
Q11（自由記述） 子育てをする上で、周囲からどのようなサポートがあればよいとお考えでしょうか。
共働き家庭への支援の充実を求めます。例えば、早朝あずかり（６：００～）ができる施設やボランティアもしくは、幼稚園への送迎をお願いできる何らかのサポートがあると助かる。また、病気に
なった時も、どうしても仕事を休めない時だけでもよいので、預かってくれる場所があると安心して働けます。帰りも遅くなることが多いので、親が帰ってくるまでの間、子どもが安心していられる居
場所があればと思う。学童も３年生までと聞くので、４年生以降は習い事や塾通いで時間をうめるしかないのかと思うと今から心配です。

子どもが集まれるキッズスペースがもっと近くにたくさんほしい。

来年から幼稚園へ通うのですが、近いうち両親共働きに、と考えていますが、幼稚園は午前中に終わってしまう為、働くことができません。幼稚園にも延長保育制度があると、すごく、すごく、助か
ります。

仕事をしているので（両親ともに）病気の時に預けられる施設があると助かる。病後の様子だけみる期間等に預かってくれるところがあればよいと思います。

私立幼稚園の補助を増やしてほしい

たまには、息抜きのできる時間がほしいので、気軽に預けられる場所があるとありがたい。祖父母、定額の保育施設等。

自分のやり方があっているのかまちがっているのかわからなくなる時がある。時々、保育士さんや教育に関わる仕事の方の話が聞いて（講演のような）その後相談できるようなことがあればうれし
い。

母親の立場として、子どもの面倒もしっかりみたいが反面外で働きたいという気持ちも強くある。幼稚園児や小学校低学年の子を夕方まで低料金で安心して預けられる施設がほしい。（夏休みも
含めて）小学校も遊び中心の学童ではなく勉強もサポートしてくれる所がほしい多田東周辺には児童館がない。子どもが安心して遊べる施設がほしい。

支援センターが苦手です。参加せず、自由に遊ばせたりできる、もっと気軽に行ける場所がほしい。支援センターは、親子での遊びなどがあるが、子どもだけで自由に遊ばせてみたい。

自分（母親）が病気になってしまった時に安心して預けたり、面倒をみてもらえるサポートがあればよいと思います。

保健センターから子どもの予防接種スケジュールを立ててくれるサポートがほしい。支援事業の情報がわかりにくい。（児童センターや幼稚園などバラバラに載っている。）ネットと情報誌（市報な
ど）で一括表示してほしい。市役所に一時保育の相談に行ったが、1枚の紙をわたされ終わった。生後間もない乳児をかかえて、一件一件電話するのは大変でした。最低限、あずかってもらえる、
保育所を紹介してほしかった。

保健センターでいろいろな悩みを聞いていただき、とても助かりました。ありがとうございました。親が体調をくずした時に、預けられる人がいないので子どもを預かってもらえる場所があったらよい
と思いました。

０歳児の交流の場をもっとたくさん設けてほしい。定員制のものだとすぐ定員オーバーになってしまい、行きたくても行けない。回数を増やして、多くの人が利用できるようにしてほしい。

近くに親族がいないので、子どもが病気の時も預かってくれる保育所があると、職場復帰後にとても助かる。

それぞれの家庭のやり方を見守ってほしい。その中で、もっとこうすれば良くなる的なアドバイスがもらえると嬉しい。

母親の具合が悪いときに子どもの幼稚園の送迎や面倒をみてほしい。

子どもと一緒に家庭ではしにくい体験をさせていただける機会を土日でつくっていただけると嬉しいです

川西市は南北に長い市です（現在北の方に居住しています。）。今、現在感じるのは南の方に行政サポート、運動教室、赤ちゃんの検診等充実しているように思います。１人目の子どもを育てる場
合は時間的問題もないので行くことは可能ですが、２人目以降の子どもをもつとなかなか参加することができません。特に小学生の子どもをもつと午後から行われる赤ちゃんの検診に参加するの
は不可能です。ですから、私は参加していません。北、南のサポートの差をなくしてほしいです。（例えば近隣の市町村のサポートを受けることができるなどよい。）昔みたいにご近所に子どもを預
けるなんてできない世の中です。

仕事が遅くなったときなど、緊急時に子どもをみてもらえるサポートがほしい。

日曜・祝日も平日と同じ待遇で預かってくれるように（保育所）してほしい（朝７：００～。別料金などで）

病児保育（行政が経営するもの、個人病院が経営するもの）頼れる親類がいないのに、共働きの夫婦の場合は必然的に母親が仕事を休んで看護することになります。これは精神的（職場に迷惑
をかける、子どもの世話。）にも肉体的にもしんどいです。他の行政は病児保育があるのに、川西にはないので早急につくってほしいです。ファミリー・サポート・センター費用が高い緊急時だけに
使用すると子どもも慣れていないし、今のご時世いろいろと不安です。

用事の際に祖父母以外で子どもを見てもらえる場所があるとよいです。子どもは人見知りが激しいので、預けるときに泣き出してしまうと思うのですが、泣いても預かってもらえるところがあると、す
ごく助かります。

一時預かりをしてくれる施設が身近にあるとよい。（予約でいっぱいの場合が多い）

頼れる家族がたくさんいるので、特に考えつきません。ですが、友人など見ていて、周囲のサポートを得られない状態で子育てをしている人は、お金がない、働きたいが子どもをみてもらう場所が
ない、と困っている人が多いように感じます。例えば、「保育所は週５日以上働かないと預けられない。」とは、保育料が高額であるなど、パートに出ようにも、保育所代でとんでしまうということが
ネックになっている人もいるようです。保育所代に月5万ほどかかって、パートでかせぐ金額が７～８万だと、働く意欲も起こらないのは当然かと思います。行政でどうこうできる問題ではないと思う
のですが。

子どもをいつもみている者が体調をくずしている時助けてもらえるとありがたいです。

どのようなサポートが実際におこなわれているのかわからないのでわかりません。

サポートを必要と思ったことがない。→祖父母のサポートをすでに受けている為

突発的な何かが起こった時（家族の誰かが入院等）、残った子どもを気軽に預けられる場所があればよいと思います。

祖父母、親族が近くにいないので、用事がある時は保育園の一時保育を利用するしかないのですが、最寄りの保育園の一時保育受入れ人数が２人と少なく、双子のためなかなか予約が難しい状
況です。ファミリー・サポート・センターにも登録していますが、金額の上限がないので、長時間お願いしたい時はかなり高額になり、負担になるので利用することをためらいます。保育園の一時保
育受入れ人数の拡大、ファミリー・サポート・センターの利用金額に上限を設けることを希望します。

「子育て」をする上では、現状に不満はありませんが、私が「子育て」と「仕事」を両立しようとする時、サポートが少なすぎると感じました。例えば、認定子ども園に子どもを預かってもらう場合、費用
がかかりすぎます。また、あずけずにお迎えの時間に間に合わせようとすると、仕事が選べません。まだまだ、小さな子どもを育てながら仕事をするということが難しい社会なのだと感じます。

歩き始めの子どもでも、楽しめるような低いジャングルジムやすべり台などの総合遊具がある公園などが近くにあるとよい。少し大きくなっても遊べるような広い総合遊具で体を動かせる場所があ
ると助かります。

現在、近くに子育てを相談できる人がいません。ご近所には子育ての経験があるであろう先輩方がたくさんいらっしゃるように見受けられますが、お話しするチャンスがありません。交流の場があ
ればよいと思います。就労中の為、平日の日中にある子育てサービスを利用できません。土日に相談場所、交流場所がほしい。子育て相談をどこにすればわからない。市役所でしょうか。案内が
あればよいと思う。新生児の親以外でも、新しく転入してきた者に案内してほしい。

成長する過程で出起する精神的・身体的な問題に専門的にかかわっていただける窓口が行政などでより恒常的（いつでも）にあるとよい。
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Q11（自由記述） 子育てをする上で、周囲からどのようなサポートがあればよいとお考えでしょうか。
幼稚園後に遊べる講座などがあるとお友達の輪も広がり楽しめると思う。

今でもあるのですが、親子で会話する場所があれば一緒の悩みを持つ人の話を聞けて、子持ちが楽になると思います。公立幼稚園の３年制

公立幼稚園なので延長がなく、夕方にみてもらえるような一時預かりなどが近くにあればよい。他の市や府県では、公立でも延長保育があるので、川西市の公立幼稚園でも延長があると助かる。

短時間でもよい（１５分、３０分でも）ので、少し、ちょっと、子どもをみてもらえると助かる。母親は家事、育児、仕事すべてを一人でやるので気軽に預けることができる場があると、気持ち的に楽で
す。

豊中市でされていることですが、月～金（土は午前中のみ）に室内で遊べる施設があります。その中で毎日１２時～１時の間はランチタイムがありました。ランチタイムではお弁当をもちよって、知ら
ない人同士で、いろいろお話ができ、たまに保育士や施設の方との交流もあり、とても楽しく過ごさせていただきました。川西市でもそのような機会があればよいと思います。

病児保育、学童クラブの時間延長

親が病気の時、急な場合でも預けられることができれば助かります。

公園が小さく少ないので、お外遊びに行きにくいです。一番近い少し大きめの公園ですと、ドラゴン公園がありますが、子どもが自転車で走れたり、ボードをしたりできる場所がほしかったです。同
年代の子どもたちが集まる子育て支援のプレイルームなどもどこも狭く、心からのびのびと遊んでなかった。

専門家からの専門的な観点、視点の意見が容易に聞ける場があればよい。

今後ですが、幼稚園に行くことになった時、パートに出ようと考えたら、夏、冬、春とあずける所に困ります。夫の扶養内でもパートと考え、収入も多くないだろうし、かといって、一時預かりは、わりと
高め。（ファミリー・サポート・センターも含め）学校や幼稚園のあずかりは一年を通しての月極め預りはあるものの（毎日支払うより割安）期間内の割引はないため、仕事をするにあたって預け先が
なく、こまるなと思います。祖父母も、時間的に制約はないけれど、毎月は。と言われます。週１くらいならと。夏、冬、春の期間だけ、割安であずかってくれる所があれば嬉しいです。

幼稚園や保育所を選ぶ際に、選択肢が多いので、比較して選べるように、行政が中心となり、合同の相談会や説明会などがあればよいと思う。

特に思いつきません。

身近な人からは、日々の生活において、少しでもよいから子どもの面倒を見てくれると助かります。（おフロに入れる、公園に連れて行ってくれる、等）少しでも、自分だけの思い通りになる時間があ
ると、気分もスッキリがんばろうという気持ちに。一人親なので、シングルで子どもを育て上げた人のお話など、聞ける機会があればなあと思います。（シングルの相談窓口など）

身近な人は今のままでもよいと思います。行政関係については、あまり接することがないので思いつきません。

子育てに行き詰った時に、話を聞いてくれ、アドバイスをくれるようなサポートがあればよいです。

病気の時など祖父母以外に気軽に頼めるシステム

病気になった時に病院に行く間子どもを見てもらったりするなり助かる。体調を現在くずしているが、子ども及び旦那が外食を嫌うため、他の人のような親の手助けがほしいと思う。教育に関して
は、身内以外には相談できないと思う。

保健センターや市役所が遠い。家の近くで検診を受けたり、手続きできると助かる。大阪府の病院を受診した時、後日市役所で手続きが不便。

声を掛け合って気軽に話したり、相談できるような場所がもっとあれば嬉しい。お母さん同士の家に行ったりするのもよいけれど、できるだけ、たくさんの人と交流できるようにしたい。

保育園でも幼稚園ぐらいの教育がうけられるようになるとよいと思う。たくさんの経験を３～５歳で得る子と、そうではない保育園で育つこの間になるべく差ができないようになればよいと思う。保育
園は長く預かってもらえるが、教育という面で不安を感じるし、幼稚園に通わすと、延長保育やお弁当づくり、行事など、働くお母さんにとっては難しい面が多々ある。同等の教育を保育園でも実施
できればと思う。

私は地方出身で自分の親はもちろん遠方。主人の親も一人が車イス生活なので親族に子どもを頼める環境はない。主人も仕事をしているし、私の体調がいくら悪くてもよっぽどのことがないとあ
ずかってもらうなどもできません。子育ては楽しいですが、疲れもストレスもやはりたまってしまいます。２４時間子どもと離れることなく接していると、イライラする時もあります。週に１度、２～３時間
程、離れる時間があるとそういった感情も少なく子どもともよい関係でいられます。なので、有料でも無認可でなく、市で子どもを時間で預かってくれる施設があれば子どもも他の子どもと遊べて、
親もリフレッシュできると思うので、そのようなのがあればよいと思います。

身近な人には相談しにくいこと、専門的な知識を持った人に気軽に相談できる場があればよいと思う。電話で相談できるものもあるけれど、きちんと会ってゆっくり相談したい。面談だと予約だった
り遠方だったりして気軽に行けない。

近所に小さい子どもを連れて遊びに行ける施設やサークルがあればよいと思う。

私が出産をし、復職をするまでの間、何もかもが初めての経験で戸惑うことが多く、不安を抱えていた時が多かったように思います。主人は仕事で家にいない。子どもと２人の時間が多く、誰か会
話のできる人がほしいと思ったことを思い出します。ずっと仕事をしていて家に一日中居ることがなかった生活から、家に居る生活になり、精神的にも疲れを感じた時や、子どもの病気の時など
は、兵庫県小児救急医療相談にＴＥＬをしてよく相談しました。看護師さんの説明や声を聞くだけで安心したことを思い出します。保健センターの方にも予防接種のことなど相談したりして計画的に
接種をおこなえたり大変助かりました。最近、お客様の中で子どもを産んだ方等にもアドバイスするのですが、そのようなことを知らずに不安を抱えている方が多いことに驚きました。もっとプロに
相談するべきだと伝えましたが、そのことを知らない人が多いので、窓口を広くしてはいかがでしょうか。

少しの時間でもよいので子育てから解放する時間をつくってあげる。（子育てを代わってあげる。話や悩みを聞いてあげる等）等のサポートがあればよいと考える。

周囲の方はリタイヤ組が多く、子育ての知識も豊富で時々声を掛けてくださったり、アドバイスしてくれたりしています。このような恵まれた環境が少しでも多くなればよいと思います。

他市から引っ越して来たが、ご近所の子どもさんと触れ合える場、集まりなど知らないことが多い。サークル等チラシは出産した後にもらうが、なかなか行きにくい。もっと、公園に子どもが楽しめる
遊具があれば、子どもも長く遊べて、そこに子どもが集まるから自然と輪ができるが、現状、遊具が少なく、子どももすぐあきてしまい、なかなか公園に行くことが少なくなっている。なかなか近所で
友人ができにくいのが現状である。

川西市が行っている電動自転車の貸し出しの制度にとても魅力を感じましたが、我が家には子どもが１人しかいないので申し込むことができず残念でした。家計的にもう１人産む予定がないので、
とても残念です。

病児保育。早朝、夜保育

ファミリー・サポート・センターを利用したいと思うことがあるが、登録しに行かなければならないなどめんどうなことがある為、なかなか利用できない。もう少し手軽に利用できるようにしてほしい。授
乳できる場所をあちこちにもうけてほしい。

病児保育があると助かる。

働いていますので、病児保育があれば、助かります。ファミリー・サポート・センターにも登録していますが、休養の時などは、サポートは受けられないと思うので。午前中だけ預けられる場所（午後
には迎えに行く）等、近所にあれば、助かります。

一時預かりの低料金設定。急に頼みたくなった時のサポート。例えば、電話をしたら預け先を見つけてくれて、すぐ対応できるようにしてくださったら助かります。（急に入院しなければならなくなるこ
とがありますので、大きい病院に預かり施設などがあれば一番助かります。）これは本当に大事だと思います。お子さんが２人以上いる方は、本当に大変なのです。ファミリー・サポート・センターの
登録がよくわからないので、わかりやすくしてほしいです。
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病児保育による支援日祝日の保育園での預かり保育

予防接種でヒブと肺炎球菌のように、任意ではないが無料というのを任意にしてほしい。大半の人は受けていると思うが、受けさせるか大変悩むため

８年ほど前、川西に引越をしてきました。現在は周囲の人にも助けられ、近くに親族も越してきたため、どのようなサポートがよいか思いつきませんが、引っ越して来た当初は何をどこに相談してよ
いのかがわかりませんでした。一つの窓口（電話やメール）にしぼって連絡すればよいようになっていると、とても助かると思います。川西は子どもに優しい人々が多くて、住みやすいです。子育て
世帯に理解をいただけることが、子育てのしやすさにつながると思っています。

地域ボランティア等で、無料で子どもを預かってもらえる場がほしい。４時間以内の短時間で、月に何回まで、などの制限を設けて、近所の公民館などで保育ルームのようなものがあると助かる。
現在も保育付ゆったりタイムやファミリー・サポート・センター等はあるが、現実的には、その場から離れられない、料金が高いなどで利用につながらない。子育てはひと段落したが、子や孫世帯が
遠方で日常的に子どもと接することのできない５０～６０代の方も多くいる地域なので、お世話をしてくださる方も喜ばれると思う。高齢者サロンが地域にあるが、子育て世代は入ることができず、
交流の場として、保育してもらえると双方にメリットがあると思う。

