの仕返しが怖くて誰も訴えやしませ
ん。労働基準局の機能の整備が重要です。

225 33 男 会社員 広島県 意見

男女を問わず異常な長時間労働をなくし、サービス残業や非正規雇用を是正し、人間らしい
働き方を確立することは、少子化問題解決のために不可欠であるとともに、新たな雇用創出
という面でも重要なカギです。早期のサービス長時間労働防止対策法案を～。大企業の圧
力もあると思うが遠慮しないで、思いきっていってほしい。これがとにかく少子化対策の大き
なカギ！「家族で毎日楽しい夕飯を（コミュニケーション・家族の余暇）」

226 34 男 会社役員 京都府
若者の意識改善は充
分進んだと思うが

私は理系の博士号取得者です。まもなく２児の父になります。共稼ぎです。大綱を読み、余
計に暗い気分に陥りました。若者の意識改革は既に完了し、現に出生率は上がりましたが、
これではすぐ反落するでしょう。

227 49 男 その他 沖縄県
保育園と放課後対策
の充実

共働き世帯が増える中、やはり保育園と放課後児童健全育成事業(学童保育)への手厚い
施策の充実。施設数を増やす。保護者負担の少ない運営ができる補助金または委託費。そ
こで働く保育士、学童指導員の労働条件の改善など図ってもらいたい。また、子ども達が放
課後に自由に遊べるプレーパークの設置も進めてもらいたい。

228 40 女 会社員 千葉県 子育て支援策について

麻生時代のように、各家庭にお金をばらまくのは全く無意味である。発展途上国への支援の
ように、お金を単に与えても一時的な支援にすぎないため、もっと子育てしやすい環境を整
えることにお金を費やす策を練ってほしい。例えば、給食費支給や高校生への教育費の支
給なども、本当に援助が必要な家庭には支援すべきだが、本人に支給しても本当にその目
的で使用されるかは不明のため、学校へその子の分を支給したり、母子家庭へも単にお金
を支給して満足するのではなく、どうして母子家庭の母親が十分な生活費を稼げないか（働
けないか）を根本的に考え、議論すべきである。例えば、子供の保育環境を整えるなどの策
が急務である。机上の空論ではなく、生の人の声を聞きながら支援策を考えて欲しい。

229 37 女 公務員 栃木県

保育所入所要件の見
直しについて（育児休
暇中の継続にゅうしょ
について）

育児休暇の長短にかかわらず上の子の（在園児）継続入所を早急に認めてください。私は、
現在育児休暇中です、休暇も最長三年取得可能です。私の自治体では、下の子が一才の
年度待つまで継続入所が可能ですが、それ以上の場合には退所となります。私の場合では
一年以上所得する場合は年少(保育園)→年中（幼稚園）→年長（保育園）と転園を繰り返す
ことになします。子供の生活習慣の安定、保育の連続性という観点、子供の精神の安定、ま
た三歳以上であれば集団生活の必要性ということからも継続入所を認める制度つくりを希望
します。今のままでは、育児休暇の制度はあっても、保育園入所のために育児休暇を短縮
せざるを得ない状況です。安心して育児休暇の制度を生かし、育てられる支援体制を大至
急つくってほしいと思います。今、子育て世代が持っている課題を少しでも少なくできるよう
な、幅のある政策をお願いします。

230 40 男 会社員 東京都
現金支給、支給額の見
直し

15歳以下の２児を持つ会社員です。現金支給は止めるべきと考えます。定額給付金と同じよ
うに貯蓄・返済に当てられます。地方自治体への交付か現物支給にすべきで、地域の特色
を生かした子どもへの支出にして下さい。また、増税を伴う支給なら、支給額を見直して下さ
い。ほとんどの家庭は、経済的にどうにかやり繰りをしています。子供の有無で納税額が変
わるのは不平等です。増税なき平等な判断を期待します。
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231 32 男 その他 茨城県
少子化対策の前にす
べき課題

少子化対策と云いますが、晩婚化、非婚化の進行により、子供が産める環境ではありませ
ん。つまり、独身男女の婚活が必要なのですが、政府の対策を見ていると、そちらに向いて
いるとは思えません。また、婚活するになっても、非正規雇用や失業により、満足に出来な
い状態です。この問題は、子供手当で解決するとは到底思えません。政府の方針転換しな
ければ、人口減少に歯止めがかからないでしょう。

232 42 女 会社役員 東京都
日本のベビーシッター
のあり方

日本のシッターは、そのあり方に基本的に非常に重要な誤りがある。雇用主である親からの
視点が全く欠如した、子供の視点のみを重視し「お遊び」に終始する勤務形態である。親が
管理職へと役割が変わると不規則さがつきまとう。時間のない働く両親が最も欲しているの
は子供とのクオリティタイム。シッターと交代しても家事に追われ子供と密接な時間は過ごせ
ない。炊飯器や洗濯機のスイッチを入れることも認めない現在のシッター制度は非常な問題
である。また、時間の余裕があれば、もう一人兄弟がほしいと思える心の余裕が生まれるの
である。日本ベビーシッター協会のシッターに家事をさせないという基本方針を変えれば、民
間大手も方針を変えるはずであり、国民の追加税負担・追加国庫負担なしに、多くの不便が
解消されるはずである。個人的には、NYで生まれた子供は、0歳からシッターに預けており、
当時のシッターには、子供と遊ぶ場所（リビングや子供部屋）の掃除や子供の服の洗濯、簡
単な食事の用意までお願いしていたため、時間に非常に余裕があった。親が家事をしながら
子育ぁをしているのに、何故シッターは家事ができないのか？「遊び」に終始するのであれ
ば、それは子育てでもっとも幸せな時間の「いいとこ取り」にしか思えない。私たち親は子供
が3歳で去年帰国したが、現在日本で働き続けることに非常に困難を感じている。

233 64 男 その他 大阪府
赤ちゃん・子どもの受
動喫煙防止が重要

タバコの煙のない家庭環境がとても大切です。母親はタバコを吸わないこと、父親や家族も
同様です。日本の妊婦の33％は妊娠前にタバコを吸っており、父親の48％と母親の11％が
喫煙者ですから、日本の1800万人の子どもの半分以上＝900万人以上は出生前・後タバコ
の煙にさらされています。日本の家庭から受動喫煙がなくなると、900万人の家庭受動喫煙
児の病気が半減しますから、小児科を受診する子どもの数は毎年数百万単位で減るでしょ
う。

234 68 男 自営業 静岡県
家庭内での親の喫煙
が子どもの受動喫煙
被害の問題

年間50校ほど、小中高校での喫煙防止教育講師を引き受けておりますが、家庭における子
どもたちの受動喫煙被害の実態を養護教諭などから頻繁にうかがいます。子どもへの喫煙
防止教育だけでなく、親たちへの禁煙教育が重要テーマです。政府に対策をお願いしたい。

