［平成30年度出雲市認可保育所（園）保護者会連合会アンケ ー ト］
当連合会 では、保護者の皆様が子育てをしてい＜上で、問題と考えていることや改善 してほしいことなどを市に
対して要望、そして議会に対して陳情 するため、アンケー トを実 施しております。
っきましては、以下のアンケー ト項目から要望等が必要と思われるものを旦コ選び、優先順位が高いものから
順に（ ）の中に1~5の番号を記入してください。
なおお忙しいところ誠に恐縮ですが5月28日（月）までに，各保育所（園）へご提出ください。
※平成30年度の陳情．要望について
平成30年度の出雲市への要望及び出雲市 議会への陳情につきましては ． 以下の各項目から保護者の皆さ
まより要望が多かったものを中心に連合会執行部で検討し要望と陳情 の原案を作成したいと考えておりま
す。
何卒．ご理解とご協力をお願いいたします。

I 1. アンケート項目
（

)① 多子保育家庭の同一保育施設優先入所制度の構築
※同じ家庭のお子さんを優先的に同じ保育施設に預けれる制度、システムの構築を求めます。

（

)② 任意予防接種費用 （インフルエンザ、おたふ＜かぜ、ロタウィルス） の公費負担
※流行し、 重篤化しやすく、社会 、 家庭、 本人に大きな負担となるこれらの病気の予防接種を
皆で受けることで、 社会的に抑制することができるよう、公費の負担を求めます。

（

)③ 保育士等の待遇改善による保育要員の確保
※保育士の所得面（給与など）、 業務面（一 人 当たりの集務量、 業務内容）の待遇改善を要望します。

（

)④ 保育所（園）に対する公的施設利用の無償化
※当連合会に加盟している保育所（園）が行う運動会、発表会 、 保護者会行事などに対する
公的施設利用料の無償化を求めます。

（

⑤ COCCOLOカー ドの利用の充実
※カードの複数枚交付や利用可能施設 、 店舗の拡充など 、 利用特典の充実推進を要望します。

（

)⑥ 延長保育の拡充
※出雲市認可保育所（園）【55保育所（園）］のうち 、
＊延長保育カtiiJ能な保育所（園）が 52
＊通常開所時間以降から1 時間の延長保育が可能な保育所（園）が 42
＊通常開所時間以降から1 時間30分の延長保育が可能な保育所（薗）が5

（

)⑦ 夜間保育の拡充

（

)⑧ 日曜、休日保育の拡充

（

⑨

⑥～⑧のような通常時間外保育 制度を柔軟に活用できる仕組みづくり

（

)⑩ 病児・病後児保育施設の充実
※【出雲市］病児保育施設数3( 定員数は全施設で10 名） 、 病後児保育施設数3(定員数は全施設で9 名）
※［松江市】病児・病後児保育施設数5( 定員数は全施設で33名）

（

)⑪ 夜間・休日診療の充実

（

)⑫ 医療費の負担軽減（小学校までの医療費無料化）
※【出雲市］小学生以上は 、 3 割負担となります。
※【松江市］小学校 6 年生までは無料となります。

（

)⑬ 保育所（園）周辺道路の安全確保、防犯・防災対策

（

)⑭ ワ ー クライフバランス（家庭と仕事の両立） 充実に向けた職場に対する働きかけ

)⑮ 公共屋内学習・運勤施設の充実

※【出雲市】市が保有する屋内施設としては 、 以下のものがあります．
入館無料施設「出雲科学館」「風の子楽習館」「港原体験学習センター（浜遊自然館）」
「出雲弥生の森博物館」など
入館有料施設「出雲ゆうプラザ」「湖遊館Jなど

（
（
（

)⑯ 外国人家庭に対するコミュニケーション等の支援の充実
⑰ 大規模災害に対する児童の安全確保の充実
)⑱ 保育料無償化に伴う暫定的措置制度

※現在予定されている国による2019年の5歳児保育料の無償化 、 2020年の3~5歳児保育料の
無償化が開始されるまでの期間、出雲市に前倒しで保育料を無償化するよう求めます。

)⑲ 0~2歳児クラスの保育料の無料化
（

)⑳ 保育料の支払い猶予制度の構築

12. その直子育てに属するご意見がありましたら自由に記入してください，

ご協力いただきありがとうございました。

［平成30年度出雲市認可町育所（園）卸護者会連合会アンケ ート］
当連合会では、保護者の皆様が子育てをしてい＜上で、問題と考えていることや改善してほしいことなどを市
に対して要望、そして議会に対して陳情するため、アンケートを実施しております。
下記の通り行いましたアンケート調査につきまして、集計結果ができましたのでご覧ください。
期間