市が運営してくれる、英語関係のスクール（○○の英語版があれば嬉しいです。）

土日の保育（月に１回でも）

川西市での病児保育があればよいと思いました。日頃は共稼ぎの為、病気などの時がとても困ります。今は民間の病児保育で、一日６０００円で診てもらっておりますが、川西市外で距離もあり大
変です。正社員→フルタイムでパート→週３の勤務にかえられてしまいました。（休むことが多い為）

行政担当者に関しては、業務の一つとして行っているのであるとしかこちらとしてはおそらく思うことができないので、心を大きく開いて相談できる関係になるとは考えにくいです。

兄弟が多いと一人の子が風邪、もしくはケガをしたとき等、急に病院に連れて行かなくてはならないが、その際に緊急でもお世話をしてくれる人が居ると助かると思いました。

夫婦ともに実家が遠方で親戚も近くに居ないので、子どもが2人共乳幼児の時は本当に大変だった。サポートがいろいろとあるのは知っているが、気軽に頼みにくく、一度も利用したことは無い。
「市」ではなく、例えば公民館などに行けば登録できたり、近所で手助けしてもらえるとありがたいです。

川西市は公園や、児童施設が少ない。高齢化が進み、家の近所には子どもが少ないのに、無料で子どもが集まる場所が（幼稚園前まで）非常に少ない。結局、習い事やプレ幼稚園等お金をかけ
ないと母子共に友達ができず、孤立する。母親が積極的、行動的にできなければ、いつまでも幼稚園になじめない子になってしまう。

最近子育てサークルがどんどん閉鎖されている。高齢者向けのものが多すぎるのでは。カラオケやサロンなど。広い場所で、子どもたち同士でいっぱい遊ばせたい。高齢者向けも大事だとは思う
が、子どもたちのサークルをもっと身近で行ってほしい。

保育所をもっと増やしてほしい。小さい子どもがいる母親が、もっと働きやすい職場をたくさんつくってほしい。

家庭訪問が定期的にあれば、いろいろ相談できる。

定期的に同じ月齢の子どもを集めて遊ぶ機会がほしい。

助成金がもう少し上がってほしい

近所にたくさんお友達がいる環境が理想ですが、残念ながら高齢化の進んだ地域の為、あまり周囲で同年代の子どもを見かけません。来年からは幼稚園に入園するので自然とお友達は増える
だろうと期待していますが、今以上に未就園児が集まれる場所、一緒に何かできる機会があればと思います。子育ての悩みは実の両親よりも第三者の方が客観的に答えてくださるように思いま
すし、ママ友達と話をすることで同じように皆悩んでいるのだと安心することができます。

事前の予約や登録などせずに、出生届や住民票と同時に利用できる一時預かり。いきなり預けると、子どもも不安になるだろうから、一時利用と子育てサロンが一緒になっていて、日々親子で利
用し、ちょっと２０分や３０分別室に離れてみることを数回してから一時預かりできるように。さらに、数回分の無料チケットがるとうれしい。

祖父母と一緒に住んでいろいろなことを学べばよいと思う。

病児保育施設の設立支援

子どもが２人以上いる場合、どちらかの子が病気の時に、どちらかの子どもを預かってもらえる場所が限られます。病気がうつっていて、潜伏期間中は、預け先がありません。そのような場合のサ
ポートがあるのでしょうか。

共働きなので、子どもが病気になったときに見てもらえる人がいると助かる。特にインフルエンザＥＴＣの場合は、高齢の祖父母に頼むこともできず、出席停止期間が長い為、仕事を続けて休むの
には限界がある。

急用でもすぐに預かってくれる所があるとよい。

保育園を増やすことだけが子育て支援だと思われるのが困ります。家計的に少し苦しくても小学校入学までは自宅でとがんばっている母親は幼稚園にもたくさんいます。同じように税金の投入を
してほしい。保育園に預けている母親は（行政にも）家庭で見ている幼稚園児がいる人たちのことをすぐに「余裕がある」と言いますが、そのような家ばかりではありません。保育園児ばかり優遇し
ないでほしい。

治安、防犯の面も含め、街全体で、こどもの見守りをもっともっと強化していけたらと思う。世の中の「誘拐」「事故」のニュースを見るとなんとかできなかったのかといつも心が痛くなります。昔の日
本の古き良き時代のように、街の大人がみんな知り合いのような街になったらよいと思います。

いつでも通える子育てサロンをつくってほしいです。公民館に１０時頃から１５時頃までいつでも自由に遊べるスペースを設けてほしいです。月数回、自治会館などで子育て支援プログラムをしてく
ださっているけれど、少ないです。車やバス、電車を利用しないといけない場所まで行くのは不便なので、各地域の公民館が助かります。その方が地域の子ども、お母さんたちと触れ合えるので。

近所の保育所の定員が少なく、入所できなかったので、自宅近くの保育所の定員を増やしてほしい。もしくは、延長保育のある幼稚園を増やしてほしい。

・保育園に入所できる（安心して預けられる環境）・認定子ども園が増えれば、保育しながら教育も少しでき、よいと思う。

０～３歳児をもっとたくさん遊ばせられる場があればありがたい。車でないと行けない場所が多いので、地域ごとに歩いて行ける場所で交流できる場が日常的にあればよいと思う。（月に１～２回で
はなく、週１回、２回ペースで）

認定子ども園に通園しており、毎月の保育料が５万～６万かかり負担となっています。それ以外に、ファミリー・サポート・センターに依頼することが、月に１０回近くあり、１回２，６００円で、２６，００
０円となり、税金では、ファミリー・サポート・センター分や保育料等々援助がないので、２人目を育てるのに悩みます。子どもの養育費と、仕事を両立させる為にも、支援があればと思います。（残
業すれば手当は入るが、就業支援金は減り。でも、ファミリー・サポート・センターに依頼するので、現実は仕事すればする程、赤字になる。

営利目的でない公的機関としての保育所に子どもを預けたい。そうでなければ安心して働きに出られない。
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Q11（自由記述） 子育てをする上で、周囲からどのようなサポートがあればよいとお考えでしょうか。
＊保育所の預ける時間の延長＊共働きで、小学生になったら学童に入れることになると思われるので、下校の時大人と帰ってきてほしい。

うちは子育て支援の方々にはお世話になりました。

保育料が高額。パートで働いていてもプラスになりにくい。延長や病児保育等の対応をもっと臨機応変にできないものか。簡単な問題ではないと思うが。サービスや、施設、法令等、目に見えるモ
ノだけではなくて、意識の持ち方に対して働き掛ける方法を考えていくべきでは、と思う。「共働き」に対する、批判的な意見等耳にするが。賃金安、物価高、税金↑↑の中、子どもも含め、携帯（ス
マホも。）所持の低年齢化やゲーム等の無利益なものの普及。どうやって豊かに育つのか、と思う。「時代の流れ」で仕方ないで済むのか。子どもたちが大人になる頃にはどのような時代になって
いるのか、怖さを覚える。

現在、幼稚園のプレ保育にも参加させていただいてきます。○○くらぶにも行っています。今後もこのような場を無くさないでほしいです。

病児保育のある施設をつくってほしい。

小学校に入学しても学童があるのが小学３年生までというのはおかしいと思います。子どもを預ける人がいないので、一人親としては、子どもを一人にする時間をさけたいです。海外では虐待行
為になるのでは。

初めて会う方に相談しにくい場合がある。子育て支援施設などで顔見知りの相談員さんがつくりやすい環境を望みます。

川西市には病児保育がないので（病後だけじゃなくてインフルエンザ中等でも可の受け入れ先）、受け入れ先をつくってほしいです。場合によっては、長年勤めた会社の退職を余儀なくされる方も
いらっしゃるのでは。

私（母親）の実家も、夫の実家も我が家から近く、とても助かっています。双方の実家にほぼ均等に、子育てのヘルプに来てもらっています。両親と近居をすすめるサポートが川西市で始まりまし
たが、とてもよいと思います。

特になし

習い事の送り迎えや外遊びなどの付き合い。共働きで、休みが別々の為、家事をゆっくりするヒマも無く、休むヒマも無い。

充分サポートしてもらっています。財源不足の中、子ども手当や保育園の新設など川西市には本当にがんばってもらっていると思います。

子どもの成長についても不安がある時、意見を聞いてくれる人が居ればよいと思います。人に言うことでスッキリするし、解決しなくても不安は取り除けます。ただ聞いてくれる人がそばにいると思
うだけで安心感もあるので。

急に体調が悪くなった時に、安心して預けられる施設があれば嬉しいです。（例：病院が併設されている保育所等）

病院（風邪など）に連れて行くのに（双子なので）３人連れて、待つ時間などが大変。病院に一時的保育（病院で待っている時間、処方薬など、また、違う所に取りに行くのが大変。）その時に少し預
けていけたらと思う。

病児、病後児を見ていただける施設

子どもを幼稚園に入れるときには、仕事についておらず特に定期的なサポートは必要ありませんでした。が、いざ働きたいと思っても、幼稚園の預かり保育ではパートに従事するのも難しい状況で
す。・預かり保育のない日が多い。（行事前・長期休み）・定員が少ない・病気の時幼稚園に通わせていても、パート位は従事できるようにしてもらいたいです。

周りに相談できたりする環境でも、思い込みや普段気づかないことがあると思うので、たあいもない話をするいう場所があればよいと思います。（わざわざ行くという感じではなく、例えば○○の中
にある、など）。

インフルエンザ含めて、子どもの予防注射をすべて無料にしてほしい。

一日５００円などでベビーシッターがあればよいと思う。子どもが利用する病院までバスの送迎があれば助かる。

・行政等の電話相談・病院（産婦人科、小児科）→時間を気にせず、いつでも相談できるとよい。・地域（できるだけ小規模）で子どもを遊ばせられる場所（無料でいつでも気軽に行けるような所）

幼稚園に入ったら、それまで相談していた未就園児対象の保育園主催サークルの先生等に相談できない。なので、子どもが進学しても、親子共に通える子育てTOTALサポート体制が必要だ。母
親が不安になると、子どもの心にも影響がでてくる為。

周囲に恵まれていますので、特にないです。

市の子育てイベントによく参加していたが、２～３歳向けが多く、４歳の姉を一緒に連れて行けなくなったのが残念。

安価なベビーシッター、ヘルパー職場付属の子育て支援施設病気（軽度）の時の預かり施設

小学生の兄・姉をもつ親として参観日、懇談会、個人懇談で未就園児がいる家庭はゆっくり参観などに参加できない。学校等で一時保育などあればすごく助かります。

・幼稚園が終わってからの、子ども向けの無料の読み聞かせや体操などを、もっと増やしてほしい。現在も、あるといえばあるが、時間的制約が大きかったり、開催場所が遠かったりと、参加しづら
い。もっと、地域密着した活動などがあると嬉しい。・子どもをもつ世帯向けの補助を、もっともっと充実させてほしい。支援金だったり、医療サービスだったり、これから金銭面で負担が少しでも減っ
てほしい。・「川西で子どもを産んで良かった」「川西で子育てしたい」と思えるように、イベントを増やしたりしてほしい。・子育てをしていても、仕事ができる環境がもっと整うと嬉しい。・北陵地域に
も、公立の幼稚園、それから中学校ができることを、切に、切に願います。

事前申し込み不要。急な依頼でもOK。で、ほんの１時間２時間ほど、子どもを見てもらえるサービス（サポート）があると助かる。地域ごとに母親世代だけでなく、祖母世代も含めた交流を深めて、
ご近所間などで気軽に相談サポートができるようになるとよい。

牧の台子育て学習センターのようにプレイルームにいつも指導員の方がおられ、ささいな悩みでも話ができる環境がとてもありがたかったです。電話相談や保健師の訪問も昼間一人で悩む母親
たちにとっては元気づけられるものでした。プレイルームが北陵地区にもあればよいと思います。幼稚園に入園してからは担任の先生との連絡帳のやりとりが心の支えになっています。

母親が用事で出かける際、祖父母等の都合が悪い時など、近所で、無料もしくは低料金ですぐに預かってもらえるなど。また、幼稚園までの送迎をしてもらえるなど、あればよいと思います。

近くの公民館などで、保育付の講座やイベントがあれば、育児の息抜きができる。支援センターまでは遠くて行けない。兄弟のお迎えなどの時間的制約あるので。公民館での一時預かりなど。

公立幼稚園での保育時間終了後のあずかり保育があればよいと思います。

事前予約等が必要ないシステム（当日急な預かりＯＫのような）サポートがあれば嬉しい。高齢の義母と同居をしていますが、足腰が弱っていて（身障者です）子どもをみてもらうのは無理な状態で
す。ご近所の方もご高齢の方ばかりです。私自身、車の運転ができないので、何かあった時、遠くへ子どもを預けに行くことができないので、緊急時、時間に関係なく（深夜・早朝も）預け先が確保
できるシステムがあればうれしい。

今の所、困っていないので、わかりません。

子育ての情報交換の場を土、日などにも企画をしてほしいと思いました。
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Q11（自由記述） 子育てをする上で、周囲からどのようなサポートがあればよいとお考えでしょうか。
・産後すぐに１～３か月くらい母、赤ちゃんだけが入所してゆっくり体を休ませることができる施設があったらよかったなあと思いました。私の母は亡くなっていなかったので、山口県と遠かったし、産
後実家には帰らず、自宅で育児をしましたが、夫が非協力的だったので大変でした。主人の両親は近くにいましたが、高齢で昔の育児のやり方をしようとするので合わなかったので、全く手伝って
もらいませんでした。・産後のケアのことで２人目はちゅうちょしています。

・３か月に一度ぐらいの程度で電話などがあると、相談しやすい。・近所に同じ年頃の子どもをもつ人がいなくて高齢の方ばかりなので自分の子育てに対して理解してもらえるか不安。（声掛けをし
てほしい。）・子どもが怒られて泣いているだけで、たまに家から出てきて様子をうかがっていることがあり、何だか気まずいので見守るというかもし気になるなら会った時に聞いてほしい。

急用の際にあずかって（子どもを）もらえる施設。もし、仕事をしていたら、病気になった子どもを病院へ連れて行って、見てもらえる人（施設）

・保育所、幼稚園、学校教育の充実・子育てサークルの充実

未就園児の交流の場を増やす。公園の遊具の充実。

緊急時に対応してもらえるのが一番心強い。平常時位は、自分たちのことは自分ですべきであるし、そのようなサポートはあまり必要ないと思っている。緊急時（親の事故や兄弟の事故等、もう本
当にどうしようもない時）に２４時間体制で子どもを預けられる所があったらよいと思う。

・子どもが小さい時、ベビーベッド、ベビーバスなどの貸し出し。・出産・産育休手当て、児童手当等給付金の一覧表（いつ、何を申請できるのか。対象などがわかりづらい。）

預かってもらえたら助かる。保育園は働いていないと預けられないので意味なし。「～しなければならない」という現在の育児（歯磨き、教育、習いごと、ママ友との関係）の中で、母親に責任がのし
かかっているのが現状。がんばりすぎている人ほど虐待につながるのではないかと思う。昔のように、子どもをほったらかし（他の人が見てくれる）にできないので、自分の時間が取れずストレスが
たまる。

日頃気軽に子どもをみてもらえるとありがたいのですが、近所の保育園は一時保育を希望しても定員を超えていることも多く安心して預けることができません。費用もかかることから負担も少なく
短時間から見てもらえるところを希望します。また、児童センターのように気軽に遊びに行けるところも近所にないのであると嬉しいです。

一時保育を利用しようとしても近所の保育所が空いていないととても不便。もっと一時保育の利用枠を増やしてほしい。

朝早く、夜遅くまで子どもを緊急時に見てもらえるところがあればよいと思う。子どもが病気の時に見てくれる施設があればよいと思う（緊急時のために）。

緊急時（親の病気など）に、一時保育を依頼できたらよいと思うことがあります。

用事があるときに気兼ねなく預かってもらえる。病気のときの対応について気軽に相談できる。

子育てサークルを通じて仲良くなったママたちともう少し子どもを預けての場所があればよいと思う。父さんの方があまり子どもと接する時間が少ないのでそのような場所、イベントがあると助かる
し母も休める。お父さんはどう遊んでよいのか困っている。

保育園の充実（コスト面の負担）幼稚園（市立）の延長制度などがほしい。

保育所の申込時期のお知らせなどをしていただければ嬉しいです。

短時間でも安心して預けられるようなサポートがあれば、負担が随分減るような気がします。

子どもをお互いに預けあえる環境（お互いさまという気持ちで）。

無料で数時間子どもを預かってもらえる。

近所に知人や友人、頼れる人がいないという話もよく聞きます。子育てサークルや、幼稚園、保育所等の細かい情報を携帯やパソコンのメール等で（川西市発信）教えてもらえたりすると助かると
思います。年子や双子などをお持ちの方は外に出かけるのも大変だと思いますし、外に出ても人目や周りに気を遣うことも多いと思うので、どうしても閉鎖的な子育てになりがちだと思います。内
向的な人でも気軽に参加できるイベントや子育ての悩みを相談できるような人と交流できる場があればと思います。