235 44 女 主婦（夫） 広島県
子どもの育ちに重要な
事

子どもは、遊ぶ事で人とのコミュニケーション力をつけていくと思います。さらに、興味を持っ
て熱中していろいろな事をする事で、創造力なども育まれると思います。遊ぶ時間と場所の
確保を御願いします。また、親世代に遊びの重要性を伝える事も、大切だとおもいます。

236 47 男 その他 福岡県
支援されるのではな
く、エンパワメントされ
る必要性

地域の子育て支援施策は増えているが、サービスを受容する「支援される親」が増える一
方、自発的にグループを形成し、地道に地域に根ざした人のつながりが生まれる機会が
減っている。先回りして過度な支援まですることによって、当事者同士のつながりを育む阻害
要因になっている。子育ては日々の暮らしの相互の関係性の中で営まれる。自らの可能性
に気づき、エンパワメントされ、互いに支えあう仕組みづくりが必要な支援策である。

237 31 男 会社員 大阪府
今後の子ども・子育て
支援策へのご意見に
ついて

妻２７歳　子供２歳・０歳の４人家族です。一般的な生活かと思いますので参考になるのでは
ないでしょうか？

238 61 女 自営業 東京都
外遊びの子育て支援
に応援の体制を

乳幼児期の外遊びを活動が、ここ2年で急増しています。公園への遊びサポーター派遣や公
園巡回型の遊び場づくりなどです。これらの活動は横浜や世田谷で始まりました。住宅の集
合化で外遊びの場所の確保が難しく、街区公園に出かけますが、風紀や子どもの声の苦情
などの問題があり、公園もゆったり遊ぶ場所にはなり得ません。そこで第3者がついて遊び
道具を持って出張していくのが外遊びの支援です。規模は小さいのですが、地域の人材や
場を活用した活動です。この活動をぜひ見ていただき、次世代育成の活動として応援や位置
づけをいただきたい。私は「●●●●」という団体で世田谷で5年間巡回型のプレーリヤカー
を行っています。

239 41 女 主婦（夫） 静岡県
子育ち支援のためのＮ
ＰＯ支援・協同事業推
進

子育ち支援の為の活動をしているが、報酬がなくては継続できない。行政には本当に必要な
活動を見極め、協同事業の推進やＮＰＯ支援を充実させて欲しい。

240 41 女 主婦（夫） 静岡県
喫煙による不妊や、胎
児の障がいについて

喫煙によって不妊になる可能性、受精前の精子がタバコに含まれる有害物質によって奇形
している可能性があること、卵子や受精卵にも同様の可能性があること、それによって、障
がいをもって産まれたり、流産したりする可能性もあること‥ＦＣＴＣ条約の徹底をお願いしま
す。

241 55 男 公務員 静岡県
若い女性の喫煙防止
対策の充実を望みま
す

最近若い女性や妊婦さんの喫煙が増えていますが、妊娠中に喫煙すると生まれてきた子ど
もに様々な発達障害が生じやすいことがわかっています。特に多動児（注意欠陥多動性障
害）となる率が2-3倍に増加するというデータが海外で多数報告されています。子どもを健全
に育てるための子育て支援策の前に、まず子どもが健康に生まれてくるように、若い女性や
妊婦さんの喫煙防止対策の充実を望みます。

242 56 男 会社役員 栃木県
義務教育の完全無料
化こそ必要

私は、２年前までＰＴＡ会長をしていました。義務教育は無料のはずですが、実際には給食
費や教材費、クラス費、ＰＴＡ会費などさまざまなお金がかかっています。特に、市ＰＴＡの役
員として、給食費の会計監査をやった経験から、給食費の未納問題が大きなテーマでした。
子ども手当ても結構ですが、まずは給食費など義務教育には一切お金がかからなくすること
が必要だと思います。
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243 42 男 その他 静岡県
映画館での託児サー
ビスを兼ねた人材育成

一定の場所で定期的に一時保育ができると、安定的な収入の他に、スタッフの資質向上を
図りやすくなる。そこで提案するのが映画館での託児サービスである。形態上、支出は一定
で、収入は顧客の数で決まるから、増えた顧客数×料金が収益増加分となる。また、平日の
昼間等の集客は特に増やしたい意向があるはずである。余裕スペースがあること、時間が
上映時間と一定であるから預かりやすい。これらを民間で行えるようモデル実験して規制緩
和することが提案である。

244 38 男 その他 京都府
現物給付・環境整備を
中心とした総合的な施
策を

子育て支援は、社会全体に関る総合的な施策が必要。その際、現金給付よりも、環境整備
と現物給付を重視するべき。たとえば、子どもを生み育てられる賃金や労働時間、看病休暇
など、労働環境の整備。保育所、公園など子どもの環境に配慮した都市計画。子どもの育ち
を保障する思想に基づく保育・教育制度と、その現物給付。核家族化に対応した、気軽に使
える一時保育、病児保育、子育て相談などのための人員、空間の公的保障。

245 34 男 会社員 北海道
子供手当の現金支給、
断固反対。

子供手当、絶対にやめてください。うちの妻は主婦でパートをしております。妻は２０代から
持病があり時々調子が悪くなるので恐らく今後も正社員では勤められないかと思います。そ
のため結婚して５年目ですが子供にも恵まれません。今後も恐らく出来ないとの事です。妻
の身体を最優先に考えておりますし、贅沢をしなければ暮らしていけると考えております。こ
れまで私も平凡なサラリーマンで税金はきちんと納め真面目に暮らしてきました。現在年収
も下がる中子供のいる家庭ばかり優遇され扶養控除など廃止されたらぎりぎりのわが家の
生活は苦しくなります。「ほんの一部の人間には我慢してもらう」とおっしゃってますが、政府
の人間が、そのように私のような状況の人間を差別する発言をしたことには信じられない思
いでいます。少子化をくいとめる政策に着手するのは正しいし民主党の着眼点は素晴らしい
のに、なぜ子供の親に現金支給なのかも全く理解できません。かつ所得制限もつけないなど
どんな弁明をされても納得がいくものではありません。年金や住民税、その他あらゆる税金
を真面目に滞りなく払ってきた私たちがなぜそのような差別を受けないといけないのか？社
会に生きていることでこんなに辛い扱いを受けるのは初めてです。現金支給で１００パーセン
ト確実に子供の為に使われるのか確定できない不確かなものを最優先せず、託児所の増設
や教育費の無料化など、どうか子供を育てために必要なものに１００パーセント使ってくださ
い。それならまだ納得がいきます。こんなことなら一律消費税を上げる方が平等かと思いま
す。最後に、私も妻も民主党に票を入れております。子供手当には反対しておりましたが、無
駄を排除するなど他の政策はとても素晴らしいですし、国民の生の声を総合的にみて検討し
直す柔軟さがあると信じているからです。他の民主党に票を入れた国民のみなさんも私たち
のように全てのマニフェストに賛成して票を入れたわけでは絶対にないはずです。子供手当
について絶対に反対します。もしこちらを強行に実行されるのであれば、私たちは民主を支
持した自分たちを後悔する結果になってしまいます。絶対やめてください。