記入方法

配布枚数

平成30 年5 月 16 日~6 月 1 日

20 項目の中から優先順位の高いものに 1~5 の順位を無記名にて記入
3648 枚

1回収枚数1

2492 枚

1回収率 I

68%

回答率……………優先順位に関わりなく、回答数をそのまま回収枚数で割り
100倍したもの（上限値 100%)
.................畢........疇··················--··········--···--·―.............................................................................................................
（小数点以下 重要度 (1~5 位）…優先順位1 位を5ポイント、 2 位を4 ポイント、3 位を3 ポイント、
は四捨五入）
4 位を 2 ポイント、 5位を1 ポイントとし合算したものを全体の
合計得点で割って100 倍したもの（上限値 100%)

集計方法

切実度(1 ~3 位）…優先順位1 位を3 ポイント、 2 位を 2 ポイント、3位を 1ポイント
とし合算したものを、全体の合計得点で割り、 100 倍したも
の（上限値 100%)

アンケート結暴

※各項目は、割合（％）の高い順に記載しております。

●差値

⑫ 医療費の負担軽減（小学校までの医療費無料化）

回答率
璽要度(1~5位）
切実度(1~3位）

78.2賢
23.4%
30.3髯

② 任意予防接種費用（インフルエンザ、おたふ＜かぜ、
ロタウィルス）の公費負担

回答率
重要度(1~5位）
切実度 (1~3 位）

66.3"
15.9"
16.7"

87
82

③ 保育士等の待遇改善による保育要員の確保

回答率
重要度(1~5 位）
切実度(1~3 位）

44.5"
9.41
8.7"

63
59

① 多子保育家庭の同一保育施設 優先入所制度の構築

回答率
重要度 (1~5位）
切実度 (1~3 位）

37.5"
8.4"
8.2,

60
58

⑱ 保育料無償化に伴う暫定的措置制度

回答率
重要度 (1~5位）
切実度 (1~3 位）

31.9"
7.4"
1.1,

57
56

⑪ 夜間・休日診療の充実

回答率
重要度 (1~5 位）
切実度 (1~3 位）

26.0"
5.3%
4.7"

49
48

⑩ 病児・病後児保育施設の充実

回答率
重要度 (1~5 位）
切実度 (1~3 位）

25.3"
5.2%
4.5%

49
47

113
120

⑭ ワークライフバランス（家庭と仕事の両立）充実に向
けた職場に対する働きかけ

回答率
重要度(1~5位）
切実度(1~3位）

19.4"
3.6"
3.0"

43
43

⑲ 0~2 歳児クラスの保育料の無料化

回答率
重要度 (1~5位）
切実度(1~3位）

18.8"
4.21
4.2"

45
46

⑬ 保育所（園）周辺道路の安全確保、防犯・防災対策

回答率
重要度(1~5位）
切実度(1~3位）

17.0"
3.0"
2.1"

41
40

⑤ COCCOLOカードの利用の充実

回答率
重要度(1~5位）
切実度(1~3位）

16.7"
2.3%
1.0"

38
37

⑨ 通常時間外保育制度を柔軟に活用できる仕組みづくり

回答率
重要度(1~5位）
切実度(1~3位）

12.7"
2.3"
1.8"

39
39

⑰ 大規模災害に対する児童の安全確保の充実

回答率
重要度(1~5 位）
切実度(1~3位）

12.1"
2.0"
1.3"

38
38

⑧ 日曜、休日保育の拡充

回答率
重要度(1~5位）
切実度(1~3位）

11.21
2.3"
2.0"

38
40

④ 保育所（園）に対する公的施設利用の無償化

回答率
重要度(1~5位）
切実度(1~3位）

11.0"
1.9"
1.5%

37
38

⑥ 延長保育の拡充

回答率
墾要度(1~5位）
切実度(1~3 位）

1.1%
1.4"
1.1"

35
37

⑮ 公共屋内学習・運動施設の充実

回答率
重要度(1~5位）
切実度(1~3 位）

7.5%
1.1"
0.6%

34
36

⑯ 外国人家庭に対するコミュニケー ション等の支援の充実

回答率
重要度 (1~5位）
切実度 (1~3 位）

2.4%
0.3"
0.1"

31
35

⑦ 夜間保育の拡充

回答率
重要度 (1~5位）
切実度 (1~3 位）

2.2"
0.4"
0.3"

32
35

⑳ 保育料の支払い猶予制度の構築

回答率
重要度 (1~5位）
切実度 (1~3位）

1.2%
0.2%
0.1%

31
35

全園のまとめ
2.