仕事をしているので少し病後の安静をとらせたいときやお迎えして（幼稚園）→保育所へなどを頼める人がいたらと思う。また、パートで働く場合、預かってくれるところが学校に上がってからもいろ
いろあれば（○○だけでなく）よいと思う。塾や習い事にも通えるなどのざっくばらんにサポートをしてもらえたら楽に働けそう。

※電動自転車を子ども２人以上のママに貸してくださるサービスをキャンセル待ち等ではなく、希望者全員に平等にあたるようにしてほしい。不公平に感じる。※赤ちゃん交流会（児童センター）に
２人目の子どもから参加できないのを解消していただきたい（たとえばボランティアさんは今赤ちゃん（０歳児の輪）に入っているが別部屋では以上の未就学児を子守してほしい）。・２人目ができた
時点で行けるところが少ない。・子育てに差ができてしまう。※公立幼稚園の３年保育が加茂だけなのは少なすぎる。久代等でもせめて月２～４回のプレスクールをしてほしい。子育て支援に弱い
川西市

情報社会なのでインターネットなどで不安なことや心配事も調べられるし、同じ年の子のママと話すと同じような悩みが解消されるし、子どもも遊んだりできるので積極的に地域の交流会へ行った
り友人とあったりしています。私はそのことから周囲のサポートがあるなと実感しています。

子どもも預かってもらえる施設。子どもが遊んだりできる室内の場所

祖父母が近くにいないので、子育てに協力してくれる人を見つけるのが難しい。上の子（または下の子）を病院に連れて行くときや、保育園の迎えに行くとき、数十分預かってほしいと思っても頼め
る人がいない。かといってファミリー・サポート・センターを頼むほどでもなく、手続きだけで面倒に思う。ちょっとだけ手伝ってくれるご近所さんを紹介してほしい（近所に子どもの成長を一緒に見
守ってくれる年配者がいてくれるとよいと思う）。

久代幼稚園に３年保育があればよいのにと思います。

・病児の預かり保育があればとても助かる。・予防接種のスケジュールをわかりやすくしてほしい。

自営業なので、父親の就業時間がとても長いため、子どもと関わる時間が非常に少なくなっています。休日や祝日など一般的に休みとされているときほど、家庭にいることができないので、自然と
近場もしくは自宅で過ごすことが多くなります。なので、休日に開いている児童館などができたら嬉しいです。

初めての子どもなので、何をするにも心配で、不安なことも多いので新生児訪問だけでなく、訪問してもらえるととてもありがたいと思う（育児相談）。

近所に遊具がしっかりある公園がほしい。

健康な妊婦より小さな子を連れている方が荷物も多く、用事も多く何をするにしても大変です。子どもを預けるにしても手続きや子どもの精神面を考えると利用できず息がつまります。介護認定の
ように幼児のいる家庭には、月に２～３回でもホームヘルパーさんが掃除や家事の手伝いに来てくれると助かると思います。（１割負担など安価で）
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Q11（自由記述） 子育てをする上で、周囲からどのようなサポートがあればよいとお考えでしょうか。
・月１回児童館等で、０歳～就学前の子どもを対象にした子育て相談室があるとよいと思います。身長や体重も測っていだだき、保健師さんに栄養相談や不安なことを聞いていただけると、身近に
祖父母や親族がいなくても心強いと思います。宝塚市にはこのような乳児相談が月１回ありとても助かりました。０歳～１歳まででしたので、就学前の子どもも対象にして保護者の不安を解消して
もらえるとありがたいです。子どもが好きな地域のお年寄りの方と子ども（就学前くらい）の交流会もあるとよいと思います。

現在３歳の息子を幼稚園に入れるための彼と私の準備としてプレ保育に週１回行かせています（幼稚園が行っているものではなく、自治会館を利用して元保育士の方がしてくださっているもの）。
西宮のお友だちに聞くと、西宮市では２歳児をいろいろな園のプレ保育に通わせるのが一般的だそうです。しかも値段もとても安くしてもらえるとのこと。それを利用することで幼稚園を選ぶ参考に
なり、子どもと親が離れるということに少しずつ慣れていくこともできると言っていました。川西市はまだまだ子育てのしにくい市だと思っています。

子ども中心ですが母親のメンタル面のフォロー

・ファミリー・サポート・センターはとても助かるが、事前の面接や、ファミリー・サポート・センターへの電話などが少し面倒に思うことがあった。登録はしたが利用はしたことがない。・「こんにちは赤
ちゃん」で家に来てくれるが玄関先での話だけなので、家の中に入ってもらい赤ちゃんもみながら落ち着いた環境の中で話しを聞いてほしい。身体測定もしてもらいたい。母乳だけで足りているの
か不安だったから。１か月家の中で話し相手が旦那だけなので。

小さい頃は○か月検診などで話す環境がありましたが、今は少し大きくなるとそういった相談の機会が少ないので、希望者だけでも検診の機会があればと思いました。

・仕事をしているので病児保育の施設があると助かる。・自分の体調が悪く病院にかかりたいとき、低料金で子どもを預けられる施設、場所がほしい。・公園など遊具の多い施設（室内を含む）が
もっとほしい。・同年代のお友達と交流を持てる場所や機会がほしい。

小児科（近くにないので、伊丹市の小児科で診てもらっている。）

私自身が足をケガして整骨院に通院しないといけなくなったのですが、一時保育をお願いする保育所は歩いて30分以上かかります。通院するためにたくさん歩くと足の治るのが遅くなります。送迎
してもらえるシステムがあればよいと思います。

母親同士の交流が促されるような政策

・保育所などの充実・ホームページのまめな更新

発達面に不安があり、この2年いろいろな方にご尽力いただきましたが、小学校～高校はサポート体制が薄いと聞き少し不安を感じています。

仕事をしているので保育園に預けているが、風邪を引いたときなどいつでも安心してみてもらえる施設（人）が必要。周りで共働きの家庭はほとんど祖父母等のサポートがあり、逆にそのようなサ
ポートがないと仕事は続けられないと思う。

保育所のように、子どもと一緒に遊んでくれたり、歌をうたったり、踊ったりなどなどしてくれるような方の存在やイベントがあると心強いです。親子だけでは遊びに制限があったり、息詰まったりしま
す。また、そのような場での交流を通じて友だちも増えます。地域では０歳児の頃はよく交流会に参加しましたが年齢が上がってくるとそのような場は自主的に習いごとでも行かないと機会が得ら
れない印象です。でも習いごとは負担（金銭面）が重く、今一歩踏み出せません。

第一子については何もわからないので、この時期にこうしてあげる、こうやって遊んであげるというのを教えてもらええるとよいと思います。聞いたときには時期が過ぎていたということもありまし
た。予防接種のスケジュールを組むのが大変だった。ガイドラインがほしい。

現在何らかのサポートがあるかと思いますが、共働きの親にとっては、忙しくて何のサポートがあるのか知ることすらできません。もう少し働いていて時間のない人にもわかりやすく告知していただ
ける方法を見つけていただけたらと思います。

今のところわからないなりに何とかがんばっています。相談したりできる場所があることをいろいろな場所（子連れで行くところ等）でもっと知らせてもらえると嬉しい（たとえば病院、レストラン、スー
パー等）。１人目で職に就いている訳でもないのでサポートは大丈夫です。２人目３人目がいるのであれば助けてもらいたいこと、どのように助けてほしいか変わってくると思います。

緊急時に即座に対応（質問に対して回答してもらえる）していただけるようなサポート

・共働きをしているので、子どもが熱や病気になったときはどちらかが休まなければならない。川西にあるかわからないが、病児保育の施設があれば助かる。・医療費をもっと安くするべき。ほかの
市は川西より安い（乳児医療等）。
・子どもが子ども同士だけで安心して外で遊べない。昔は子どもだけで公園で遊んでいたが必ず親が付き添わなければ安心できない町である（全体的にだが）。のびのび育てにくい町。

・買い物等がすぐに行けないので不便・晩ご飯の献立等を考えるのが大変なのでヒントがほしい。

兄弟の学校、幼稚園の行事ごと、本人以外の病人を病院に連れて行かなければいけないときなど、気軽に預かっていただけたらと思う。働いた場合も、警報などで急に休みになったときや、早く
帰ってくることになったときなど預かってくれるところがあればよい。

保育園や幼稚園で気軽に行けて預ける時間が長くできるとよい。昔の子育てをずっと信じている人だと、しんどい。子育てより生活の家事の負担を減らしてほしい。時間が空かないので子育てに
当てられない。川西は小学校以上になると子育てしにくい。共働きだが、小学校は３年までしか夕方まで見てくれないし、PTAは強制され、仕事を多く休まなければいけなかった。中学では毎日お
弁当だ。周りにフルタイムが少ないので、全く理解されない。小中学校の先生たちは、親に教育（勉強）の管理を押しつけているようだ。夏休みの宿題等親が採点しなければいけないなど先生の仕
事の変化か。

実の両親が近くに住んでおり、困ったときはいろいろとサポートしてもらっているので、現在は特に思いつきません。

緊急時やリフレッシュのため預けられる場所があればよい。子どもが安心して遊べる場所がもっと増えてほしい。

わからない。下の子もいるし相談している時間も心のゆとりもない。夜中に思い悩んで目が冴えるときもたまにあるが朝にはバタバタの１日が始まるのでとにかく自分に余裕がない。

親子で気軽に遊びに行けるところ（園庭開放）などがたくさんあればよい。

・地域に子どもを気軽に預けられるお宅があれば本当に助かります。ファミリー・サポート・センターのことは知っていますが、なんとなく敷居が高い気がして利用したことがない。うちは親族が近く
にいない核家族なので歩いて行ける距離で子どもを少しの間だけでも預かってくださるお宅があると非常に助かります（仕事をしているため）。病院へ行く間、お迎えに行く間、ほんの少し外での用
事をする間など、そのちょっとの間に子どもを受け入れてもらえる場所がほしいです。また子どもが小学生になったとき、学校から帰りの時間も仕事で子どもを１人にしてしまう時間ができてしまい
ます。学童の充実も期待しています。また学童が終了後の受入れ（仕事が終わる時間まで）子どもが１人にならないように地域でサポートしてもらえると嬉しいです。以上の点で、家庭と仕事の両
立の限界を感じることがあります。

幼稚園に通っている。とても行政の受入れ姿勢や先生方が親身になって子どもを支援してくださるおかげで、私も安心してお任せし、日常を暮らせている。行政からの子育て支援活動の場をもっと
有効的にできるような方法をもっと打ち出していけばお役所仕事のようなイメージを払拭できる気がします。それにはまず、どのような人がどのようなことに対しどのようなニーズをもとめておられる
かの細かいリサーチが川西市は弱いです。もう少し、猪名川町のように子どもがのびのびできる公園や緑化もあれば、元気に外で遊ぶ子も増えるのかなと思います。

いろいろな目線で我が子を見てくれるサポート。例えば３歳児検診で初めて難聴に気づいたりすることもあったり、幼稚園で我が子の全く知らない部分（性格）に気づいたり。

子どもの体調が悪い時に利用できる病児保育があれば助かる。
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Q11（自由記述） 子育てをする上で、周囲からどのようなサポートがあればよいとお考えでしょうか。
近所の方も、公共の場でもよく子どもに話しかけてくれます。とても嬉しく思います。子どもが少ない地域なのか、近所に同年代の子どもを見かけることがありません。車で出かけるような児童館で
はなくもっと近所でお友だちができるサポートがあればと思います。公民館の幼児サークルの情報もたまたま近所の人が教えてくれましたが、公民館の方に詳しい情報を聞いても曖昧な回答しか
なくサークルに入るまでとても大変でした。

やはり気軽に困ったことがあれば預かってもらえる環境だと思います。

困ったときに子どもを安心してみてもらえる環境が安価であれば嬉しい。

話し相手

ちょっとしたことを聞ける窓口や支援センターなどの数が少なすぎる。また、交通の便が悪すぎて行けないことが多いです。駐車場完備の支援センターなどあれば嬉しい。

地域とのつながりが少ない（ほとんどない）ので、ママ友との関わりだけでなく、小地域のイベントがもっと活性化されてそこに参加できる環境があればよいのですが。

子どもの年の近い母親たちの交流の場が身近にほしい。参加しやすい環境をつくってほしい。

・近所に児童館のような、子どもを遊ばせる場がないのが残念です。丸山台に住んでいますが小さい子どもを連れて北陵公民館まで歩いて往復するには坂が多すぎて大変です。北陵小学校の校
庭で遊ばせていただき、室内で遊べるスペースの開放等があればよいのにと思います。・移動図書館が来てほしいです。

子どもの病気、けがなどの際に病院へ行くべきかどうか迷うことが多いので、夜間や休日だけでなく相談できればよいのにと思うことがあります。夜間・休日の電話相談では今までに何度助けられ
ています。ありがたいです。

・土日開催の交流の場・ファミリー・サポート・センターに登録はしましたが利用したことがありません。対象地域のサポートをしてくださる方が一斉に集まるイベントなどはないのでしょうか。どのよう
な方が見てくれるのか不明のためなかなか利用しにくいです。

少しでも子どもを見ていただける時間がほしい。保育園の一時預かりは高すぎて利用してまで１人で買い物や用事を済ませようと思えない。

こちらの相談を親身になって聞いてくれる。

・学童後の預かり、お迎えのサポートの充実・ファミリー・サポート・センターをもっと手軽に利用できるようにしてほしい。・小学校・中学校のPTA役員負担を軽減してほしい。

・プレイルームなどのように行政で無料開放しているところがあるのはありがたいと思う。・しんどいときに話を聞いてくれる友人や知人がいるだけでストレス解消になる。・フルタイム従事者以外で
も保育園を利用（週１～３回、一時保育など安価で）できるとありがたい。

もっと地区、住まいの近くでの子どもが参加できる行事があれば嬉しいです。幼稚園などにまだ行っておらず近所にどれだけ同世代の子どもがいるかもわかりません。

公民館などで開催するイベントの数をもっと多く増やしてほしい。地域の子育てしている方々と交流する場所を増やしてほしい。

相談窓口、イベントなどを土日祝にも。育休中はそのようなサポートを利用しましたが職場復帰してからは、ただでさえ子どもの病気で休むことが多いのに、平日お休みをさらにいただくことは不可
能です。子どものためのサポートであって、休業中、専業主婦（夫）の子のためのサポートではないはずです。

ベビーシッターさんの紹介があれば嬉しい。あと、うちは主人がアメリカ人なのでミックスの子たちならではの悩みが今後出てきた時に相談できる場所がほしい。

情報交換

地域の子ども（同じくらいの年齢）交流がもっとあると心強い（土日祝に）

・予約や時間を気にせず、緊急時に子どもを預けられる人や場所が身近にあればよい。できれば広報かわにしなどにのせるのではなくあまり外に出ることができない母親にもわかるようにチラシ
などで単独で知らせてほしい。・３歳から幼稚園に入れたいと思っているが、どの園に入れたらよいかわからず迷っている。だから、川西にある公立から私立までの園の情報をネットなどではなく、
わかりやすいパンフレットなどがあれば嬉しい。それを参考にして公開日に園の見学などに行けるので。

近所の人と知り合えるクラブなどつくってほしい。

・長期休暇中の子どもの活動の場があるとよい（安くできる何かの教室など）。・未就園児のサークルがもっとあるとよいと思う。

気軽に子どもを預けられるところがあればよい。

相談にのってほしい。

仕事をしているので（共働き）、子どもが病気のときや病後、子どもを預かってもらえるところがないので、周囲でサポートしてもらえるととても助かると思います。

万が一の事故、けがや他人（物）に対しての保証制度があれば、安心して公園等で遊ばせることができると思います。

・職場復帰後に子どもが発熱した際の看病・定期的な交流会や遠足などの催し物

ちょっとした用事、例えば、買い物や歯医者等に行く時、少しの時間だけでも、子どもを見てもらえるような、気軽に無料で預かってもらえるような場所等があれば助かるかも。

・緊急時、安心して子どもを預けられる場所。・公共施設、バスなどベビーカーが出入りしやすい工夫。・赤ちゃんと入れるトイレがたくさんあったら外出しやすい。

遠慮なく預けたり相談できる。

・図書館からの宅配による絵本の貸出・保健センターの職員訪問が平日の赤ちゃんを寝かしつける時間とかぶることをとにかく避けてほしい。土、日にしてくれるか、電話で事前確認をせめてして
ほしい。冬場、玄関先に赤ちゃんを出すのは（生後１か月）風邪など心配。

近所に小児科をつくってほしい。もしくは、予防接種を受けられる場所。

幼稚園は延長保育がありますが、小学生になった際、月極で頼む学童保育以外に用事があるときなどに依頼すれば学校で預かってもらえるサービスがあれば、非常に助かります。

金銭的サポート＝幼児教育費用の無償化

・病児保育・夜までみてくれる場所（幼稚園ももう少し遅くまでみていただけると助かります。）
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Q11（自由記述） 子育てをする上で、周囲からどのようなサポートがあればよいとお考えでしょうか。
病気の時に預かってくれる施設がほしい。