246 59 男 会社役員 茨城県
子どもを増やすに
は・・・

若い世代に生きる希望をもたせて子作りさせる以外にありません。路線バスの廃止される現
実が少子高齢社会を苦しめていますが、これを幸いとして、ＮＰＯ●●●●をつくりました。
地域に密着した乗合タクシーは通院・通学を目的にしています。２種免許は当然のこととし
て、高齢社会には最低２級ヘルパー程度の資格が必要です。２年で２８７人の会員が集ま
り、延べ7千人超える乗車数です。ここからもの凄いことが始まります。

247 37 男 その他 埼玉県
子どもが野外で自由に
遊べる環境づくり

豊かな人間性の育成に寄与する、子どもが野外で自由に群れて遊べる冒険遊び場づくり
を、体験活動の中に位置づけ、明記することを提案します。

248 42 女 その他 宮崎県
共同保育園（無認可）
を補助事業対象に！

地域まちづくり委員会事務局に勤務部。毎月の収入が6万円、1歳の娘を共同保育園（親も
共に育ちあう）に通わせている。保育料４万７千円、別途、教材費毎月２千円。子どもの学び
を応援するなら、子どもの育ちを保障できる「環境」「保育の質」「活動状況」をしっかりと把握
していく必要があると考える。認可基準の見直しか項目を立て補助対象事業を細分化すれ
ば、管理は複雑になるが、きめ細やかに補助していけ、経営に苦しむ質の高い無認可保育
園の負担の軽減、親の負担の軽減につながると考える。

249 44 男 公務員 栃木県
保育所入所要件の見
直しについて（育児休
暇中の継続入所）

育児休暇の長短にかかわらず（一年でも三年でも）、子どもの心・生活の安定、保育の連続
性、集団生活の必要性からみて、上の子の継続入所を認める制度、あわせ合わせて兄弟で
同じ保育園に入所できる制度を要望します。現行の制度では保育園入所のために育児休暇
を切り上げる、さらに二人目三人目を望んでも復職時に保育園入所等の不安が多く、安心し
て子を生むことができません。保育園中心の出産計画や育児計画になっています。利用者
が主体となる柔軟な支援が安心感のある子育てしやすい社会となると思います。今すぐ見
直せることはすぐに実行をお願いします。

250 54 男 会社役員 岐阜県
子育て支援のバリアフ
リー化

現在、障がい児家庭は障害者自立支援法等で健常児とは別の制度を利用できる。しかし、
地域子育て支援拠点事業や児童館事業等では障がい児親子が参加できる開かれた場所が
ない。今後の子育て支援については、是非誰もが参加しやすい仕組みを願いたい。
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251 35 女 会社員 京都府
今後の子育て支援策
への意見

これまでの少子化社会対策大網には、矛盾点が多い。たとえば、最低基準を満たさないの
に「質の高い認可外保育園」ではありえない。今でも世界的に十分低レベルの最低基準を自
由化するなどもってのほかである。また、放課後対策について、すべての子供たちを対象に
は理解できるが、現状では何の保証もないまま受入れだけを求められ、すべての子どもたち
がわずかな福祉を分け合い、一人ひとりが受けられる量は本当に微々たるものとなってい
る。民間活力を活用するにしても、子どもたちの育ちを保証する「基準」は全国共通で国とし
て保証してもらえなければ「もっと子どもを産もう」という気持ちにはならない。充分に必要な
大人に見守られ、充分に必要な施設に守られて子どもがすくすく育っていれば、「もう一
人・・・」となる。忘れてもらいたくないのは、支援が必要なのは、子ども本人とその保護者で
もあることである。専門家の意見を十分に取り入れた検討を望みます。

252 37 女 主婦（夫） 福岡県 こども子育て支援策
介護保険の方針と同様　子供も施設から在宅で保育できるよう方針を転換してほしい。今の
政策は親のための政策であって　産んだだけであとは保育所におまかせということになりか
ねず　親子の関係が希薄になり　親が育たなくなると思う。

253 30 女 主婦（夫） 熊本県 現実を見よ！

まずは・・・公約の為に政治をすることはやめてください。公約を無理矢理実行する事が国民
の為になると思わないで下さい。こども手当ては必要ありません。手当てを出すくらいなら授
業料・・教科書代・教材費・給食費など、直接子供の為になるものに使うべきです。小額の手
当てを現金で渡されても大半の家庭では無駄に使うだけでしょう。現金を支給するという事
はあなた方がやるべき仕事を国民に丸投げしているのと一緒ではないですか？あなた方が
やらなければいけない事は何なのか、よく考えなさい。

254 31 女 主婦（夫） 長崎県
子ども手当てを地方
に！育児支援にまわし
て欲しい

こども手当ては必要ありません。手当てを出すくらいなら授業料や給食費無料化するほうが
いいと思いますし育児支援の人材確保や育成に使って欲しい。幼稚園小学校と設備が古い
ままのところがたくさんあるので修繕にまわして欲しいです。

255 34 女 その他 京都府 少子化対策について

3歳7歳の二児の母です。真の幼保一元化を願います。厚生省の資料
（http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/05/dl/s0519-6l_0002.pdf）の通り、諸外国は、就学前に
力を入れています。慈善などでなく、この時期の子供への資金投入は結果経済的にも安くつ
き、何より質の良い教育を施された国民の増加は国家に大きなメリットだからです。今ある保
育園、幼稚園のヒト育て力を地域の子育て支援にも広げらるよう、余裕を持った人員配置・
園の広さ等を確保出来る制度作り・税配分を願います。

256 36 女 会社員 東京都
育児休暇期間の見直
しについて

現在、育児休暇は1歳までと定められているが、友人等の意見を総合するととても1歳までで
は安心してまた働くことはできない（ので、辞める）というのが一致した意見である。子ども手
当てなどもありがたい制度ではあるが、女性が安心して働き、また子どもにとっても負担が
少ないようにするには育児休暇を法律によってもっと延長していただくことが切望される。育
児休暇を社員が長期取得することにより、雇用の機会も増え、リスク回避にもなると考える。
具体的な育児休暇期間については満3歳まで取得できるのが望ましいと考える。