その他、 子育てに関するご意見がありましたら自由に記入してください。
J

自由記載襴

医療制度及び環腐について

夜間、休8診景がひといです。 待ち時間も畏く、 その上薬も一8分 。 子ともを逮れて、 心配だから行くのに 、 本当に疲れる．
夜閻や休日診震の持ち時閻短縮と駐軍場の確保をお願いしたい。
病児保育、 急性期でインフルエンザや風邪になることも多々ありますが、 実際は早い者勝ち的に受け入れて頂く人数が決まつてしまうので、 利用できない
ことが多かった。 定只数を還や引とか、 他瞬Qなともう少I.Aが広ければ嬉しい．
病児保育の施設を遺やしてほしい．
病児、 病後児保育施設の利用時間をのばしてほしい． 現状の時間帯では識場が遠いと利用できない。 又、 子供が多い家庭は感染する病気の時、畏期で休ま
なくてはいけなくて困る．
核家族で両親双方の実家が遠乃、 まだは就業中で籟れないため、 子供が病気の時なと本当に困っています． 病児 、 病後児保育施設の増設、 拡充を早期にお
願いします．
多子保育家庭において子ともが病気になった場合、 核家族や親の介護等の理由で共働き家庭ではとちらかが仕事を休まなければなりません。 病児保育も実
施施設は少なく 、 手続き等で利用しにくい感がありま
ファミサポでも病児の預りは饉しいと聞いています。 ワ ー クライフバランスの充実に向けた保育
環境（ハード 、 ソフトとも）の整傭をお願いします．

v.

夜閻子ともが急に体調が悪化したとき、大きな病院に問い合わせたら断られた。 対応できるようにしてほしい．
松江の日赤の乳児院のような一時預かりがしてもらえる施設が出雲地区にもあると良い。 （特殊な事情の時など）
就学前検移にて弱視が見つかり治療開始しました。 2歳児技診では特に問題なくスル ー していて親も気が付きませんでした。 眼科受診の際 、 Drより就学前
に見つかるケ一スが多いと言われました。 3健時の眼科チェックの充実、 4歳児のときに「見え方」について保護者へのアブ0 ー チがあり憲凜付けできる
機会があると良いと思います．
不妊治震無料化
救急外来を受診した際に担当医が不在の為ひとい対応された事があったので、 すごく不安になりました365日、2俎音閻いっでも安心して子どもを診てい
だだける医療檀関が1ヶ所でもあるとうれしいです．

sl っ越す家族もおられます

島根棗内で出雲市は子どもの医震●負担が大きいです。 小学生になると医療賣がかかるから•••と松江市へ
ついて、 ぜひ早急Iこ考えて頂きだいです．

．

医震賣の負担軽減に

医籟羹について対応してほしい。 予防注射は今後かかりIこくいという点で医療賣を抑えられる。 小学生の無料化は松江市で実施されている事で｀ すぐにで
も対応してぽしい．
県外に住んでいましたが 、 出雲市は小学校までしか医癒●が無料でないと知って鵞いた． せめて小学3年生まで ・・負担が軽減されると曙しい．
小学生も医憲費を無料にし 、 高齢者は負担を増やしてほしい．
医療賣。 大人と同じ金額は（小学生）高い． 無料とはいかなくても、 上限、 1割負担とか、もう少し者えて欲しい．
小学生禾溝までは医療賣の負担が無く、 病院へ行くのも負担Iこはならないが 、 小学校に上がった途瀾、 色々と負担も這え、 医震賣も3割負担になる。 病院＾‘
連れていきたくても 、
大人と同額の金額を負担するとなると 、 連れて行くのをためらってしまう． 小学校卒業＜らいまでは医震賣の負担を軽減して頂きたい。
医療賣負担軽減は雛もが願っていること． 松江・雲阿も実施しているのに出雲市はいっ？
医震費の負担軽減については、 出雲市だけが取り残されているような気がする。
松江、 太田、雲同はもちろん、 全同的にも小学生（中学生）の医憬賣無料化が進んでいる中出雲市はかなり遅れていると思う．
6歳以上の医療贄で、 わが子のように生まれつきで長い治震が必要な還合だけでも控綜があると助かる。 特に手術の時 ．
医療賣一松江市は小学校卒集まで無料
常に良く見える。 ｛保育料の意見あり］