保育園に入られない待機児童もたくさんいるので、子どもを預かってくれる場所をもっとたくさんつくっていただきたい。

①年齢に合わせた日常的に参加できるイベントや場所などの開放、周知をもっと積極的に行ってほしい。児童館は地元色が強く既にグループができてしまっていて行かなくなってしまった。子ども
が同年齢同士で遊んだりできる環境があまりないと感じる。②公立、私立にかかわらず、幼稚園、プレ情報の集約。もともと地元に住んでいたわけではないため、どこにどのような園があるのかが
わかりにくい。伊丹や宝塚など、近くの市町村に比べ川西は情報量が少ない。

・小児科病院に関する詳しい情報。・保育園、幼稚園の情報ソフト。料金、場所、教育内容、スクールバスの有無など。

保育園の一時保育をお願いするには事前に面接が必要とのこと。急用の時に利用できないならあまり意味がないように思う。通院や急用の時、気軽に利用できるサポートがあると助かります。

私は宝塚の病院で出産しました。妊婦中からスイミングヨガ、いろいろなアクティビティに参加して楽しいマタニティライフでした。出産後から園に入るまで生後１か月ぐらいからベビーヨガやマッ
サージ、ミュージッククラスを妊婦中からの友人と楽しみました。今も別々の幼稚園に通っていてもみんなで集まっています。ですので友人も広範囲になり、集まるのも楽しいはもちろんですが、や
はり大変。このような施設が市内にあればと思います。お仕事がある方より家にいる母の方が孤独になりがちです。しかもすべてに料金がかかるので、少しでも体調の悪い時は参加しません。だ
からこそ、病気に感染しにくく安心でした。免疫力も大切ですが、子どもをむやみに感染させるのを小さい時は避けたいと思いました。質問に対する答えからずれていると思いますが、私はあの産
院にとても感謝しています。

・見守りパトロール・広場、公民館など遊び場（監視）

子育ては将来の労働力の育成であると考えます。さまざまな理由で子をもうけない、またはもうけられない国民もいますが、それに対する手当が少ない。年金制度等、将来の労働力に対する恩恵
を受ける以上、平等に負担すべきだと思う。二人目、三人目は義務教育無料、産休手当は企業のみの負担ではなく行政による援助もなければ少子化は進み一方だと思う。

困った時にいつでも相談（電話相談）できると助かります。また一時預かりをお願いしようとしても、離乳食では預かれないなど、１歳半からでないと預かれないなど言われ（保育園）大変困っていま
す。もう少し預かってもらいやすくしてほしい。

①産後の母親ケア－初めて出産を経験した長女の時に夜泣きがひどく睡眠不足もあり、半年後に急性胃腸炎で入院しました。出産後は自分の体より子どもを優先させるため母親の体調が崩れ
ることに気づきにくい。病院で母親が体調管理をしている間、子どもを無料で預かってもらえるところがあればとてもよいと思います。②ママさんネットワーク－急に子どもを預かってもらいたいと
き、ファミリー・サポート・センターを依頼しようと思ったことはあるが値段が高いこともありお願いしにくい。安価で無理なら同じ子育てをしている近くのお母さんがネットワークを結び、ネットで登録を
して助け合えないかと思います。

病児保育です。出産後、働き始めようとしたところ、子どもが病気になった時にみてもらえるサポート体制がなく働けないというくやしい状況が続いています。近くに両親がいる方はよいのですが、
私のように主人の両親も私の両親も遠方である場合、病気の子を知人に預かってもらう訳もなく、ファミリー・サポート・センターも無理ということで仕事ができず悩んでいるお母さんはよく聞きます。
職場が理解のあるパート勤務等はできるかもしれませんが責任ある仕事をしてキャリアを女性が積んでいく上で病児保育は必要不可欠です。私自身、自分のキャリアと子育ての狭間で本当に悩
んでいます（今は子育てに専念せざるを得ません）。伊丹は遠いです。

夜間に相談できる窓口がほしい。医療の救急だけでなく。

同年代の子ども同士が集まれる場（機会）があればよいかなと思います。４か月検診の次が10か月検診なので、この間でも子どもの成長を見てもらえたらよいかなと思いました。

困ったことが出てきたらいつでもどのような時でも時間に関係なしに、連絡、相談できる環境や相談事に対して、必ず解決できるようにしてほしい。

気軽に短時間でも見てもらえるような一時預かりのできる施設があるととても助かる。

子どもが小さいうちは年に１回くらいは“困ったことがないか”という電話やお便りが市の方からあると安心するかも。

わかりません。すみません。

いつでも育児のことを相談できるような場所が身近にあればよいと思う。電話のみや要予約のところではなく、常駐の保育士さんが数人で対応してくれるような。

実家（母方）の近くに住んでいます。平日はお互いの生活を尊重し、緊急時（例えば兄弟の病気や学校行事）以外は、行き来はありませんが、週末の交流や緊急時には非常にありがたい存在で
す。

双子サークルなどが川西市にもあったら便利かな。牧の台まで遠くて行けない。

子どもが安心して遊べる広い公園（小さな子、大きな子で遊ぶ内容が違ってくると思うのでわけてほしい）や年等関係なく母親同士の交流のがもたれるとよいと思います。池田では１人目、２人目、
３人目と産むとお祝いがありますが川西市ではありません。もっと積極的になった方がよいと思います。

特になし

小学校の学童保育の時間を３年生まででなく６年生までしてほしい。共働きもしくは、近所に見てもらう人がいないと母親として心配で働きづらい。

私たち夫婦は九州出身のため２人とも実家が遠く電話で話すことはできても、直ぐに困ったときに子どもたちを見てもらうことはできません。でも幸い、私たちは近所にとても親切にしてくださる方が
おり、親子共々大変お世話になっています。私たちを子どものように、子どもたちをまごのようにかわいがってくださりとても助かっています。子育て世代がもっと近所の方、地域の方々と歩み寄っ
て仲良くできたらよいと思います。

・病児保育・第２子出産時に産休中であるからという理由で第１子の放課後児童育成クラブを退所させられた。出産がいつ始まるかわからず手伝ってもらえる祖父母もいなかったため、第１子の預
け先に困った。第１子も不安になり、やや就学が困難になってしまった（一時的でしたが）。結局夫婦で何とか乗り切ったのですが、産休・育休にも小学生の放課後児童クラブを開いてほしいです。
必要だと思います。特に産休中は。

病気の時や用事があるとき。日々仕事をしているので息抜きをするとき。

急な用事の時などに当日でも預かってもらえる場所。近所に夕方まで開いているプレイルームがないので、児童館のような長時間遊ばせられる場所がほしい。

・子育て中の人たちの交流会・親子または家族参加型のイベント・保育所の充実

結婚を機に越してきたので、子どもが生まれた当初友人が周りにいなかった。地域の子育て広場、赤ちゃん交流会で友人を得たが、日時が限定されていたので、日常的に子どもを連れて行かれ
る場所・施設を公民館ごと等にあればうれしいと思います。

私は自分からお願いすることが苦手なので定期的に声かけや訪問、サポート情報誌の発行等をしていただけると精神的に楽になるように思います。

自分自身の用事のときにすぐ見てもらえること（病気含む）。簡単に（気軽に）息抜きができる環境がほしい。

近所で気軽に子どもを預かってもらえるところがあればありがたい。（体調不良時に）
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Q11（自由記述） 子育てをする上で、周囲からどのようなサポートがあればよいとお考えでしょうか。
今のままで満足しているが、子育てセンターや子育て広場のような場所を活用できていません（自分自身）。いつ、どこで、何があるのか情報があちこちにあり気がつくと終わっていることも。自宅
カレンダーには長女の幼稚園の予定などでいっぱいで書き込めません。もし子育て情報を月ごとにまとめたカレンダーなどがあればもっとそういった場を活用できるかと思います。

３歳以降も検診、歯科検診（無料）を実施してほしい（相談も含め）。幼稚園の検診だけでなく、保健師との話、相談をしたい。保健師も人それぞれで相談しているのに答えが曖昧だったり、各々
違ったりと結局どうすればよいのかわからなくなることがある。

生まれてから２～３か月あたりは季節によってはなかなか外出が難しく人と話す機会が極端に少ないです。ママからの発信があってこそではなく、新生児訪問をしてくださった保健婦さんが「近くに
来ているが最近どうですか」とメールや電話をし、訪ねてくださるともっと相談しやすいです。特に離乳食開始あたりに、私のやり方合っているの、誰かに見てほしいな、と思いました。

・公立の保育所が中学校区に１つでもあればよいと思った。・公立幼稚園での延長保育があれば嬉しかった。

金銭的に習いごとなどをさせることが難しいので、月に３千円くらいまでで、近所の行政センターで簡単な習いごとなどができたらよいのにと思います。

一時預かることができる施設が充実していると助かります。その際、金額も負担にならない程度がよいです。

用事や急用の時定額で預けられるところがあればと思います。

結婚を機に川西市に来たので、どこに幼稚園や小学校や中学校などがあるのかなどの基本的なこともわかりません。これから子どもが幼稚園、小学校と通い始めたら、他にもわからないことだら
けなのではないかと不安です。お友だちのお母さんも地元の人ではないので、聞ける人もいません。当たり前の情報も気軽にわかると嬉しいです。

年齢の近い子どもたち同士、交流できる場所や子どもの発育等、気軽に相談できるところがあればよいと思います。特に生まれて間もない赤ちゃんの頃は何かと心配事が多いので保健師さんや
助産師さんに直ぐに相談できる環境があればと思います。

子育てのイベントなどで気軽に相談できるとよいと思います。

地域全体での子育て意識が高まれば親としてありがたく安心です。例えば名前まで知らなくても道で会えばあいさつ、声かけするような環境づくりができれば子どもたちがより安全、安心して暮ら
せるのではないかと感じます。

美容院に行ったり、習いごとをしたり、ちょっとリフレッシュしたいときに気軽に子どもを預かってもらえるようなところがあればと思います。

母子家庭なので、仕事をするためには、預かってもらえる場所が必要なのですが、保育所は時間、曜日が限られているので夜、日曜日、祝日など預かってもらえる場所（ボランティア）があればと
ても助かります。仕事、家事、育児で疲れて精神的にもきつい面があるので、保育所以外で一時預かりの場所を増やしてほしいです。以前池田市に住んでいましたが駅前など預かってもらえる施
設があったので、とても便利でした。

保育所の一時預かり等はやっているのでしょうがこちらから調べないとわからない、あるいは調べてもわかりにくい部分があるように感じます。気軽に利用してもよいのか、緊急時のみに限るもの
なのかよくわかりません。もっと情報をもらえると助かります。

小学校低学年の子どもの放課後などで利用できる場所などがあれば助かる。

上の子を習いごとや病院へ連れて出かけている間、下の子と一緒に留守番してくれるなど。

所得制限により乳幼児等医療費助成制度を受けていません。正確には受けられませんでした。所得だけを見ると確かにいただいている方なのかもしれませんが実際は住宅ローンや生活費（決し
て贅沢はしていません）で毎月赤字になり幸いボーナスで何とか補填するという状態ですので貯蓄もできません。主人の両親と同居ですが借金があるとかで援助どころかこちらが生活費を同計し
ています。ですので子どもが病気やケガをするとすごく不安です。万一入院なんてなると考えるだけで本当に不安です。所得制限なしに医療費助成を受けられることを切に願っておりますが、どう
しようもないのでしょうか。ここに書くことがらなのかわかりませんが長々と記入し申し訳ございません。

現状で特に問題は感じていません。

少しの時間気軽に預かってもらえる施設があれば。

一時預かり等、どこで受け入れてもらえるのか利用料が明確でない。とにかくわかりにくいです。

子育て支援施設はよく利用し、楽しい時間を過ごさせてもらっているがもっとその場所を増やしてほしいし、土曜日も開いていてほしい。

今、育児で困っていることは予防接種のスケジュールを組むことです。（接種もれがないか接種の順番など）一緒に考えてくださる行政担当者の方がいらっしゃったら心強いです。

・近くのアップルルーム（保育所）で短時間でも子どもを預かってくれると助かる。普段良く利用しているのでおそらく子どもも安心だろうし親も知っている先生だと安心して預けられる。たまにしか行
かないところだと泣いて嫌がり私としてもおいていくのは気が引ける。・３年の公立幼稚園が近くにあればよいと思う。・大げさなことではないが、近くに話を聞いてくれて気軽に相談できる人がいれ
ばそれだけで子育てはしやすくなる。

仕事中に何かあって動けない時に依頼できると嬉しい。警報時や日祝で学童や保育所がないときに留守番させるのが心配。ファミリー・サポート・センターをもっと気軽に利用できると嬉しい（どれく
らいの人が利用しているのか情報も知りたい）。

夜や休日、病気のときに緊急で子どもを預ける必要があり、親族や知人の都合もつかない時に気軽の預けられる施設があるとよい。

現状で充分満足です。

何か不測の事態（病気、事故等）があった時に対応してくれる窓口

例えば子どもが複数いて、そのうちの１人が病気になって病院に連れて行かなくてはならない場合、インフルエンザ等が流行っている時期は特に不必要に元気な子どもを病院に連れて行きたくな
いが、小さくて留守番ができないなら連れて行かざるを得ない。日常生活の中で「○○をするあいだだけ子どもを見ていてほしい」というニーズはかなりあると思うがそれがシステマチックだと「そこ
までして頼むほどのことでもないか」と依頼するのに尻込みをしてしまう。「近所の友人にちょっと気軽に頼む」という気安さで頼める人、施設があればよいと思う。それがファミリー・サポート・セン
ターだと思うし、実際私も登録しているが、全く知らない人が来る（してもらう）と思うと、子どもが人見知りして泣くだろうなと思い実際の依頼には至っておりません（現在は上の子が大きくなったの
で依頼したいと思う機会ほとんどなくなりました）。

気軽に預けられる一時保育。上の子の病気で病院に行きたい時に下の子を連れて行きたくない（感染が心配）。そのような時に一時的にみていただけるとありがたいです。あと、急用な時なども。

第１子の幼稚園で知り合ったママたちにいろいろ助けていただいているのでありがたいです。気軽に頼め、快く引き受けてくださるので人に頼る心地よさを学びました。知人同士でこのような環境を
つくることができれば行政の力を借りお金もかからず信頼できる人に助けていただけるのでよいと思います。

私は子どもが５か月になる頃から、０歳児交流会を利用していました。現在母子家庭で、実家で子どもを育てていますが、当時同い年の子を持つお母さん方と交流できたことや、保健師さんに不
安を相談できたことは、本当に励みになりました。その交流会で知り合ったお母さん方、子どもたちと今で仲良く交流させていただいています。しかし日頃同い年ぐらいのお子さんを連れて歩いてい
る方で知らない方もたくさんおり、やはりこのようなよい交流の場を利用している人の少なさを感じました。もっと「誰でも気軽に」利用できることをアピールしてもっと川西のお母さん方が楽しく子育
てできればよいと思います。

9



Q11（自由記述） 子育てをする上で、周囲からどのようなサポートがあればよいとお考えでしょうか。
うまく言えないですが、もっと地域の人（年配の方など）と、催しをわざわざするのではなく自然と関われる環境があれば嬉しいと思います。昔は外（公園に出れば人がいて関われる環境）に行けば
声をかけてもらい仲良くなっていた。

子どもを連れて歩いていける場所で、行けば必ず誰かがいるような「居場所」的なものがあればよいのでは。

しつけ等、気軽に話せ、教えてもらえる場を定期的に児童センターや公民館でおこなってもらいたい。できれば、保育付きでしてもらえればありがたい。

・病気時の保育・学童保育の充実→保育園と同程度の

共働き家族にもう少し目を向けていただきたい。片方だけの収入では苦しいため共働きとしてがんばっているがどちらもフルなため収入は多くなる。しかし、世帯単位の収入を見られるため、私学
幼稚園の補助金なしや児童手当も減額。何のために働いているのかわからなくなる。幼稚園後のお預り代など、少し援助していただけたら助かる。

公立幼稚園の送迎バスがあるとよい。竹馬や一輪車などの私立幼稚園では体験できないことを公立で行っているので、通わせたいが遠すぎて、通うのが困難であるため。

保護者が急病の時に面倒を見てもらえるととても助かります。

保育所は両親ともに仕事の時しか預かってもらえない。美容院に１年に１回程度しかいけない。もっと気安く預けたい。近所の人は良く声をかけてくれ、１～２時間預かってくれる時も多い。ただこち
らからはおねがいしづらい。有料で短時間預かってもよいという家庭が自宅に掲示されていると心安く預けられる。ファミリー・サポートは登録はしているけれども事前面談の時間がなく利用できて
いない。また近くには会員さんがいていないよう。雨が降った時の迎えなどをお願いしたいので前もっての申込がしづらい。近所同士の助け合いをバックアップしてもらえたらと思う。土日に屋内で
遊べる施設を増やしてほしい。・保育料の減額

気軽に預けられる場所があればよい。

病気がちな子に看護士さんがいる支援、保育所、一時預かりがあれば仕事もしやすい。学齢時は病気になりやすいので。

・幼稚園ではないところでも、思いっきり遊べる場所がほしい。・親子で行動しやすいようになったらよいと思う（おむつ替え等だけでなく遊ばせる場所）・親からするとどうしても周囲のことが気に
なってしまうので、ちょっとだけでも預けやすくしてほしい。用事の間だけなど。そうすれば、もう少し子どもとものびのび遊べる時間ができる。・今は出かけにくいし大きな公園ももっとあればよいと
思う。