257 43 男 研究者 京都府
自由化と受益者負担
の違いについて

最近は自由化という言葉を用いて受益者負担の原則による差別化を容認する傾向がありま
す。今後の日本社会において、保育所における安全の問題、子どものアレルギーの問題な
どは誰にでも起こりうることであり、社会全体で負うべき問題です。子どもたちが遍く必要な
保障を受けられる制度を作るべきであり、一過性の補助金を配分するよりは、子育てに関わ
る者が人材や支援内容を切り捨てなくてもすむ政策を立案してください。

258 37 女 主婦（夫） 福岡県
子どものためになるお
金の使い方を

子育て支援金の親への直接支給に反対です。ある親は塾に使い、ある親はパチンコに使う
でしょう。どんな境遇に生まれた子も平等にその利益を受けられるようすべきです。高校、大
学の費用を安くする。保育士、小中学校の教員、小児科医、産婦人医を待遇改善と数を増
やす。フルタイムでなくても保育園を利用できるようにし、働き方の見直しを促進する。遊び
の場（特に屋外）の整備と安全対策。親のつどいの場は小さいものを数多く設置。子育て当
事者による子育て親育ちのグループ活動を支援。被虐待児などには手厚い保護と加害者の
構成システムを。子どもの携帯使用に制限を。などです。

259 41 女 会社員 東京都

『不妊治療』という名称
を、ポジティブな『計画
出産治療』などに変更
しては？

一昨年結婚したのでこれから積極的に子どもを得ようと思いましたが、妊娠の可能性がある
女性に対しても、受けるべき治療が“不妊”でショックを受けました。情報を得ようにも気軽な
公開もあまりなく、何だか敷居が高いです。妊の文字自体、女性だけが負っているようなの
で、『計画出産治療』などに変更してほしいです。

260 41 女 会社員 東京都
劇場・映画館などへの
保育室設置を義務化し
てほしい。

子育て中であっても、公共の娯楽施設などでは数時間、預けて楽しむことができたらいいの
にと思います。自分はまだ子どもがおりませんが、四六時中子どもの面倒をみているお母さ
んたちは、たまには息抜きしたいのでは…？　と思うとともに、自分に子どもができた時に、
趣味であるお芝居や映画が楽しめなくなるかと思うと悲しいです。
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261 39 男 公務員 三重県
放課後児童クラブの整
備について

現在、4つの放課後児童クラブの協議会の役員をしております。その中で多くの放課後児童
クラブの意見として感じることを以下に意見としてまとめました。この３年間で市町村合併に
より、放課後児童クラブが公設公営から公設民営となり、運営のために放課後児童クラブの
保育料を値上げせざろうえない現状があり、費用の面で大変負担が増加しました。これに加
え運営に関すること（指導員の確保、給与の支払い等など）も保護者が行い、その運営に多
大の労力を費やしています。保護者が働きながら、もう１つの会社を運営しているようなもの
です。近年のアンケート調査によっても都道府県により、保育料・運営体制・内容など大きな
開きがあることがわかります。放課後児童クラブの恒久性確保の必要性、どこに住んでいて
も同様に安心して働くことのできる施設・条件の確保が必要であること等を考えると放課後
児童クラブは公設公営が最も適していると考えます。是非とも、国として、放課後児童クラブ
を整備し、公設公営化を進めて頂ければ、ありがたいと思います。どうぞよろしくお願いしま
す。

262 41 女 会社員 東京都

“大綱”より“具体策”を
募集したりイメージアッ
プを図ってはどうです
か？

「少子化社会対策大綱」は数年で変わるものではないと思いますので、テレビやインターネッ
トを通じて（食料自給率のCM／HPなどのように）、広く具体策を募集・実行するなど、出産・
子育てに関するイメージアップを図ったり、風潮をつくってはどうでしょうか？　まず、現在の
ホームページでは正直、見にくいうえに読む気がおきません。子どもを生んでほしい若者世
代に積極的にアクセスしてもらえるホームページ作りや、情報発信をしてください。

263 50 男 その他 東京都
ＴＶ放送事業の活用提
案

現在CS２系統、BS２系統の衛星放送とケーブルTVなどが乱立するものの、欧米型の専門
教養多チャンネル番組が実現されていないことは誠に資源の無駄使いです。私の提案は先
進諸国では常識の２４時間宗教専門チャンネルや米国CSPANのような政治専門・国会中継
番組などを政策的に実現させて、真理や正義や慈愛を学ぶ信仰精神を養い、国民としての
社会的責任を自覚させて、もっと視野を高めさせる事が有効だと実感しています。皆さんの
活躍を心より応援しています！

264 47 女 会社員 兵庫県
学童保育に指定管理
はなじまない。

こどもが通う学童に指定管理が導入され、現在、市は指定管理者を選定中です。もし指定管
理者が変更になると、先生の総入れ替えがあり、こどもも親もせっかく慣れ親しんだ保育が
中断されます。うちのこどもはなかなかすぐに心をひらかないので先生にやっとなれてきたの
にまた1からはじめなければなりません。途中で中断される指定管理者制度を学童から撤廃
してほしいです。公営にしてほしいです。

265 53 女 その他 東京都
乳幼児教育の重要性
を認識した施策を！

子育て支援は未来への大事な投資です。子どもたちが健全に育つための環境作りにはしっ
かりと予算を組んで、国がリーダーシップを取ってほしいと思います。東京では待機児童解
消のために、外遊びをする場もない劣悪な環境の保育施設を認め、また、経費節減のため
保育園の民間委託がすすめられています。乳幼児教育の重要性をいまいちどきちんと認識
し、幼保一元化も含めて、これからの日本の実情に合った制度を考えていってほしいと思い
ます。

266 36 女 公務員 神奈川県
放課後児童対策（学童
クラブ）の充実を

自分の場合共働きで経済的な心配はないが、育児休業が明けて職場復帰した後の保育に
対する支援が十分でないことが心配で、第3子の妊娠出産をためらっている。特に、就学後、
放課後の保育を家族以外に頼らなければならないため、学童保育クラブの充実を切実に願
う。我が地域（横須賀）の保育料は全国でもトップクラスに高額（当クラブで2万円/月）であ
る。仕事のための保育なのか、保育料を作り出すための勤労なのか分からない状態。料金
だけでなく、運営も保護者の肩に重くのしかかっている。仕事と運営とどちらが本業かと疑問
に思うほど負担は大きい。学童クラブを充実させることにより社会の底上げが実現すると考
えてほしい。ただし、茅ヶ崎川崎のような全児童対策では、質が低いもので数だけ揃えても
充実とはならない。保護者運営は負担が大きいが、民間運営では安心して子供をあずける
ことはできない。安心できる運営体制、保育環境を望む。

267 57 女 その他 京都府
放課後対策の充実に
ついて

私は、京都府長岡京市で28年間学童保育の指導員をしています。今回の政権交代には期
待をする1人でもあります。●学童保育への補助金の増額をしてほしい●指導員の身分は
選任職員とされ、児童数30人までは2名以上41人以上になったら2学童に分割。障害児に対
する加配は必要数配置を。●学童保育の民間委託はせず、国が責任を持って運営して欲し
い。以上要望いたします。