→大田市は保育料2人目以降無料

→出雲市は子育てに消極的である． 他の市町村の子育てに対する姿勢が非

医療費の負担軽減（小学校までの医療讐無料化）→出雲市の小学生以上は3割負担・・を強く吊望
子ともはよく病気をするので 、 小学校卒叢まででも医療賣無料化はお願いしたいです。 できれば早めに． 保育料はまだまだ高く 、 家庭を圧迫しているの
で、 もっと少なくしてもらいたいです． ［保育料の憲見あり］
小学生のう ちは医讀賣の助成をしてほしい． （通常の診療時閻内のみの助成でもいいので）医震賣負担の軽減を求める． 近隣の市等は/JI卒など拡大されて
いるのにもかかわらす出雲市は就学前。 ぜひとものばしてほしい．
もう 一人子ともがほしい気持ちはあるが経済的に難しい． 医療賣、保育料など少しでも負担が少なければと思う 。 子ともの歳が隧れているので保竜料など
負担に感じる。 小学生になると医震●もかかり食物アレルギー 、喘息があり服薬なと治蠣賣もかかり子育てIこはお金がかかると実感する。
各市町村で優先的に子ともの医震賣が小学生まで無料なのに対し 、 出雲市は就学前なのは何故か？助成年齢を拡大できないのか？予翼分配の内訳も含め、
納博できる理由を開示してほしい．
医震賣の負担軽減については無料化は無理でも1カ月千円まで等、 一定金額を定めるのはどうか ．
医震賣小学校までの無料化に肉けてよろしくお願いします。 子供がアトピーで毎月薬を処万してもらっています． 小学生になると3割負担となるので、 家
計の負担を軽減したいです。 保育土さんの給料を多くして欲しいです。 子育てしやすい出雲へ！！ 【保育士の処遇改善の憲見あり］
医療賣の負担はぜひ中学生まで無償として欲しいです． 小学校でもまだまだ病気、 ケガもしやすい年齢で、 特にインフルエンザ流行朗は小学生の方が羅り
やすく通院することも多いです。 出雲市は他で支援をしていると言われますが 、 医療賣の負担軽減こそ目に見えた支援になるのではないでしょうか．
医療賣の負担軽減について出雲市は他の市に比べ非常に遅れていると感じる。 この件に関しては霞重要課題として取り組んでいっていただきたい．
医震費負担の軽減政策は早急に取り組んでいただきたい． 無料でなくてもいいので小学校卒業までは1割負担などで対応する。 第3 子保育料完全無料化も
実現して欲しい． 向時入所の場合だと本当に無償化力嘆硯するのは一時的なものではないでしょう か． ［保育料の意見あり】
医震賣の軽減． 索や市によって差がありすぎる為、 せめて小学 6年生までは無料化実現お願いしたいものです．
子育て世代の経済的負担が出雲市は大きすきる。 保育料だけでなぐ忠蜃賣などもう少し負担を軽くすれば子育てがもっとしやすくなると思う。