親子遊びや季節的なイベントがあれば、ぜひ参加したい。また、週１～２回ほどでそのような時間がもてれば、友人、知人が増えると思う。できれば１歳～のイベントを増やしてほしい。

匿名で、本音の悩みを相談できるツールがあれば。ネットではあるので、まずそこで明かすかも。悩んでいる家族に、直接はなしができる機会をつくる。例えば玄関先でなく、きちんと相談できるよ
う子どもをみる人１人がいて、相談者がサポートの人へ相談できるマンパワー。１回でなく、何回か話の機会をつくる。

母親学級みたいに年齢に合わせた子育て学級みたいなものがよい。育児書では実際にわからないことが多いので、先輩ママたちの話をきける会がほしい。

共働きのため、遅くまで子どもをみてもらえる施設が家の近くにあったら良い。病気の時もみてほしい。

安心して子どもを預けられる環境が多くあればよい。

答えが出なくても、困っていることを聞いてもらえるだけで気が楽になる。家で２人きりでいると煮詰まってしまうが、プレイルームに行って少々グチを話すだけで、気分が変わるし、子どもも楽しく遊
べる。親の言うことは聞かなくても、ほかの方から言われると素直に受け入れてくれるので、交流の場に参加できることは大事。

近隣の遊べる公園や、保育所、幼稚園などの学校等に関する身近な情報、出来事

子どもを主体として話をしてくれる人。子ども主体の育ちの大切さを発信してくれる場。最近は親や大人の都合に子どもを合わせることが多かったり、「人気の幼稚園」が子どもに習い事をさせた
り、大人の言うことを「よく聞かせる」ような場所だったりで、子どもたちが「子ども時代」をのびのびと過ごせられる環境が減っていると思っています。知り合ったママ友も「子どもは言うことを聞かせ
て、親のショッピングに連れて行く」ことが休日の当たり前の過ごし方。２歳３歳の子がモールでわがままを言って泣いたら本気でしかりつける姿も。でもみんな子どもが大事ですくすく楽しく成長し
てほしいとの思いは同じ。どこかで、子どもが子どもらしく自由にのびのびと育つことの大切さを実感できる場所があるとよいねと強く思います。あと、自由に思いっきり遊べる外遊びの場も東京に
あるプレーパークみたいに場があり、人もいるスペース

発達障害児が通常学級で指導を受けたり、クラスで過ごす際に、明石市で実施しているような学習支援者の制度があるとともよいと思う。東京港区の実施例もあるので、是非とも取り入れてほし
い。・現在の認可保育所に大変満足している。子どもの保育時間の保証は行事とともに過ごす子どもたちにとても大切なことなので、ぜひとも守ってもらいたい。また現在の認可保育所の基準は
最低でもぜひとも守ってもらいたい。

相談窓口が３６５日、２４時間で利用できればいつでも安心できる。

無料で気軽に相談できる施設を近くにつくってほしい。

・夫の帰りが遅く、育児への協力度が少ない。夫も育児への協力をしやすい環境（仕事が早く終わる等）つくってほしい。・夫の収入だけでは生活が苦しく、私も仕事をせざるを得ない。育児休暇明
けも、時間短縮で働くことができたり、有休が増えるなどの環境をつくってもらえると、子どもへ関わりを持つ余裕ができる。・行政担当者（市役所の方）へ相談しても、対応が冷たく相談したくない。
特に保育所への入所手続きの時感じた。本当に嫌な思いでした。

夫がいない時に体調不良になった場合の家事育児のサポートがもっと気軽に手軽にできたらと思います。一時保育だと前日までに連絡しないといけないなどあるので、当日利用など。

今、保育園に通っています。ともに子育てをしていただき、親族以上にあたたかく手厚くしていただいており、心から感謝しています。子育て支援新制度の施行で、今のまま園や先生方の体制がよ
りよく保てるか心配です。市や国の責任逃れのように感じます。民間の企業の保育参加には恐怖を感じます。事件事故が増え、子どもたちの間に格差が生まれる保育になるのでは。ただ預けら
れればよい場所ではなく、先生方は一緒に子育てをしてくれる大きな存在です。先生たちの立場も危ないと聞き、不安です。たくさんの子どもたちがのびのび健やかに育てる環境を望みます。

幼稚園に入園前に少し母親から離れる練習ができたらよいと思います

・第３子を出産する際、高槻のように無料で産後子育てサポートを一定期間（産後１か月ぐらい）だけでよいのでしてもらえると助かった。幼稚園の送迎、買い物は特に困った。有料で川西市もある
が料金的に日常的には負担が大きすぎる。・市のプールや体操教室のバス送迎。

子どもが病気、けがの時のサポート。時間外だからなど、後日になどではなくただちにサポートしてほしい。今すぐにサポートできないのであればあまり意味がない。

小さなこと（病気やけがなど）でも気軽に２４時間対応してくれる窓口があれば嬉しいです。

祖父母等の親族や身近な友人にも見てもらえない日があります。幼稚園や保育所の一時預かりのサポートは助かりますが、人数などで断られる時があり困ります。そのようなサポートが増えれば
よいと思います。

公立幼稚園も有料でよいので、放課後に預かってもらえると助かります。
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Q11（自由記述） 子育てをする上で、周囲からどのようなサポートがあればよいとお考えでしょうか。
０歳児交流会など参加しています。その時などに同じ年齢のお母さんと話ができるのは情報交換ができるのでとてもよいです。離乳食やしつけなど専門的な話などが聞けたりするとよいかと思い
ます。普通に話ができるのもよいですがみんなでできるような遊びなど前にやって、ほかのいろいろなお母さんと交流がもてることは楽しいと思います。

近所の人とのかかわりを持つ。

子どもがのびのび遊べる施設（無料）があれば、子育てに行き詰らずになると思う。そのためには、母親の友人がいない人でも保育士や行政の人がいると安心して預けられる。

一時預かりをしてほしい

近所に短時間でも気軽に子どもを預かってくれる家があると助かると思う。

子どもが小さいうちなどはなかなか自由に外へ出られないので、気楽に外出できるような場所などがもっと増えたらと思います。

子育て支援で、保育所、幼稚園のプレイルーム、園庭開放をよく利用している。そこで、同じぐらいの年齢の子のお母さんと仲良くなったり、保育士さん、先生などにいろいろ相談できて大変助かっ
ている。子どもの病院代の負担がないのもうれしい。祖母に孫を見てもらう際、電車代がかかるので電車代の割引（孫割引）などがあるとよい。子ども手当は本当に助かっている。公立の幼稚園、
中学校も給食になればよいが。

緊急時、すぐに預かってくれる場所。

緊急時や用事の際に短時間でも、低価格で、自宅近所で預かってもらえると助かる。

近所の人は子育てしている人のことをもっと温かく見守ってほしい。子育てしていると、イヤイヤ時期や幼いので夜泣きや大声で泣くのだがドアを開けて「自宅の裏の人」が「うるさい。静かにしろ。」
と言ってくる。自分も子育てしていたはずなのに、悲しくなる。こんな日本、地域だと働きながら子育てする「子を産むのはもっと難しいと思う」瞬間だ。

無料（もしくは安くで）当日オーケーの一時預かり

・一番うれしかったのは、出産後、自宅に訪問してくれた保健師さん（助産師さん）の助言です。里帰り出産ではなかったので、「よくやってるよ」の一言で、たくさん不安がある中で、救われた気持ち
がしました。・母親教室にも参加していたので、そこで知り合ったママ友と、出産後もお茶をしたり、一緒に情報交換したり、保育園に入るまで仲間がいることで心強かったです。・保育園に通い始
めてからは、相談先は保育園の先生方や園のママ友になっていますがちょっとしたことを話したり、聞いてもらえる相手がいることが大事だと思います。・川西から大阪市内に就労している人はと
ても多いと思うのですが（大阪のベッドタウン）、その割に１８時以降は延長、保育、小学生になると１８時半までというのは、短すぎませんか。せめて１９時までは、安心してお願いしたいです。

まだ生まれたばかりでいろいろ不安があります。先日、赤ちゃん訪問がありいろいろ話を聞いていただき、勉強になりました。小さい子がいると外出が難しいので、何度か訪問していただければと
思いました。

当方、小売業を営みながらかけもちで仕事をしています。土、日、祝も出勤のため実姉に子どもを預けていますが毎週のことなので気が引けます。また、病気等急な迎えにも対応は難しいです。
（職場が遠方です）そのため病児保育や、日祝の保育ができる環境が必要です。

・敷居が高いイメージがある。おおごとになる気がする。・緊急時に対応してくれる所がわかりにくい。・子育て中の方へ短時間仕事あっせんなど。

１人で悩みを抱え込まなくてよいように、親兄弟、近所の人、友達、子育て支援の人等気軽に相談（話せる）できる環境が大切だと思います。

もっと地域の人が子どもに声をかけてほしい。子育て世代の親が知らない、わからないことを地域の人が子どもに教えてほしい。お年寄りと言ったら失礼かもしれないが、いろいろな知識を持って
いるので。

フルタイム（正社員）は学校の当番は免除してほしい

話の聞き役に徹することと具体的なアドバイス。病院の紹介、施設の紹介、地域の人たちにも知ってもらうように子どもたちを連れ出してもらう。子連れのお出かけ（病院、施設、小学校）も大変な
ので、行事ごとに参加するのもおっくうになりがちなので、気軽にサポートしてもらえると親も地域の行事に参加しやすいし、子どもからも地域の人らに親を見知ってもらえて見守ってもらえるので
は、と期待できる。

幼稚園に行く前の幼児でも週１～３回ぐらい通わせる場所があればよい。プレ幼稚園がある所がほとんどない。いきなり幼稚園では、親も子も大変。

○○○のように、未就園児を公民館などで大勢で見てもらえるのは、安心でありがたいです。親同士の知り合うきっかけにもなり、スタッフの方も含め大人の目が多いので、小さな子どもでも安心
して遊ばせることができました。ただ、朝から晩まで２人きりの身としては、そのような大人の目がたくさんある場所で、母親たちがほっと一息つける喫茶コーナーがあればもっと気軽に息抜きでき
るのにと思いました。（お店では子どもが騒ぐと気になるので）

緊急時（休養や子どもが病気）の際に兄弟を預かってもらえたり、幼稚園迎えなどに対応できる体制。

不審者の通報。声掛け。薄暗くなってからの見回り等。

幼稚園を増やしてほしい（バス送迎はあるが、徒歩圏内の幼稚園がない）。

予防接種がわかりにくかったので希望者に有料でも「○○の時間ですよ」にようなハガキやお知らせの情報誌みたいなものを送ってくれたらと思いました。

私のところは多くて年が離れていないので小さいうちはとても大変です。家事をすることがなかなか追いつかず、子育てしながらはとても大変です。家事サポートがあればとても助かります

・親族が近くにいないので、自分が熱を出したときなど午前中の間だけでも誰かに遊び相手になってほしい。・近所の友達や同年代の子が集まれるようなサークルや集団検診など工夫してほし
い。・プレ幼稚園の回数を増やしてほしい。（現在○○○のちびっこ広場に行っていますがどちらも月１回しかないので）

我が家は主人の両親と同居しているので何かあれば気軽に相談したり、子どものフォローもしてもらえるので助かっているが両親が高齢のため身体的にやんちゃでいうことを聞かない３～５歳くら
いの息子を長時間預けるのは難しく（心苦しく）預かり保育のある幼稚園に（遠方で経済的負担はかかるが）お世話になっています。もっと身近なところで子どもを安心して預けたりできる所があれ
ば助かる人も多いと思います。

子育てに関する情報をまとめてほしい。できれば年に１度、年齢別などで、内容は医療、子育て広場など子育てに関するイベントに情報等。

子育ての悩みやストレスを受け止めてもらえる場所（行きやすい場所）があればよいと思います。また、なかなか電話をかける勇気が無かったり、そのような施設に行くにも腰が重い人のために、
希望者には定期的に訪問するとか電話をするというサポートがあればよいと思います。

自分の用事等をする間、単時間でも子どもの面倒を見てもらえるととてもうれしいです。

上の子の用事、などでどうしても預けたい時、高齢の親に預かってもらっていますが、１，２時間でもすぐ預けられるところがあったら助かると思います。
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Q11（自由記述） 子育てをする上で、周囲からどのようなサポートがあればよいとお考えでしょうか。
子育て経験のある方が対応してくれると心強いです

自分が病気にかかった時など、子どもを預かってもらえるととても助かる。

緊急時など予定外の用事が急に入った際に子どもをすぐ受け入れてくれる場所があると、とても助かります。もちろん、金額的にも高くないことがベストです。家の場合、上の子と一番下の子の年
の差があるため、上の子の習い事などの送迎時間が下の子のお昼寝やごはん時間に影響するので、何かよいサポートがあったらよいのですが。ただ見ず知らずの方に上の子の送迎をお願いす
ることも怖く、下の子を預けるのも不安で。困っているところです。

乳幼児のデイサービスのようなものがあればよいかと思います。専業主婦でも利用できて育児のストレスから解放されたらよいと思います。

家事や育児を手伝ってほしい。

私は両親と同居しておりますので、私自身急な病気をした際心配なく休息できますが周囲に家族がいない方は病院へも行けず、大変苦労なさっておられます。そのようなときにサポートしていただ
ける制度があればと思います。また現在そのような制度があるのならもっと積極的にお知らせしていただければと思います。

特に０歳児の待機児童を減らしてほしい。

体調が悪い時など、送り迎えなど行けない時に代わりに行ってくれたり、一時的に預かってくれるところが身近にあるとよいといつも思っています。（幼稚園にも一時保育はありますが、迎えに行か
なくてはならないので、家まで送っていただけたらなお、助かります）

一番に望むのは医療施設等の充実です。時間外の病気やけが救急時間外も安心して見てもらえる小児科や救急センターなどが川西市は少ないなと思います。２４時間体制の小児科があれば安
心です。川西市は緑も多くて環境もよく子どもも多い方と思うのですが、意外と公園や外で遊べるような所が身近にないです。家の近くには川も流れていますが、周りの草木も荒れていて危険な場
所も多いです。安心して子育てできるよう、整備していただいたり遊べる場所が増えるとよいかと思います。

３人目は無条件で保育料無料

私が入院しないといけないと病院の先生に言われたが私、主人の両親（祖父母）が仕事や遠方にいるためすぐ預けることができず結果入院せずに通院となった。急遽預ける施設などあればよ
かったと思うことがありました。

働きながら子育てをしている人がどんどん増えているのに、市の健診、○○○などのほとんどが平日開催で困っています。初めての子育てなので、いろいろな情報を得たいのに、仕事が休めずに
行かなかったりするので、地域の支援を十分に受けられていないと感じています。半年に１回でもよいので、土日開催にしていただいたり、ネットで情報を配信いただけるとありがたいです。

医療費を小学校へ進学しても他の地域のように無料にしてもらいたいです。

子育ては、悩みがつきもので、「これでよいのだろうか」と自問自答の毎日です。その悩みに優しく寄り添ってくれる人がいるだけでほっとできます。悩める母親に、否定的な言葉をかけてアドバイ
スをくれるより、気持ちに沿ったアドバイスをくれる人がいてくれたら心強いと思います。

保育園、幼稚園選びを一緒に考えてくれるサポートがあれば助かります。友人（同じ年齢のママ友）だと、それぞれ進めたい方向や思いが違うので安易に自分の意見や相談事を言いにくい。「○
○さんはどこへ行かせる予定みたい、あそこは○○なのに」等と噂話にされるのが嫌で話したくない。母などは地域を知らないので一緒に話はできない。行政の窓口で幼保選び相談ができるとい
ろいろなことが一度に解決できるし、自分の選びたい（重要視したい）ポイントを（費用、時間、場所、バス有無、給食有無、科目など）誰にも気兼ねせずに相談して探せるのであれは利用したい。
窓口でなくても各園の資料が一度に集まっているコーナーなどでも助かります。その場合、詳しい資料を置いてほしい。結局自分で電話しまくるようなものでは意味がない。

どうすればよいかわからない。

自分たちで解決するので不要

遊び方についてアドバイスがほしい。いつも母親がやっていて、バリエーションがない。

日曜日も預けられるような施設。なるべく経済的に負担のない金額が望ましい。ファミリーサポートサービスもあるのは知っているが、使用している人が少なく情報が入らないので使いにくい。実は
小学校に入ってからの学童保育の方が心配。１８時以降も安心して預けられる施設がほしい。

自分が風邪をひいたときはゆっくりもできないし子どもたちのごはんやトイレやおむつが「しんどい」と思う時がある。

無料の催物、イベント、お祭り、習い事の助成金

子どもの送迎。（共働きのため、それだけでも助かります）送迎バス（保育所でも）保育園の延長料金をなくす。保育料の値下げ。高かったら何のために働いているのかわからなくなる。

保育料金が高額で大変だが子どものコミュニケーションや教育を考えると自宅よりもよいので仕事を続けている。大切な年齢なのでもっといろいろなことを教えてもらえるように保育園にももっとカ
リキュラムなどを入れてほしい。