268 38 女 会社員 埼玉県 こどもが育つ時間
ワークライフバランスは大人だけの話ではない。こどもらしくいられる時間を確保することが
必要。友だちと遊ぶ時間の拡大を。そのためには大人も余裕を持てる時間の使い方をでき
るように整備する必要がある。

269 32 女 会社員 神奈川県
産後支援ヘルパー派
遣制度の見直し（横浜
市）

昨年まで横浜市には、誰でも広く利用できる『産後支援ヘルパー派遣制度』というものがあり
ました。収入には関係なく利用できたこの制度が、今年度からは、生活保護世帯と市民税・
所得税非課税世帯の利用に限定されてしまいました。 どのような世帯であっても、どんなに
高額でも、ヘルパーを利用しなければならない状況に陥る可能性はあります。 （実際、出産
直前に腕を骨折してしまい、この制度のお世話になったという方のお話を聞きました） 「産後
支援ヘルパー派遣制度」は本当に必要な制度なのです。制度を見直して、広く利用できるよ
うになることを要望します。

270 51 女 その他 京都府
地域の子育てセンター
児童館の充実を

私は京都市の児童館に勤務していますが、0歳の赤ちゃんからし思春期児童まで、幅広い子
育て支援の事業を行っています。でも、職員の給料は低く、人手も足りず、予算も十分では
ありません。国の政策で、児童館の充実を考えていただけるようにお願いします。
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271 66 男 その他 京都府
新しい保育･子育ての
仕組み

就学前の子どもたちは約700万人弱です。子育ては昔から母親1人ではできませんでした。
祖父母や地域に守られ、助けられ子どもは育ってきました。核家族化した現代は社会的にサ
ポートしなくてはなりません。中心的な社会的資源は認可保育所です。現在社会保障審議会
少子化対策部会では保育所を中心に在宅の子ども、学童などについて、いよいよ全体構想
をまとめる段階にはいっています。是非「子ども子育てビジョン」のなかに、これらの構想をさ
らに充実させ、すべての子どもの最善の利益を守る仕組みを構築してください。現金給付と
現物給付とを組み合わせることによって、欧州のように少子化に歯止めもかかることが期待
できます。

272 53 男 公務員 広島県
放課後児童クラブ施設
の大規模解消と指導
員の人材確保

放課後児童クラブ施設の７１人以上の分割促進だけでなく，４０人以下の適正規模にするた
め，地方自治体が責任を持って行えるように適正規模施設の整備と専任の指導員の人材確
保ができるように国が積極的に財政支援するべきです。

273 51 男 その他 東京都
「子どもの権利条約」
が活きる地域づくりを

２０周年を迎える国連子どもの権利条約の理念は、子どもに身近な地域社会でこそ活かされ
るべきです。その条項一つ一つをもとに各地域の取り組みを検証することも有効な手段で
す。とくに各自治体の施策において、子ども自身の意見がどれだけ取り入れられているか
が、子どもが生き生きと成長する社会のバロメータでもあります。その観点から、次世代育成
支援行動計画の策定時期でもあり、地域行政にはたらきかけをしていくべきと考えます。

274 38 男 会社員 神奈川県 学童保育について

学童保育についてですが、横須賀市では、民設民営で実質的には、保護者が経営していま
す。現状の児童福祉法では、放課後児童健全育成事業は、市町村の実施義務は無く、利用
の促進に努めることとの努力義務にとどまっています。その為いくら国が待機児童ゼロ作戦
や次世代育成支援計画の策定を義務付けたとしても横須賀市のような民設民営の学童クラ
ブでは学童クラブを立ち上げる必要のある保護者が学童クラブの設置をしなければ、箇所数
は増えず、国の計画も何のやくにも立ちません。児童福祉法を改正し、市町村に対してなん
らかの実施義務を持たせるべきだと思います。

275 49 女 その他 東京都 外遊びの拡充

NPO法人「●●●●」の代表理事をしています●●と申します。私たちは、冒険遊び場「●●
●●」を運営しているNPOです。その他にも、「子どもたちにたっぷりと豊かな遊びを」をテー
マに事業展開しています。公園で小学生も、そして、乳幼児をもった親子も遊ぶ姿をほとんど
見る事が少なくなってるという現状があります。しかし、その外遊びこそ、子どもたちが育つ
重要なことがたくさん含まれていると考えています。公園を使っての親子ひろばや冒険遊び
場的なことを展開していますが、子どもたちが群れて遊ぶことにより、子どもたちが人との関
わる力を学んでいきます。人と関わることがなく、遊ぶことがなく成長していく子どもたちが多
いと感じていますが、遊びことが子どもの成長に取って大切であること。また、それは現在、
文科省厚労省のおこなっている小学校を使っての「放課後子どもプラン」という形ではなく、
子どもたちが住んでいる地域にこそ遊ぶ場を作っていくことの重要性を感じています。子ども
たちがたくさん遊んで大きくなってもらいたいと思っています。ぜひ、地域に遊ぶ場を創るこ
と、そして、そこに人（プレイリーダー）がいることをお考えくださいますようお願いいたします。

276 44 男 会社員 宮城県

外遊びの力を次の世
代に/子どもの育ちに
目を向けて、外遊びが
できるようにしたい。/
提言書＜「外遊び」の
力を次の世代に＞を内
閣府に届けたい

日本の子どもを元気にするために、地域の大人が行政・事業主等と協働し、「外遊び」を通し
て“子どもが地域の中で自ら育つ”環境づくりに関する事業活動を行い、、“「外遊び」の力を
次の世代に”つなげていくことを提言します。１．背景?元気のない子どもの増加　?自信を失
い孤立した親の増加２．視点?外で遊ぶことで、子どもの中にある自ら育つ力を引き出す?元
気な子どもをわたしたちのまち（地域）で育てる
子ども側の視点にたち、子どもの生活そのものである「遊び」や、子ども自身による「学び・育
ち」に焦点を当てて、特に、外で子どもが群れて遊ぶことのできる環境づくりが急務です。ま
た、親世代及び祖父母世代等が子育ての喜びを実感できるようにするためには、「親世代が
支援を受ける」という受身の考えだけでは不十分で、「自分たちの子どもを自分たちのまち
（地域）で育てる」という主体的な視点が不可欠です。
特定非営利活動法人　●●●●●では、提言書＜「外遊び」の力を次の世代に（平成２１年
１０月）＞を作成しました。ぜひとも内閣府の方にお届けしたいです。日本全国で約２４０の冒
険遊び場づくり活動をしています。よろしくお願いします。