医療賣の負担軽減はぜひ改琶して頂きたい．
松江市などでは医療賣負担、 邑閉町では子育て家庭に対する大規模な改革がなされており． 子ともの多い出雲市でありながらあまりにも遅れている。 も っ
と子育てしやすい政策を早急に考えてもらいたい．
医療●の無料化は良いと思うが 、 保育料の無料化まではしなくて良いと思う。 そこまですると保竜士の給与増など 、 市の釦旦ができなくなってしまうので
は・・・不正に預ける人も増えると思う。
子どもが怪我をしたとき、 病院に行きやすいよう保育や敦育の遷での怪我に対しては医蠣貫を無償lこする等、 子育てに対して財源を活用してほしい。 子育
てに対する●用が 、 少子化対策をしているのか？と思う＜らい少ないと思う．
小学校までの医景賣無料化をお願いしたい．
医讀賣の負担減をぜひお願いしたい．
医震費は本当に他の市のように、 早く小学生まで負担軽減してほしい．
医震費の負担軽減（松江市、 大田市みたいに中学生まで無料等）
医震賛の負担軽減は是非実現して頂きたいと思います．
松江市と同じように小学校5年生 まで医療賣を無料化してもらいたい。 強く希望します．
医震費の負担軽減は本当に考えてほしい。
医負担軽減、 松江市同憬、 小学校6年生まで熙料化
医療賣の補助期閻が、 潟りの市IIIJ村に＜らべ短いです。 無料でなくてもいし9ので、 定額など補助があると助かります． 保育料も前よりは高くなっだ気
が・・ ・負担が大きい気がします． 市として、 とのように子育て支慢に力を入れているのか見えてこない。 子供のことを懇うと 、 よりよい保育環境を望み
ます。 （人員の確保、 保育所の環頃等） ［保育料、 保育制度及び環境の憲見ありJ
保育料の軽減の者えは賃成だが、 無料化は反対． 小中学校の授業料無料化も大反対． 少しでもお金を払うことで親も一生懸命頑張って子ともを学校や保育
園に通わせると思う ． その姿を見て子とももいろいろなことを学んでくれると思うから。 医震賣の負担軽はとてもありがだい． 露症化する前に気軽に受診
できとてもありがたい。 （保育料の憲見あり］
医震賣の負担軽減は強く望みます． 景内外で比べても、 出雲の助成1訳ひといと思います．
アンケ ー トの番弓にも●きましたが、 松江市が小学校までの医療賣を無料化なので、 出雲市も同等もしくはそれ以上にしてほしい．
⑫ （医震賣の負担軽澤（小学校までの医療賣無料化） l Iこついては 、 斐JIIの市議さんが瓢員だよりか同かで書いておられましたが、 同感だと思います。 ー
部の瓢員さんが子育てに消極的なきえ方をお持ちだと、 なかなか退まない現状に悲しさを覚えました．
医療賣を、 小学生 まで無料にしてもらえると助かります． 子育てのしやすい出雲市になるよう願います．
安来市のように、 中学3 年までの医震貫負担無料になってほしいです．
医療賣の小学校までの無償化は松江市と同じようにしてほしい． 小学生 のうちは病院Iこ行くことは多いので、 3割負担は厳しい．
松江市は医療賣が/JI学生 の間、 無料なのに同じ氣でも出雲市は3割負担で差がありすぎで9°'. /JI学生 になってからもケガや病気、 幼児と同じく病院に行く
回数も同じです。 3割負担は家計を圧迫しています。 松江市と同じにしてください．
他市の医療費無償化が追む中で出雲市は遅れているのかどうかと想います．
医震費の負担軽減してほしい
子ともが多い家庭では医療賣の負担は大きく、 出雲市を出ようかと悩むほとです。 医療●の負担軽減を強く希望します．
とちらかというと、 保育料無償化より、 医療賣序防即量を含む）の無償化の実現を吊望します．
小学校に入ってからも病気することは多いので就学前はやめて、 松江市を見習って、 小学校卒集までの医霧賣無料化にして9ましい！！
医療賣の負担の軽減を固辺地域（市）と同等にするべきだと思う．
小学校〇手生までの医療賣無料化の実現を早急に求めます．
中学校までの医療賣を無料化にしてほしい．
小学生 から3劉負担はきつい． 小学生までは病気をしやすいU百病のある子は毎月却尻をしていてお金がかかる．
里帰り出産で保育園を利用させてもらっています。 今住んでいる自治体は中学校まで医療●が無料なので、 せめて小学校まで無料になるといいのでは？と
思いました．
松江市や雲同市は医震費が無料の期閻が長いので、 出雲市も良くしてほしし＼．
医憲賣の負担軽減（松江市並み）を強く求めます．
他市町村に比べ出雲市は 、 保育料（第3子の無料化の変更） 、 医震負担がかかる． 同のために働いているのかわからない家庭も多いと思う ． 子どもが小学生
になり、 病院へ連れて行く回数が減った。 お金がかかるから少尺ことでは病院へ行かせす、 我慢させている． これは 、 問題だと思う． 早く見つけられる病
気が見つからす手遅れになる可能性もある． ［保育料の憲見ありl
松江だけでなく大田市も小学6年生まで医療費無料．
医震賣については費で統ーするぺき ．
市によって医療●無料化の年齢が違いますのでぜひ出雲市も小学生まで無料Iこしてほしいです．
利用料や病院については賣用を無料化してほしいです。 小さいうちは（小学校含む）病気やケガが多く大変です。 税金やガソリンは高くなるばかりで、 家
計が苦しいです！
子供はいっでも保育園児ではありませんので医療賣の無料なと長い目で見だサ ー ピスの拡大をしてほしい．
医蠣費については、 松江市でできている事が出雲市でできないとおかしい！！喪非出雲市にも子育てしやすい環環となってもらいたい．
出雲市だけが、 小学生 の医療費がかかる。 松江市などと同じように、 せめて小学生の医療賣は無料にしてほしい．
なぜ松江市は医震賣が小学生 も無料なのに出雲市は無償でないのか． やはり小学生 もかなり医療貴がかかるので不安． 子育て支援金も4か月に1回ではな
く2か月に1回にしてもらえるとlllJかる．
出雲市も小学生の医震羹を無類にしてほしいです．
松江市では、 小学校 6年生 まで無料で、 定期的に通院したり、 病気がある子供の親にとってはとても助かっていることだと恕うので、 出雲市もぜひ改定し
て欲しいです．
医療費の負担翡減はぜひともお願いしたいです．
隣の市は医震賣が小学生 まで無料なのに出雲市は負担額が多いと思います。 人口が増えているにもかかわらす、 税収の使い分けを 工夫することができない
でしょうか？ 同じ島根票内でも出雲市の子育て支援制度は遅れをとっていると感じているので改善を求めます。 【子育て支援制度及び環境の意見あ
り］