出張プレイルームや子育てサロンの回数を月１～２回から少しでも回数を増やしてほしいと思います。

安全で清潔な公園。子育て支援の場所が近くにあればもっとよい。

実親が近くにいたらもっと手助けしてもらえる、と思います。

日、祝と仕事で祖父母の都合がつかない時があるため（特に祝日）

短時間だけでも預かってくれるような施設があると助かります。

・電話相談（働いている人向けに遅い時間帯も）→専門的な人・月齢、年齢別子どもの発達教室→発達、成長に合わせた親のあり方。

子どもと母親が病気の時に、預かってもらえるところがあるとすごく助かると思う。うつる病気だと親、友人には預けにくい。

気になることがあれば、保育所の先生に聞けたりするので。自分から聞ける性格ならよいが話しかけていただけるとアドバイスも聞けるようになるのでは。

今、私立幼稚園に行っています。担任の先生に相談がしやすく楽しく過ごせています。園長もよいアドバイス（子どもを一番に考えてくれているのが）よく感じられます。行政に言う前に話を聞いても
らえることもよいです。

川西市の子育て情報誌があればよいと思います。幼稚園でというフリーペーパーが毎月配られていて、とても役に立ちました。

金銭的サポートがあればよい。

予防接種を忘れがちなので、個人的な連絡などあれば助かります。
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Q11（自由記述） 子育てをする上で、周囲からどのようなサポートがあればよいとお考えでしょうか。
・気軽に発達障害児のうちの子を預けたい。デイサービス、日中一時預かりの施設はいっぱいで預けられない。というかよっぽどの理由がない限り日中一時預かり使えないという所があります。・
定型発達児より育児がもう大変で親としては毎日泣きながら育児しています。親でも泣くくらい大変なうちの子を年老いた祖母に預けることに抵抗がないわけがない。自分の家だけでは無いはず
ですし、どうか気軽に預けられる施設の設立に力を入れてほしい。

市の広報だけでなく、年齢に合わせた行政サービスを定期的に個別に案内（通知）していただけたら助かります。

プレイルームがけやき坂は２週に１回しか無いので、もっとあったらとても助かります。

時間、時期を問わず預かってもらいたい。病気の時、（子ども、自分含め）たった１人で子どもをみなければいけないことが多い。車の運転に不安のある時も多いので、身近な所で預けられるところ
があればと思う。

・私立の幼稚園にも延長保育ができるようにしてほしいです。・○○のような未就園児が集まれる場所が子ども、親ともによかったので、より充実させていただければと思います。・ボール遊びなど
ができるような、子ども達がみんなで遊べる緑豊かな公園がほしいです。（噴水やジョギングコース）

手当などの金銭サポート

配偶者も気軽に育休が取れるような環境をつくってほしい。

夜間、土日、祝日も保育してもらえる施設。発熱時もみてもらえる施設。があったら助かる。祖父母、友人もいつでもみてもらえるとは限らないので。１００パーセント仕事に専念できる環境をつくっ
てほしい。

気軽に行ける無料のサークルなどあればよいと思います。

まずは気軽に相談できる体制

金銭的にも心配なく、一時的にみてもらえる場所があればうれしい。

・道が狭いのでせめてラインを引いてほしい(東畦野山手の入り口）・公園がないので近くに安心して遊べる公園がほしい。

悩んでいる時に気軽に相談できる人がいるのは、とても安心できる。同じ母親の友達がいると助かる。

直接連絡が取れてすぐに家に来てくれるシステムがあればうれしい

公立の幼稚園がどれも３年保育になればと思う。

相談しようとしたら市は１７時までしか取り扱っておらず、仕事後復帰するとなると平日１７時までというのは厳しい。友人の子が３歳前にして言葉が遅く、○○の人に「親が子どもに話しかけないか
ら言葉が遅い。」という心無い言葉を言われてショックを受けていた。そのような心無い言葉を言われたら相談しにくくなる。思いやりのある言葉で接してほしい。自分なら否定されているようで相談
することが怖く感じる。

返答に時間がかかってもよいので、有識者の方からの相談窓口があってほしいです。現状の○○○の相談窓口でもありがたいですが、もっと専門的な方からの見解を聞けた方が納得することが
あるので。

気軽な育児相談

海外(カナダやアメリカなど）のように子どもの世話をしてくれるナニーさんの派遣を公費補助でお願いしたい。自分(母親）は病気で、シングルマザーなので子どもの面倒をみることが大変です。ま
た、初めての子どもなのでアドバイスがもらえる子育てのベテランなプロのナニーさんが制度として自宅に来て手伝ってもらえると助かる。老人には介護サービスがあるのに赤ちゃん連れの親にも
同様に負担無くホームヘルパーやシッターさんをお願いできる制度があればよいと考えます。

私は実家の母が他界しており、父も不自由な体での一人暮らしのため、頼れる親族は車で３０分ほどかかる所に住んでいる姉くらいで姉にも子どもがいて仕事もあるので、気軽に何かを頼むこと
は気が引けますし、義父母(車で２０分のところに在住）には、どうしようもない時には頼れるけれど、環境的に正直気が進まないところもあり、という感じで多少の不便なら自分で何とかしようと思う
ことが多いです。ですが、例えば２人の子どもどちらかが体調不良の時に小児科へ連れて行くのに、元気な方の子を一時みていただけたり、私自身の体調不良の時に、半日だけでも子どもを看て
いただけたりすることができれば、ありがたいと思います。

講座などしてほしい

安全なまちづくり。子どもが安心して外で遊べる環境。近所の人たちで見守り体制。

現在、家族や友人、地域や行政の方など皆様から支えられて毎日ゆったりとした気持ちで子育てさせていただき幸せです。難しいことはよくわかりませんが、愛情を持って私や子どもに接してくれ
るからそう感じるのだと思います。ありがとうございます。

もう少し、安い料金で気楽に預ける所があれば母親の負担が減ります。

緊急時に子どもをみてほしい。

・無料または貧困家庭の人でも支払えるくらいの安い金額で子どもを預かれるサポート・家庭の事情などで普段車が使えない人もいるので子どもに何かあった場合の緊急時に病院へ連れて行っ
てもらえるサポート(無料）があればうれしい。・月に何回か訪問してくれていろいろ教えてもらったり話を聞いてもらえたりするサポートなど。

子どもが病気の時にサポートしてもらえる

・○○などで１～２か月ペースで同年齢の母子が集まれる健診などをしてほしい。・定期的に状況を伝えることができるよう、アンケートなどを行ってもらえると、気持ちを伝えやすい。・フェイスブッ
クやネットの掲示板で気軽に書き込んだりして自宅でも保健師さんやママさんたちとコミュニケーションがとれるとうれしい。

病気の時で仕事に行かなければならない時は預ける場所がない状態。○○は病気では無理だし病児保育を行っている施設は家から遠く、職場へも反対方向のため預けることが困難。そのため
病気の子を連れて休暇扱いで仕事を行っているのが現状。もう少し近場で病児保育あれば助かります。

当日に預かってもらえる施設(数日前に連絡をして、預かってもらう施設ばかりなので）

子育て中は時間に追われる、余裕がない、ということが常にあります。まちの子育て広場や、月に１，２回行われる子育て支援の企画などに、参加したい気持ちはあるが、市の広報や、その他単
独のお知らせなど、情報を集約することから始めなければならないのが、困難であったり、わずらわしかったりで、気が付けば、参加したい企画の申込期日が終了していたということがよくありまし
た。勝手ですが、月ごとのイベントを集約したお知らせのようなもの(月齢に合わせたもの）がメールなどで届いたり、ネットですべてを閲覧することができると、子育て中の方でも、参加しようと思う
意欲やネットワークを強くする仕組みに繋がるのではないでしょうか。

小さい子どもが遊びやすい公園が無い。公立の幼稚園、中学校が遠すぎる。バスも無く、駐車場もないので通えない。
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Q11（自由記述） 子育てをする上で、周囲からどのようなサポートがあればよいとお考えでしょうか。
子どもを産んですぐ、産後うつのような状態になってしまった。産んでからの情報が調べにくく、わからないことだらけで不安だったので、定期的に頻繁に話ができる(個人的に)相談に乗ってもらえ
るような所があればと思う。当時は近くの子育て支援サークルに毎日のようにいろいろな所へ顔を出したが、「個人的な」相談はしづらかった。近所にママ友だちができれば気持ちも楽になるが環
境や家の場所、子育てサークルをしている場所などにより、すぐにできないこともあると思う。また、私の家から歩いて行ける適度な距離の公園が無いのも残念だった。はじめはしゃっくりをしだし
ただけでも、そのままにしていてよいのかどうか本当に戸惑った。電話などで気軽に相談できるサービスがあればよいと思う。また、病児保育（伝染病の最後の方など）をしてもらいたい。

緊急時、兄弟のこともあるので登録制ではなく短時間でも診てもらえたりする制度があったらと思う。○○も知っていますが、登録があったり料金も高いように思う。

家の近くに子育てセンターがあると便利だと思う。下の子を病院に連れて行く間だけ預かってくれる施設があればよいと思う。

市が子育てをサポートしている姿勢が見えづらい。ネットだけでなく、子育て世帯へのダイレクトメール送付、市内施設の掲示など工夫していただきたい。２歳児が健診時の栄養相談は不要だと思
う。子どもが退屈しているのに一方的に話していて、協力の姿勢が見えない。

定期的なイベント講座。子どものかかりやすい病気とその対処法講座。親子映画鑑賞会。子育て世帯にお勧めの公園、教育機関など施設紹介

私は外に出ていく方ですが、サークルなどの集まり、遊びを教えてくれるサークル等の誘い、案内があればもっと良いと思います。（０歳児交流会は多いですが、それ以降なかなかないので）

病児、病後児の保育支援、サポート

幼稚園など、もう少し安くなれば、よいと思う。

公園などに、常駐（パトロール）する大人がいてほしい。

幼稚園等に入るまではサークル等に行って、親子遊びなどをしていますが、気軽に子どもだけ預けて少しの時間リフレッシュできる所があれば良いと思います。

急な理由で（自分の病気や仕事など）子どもを預けられる所がない時のサポートがほしい。

安価な託児所がたくさんあれば助かります。

子どもの一時預かりや保育施設の充実。子どものことをきちんと叱れる親を育てることのできる方がいれば良いと思う。

市が行ってくださるイベント、サークルなど近所で数多く実施してくださると嬉しく思います。子育て中は遠出が難しく、川西市内でも車を使わないと外出ができないような場所は参加できないことが
多いので近所で行ってくださるのがありがたいです。双子育児ですので、そういったサークルが近所にあればよいのにと思います。牧の台までは遠いので今も参加できていません。

子育ての悩みを気軽に相談できる所。専門家の意見を聞きたい時に、どこに行けばよいのかわからないので。医師、心理士など。

月２、３回くらい一時間程でよいので親以外の人が子どもたちと遊んでもらえたら気持ち的に助かります。

少し用事がある時など、安心して預けられる場所がほしい。

緊急時の出張保育のようなシステムがあると助かる。フルタイムが考慮された保育所。

私が住んでいる地域には子どもの一時預かりをするような施設がないので、そのような場所があると、助かるお母さんもいるのではと思います。何駅か離れた場所に○○○みたいなものがあるみ
たいですが、この辺の地域にもそのようなものがあれば良いなと思います。

私用や病気のときに安心して預けられるサービスがほしい。

子どもが走りまわれる室内で遊べるような場所を開放してほしい。少し大きくなってくると、室内での遊び場（走りまわれる場所）がない為。あるのかもしれませんが、情報がまったくこないので知れ
たら良いな、と思います。

予防接種など、任意、任意でないものすべての通知を希望者にメールなどでいただければとても助かります。予防接種の時期、回数、スケジュールなど。

突然、子どもを預かってもらいたい状況になった時、いつでも預かっていただける施設があれば、ありがたいです。

保育所に行っている間は特に心配しないが就学後１人になる時間が増えるので学童保育の時間等、環境の充実、子どもを安心して預けられる施設のサポートが増えればよいと思う。

保育園の一時あずかり等、もっと気楽に利用できたら嬉しい。

父親も気軽に参加できるような子どもを遊ばせる施設があれば嬉しい。例えば、大阪市内であったが、体育館におもちゃをたくさん置いてあり平日、土日も開放されていていつでも父親が行っても
違和感ない。そのような場所があれば良いです。保育所開放では父親は行きにくい環境。子どもの、他の子たちとの関わり方を見てもらいたい（父親に）。保育所開放のようなものが、土日もあっ
たら嬉しい。

一時的あずかりが気軽にでき、料金がかからない支援があれば、もっとストレスなく子育てができると思います。

保育付きの宿泊施設があれば、子どもをみていただいている間ゆっくり食事ができたり入浴ができたりすることができたら少し負担が減る

２４時間子ども預かり

自分が病気等の時に、子どもを昼間預かってほしい（現在は保育園に通っているため問題なし）

家族関係がうまくいっていればと思う。

定期的な訪問や、集まりがあれば良いと思います。（特に土日）←幼稚園がお休みのため。（３～５歳児）

病院や用事であずけられる環境があるって大事だと思います。

何か急用ができた際、すぐに子どもを預かってもらえるとよいと思います（土日関係なく）

最近は身近に不審者等の情報が流れているため、安心して生活できる環境をつくれるようにサポートしていただきたい。また、住んでいる地域に（子どもが自宅から徒歩もしくは自転車で行けるぐ
らいの距離）○○○のような所ができるとありがたいと思っています（８歳の娘がいるため）。

保育園の一時預かりも常にいっぱいのようなので、ママたちが気軽に息抜きに子どもを預けられる場所が増えればよい。
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Q11（自由記述） 子育てをする上で、周囲からどのようなサポートがあればよいとお考えでしょうか。
土日祝等でも対応してもらえるようなところ

私自身は身近に祖父母（両親）が住んでいるので、とても助かっているが、実家が遠い人は何かにつけ大変なことが多いように思う。ママ友同士といっても人間関係ができてこそ子どもも預けたり
預けられたりができるがそうでない場合、苦労している人が多いと思う。サポートと一口に言っても難しいが、高齢者との関わりを持つことで、互いに相互扶助できるのではないかと思う。その機会
をもつことが簡単ではないかもしれないが、高齢化社会と待機児童を解消するには、二者が楽しく安全に活動できる場の設置があればと思う。

習い事の時の送迎。（いずれ習わせたいが、仕事があると送迎できず通わせてあげられないのではないかと心配）

親も年をとってきているので、上の子の学校行事などの時に気軽に下の子をあずけられる施設があれば助かります。（単発であずける時に料金が高く、システムが面倒であずけにくいので新しい
システムを考えてほしい）。子連れで出かけるにも何かと気を使うので、親子で参加できるヨガやダンスなどの教室を設けてもらえたら嬉しいです。

親族が遠方だったり、近い親族に介護が必要で、その上共働き。保育園でお世話になっていますが、病気の際だれもみてもらえない。病気の際、緊急的に対応できるサポートがほしい。

現在、育児休業中である為、保育所への入所を希望しているが同年代の子どもを持つ知り合いがいない為、全く情報が無く、全て自分で調べました。子どもは１月生まれで育児のことで精いっぱ
いであった為、いろいろ調べているうちに申し込みは４月になってしまい、結局定員に空きがない為、入所できませんでした。市役所や保育所ではいろいろと教えていただけましたが、川西市の方
からもっと情報を提供してほしいと思います。

割安で預かってくれる一時保育は２５００～／日と高いし、近くにない。１、２時間でオッケーなのだが。

働きながら子育てをしている場合、時間を気にせずにみてもらえる行政サポートがあったらよいと思います。近くに親族がいる家庭ばかりではないので、行政の方で。

土日祝でも一時託児が利用できる施設（父親が平日休みのため）

気軽に相談できる窓口、連絡先があれば良いと思います。

遊ぼう会など参加させていただいてますが、場所が遠かったり、回数が少なかったりで継続できない状況です。引っ越してきたばかりで情報収集するのが難しかったので、広報などのお知らせを
引っ越した際にいただきたかったです。

幼稚園が終わる２時前後から、５時間の間、近所で幼稚園の延長保育より（例えば一回３００円程）でみていただける場所。なお、その際、祖父母ぐらいの年齢の方が、将棋や囲碁、習字やそろば
ん、戦後の話や昔の遊びについて話してくださったり教えてくださったりする方がいらっしゃれば、とても良い体験になるような気がします。

まだ先のことではありますが、パート、アルバイトでも小学校で学童にあずけられるようにしてほしい。夏休み、冬休みに利用できる楽しいイベントがもう少したくさんあると利用したいと思う。（博物
館や昆虫館、交通科学館があると教育にとても役立ちます）

共働きなので、病児保育があれば助かる。

幼児保育の充実。

定期的な家庭訪問やハガキ等による地域の交流会、子育て支援からの連絡があれば動きやすいかなと思います。自由参加だとなかなか時間がとれなくて。

保育所の入所年齢や受入れ人数の充実

お金をかけずに必要な時にタイムリーに相談できたり、サポートしてもらえる人なり機関がほしいです。子どもが病気の時や自分が病気の時、行事や用事が重なった時など、親族が近くにおらず、
子どもの父親は会社を優先しているため非常に困っています。現在市役所などで資料をいただいているものは、予約制であったり、何度も気軽に利用できる金額ではありません。また子どもを預
けるにしても日常的に接していないと、人見知りのはげしい子どもは号泣し続けて、結局預けられないことになります。近くに親族がいない、子どもが小さな家庭には、希望者に専属の祖父母的な
存在が一定期間ついてくれるととてもありがたいです。