277 44 女 その他 東京都

地域住民による地域
の子育て支援拠点、全
国のプレーパーク活動
に活動資金を！

地域住民である市民力の活用で、地域の中に新たな子育て支援拠点をつくる「プレーパー
ク」の数を増やすこと、専門職プレーリーダーの育成を行うことを要望します。プレーパーク
活動は、0歳から18歳の子どもが、豊かな自然と触れ合いから、同世代はもちろんのこと、異
年齢、世代間のと日常的に交流しながら、外遊びができる場所です。子どもたちは自然と人
と遊びながら、命の尊さを感じ、豊かな人間性を育成します。さらに、親の育児力を高めま
す。

278 44 男 会社員 宮城県

日本の子供の福祉の
国際的レベルは大丈
夫か？/子どもの遊び
機会推進のために予
算をつけよ。/今の子ど
もが大人になった時、
日本は安心できる社会
となっているか？

2007年にユニセフが出した『豊かな国における子どもの福祉に関する概要』というレポート
で、豊かな先進国21カ国中、英国は最下位であると発表されたこともあって、英国では子ど
もの未来について心配する議論が活発になった。（残念ながら、日本は21カ国にも含まれて
いなかった。）日本の子どもの福祉は大丈夫か？
日本よりも12年早くに政権交代が起こった英国では、1997年に労働党のブレア政権の誕生
によって、2001年に子どもの遊び機会推進のために巨額の予算（全国宝くじ基金より2億ボ
ンド、日本円で500億円）が使われることが決定された。（助成が始まったのは、2005年から）
日本でも、子どもの遊び機会推進のために予算をつけるべきである。
今の子どもたちはいろいろな面で元気がないと言われておりますが、どのようにくらし、学
び、そして遊んでいるか知っていますか。夢中になって遊ぶことができていると思ってます
か。もしも、今の子どもたちが十分に遊べていないとするならば、25年後、50年後の日本は
健やかで安心して暮らせる社会となっているでしょうか。今の子どもたちが大人になったとき
に、安心して社会の牽引役を託することができるでしょうか。
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279 41 男 公務員 神奈川県
学童保育の指導員に
対しての公的支援につ
いて

横須賀市の学童保育は、民設民営の学童保育です。学童保育の本来の姿は、働く親たちが
安心して仕事と子育てを両立できるようにあるべきですが、今の学童保育は、保護者が働き
ながら学童保育の運営も行っています。安心するどころか、指導員の確保や毎月の収支運
営に追われ、子育てと仕事を両立することが大変な状況にあります。特に、指導員の雇用問
題には、本当に苦労しています。指導員の雇用については、保護者に任せるのではなく、公
的支援をもっと拡充してもらいたいと思います。特に、指導員の給与が運営費の８割から９
割を占めているので、指導員の雇用を行政が担い、人件費の負担を減らせることができれ
ば、保護者の負担も軽減できます。また、今の会費では、若い指導員が世帯を持って働くだ
けの給与が渡せていないのが現状です。若い指導員が、希望を持って充分に働ける環境を
一日も早く作っていただきたいと思います。保護者だけの力では、これ以上労働条件を良くし
ようと思ってもできません。公的支援を強く望みます。

280 44 男 会社員 東京都 学童の充実

子育て支援と言うと保育園の話が中心になりがちだが、それよりも深刻なのは小学校に入
学してからの学童の問題。ちゃんと預かっているのか、信頼出来る出来ないにかかわらず選
択の余地もない。その評価制度、資格制度も不透明。小学校に入学してからの対処に苦慮
する親は多いと思う。

281 55 女 会社役員 埼玉県
中小企業のおける企
業内保育支援のお願
い

中小企業における企業内保育支援のお願い○企業内保育施設設置に関して助成金はある
が、継続し運営していくための助成金(人件費)が現行では無い状態である。経済不況で中小
企業経営は厳しさを増している。企業内保育運営費の補助を是非お考え頂きたい。○現行
の家庭保育室枠地域児童には所得に応じた保育料の軽減、職員、施設に対する運営費の
助成もあるが、企業内保育枠（企業従業員）を利用する乳幼児にないため、同施設において
も格差が生じてしまう。地域の児童と同様に中小企業従業員保育料の軽減措置をお考え頂
きたい。（中小企業従業員ではパート従業員も多く保育料負担が大きい）別途資料を送らせ
ていただきます　ご高覧いただけますようお願いいたします。中小企業ワークライフバランス
プロジェクトメンバー　●●●●

282 35 男 会社員 兵庫県
子供手当の効果に疑
問

子育ての支援に必ずしも繋がらないものと感じます。各種控除の廃止とあわせて考えると、
家計を圧迫する場合もあるとのことで、メリットを感じられません。所得制限や国籍条項の有
無
など、検討を要する付帯条件も多く、問題のある政策ではないでしょうか。

283 33 女 会社員 埼玉県
縮小しないで！子育て
ヘルパー制度

横浜市でこの4月から産後ヘルパー派遣制度の対象者が、生活保護世帯と市民税・所得税
非課税世帯に限定されました。さいたま市にも子育てヘルパー派遣事業というサービスがあ
り、産後直後に利用しました。産後の心細い中、心身ともに救われたといっても過言ではあり
ません。財政難はあるのでしょうが、横浜市のようなサービス縮小の動きが全国に波及しな
いようにしていただきたいです。

284 33 女 会社員 埼玉県
病時保育の拡充は、2
人目への自信につな
がります！

共働きで子育てをしています。子どもがほしかったので一人目は躊躇なく出産しましたが、2
人目は悩んでいます。特に、子どもの急な病気で仕事を休まなくてはならなくなった時に、自
信がなくなります。病時保育は市内に数少なく遠方ですし、民間のベビーシッターは高額で
お願いすることが出来ません。横浜市には24時間対応の緊急一時保育があると聞きました
が、そういった施設に増えてほしいです。そうすれば2人目にも自信が出ます。

285 56 女 自営業 東京都 外遊びの推進を
野外での遊びの中で、人の成長に大事な心と体が育まれます。外に出て初めて、多種多様
な人や、自然と触れ合い、多くのことを学びます。冒険遊び場づくりは市民活動で広がってい
ますが、資金面で安定させる必要があります。

286 38 女 自営業 京都府 学童保育について

・国が責任をもって公的責任において学童保育の実施をしてほしい。・設置・運営基準を国で
定めてほしい・必要な子ども全てが利用できるように学童保育の数を増やしてほしい。・指導
員が働き続けられる為に待遇の抜本的改善をしてほしい（公的資格の導入を！）・指定管理
者制度を学童に適用しないでほしい。・全児童対策との一体化をしないでほしい。京都学童
保育連絡協議会としての意見です。