保育園の充実。上の子を出産後、仕事復帰の話があったがパート勤務だったため、保育園に入れなかった。公園の安全性の向上。

我が家は私（子の母）と夫（子の父）の両親共に関東在住の為、子どもが産まれた時から常に負担回避と軽減ができるように心掛けてきました。幸い、ご近所にもお子さんのいる家庭が多いこと、
私の職場にも同じ境遇の方が居ること、保育園の先生が気軽に話してくれる、よく行く「○○」の方々が皆さん気軽に話して聞いてくださること、等々、良い巡り合いが多く、母子共に健やかに過ご
すことができています。しかし、必ずしもお子さんを持つ皆さんがそのような満足した環境に居られるとは思いませんし、特にもっと内向的なタイプの方はきっかけが多くあった方が良い環境に入り
やすいのかなと思います。

急な事情で子どもを見られない時、一時的に保育を受けたいが手続きなどが面倒なため、受けられないことがある。もっと気軽に預かってくれる場所が近くにほしい。

平日ではなく、土日も公民館などで英会話や空手など手軽に行ける習いごとなどあると助かります。

病気の時（親も子も）に一時的に見てもらえる場所があると助かる

情報の提供

子どもを預けたり気軽にできるサポート。医療費の免除など（小学生の間まで）

兵庫県は他の県にくらべて、金銭的補助が少ないと思う。

周りの家が老人や空き家が多く、子ども（特に赤ちゃん）が少ないので赤ちゃん交流会など増えたら嬉しい。

体調が悪い際の一時的なサポート。同世代の子どもを持つご家族との交流や、親子ともにリラックスできる、遊べるイベント、サークル等の積極的な案内（現状、こちらが意欲を持って探せば見つ
かるが、情報収集の苦手な方などにはご存じなく、機会を逃していらっしゃるようなので）。子育てに関して意見を押しつけるのではなく話を聞いてくれるようなサポート

もっと密に連絡をとってくれたり、情報がほしい。生まれてすぐだけのフォローではなく。

子育てに行きづまったり、自分だけで答えが出せない時、相談に乗ってくれアドバイスをもらいたい。私自身が体調が悪い時に、子どもの幼稚園の送り迎えをしてくれると助かったことがある。どう
してもしんどくて無理な時、お願いしたら快く手助けしてくれるとありがたい。

預けたい時に低料金ですぐに預けられる場所の提供等

病児育児をしてくれる場所があれば嬉しいです。一時保育や病児保育に対して補助金（数回分）があれば嬉しいです。

体調不良で幼稚園バスの送迎場所へ行くのが辛い時に、安心して送迎を任せることができる人がいれば、と思った。
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Q11（自由記述） 子育てをする上で、周囲からどのようなサポートがあればよいとお考えでしょうか。
子どもが就園前は子育てサークルを利用していました。そのような場所でいろいろなお友だちと遊んだり、経験をするのは子どもにとっても良いことだと思うし、母親にとっても子育ての悩みや共感
できることを話し合える貴重な場所だと思います。近く気軽に参加できる場所が増えればと思います。

ファミリー・サポート・センターが川西で行われているのかわかりづらい。子育てセンターも遠ければ、車を出してまでいかない。自治会館などの回数ふやす、低価格で子どもと離れられる場所がほ
しい。検診（３歳半等）の場所、遠い。場所は仕方なくても、せめて午前中にすべき。昼寝や迎えの時間と重なる

地域ごとにその時すぐに一時保育的なものがあれば助かるのにと思うことがあります。上の子の幼稚園のお迎えが遠いので雨の時など下の子を仕方なく連れて行かざるを得ないので。短時間（３
０分程）なので、気軽にパッと利用できればよいのですが。

児童手当の支給額を増やしてほしい

身近な場所（徒歩圏内）で助産師と話せる機会があればよいと思う。産まれて数週間は電車や車にのせて川西市民センターまでいくのは不安。

時給制でいつでも気軽に電話で頼めるベビーシッターが家まで来てくれると助かる。（アメリカのように学生アルバイトなど）

とくになし

やはり、近くに家族がいない家庭にとって川西市はとても住みづらいと思います。病児保育も１つもなく、「自分（私）がもし倒れた時にどうしたらよいか」など、行政に相談することはないと思いま
す。最近、こども家庭センターの存在を知りましたが、児童相談所ということも知りませんでした。

病気の時に見てもらえたら。

以前、遠方であまり助けを得られず子育てしていた時と比べ、祖父母に日常的なサポートをお願いできる環境は本当にありがたい。母子ともにゆったりと過ごせる。また、近くの公民館での子育て
サークルは、母同士、子ども同士の交流の場としてとても助かる。

病気等（親あるいは子ども）で、親が子どもを世話できなくなった時、急に依頼しても対応してもらえるような子どもの預け先を確保してほしい。

地域の民生委員、児童委員の方をまず知らないので、まず知ることができたらよいと思う。働きやすいように幼稚園の延長の金額を下げてほしい。家庭の中で、母親の負担が大きいことを配偶者
やその両親はわかってほしい。なんらかの協力がほしい。

親子で参加できるプログラムの充実。親の体調不良の時に子どもの送迎や預かってくれるサービス。たまに預かってくれること。子ども用のごはん、おやつの準備。

親同士の連携でサポートしあうことができる、親同士が交流できる場があればよい。地域について。先輩である子育てを終えた方々の理解がもう少しほしい。子連れで自治会の集会に参加した
り、家の前で子どもを遊ばせる時など、苦情をうけることがある（うるさいそうです）。なにか、人がつながれる機会があればよいかもしれない

安心していつでも子どもを預けられるところがあると助かります。なかなか自分（母）の病院や歯医者などに行けず、不安になります。結局、保育所に預けて、仕事を休むなどして行くしかなく、とて
も負担になっています。育児休暇中なんかはまったく病院に行けませんでした。親に頼れる人は羨ましいです。

共働きのため、病児保育、病後児保育の充実

○○○や子ども向け（小学生以下）のプログラム、また子どもと気軽に立ち寄れる施設を駅周辺以外にも設けてほしい。

子どもを安全で安心してあそばせられる公園や施設がもっともっと近所にできること。公立幼稚園、中学校の完全給食。

○○○や開放教室で担当の方（保育士さん）に気軽に話せる、相談できる環境にあるので、とても助かっています。

仕事をしている為、病気、災害時等の緊急時に気軽にあずかってもらえる人が近所にいればよいと思います（関係づくりができていれば）

団地の中が静かなので、小さい子どもたちだけで歩くのが心配。暗いので明るくしてほしい。

小学校区ごとに集まって遊んだり、相談できる所があれば良いと思う。幼稚園、保育所関係なく、地域のつながりを深めたい。

今のままで満足しています。

学費の負担が多いので免除等があれば良いと思う

一時保育などの時、個々の家庭にある程度対応していただきたい。

ファミリーサポートセンターはとてもよい制度だと思いますが、ご近所でどなたがやってくださっているのかわかりませんし、わかったからと言ってほとんどお付き合いのない見ず知らずの方に子ど
もを預けるというのは抵抗があります（家庭の中でという外から見えない空間なので）。もっと預かってくださる方の情報がわかるとよいのにと思います。

ファミリーサポートセンター等も便利なしくみとは思いますが、事前の予約など仕事をもつ母で、かつ一番こまるのは、突然の熱や保育園からの早むかえ要請できめることのできない予定の対応を
してもらえると助かります。いまから→オッケー、というのが理想。

保育園が日祝開設してほしい

困ったことがあれば相談する所が広報に載っている。そのような時はこっちから連絡するので、今のままでも良いと思います。

定期的に集まる会を開いてほしいと思います。地域ごとがベストだと

園庭開放を利用させてもらい、親子共すごく楽しい時間を過ごさせてもらっているのですが、土日も利用できる所があってもよいかなと思います。

病気の時に見てもらえる場所。

子育てに得する情報、市税、年金（子どもに残せるのか。子どもにメイワクがかからないくらいもらえるのか）をはらっていないとどうなるのか。正直、自分もそうだが若い夫婦の半数以上が無計画
で子どもをつくり、結婚している。今になって、子どももでき、しっかりしなくちゃ。子どもにメイワクをかけないよう今までまったくムシして何の気にもとめてなかった市からの税金等のことに初めて目
を向けました。今までほうっておいてこうかいです。重要性、まったく知りませんでした。今もなんとなく、はらっている感じです。

現在、社宅に住んでいますが、転勤者の住む社宅なのでお互い助け合って生活していてとても助かりました。同じ境遇だからこそ、必要なサポートができると思います。申し訳ないですが、行政や
保健センターの方のお話はあまり役に立ちませんでした。
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Q11（自由記述） 子育てをする上で、周囲からどのようなサポートがあればよいとお考えでしょうか。
子どもが安全に、自由に遊べる場所がある

ベビーカー使用時の大きい道路の歩道の整備。道がガタガタで危ない。大きくなって自転車のせる時を思うと。

（行政担当者様）緊急の場合に、親が安心して預けられるような場所が身近な場所にたくさんできたら良いと思う

同じ年齢の子が近くにいないため、また、いるのかがわからないため、近くの公民館等で交流会を開いてほしい。

年齢別に参加できる行事を増やしてほしい。（プレイルーム等使ってますが０歳は交流会があるが１歳が何も参加できない。ヨチヨチ歩きでプレイルームに行くと２歳から３歳の子の周り周るのにつ
いて行けず過ごしにくい）

近所の子を見あうことができればと思うが、平等に協力できるかというと働いていることもあり難しい。親は近くにいないので常に子の体調が気にかかる。行政担当者とあるが、何をしてくれる人が
どこにいるのか、まったく見当がつかない

祖母がいてくれるので、病気の時などお医者さんへ連れて行くときに他の子を見てもらえるから安心できるので預かってもらえの所があればよいと思う。

留守家庭児童育成クラブで産休に入ったら、退所しなければいけないのはかなり不便を感じる。出産後、家族のサポートがないと、上の子も下の子も面倒みきれない。まだ、手のかかる間ぐらい
は育成クラブに入れてほしいと思う

緊急時（当日や朝早くか夜遅くなど、いつでも対応可能であること）や短時間（１時間から３時間くらいの時間でも対応してもらえること）でも、子どもをみてもらえる環境があること。

清和台では月に１回「さんりんしゃ」があり、参加していますが０歳から５歳が対象で、０歳の子と５歳の子ではかなり違うので、年齢を細かくわけた集まりがある方が良いかと（兄・姉がいたり、少子
化で難しいでしょうが）お買い物代行があると助かります。（日用品や野菜などの訪問販売（コープを利用しているが、翌週にくるので当日にほしいものがすぐ手に入るとウレシイ）も）

土日に利用できる子育て事業が増えればよいと思います。

土日に習える習いごとがあれば、同世代の子どものいるママさんたちと交流できるのにと思います。習わせたいもの、金額、時間（働いているため土日しか行けない）が合わないので。

特に問題はないので、特別なサポートはいらない。

いろいろな行事の上で、小さい子どもがうるさいだの、しずかにしないなどで、まわりの目がとても冷たい時があり、小さいお子様の同伴はごえんりょくださいなどとの参加しにくい場所などあります
が、そういった所でのはいりょがないと思います。できれば気軽に１，２時間上の子の行事での参加の時などにみていただけるようなかんたんなシステムなど、参加したいがつれていけないなどと
いった所のあずかり保育などあれば、たくさん１人１人の子どものためにうごけるようになります。上の子に下の子がいていけないからがまんさせるといった、かなしいといった状況があるということ
をご理解ください

ちゃんと保育所に入れられるようにしてほしい

小児科が近くにないので歩いていける範囲にほしい

自分（母親）が体調が悪い時などに子どもをみてもらえる

登校時、下校時と学校に入出した際、親の携帯へ安否が配信されるＧＰＳ機能を関東方面の小学校が取り入れたとニュースで見ました。冬場の下校時だけでも、このシステムがあればよいと思い
ました。

土日祝日の預かりサービス

行政から週１、２回でも無料でダンスや英会話などを教えてもらえればと思う。（読み書きなども）なかなか親の言うことを聞かなかったりするので。

緊急時に子どもを安心して一時預かっていただける施設があるとありがたい。緊急なので手続きを速やかに行ってほしい。

近くに祖父母がいらっしゃらない方のために、緊急時等安心して預かってもらえる場所があればよいと思います。

現在、市立幼稚園へ通っていますが、パート勤務のためや、兄弟の学校行事等の時に利用料がかかっても構わないので、預かり保育していただけたら、と思います。特に急なお迎え（警報、雨、
洪水などの時）に一時的に預かってもらえると助かります。

父親が育休と１日でも１週間でも取れば、その会社に川西市から補助金が出る、などがあればよいと思います。１人で育てるのは大変です。

必要な時に気軽に預けられるサポートがほしい（０歳から小学校３年生ぐらいまで）

働いているので保育園や小学校の開始時間以前にも安心して子どもをあずけられるサービスがほしい。小学校に行くようになると、始業時間以前をどうしたらよいのか不安。仕事をやめることにな
るのかと思うと経済的に不安。保育園は７時から預けているので、早朝時間の何らかの受入れがあると助かる。川西という土地がら、大阪市内に出ている人も多いと思うけれど、通勤時間のこと
を考えると早朝から出勤せざるを得ない人も多いと思うので、ぜひ検討していただきたいです。

参観日、買い物、病院など、ほんの数時間（２、３時間）の幼児の時、近所に気軽に預けられる施設があれば良いと思う。（地域によってばらつきがあると思うので）

病院の予約を取りに代わりに行ってもらえたりするか、行っても３０分以内に診てもらえると助かる。携帯やパソコンなどないので、直接名前を記入しに行かないといけないので、そのたびに子ども
と一緒に行動するのは大変なので、電話で予約がとれないので、ちょっと頼める人がいるとすごく助かる。スーパ－に買い物をしに行くが、赤ちゃん用のカートがなく、座ることのできる年齢の子ど
も用カートしかないので、ベビーカーで買い物しないといけない場合、カゴ持ってベビーカー押してすると大変なので、カートを押して一緒に買い物してもらえるか、数台ベビー用カートをおいてほし
い。

いろいろな所でいろいろな税金を払っているのに、障がいがある子どもを十分な教育を受けさせたいのに所得にひっかかり、すべてのサポートが受けられない。すべて倍以上払っている。せめて、
障がい、教育、そのような所では制限しないでほしい。働き損。だから、もう一人産みたいが、ためらう。

特に思いつかない

熱が出たり、何か病気にかかっていても保育してもらえる（病児保育）ようになればありがたいです。小学校の学童が、台風などの警報が出ると休みになったり、お盆休みがあったりして大変困りま
すが。その点、保育所はとても助かります。（卒業生は保育所で預かってもらえないものでしょうか）というより、学童の改善をしてほしいです。保育所との落差におどろきました。

広々と遊べる公園を、もっと設置してほしいです。

子どもたちが登園登校（もちろん帰りも）するのに安全な道、見守っていただける方のサポートが増えればよいと思います。

誰でもささいなことであっても気軽に相談したり個別対応してもらえると良いと思う。何か特別な問題を抱えているわけではないが、育児に漠然とした不安を抱えている場合は公的な支援サービス
を利用しにくい雰囲気がある。
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Q11（自由記述） 子育てをする上で、周囲からどのようなサポートがあればよいとお考えでしょうか。
協力的

プレイルームが遠い。公園が少なく感じます。

近所にうるさくしても温かく見守ってほしい。苦情が来ると、子どもがうるさくすると私もストレスになり、子どもに怒ってばっかりになる。

とにかく保育所を増やしてほしい。入れるようにしてほしい。預けられるところがほしい。働きたい。

幼稚園などのお迎えの20～30分だけ、下の子を見ていてもらえたら嬉しい。

病気（子ども）の時に見てくれる施設があるとありがたい （仕事が休めないため。）

幼稚園に行けば先生やクラスのママさんと話せる機会があるので子育ての話もしやしすく、ストレスの発散となると思うが、幼稚園に入る前は育児のことで話す人があまりいなかったり、ママが集
まる場所がどこにあるかわからなかったりすると、子育てのストレスや不安が出てきてしまうのではないかと思う。引っ越しをしてきてすごくそう思ったので、子育て世代が引っ越して来た時に、子育
て支援で市ではこんな事をやっていますというパンフレットや情報を提供していただけると助かります。

保育所の定員増。公立幼稚園の3年保育。午前保育の日をなくす。私立幼稚園の助成増。

いつでも子どもの面倒をみてくれる。車で送迎をしてくれる。

上の子の参観時など、すぐに預けられる（預けやすい）ところ、もしくは人がいるとすごく助かる。自身の体調不良時 、サポートがあると嬉しい。

民間の学童保育のようななもの。

緊急時など、子どもを見てもらえる場所。子どもの送迎のサポート。

子育ての社会的資源をもっと充実させてほしい（児童館、休日も明けてほしい。働いていると利用できない）。幼児保育、病後児保育施設の設置を切に願います。また、延長保育が高額。(市立保
育園）開始時間も宝塚のように18時15分からにしてほしい。