287 31 女 その他 広島県
保育所の最低基準廃
止・縮小について

・希望するすべての子どもに質を確保した保育を保障するために、国の責任で緊急に保育
所整備を行い、待機児童を解消してください。・市町村の保育実施責任を失くし、直接契約、
応益負担を導入する「新保育制度」は、保護者と保育所に負担を押し付けるものです。保護
者・保育者の声を無視した官僚主導の保育制度「改革」論議は即時中止してください。・保育
所の最低基準を廃止・縮小して地方まかせにすることは、子どもを狭い保育室に閉じ込め、
成長・発達の権利を侵害するものです。自公政権の無策が引き起こした保育所不足を理由
に、諸外国と比較しても劣悪な水準にある、最低基準を廃止・縮小することは国の責任放棄
です。最低基準の廃止・縮小ではなく、国の責任で保育所整備を行い、待機児童を解消して
ください。

288 60 女 会社員 神奈川県
学童保育の充実をお
願いします。

私は、過去に保育園や幼稚園にも勤めていた経験がありますが、学童保育の重要性も同じ
ように痛感するものです。現在働いている学童保育は、保護者が運営している学童保育で、
その負担は非常に大きく、経済的に困難を抱えている家庭の子は、学童保育に入所できな
い現実があります。このような格差は子どもには関係のないことです。ぜひとも公的責任に
おいて基盤の整備をお願いします。

289 37 女 会社員 東京都
3歳までの育休と小学
校3年までの時短勤
務。

3歳まで休暇取得出来れば保育園不足も解消され雇用の拡大につながります。0,1歳児を育
てながらの仕事は重労働であり二人目を作るゆとりすらありません。育休切りした会社には
何らかの社会的制裁がなければ泣き寝入りにつながり転職したくても保育園の送迎時間に
対応できる仕事は皆無に近いです。また、専業主婦にも週1回でも保育園利用が出来るよう
になれば気分転換にもなり専門家の意見も聞けて第二子、三子につながります。
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290 22 女 その他 神奈川県
今後の子ども・子育て
支援策への意見

将来輝く子ども達のためにもっともっと、予算をさいいただきたいです。子ども達が安心して、
育てる環境を国でしっかり責任をもって欲しいです。自分も将来子どもを育てるのに不安が
いっぱいです。私は、学童保育の指導員として働いています。学童の現場でも、親の子育て
の不安や苦労はとても厳しいものだと感じています。子育てのしやすい環境になるよう願っ
ています。

291 31 男 会社員 長野県
放課後児童対策につ
いて（学童保育）

指導員をしています。最近は利用人数が増えて以前のような子どもにじっくり接する保育が
出来なくなりました。少人数の頃を知っている保護者は今の状態は子どもに良くないので来
年の利用を控えようかと考えています。学童保育所はある程度の保育水準が保たれなけれ
ば機能を発揮できないと感じています。なので適切な集団規模の学童保育を地域のニーズ
に応じた箇所数設置する必要があると感じています

292 35 女 その他 長野県 学童保育

指導員をしています。最近は利用人数が増えて以前のような子どもにじっくり接する保育が
出来なくなりました。少人数の頃を知っている保護者は今の状態は子どもに良くないので来
年の利用を控えようかと考えています。学童保育所はある程度の保育水準が保たれなけれ
ば機能を発揮できないと感じています。なので適切な集団規模の学童保育を地域のニーズ
に応じた箇所数設置する必要があると感じています

293 31 男 会社員 長野県 学童保育について

学童を利用しています。最近は利用人数が増えて以前のような子どもにじっくり接する保育
が出来なくなりました。少人数の頃を知っている保護者は今の状態は子どもに良くないので
来年の利用を控えようかと考えています。学童保育所はある程度の保育水準が保たれなけ
れば機能を発揮できないと感じています。なので適切な集団規模の学童保育を地域のニー
ズに応じた箇所数設置する必要があると感じています

294 27 男 その他 神奈川県
少子化対策における
学童保育の必要性

働く親にとって、再就職を希望する親にとって、単親家庭の親にとって、学童保育は物理的
に必要とされるものです。保育園もそうですが、働きながらでも安心して子どもを育てられる
環境がなくては、子どもを産むことはできないでしょう。そのためには家庭への支援、学童保
育への支援が必要となります。これからの日本を担う子どもたちのため、そのことをよく調
べ、考慮し少子化対策や、今後の子ども・子育て支援策を一緒に作って頂きたいです。

295 53 男 会社員 兵庫県
放課後児童クラブ（学
童）の法改正

まず第一に「保育に欠けるこどもに国地方自治体が責任を持って措置を行う。」という大原則
を外さないでいただきたい。次に放課後児童クラブ（学童）は、児童福祉法第６条２の２で規
定されています。そのため最低基準もなく、学童に通うこどもたちと学童保育士等職員は劣
悪な状況下で生活しています。ぜひ第７条で福祉施設と認め、早期改善をお願いします。最
後にこどもは国の宝、未来を生きるこどもたちに明るい将来を保証してください。

296 32 女 その他 石川県
放課後児童クラブ(学
童保育)の拡充

核家族化・共働き世帯の増加により、学童保育の必要性が高まっていることは、現場にいる
者として強く感じる。また、単なる子ども預かり所ではなく、子どもはもちろん、その保護者も
含めた支援(心のケアも)をも必要であると感じる。希薄な人間関係になりつつある中で、保
護者同士の繋がりの場にもなり、子育ての悩みを相談し合える関係づくりができ、異年齢の
子ども集団での関わりが出来る貴重な場が学童保育だと思う。しかし、学童保育自体に対す
る支援策はまだまだ薄く、満足できる現状にない。学童保育事業がきちんとした制度の下に
行われるようになればいいと思う。

297 50 女 その他 山口県 ドイツのような

☆子どものときから人権を大切に、他人に何かあれば、その人の立場に立って考えてアク
ションを起こすことが出来るように育てる。☆入試や受験がなく、大学生までの教育は無料。
☆勉強よりも技術の好きな子は、４６０職種の中から興味のあるものを選び現場で業を磨き
つつ、専門学校に通う。☆医師や弁護士と言った高収入の仕事と、優れた腕を持つ職人と
の差別がない。☆社会全体で人を育てる。（日本のように「もっと勉強しなさい、要らないこと
をしなくて良いから！」などと口にしない）☆仕事に就くと、連続一ヶ月程度の連続休暇を取
るのは当たり前。しっかり休んで（休暇中アルバイトをするのは違反）、リフレッシュして良い
仕事をする。といった、人として人生を大事に考える生き方が出来ないと子どもも育たないと
思います。

298 25 男 その他 栃木県
子どもの遊び場と、遊
びを支援・保障する人
員の確保を

ゆとり教育の反動で学校での時数が増え、小学校１年生ですら毎日５時間机に向かってい
る。家に帰ると、仕事でお父さんとお母さんが疲れきっている。その間の時間も「安全」の名
のもとにそこいらをかけまわることさえ許さず、常に大人の監視下に置かれている。様々な
社会要因から、子どもの権利（特に、余暇・気ばらしの権利）が侵害されていると感じる。学
童保育や放課後子どもプランにおいて、遊びのプロを配置・育成すると共に、地域の「子ども
の遊び場」にしっかり予算を割いてほしい。遊ばずして、子どもは育たない。

299 43 女 会社員 神奈川県 子育て支援について
学童保育の充実をお願いします。さらに親に恵まれず居場所を失った子どもを、受け入れか
わいがり伸ばす場として活用させて下さいどうか公共の福祉施設として伸ばしていって下さ
い

300 44 男 会社員 宮城県
遊び場づくり事業を提
案します。/子ども夢基
金の廃止反対

子どもが外で群れて遊ぶ場を復活させる事業（遊び場づくり事業）を提案したい。―子どもの
視点で「公園・広場・校庭・道路など」を遊べる場に復活させる―事業の進め方のポイントは
以下に示す。?住民参加で子どもが群れて遊ぶことができる環境をつくる?遊び場をコーディ
ネートする専門職（プレーワーカー）を配置する?住民と行政がパートナーシップを築く
民主党政権の事業仕訳で、子ども夢基金の廃止がきまったという。天下りをやめるために、
子どもの遊びに関する資金を供給していた数少ない団体がなくなってしまう。どうなっている
んだ。親が子育てしやすい社会をつくればそれでいいのか。子どもが育ちやすい社会を作ら
なければならない。子供の育ちにこそ、目を向けるべきではないのか。
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301 46 女 会社員 東京都
企業側の子育て支援
策の強化

ワーキングマザーを体験し、特に国にお願いしたいことは、働き易い保育施設をつくるので
はなく、子育てし易いように企業側が働き方を変えて行って欲しいのです。特に男性の働き
方を変えて欲しいです。男性の育児休職取得や残業規制、時短勤務の利用が増えるよう、
働き方の法規制を強くお願いします。

302 42 男 公務員 神奈川県
放課後児童対策につ
いて

文化省の行っている放課後児童対策についても必要とは考えますが、優先順位としては厚
労省の行う、共働き家庭の児童に対する、放課後児童クラブ事業の大幅な助成・見直し（改
善）が必要です。

303 50 男 その他 岩手県
学童クラブ（学童保育）
の抜本的な拡充が必
要です。

学童保育は、毎日の継続した生活の場です。それにふさわしい施設・設備が必要ですし、な
により安全で健全な育成が図られる生活を保障する指導員が必要です。そのためには、以
下の４点の実現が大切だと考えます。１．市町村の実施責任を明確にして、安定性・継続性
を保障する制度とすること２．学童保育の質の確保のためには「最低基準｣を定めること３．
施設や人材の確保のためには財政措置と公的資格制度を創設すること４．「放課後子ども
教室｣等との｢一体的運営｣をやめること

304 31 男 会社員 大阪府
子ども夢基金の廃止
反対

事業仕訳に関するニュースで、子ども夢基金の廃止決定を見たが、事業自体の本質よりも
天下りが２名いることのほうが重要なのだろうか。子どもの支援をしていることは、つまりは
社会の支援をしていることに繋がる。そのような地域の力を消そうとするような仕訳には断固
反対する

305 48 女 主婦（夫） 東京都
子どもが本当に大切に
されていると感じる政
策を

大人の視点ではなく、子ども自身がが心から毎日を楽しく生きるための施策が余りに貧しい
のでは？そのために最も有効なのは「子どもが自由にのびのびと遊べる環境をつくること」。
いつでもどこでも、どんな子どもでも遊べる環境をつくりましょう。なお、そのために子ども夢
基金は今までとても有効に使われていました。廃止には反対です。廃止にするなら他の方法
をすぐに考えてください。

306 56 男 会社員 神奈川県 就学児の保育
共働きの家庭では　働きながら２人以上の子供をもつことは経済的適に大変だと思います。
子供を安全あずけられる学童保育の助成金の増額をお願いします。

307 53 女 その他 神奈川県
子ども･子育て支援策
への意見

今後は、支援の考え方に教育環境の改善の視点を入れて下さい。現在の生活不安の中で
は、子ども手当ても有効なのかもしれませんが、もっと公正に税金を使うためと、日本の地力
を高めるためには、教育にお金がかからない、すべての子どもの素質を伸ばせる教育環境
づくりが子育ち支援に必要だと思います。

308 25 女 会社員 神奈川県
学童保育の量的・質的
な拡充、国の制度の抜
本的な拡充

現在私は民間運営の学童保育で指導員として働いています。年々需要が増えてきていると
同時に、学童保育に対しての国や地方自治体の援助はまだまだ足りていません。働く親た
ちの願いで出来た学童保育ですが、私の地域は民設民営のため、保護者は毎日運営に忙
しく、特に資金面では大変苦労しています。指導員の待遇も良くなく、私の地域では３年で７
０％の離職率です。絶えず人材は求められています。学童保育を必要とするすべての子ども
と親のため、学童保育の拡充を求めます。

309 43 男 公務員 茨城県
子どもゆめ基金廃止反
対

独法内に天下りがいることが問題なのか？？？いい加減な議論で重要な事業をなくすよう
なことがあってはならない。

310 56 女 その他 東京都

こどもと若者の健やか
な育ちのために、こど
も夢基金の存続を強く
望みます！

過去１０年の間にＮＰＯ団体で、夢基金の助成金をいただいてこども、若者、取り囲む大人の
大変有意義な活動ができました！健やかな育ちに欠かせない外あそび、冒険広場活動の輪
を広げる活動や、若者が中心になって子ども達と楽しむ野外イベントに活かしました。夢基
金は他にない大変貴重な助成金ですので存続を強く望みます。

311 45 女 その他 神奈川県
子どもゆめ基金の廃止
に反対する

議論があまりに乱暴ではないか。報道によれば「天下りが二人いるから」という論拠だが、基
金の中身が問われてしかるべきではないのか。子育て支援金を増やして教育の機会均等を
図るのはもちろん大事だが、子どもの育ちの質も考えねばならないはず。学校教育というリ
ジッドな枠組み以外に対する支援を充実させることで地域に置ける子どもの豊かな育ちの一
助になるのに。今の政権は子育てを、将来を担う世代を大切にするというのが一つの旗印で
はなかったのか。非常に残念であるし、失望している。

312 38 男 公務員 千葉県
子ども夢基金の廃止に
ついて

夢基金のような次世代の子どもたちのための予算を廃止して本当によいのでしょうか。子ど
もたちの育ちに今色々な懸念がある中でそれを解消しようと活動している人たちへの予算を
廃止してしまったらますます懸念が強まるばかりです。廃止を撤回していただきたいです。