上の子と年が一回り離れているので、参観などの１、２時間くらいだと、祖母に預けるのも少し心配であり気を使ったりするので、一緒に連れて歩く機会が多いのだが、少しの時間でも預かりを受け
入れてくれる保育所のようなところが気軽に利用できたら良いと思う。

第２子は、母親学級がなくマタニティークラスでしたが、月1回という回数の少なさで、お友達がつくりにくかったです。もう少し回数を増やしてほしかったと思います。

幼稚園の団体で生活する練習、保育所の先生の行き届いた育児、親の悩みを聞けるサポートの充実感をかねそなえた国市でささえてもらいながら子どもを育てたいと常々思っています。さしなが
らのサポートではなく、毎日通う所でのサポートをお願いしたいです。幼稚園と保育所の合同になった、国市が経営するところが良いと思います。

手続きの簡略化

私立の幼稚園に通わせていると、大変お金がかかります。行政には、経済的負担の軽減、すなわち補助があれば。幼稚園も無償であれば、と常に感じておりました。

まだ生まれたばかりで、どのようなサポートがあるのか知らないのですが、気軽に相談できる窓口などがあれば良いと思います。電話相談などもあると利用しやすいです。またどのようなサポート
制度があるか、もっとわかりやすい方法がなされているとよいと思います。

自分が病気の時、体調が悪い時、急な時でも預かってもらえる場があれば助かりますが、やはり、知らない人に預けるのは不安があります。

流行の病気のことなど。

保育所は働いていないと預けられないのが現状ですが、働いていなくても子どもを預けたりできるよう、行政が整えればよいと思う。また、一時利用をする際も格安な料金設定だと有難いと思う
（高いと言うイメージがあります）。子育てにはお金がかかるので、医療費や税金等、もっと優遇されるようになれば、少子化も改善されるのではないかと思う。

仕事で帰りが遅くなる時に、幼稚園、保育園での預かり時間を長くしてもらえたら嬉しいです。祖父母、友達、近所の人に頼むのも、毎日というわけにはいきません。両親以外が預かった場合、家
や公園で遊ぶのも大変なので、気軽に立ち寄って遊べる場所があればよいと思います。

病院へ行く時、一時預かりしてくれるサポートがもっと一般的になってほしいです。保育所へ問い合わせたところ、敷居が高く感じられました（事前に要予約、面接、人数の制限など） 。

働いている（共働き）としては、緊急時、病気の時に親族にも診てもらえず、会社を休めないときが1番辛く、どうしたらよいか分からなくなる。そのようなときに、預かってもらうところがあると助かる。
精神的サポートは家族、周囲からほしい。保育園に入りやすくしてほしい。仕事復帰ができない。小学校低学年などになると、近所もしくはパートぐらいしか働けず、今の会社を辞めざるをえなくな
るので夜遅くまで安心して預かってもらえるサポートがほしい。

新生児の頃は、行政のサービスで自宅に訪問して相談などしてくれたが、今はないので半年に1回ほど訪問してくれるようなサービスがあるとよいと思う。子どもの健康（離乳食や注射、育ち具合
など）をもっと気軽に相談できるところがほしい。身近な人（夫や祖父母）が、もっと子育てのイライラや大変さを理解してくれる事が大事だと思います。母親だから常に一緒にいるのではなく、たま
には用事がなくても、子どもと離れる時間つくりに協力してくれたらリフレッシュできると思います。

自治会も強制的でないので、入ってはいないけれど、周辺にどのような人が住んでいて、子どもを数分でも見守ってくれる人がいるかどうかという情報がオープンであれば育てやすいと思う。個人
情報を固守しすぎて、地域の人がどのような人なのか。どのような地域なのか、何年も住んで少しわかってきた。行政からもそういった案内もないし、自治会費とられるだけと言うイメージがあり、
活動や重要性の提示があればよいのでは。

話を聞いてくれること。会話の成立しない子どもを相手にしているとイライラが溜まるので、それを吐き出させてくれるようなサポートがあれば良いのですが、聞く方にイライラがたまりそうです。

高齢でもお元気な方たちに、有料で子どもを一時預かりしてもらえると、地域の中で交流も深められるし、お互いにメリットがあると思います。

仕事と子育てと家事に追われる毎日なので、少し息抜きできると助かる。保育園の送り迎えの時間に、先生や他の保護者の方と話せるので本当に助かっています。

小学校に入ったら学童保育に入れようと思いますが、帰るときに人通りが少ないので、大人が付き添ってほしいです。

病児保育、延長保育のような制度が小学校に上がってもほしい。
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Q11（自由記述） 子育てをする上で、周囲からどのようなサポートがあればよいとお考えでしょうか。
小さい子どもを連れて行ける場所や、公共交通が少なすぎる。公民館などの集まりの情報をもっと積極的に配布したり、増やすべきだと思う。

家で1人でいることがないように、その時間だけでも見てもらえたら・・・。

現在、身近な人からは十分なサポートをしてもらっています。行政や公からは子ども手当、児童手当をような金銭的なサポートが増えると助かります。

芝生がある公園が増えると嬉しいです。

緊急時の対応。子ども同士での遊びの地域（親が付き添えない時）

今は、もう流れができているので特にありませんが、0歳の時は、最初はいろいろと訪問してくれたが、行政のイベントのようなことの説明は、「これ読んでね。」的で、終わった印象です（見ている余
裕なく・・・）。今は、病気の時のサポート（ファミリーサポートセンターも登録はしましたがイマイチ・・・）があると良いが、そのような時くらいついていてあげたいし・・・悩みです。

近くに同じくらいの子どもがいなくて、兄弟もいないので、幼稚園以外で同年齢の子どもとコミュニケーションを取る場がない。また、近くに安全な公園もないので、安全に子どもたちだけで遊べる空
間と機会があれば良いと思います。

赤ちゃんの時に参加させていただいた、赤ちゃんサークルはとても良かったです。母親同士のつながり、友人関係が気づきました。子どもが大きくなっても、母親同士が友人を増やせるようなサー
クルがあればよいと思います。同世代の友人は大切だと思います。特に、近隣住民の方々はお年寄りの方が多いので。

ホームページ上の情報を充実、分かりやすくしてほしい。子育て中はなかなか外出ができないので、手続き等がオンラインでできると助かります。

緊急の用がない時でも、気軽に預かってもらえると助かる。もっと育児サークル等がほしい。子どもの遊び場が少ないし、狭い。公園に遊具がほしい。無料で体を使って遊べるおもちゃがあるよう
な施設がほしい。

妊婦検診の助成金を増額するか、無料（公費負担）にしてほしい。兵庫県は全国的にも助成金の比率がとても低いので改善してい。電車の車両で「女性専用車両」があるが「子連れ専用車両」「赤
ちゃん連れ優先車両があれば安心して移動しやすい。少子化及び子どもを大切に思えない考えの方もいる中、ベビーカーなどでの移動がしづらい。

子どもを安心して遊ばせることのできる施設、公園等で実際に子どもを見て、気軽に相談ができるところ。

他市で、子どもの保育（預かり） 等のクーポンを発行しているところがあるので、回数限定でそういったサービスを受けられたらよいと思う。

サークルや市のイベント。児童センター等で同年の子の親と話ができる環境。

両親とも平日は働いているので、平日にできない家事は土日にすることになるが、長時間に及ぶと子どもが退屈をするので、 2、3時間預かっていただけるところ（人）がいたら、とても助かるだろう
なぁと思います。

小学校以降の学童～親帰宅までサポートしてくれる体制。 4年生以降の親帰宅までサポートしてくれる体制。

親が、どちらも仕事をしているので、夜遅くまで見てもらえるところがあれば助かる。

休日などに、パパが子どもと遊ぶイベントがあるとよいです。

困ったことがあまりないので、考えたことがありません。

家で母親の具合等が悪くなった時、子どもが小さかった場合、誰かが家に手伝いに来てくれると助かる。 （できれば、無料もしくは時間給）

一時預かり所で、安心して預けられるところがあれば嬉しい。病気の時にも対応してくれ、障害のある子でも対応できる所がほしい。

今は、祖父母に助けられているので、仕事をしながらの子育てができているが、祖父母も高齢なので、体力的な面が心配です。また、いつも祖父母といるので、幼稚園以外で子どもと遊べる環境
が少ないので、子どもが寂しく思っているのが気がかりです。子どもが遊べる環境サポートがあるとありがたいです。

子育て経験のある、相談員がいる、気軽に相談できる窓口があれば嬉しいです。

小学校区の地域の情報がほしい。子ども会の活動予定や、各町内の行事予定など。習い事を探すときに、どこで、どのようなことを教えているのか分からないので、情報誌として一覧表などがあ
ると助かります。

私は仕事をしているので、病気になった時が1番困ります。両親ともに健在で高齢のため負担も大きく心配です。病児保育（小学生くらいまで）があればとても助かります。

自分が休むようになったときに、近くに祖父母がおらず、保育園等の一時預かりも満員だと病院にも行けず、 家で育児をしなければならない状況になり、大変な思いをしました。急でも、少しの間
子どもをすぐ見てもらえるというサポートがあれば助かります。

我が家は両親の親（子どもにとって祖父母）が遠くに住んでいるため、急な発熱などの際、どうしても抜けられない学校行事などの際は、とても大変ですので、病気の子ども（重病でない）を預かっ
てくれる施設があれば大変ありがたいと思いますし、母親はもっと働きにいけると思います。

サポートという程では無いのですが、同じ年頃のお子さんがいるママさんと世間話をしながら情報交換をすると、ほっとしたり、勉強になったりするので、そのようなのが私にはありがたいと感じまし
た。公園遊びが友達の輪を広げる1番の場所なのですが、その公園の手入れや、トイレ、手を洗う場所の充実を望みます。トイレも薄暗く入りづらかったり、トイレどころか、手を洗う水道もない所が
あるので、それを充実してほしい。

子ども2人にアレルギーがあるので、栄養面が心配で、栄養について教えていただきたいのですが、家まで来ていただいていろいろ教えてもらえるサービス（サポート）があればよいと思います。

予約がなくても緊急時にサポートしてもらえる人がいると助かります。祖父母ともまだ仕事をしているので、今のところは、誰かがすぐに動けるのでよいですが、 病気などのときには困ると思いま
す。 （義母の職場は京都、母方の祖父母は大阪なので、すぐに動いてもらっても時間がかかります。）ファミリサポートセンターのようなシステムで、急な対応をしてもらえると利用しやすいと思いま
す。

自宅にいても、新しい医療や教育などの情報が得られるサポートがあれば良い。

子どもが赤ちゃんから3歳くらいまでは、子育て支援などで遊びの場をつくっていただいて（幼稚園、保育園、児童館などの）、地域の友達や支援してくださっている先輩ママと話したり、知り合う機
会があると良い。就園し始める頃は、幼稚園などでも預かり保育などを実施して（現在もあるが不十分） 、日頃利用しているところで支援してもらえると良い。（行政というより、普段利用していると
ころの方が子どもも安心するから）

小学校に入学すると、保育園（こども園）のような時間まで見てもらうことができなくなる。低学年の間は、保育園並の時間まで、小学校近辺で預けられるところがあると助かる。

子どもを安心して気軽に預けられる場所。幼稚園の給食化。
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Q11（自由記述） 子育てをする上で、周囲からどのようなサポートがあればよいとお考えでしょうか。
公園の保守管理をきちんとやってほしい。遊具も古く園内が手入れ不足。地域に子どもが少なく、友達と遊ぶにもどちらかの自宅に、親が車で送り迎えしなければならない。親の就労の有無にか
かわらず、子どもの居場所、遊び場として、特に小学校の放課後に友達と一緒に過ごせる場所をつくってほしい。通学している小学校の資源を利用して、そのまま夕方まで過ごせることが望まし
い。屋外での公園は（質はともかく）数だけはたくさんあるが雨天の時にも利用できる児童館のような遊び場をもっとつくってほしい。親の就業スタイルの多様化し、また老親や子の介護を抱えてい
る家庭も多いのでこれまでのような定期的、固定的な利用スタイルの保育施設だけでは親のニーズとのかい離が大きい。通級クラス ．スクールカウンセラー、支援員派遣など障害のある子の支
援をもっとしっかりやってほしい（特に発達障害児)。

昼間、子どもの声がうるさくて寝られないと警察に通報されたことがあります。サポートではないですが、ご近所さんなら直接言うか、子どもに言うことが教育上もっとも大切なことだと思います。子
育てを地域みんなでやろう的なことがいろいろ言われていますが、他人の子は警察任せ、周りの大人が叱ってくれない世の中、やはり簡単には変わらないのだなと思う出来事でした。

共働きのため、いまは保育園に行っている。小学校に行くようになったときの放課後が心配。学童など、どのような仕組みか知りたいが、平日は仕事で問い合わせる時間がない。ホームページ等
に詳しく載せてもらうか、休日でも問い合わせるところがあると良い。

小学校6年生まで（中学生になるまで）医療費を免除してほしい。ファミリーサポートセンターの利用料を市で半額負担してほしい。小学校の間は学童保育に通えるようにしてほしい。閉所時間を19
時にしてほしい。土曜日、夏季、冬季休暇の開所時間を8時からにしてほしい。

幼稚園や小学校の役員の負担を減らすようにしてほしい。子どもと向き合う時間が取れるか不安。子育てに専念する時間と思っても、子どもが帰ってきて家事に手いっぱいになりそう。(保育中す
べてを役員の時間に取られると）

保育園、幼稚園などの施設が少ない。気軽に見てもらえる施設が少ない。

家からすぐ近くのところに、短時間、低料金で子どもを預けられるところがあるととても助かる。

子が病気の時の、病児保育施設。

双子、多胎児に対してのサポートがもっと充実していたら、子育てが豊かになったのかなと思います。もちろん、周囲の方にはたくさん助けていただいて感謝しています。○○○○のプール、体操
(子一人に親が1人つかなければ参加できないのもあり諦めました）抽選になれば、 一人一人のそれぞれの合否になるので、応募諦めました。 市のレンタル自転車借りたかったです。 （子どもを
のせられる自転車を使うのも一時的なことなので、買うのをあきらめました。車を乗って行けない場所は晴れていれば全て歩いています）全て同時期に2倍の気遣いや金銭面での負担です。いろ
いろレンタルや割引、サポートのサービスがあるとすごく助かります。例えば、ベビーカーも一般的な物より高額です。 1人が元気で、 1人が病気になったらうつることがほとんどないので、引きこも
りになりがちです。元気な子がうつらないために預かってほしい時もあります。

こちらから助けを求めるのは勇気のいることなので、「大丈夫か」と言ってもらえるだけでも気にかけてくれていると思えるので、正直に「しんどい」と言えるかもしれない。物理的な作業面では1人で
も大丈夫だけれど、気持ちの面ではやはり誰かに辛さを共有、共感してほしいと思う。

私自身、地方出身で人見知りもある場合、なかなか友人を新しくつくりづらいので、身近に気軽に立ち寄れる児童館などがあればすごく助かります。 サークルはありますが、うちの地区のサークル
はお金がかかりますし、週一と言うのもあります。近くの保育園も園庭開放はありますが、プレイルームはありません。駅周辺まで出るのも億劫だったり、結局は地区の小学校に上がるわけなの
で、近くにママ友ができるに越したことはないように感じます。

気軽に預かってもらえる人（場所)の必要性を感じます。急病や連れて行けない場合に、前もって予約や登録などできない場合でも預かってもらえるなら安心できると思う。料金や条件がよくわから
ず、使うことなく成長していますが、つい親に頼ってしまいました。母親が仕事をしていなければ預かってもらえないような気がして手を出しにくいです。

子育てに不安を感じたときに、 24時間対応してもらえる環境。

自分が悪い。相談する窓口はたくさんある。利用しない。どう言って良いか解らない。

地域の子育てサロンや保育所などの集まるところがあるのは知っていても、なかなかその場に1人で行く勇気がないので、行きやすくなるような機会があれば嬉しい。

手のかかる２～3才児を、 1日（数時間でも）預かってもらえるところがあれば助かる。一時預かり（保育所）などではなく、市で無料であったらよい。手のかかる子どもの親同士、話もできるから悩み
を聞いたり話したりするだけで、心が軽くなる。本当に子どもに手を出す人は、相当追い詰められている状態なので、行政なんかに相談できない。そうなる前にどうにかしないと。

行政の方にこちらから連絡をとれば良いのだが、つい日常に追われそのことを忘れているうちに日々過ぎている。

突然の不幸（親族等）や、お見舞い（看病）に行く時などに、安心して数時間見てもらえる場所（土日、祝日を含む）があれば助かります。

地域住民との関わり、お付き合いが大切だと思います。なので、子ども会などの自治会レベルでの行事等がさかんになれば良いと思います。

年齢にあった平均的学習レベルの指標となるもの、考え、できることを教えてほしい。叱り方について、何かアドバイスしてくれる冊子や情報誌的なものがあれば嬉しい。

保育所の入所待ち（10月入所はダメだった）だが、保育料の金額が高いのにはびっくりした。もう少しサポートがあれば助かる。 0歳児の医者へかかるのは無条件で無料ですから助かるが、１歳に
なった途端費用がかかる。せめて3歳ぐらいまでは無料にしてほしい。
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