優先順位を3にはしましたが、 基本的に出雲市は他の市に比べて子どもの医療賣無料期間が短すきると恩います。 病児保育の不足もそうですが、 子どもの病
気に対しての対応があまり考えられていないと思います。
同じ島根累内でも松江市と出雲市では医療賣の負担の差があることに鵞いておりま百。 なぜそのような差ができてしまうのか 、 理由があれば知りたいです
し、 松江市と同じ負担軽減を強く望みます．

保育制度及び環境について

就へのスム ー ズな敦育説明 、 支援.

(0歳から憬準的な説明をして頂きだかつだです。）

保育園でも活動を統ーしてぽしい。 （例：マ ー チング、 英語 、 体攪など）小学校に行ったときに差があるのはよくないと思う．
仕事をするために預けているのに 、 行事が多く仕●を休まないといけなくなるので極力減らしてほしい．
保育園ごとに保育内容や行·が大きく異なるので、弓1つ越U麦、 転園したくても悩みます．
小さい時より通磯を親、 子ども一緒に勉強出来るように．
求闘活動をしていて、 第3子が入所できない状況であるのが困る． 保竜所に入所できていないと、 懺＜ことさえできない．
時保育について。 認可外は料金が高く利用しにくく金額が安い認可保育園 ・ 公立保育所は受け入れてもらえなかったりする状況があります。 利用しやす
い仕組みづくりが追むとゆとりを持った子育てができるのではないかと思います．

一

共Illき夫婦 、 職蠅から不親則な交替Ill務が求められている家庭など多いかと思 う． 子ともを安心して預けられるようし 保竜時間や曙日の拡充などを期待し
たい。 その為の保育士確保も必要だと思う。
日曙・休日・夜閻保育の拡充が行われること！こよって、 子竜て中の親が求職の臨に頭を悩ませることも少なくなると思いま!f.
も割増になるので、 子育てする上で金銭面の不安も多少改善されます． よって日曜休日・夜閻保育の拡充を強く求めます．

e 曜休8夜閻の労働は胄金

.:t81こ仕事が休みの人は、 子どもを保育園に預けられす、 平日に仕事が休みの人は、 普通に預lプられる。 土日に自分の時閻がなくてストレスがたまる。 不
公平だと思う。
土曙B保育を希望する時は『別途料金がかかる』というような延長保育と同じように対応して欲しい． 同じように保音料を払つているのに土躍保音をでき
る人とできない心9いるのは不公平かな？土Ill保育の必要性の見直し。 保育士が毎週交代してみることにも限界があるため（預ける人製も遭えてきて）い
ろいろと条件を作って本当に必要性のある人が利用できるようになると良いなと思う。
一時保育の受け入れの充実をお願いします。
共きで、 祖父母の援助が受けれない環境では、 保育園の延長保育の充実を切に願っております。 また、 小学校に上がると児●クフプがありますが、 世帯
によっては入れないこともあると閾き、 充実をお願いしたいです ． まだ、 幼稚園をこども園にするなとの 、 時代の流れに沿った保育ができるようになれば
いいなあと思っています． （今年度、 地元の幼稚園では新入児が一 人だったため）
土曙日保育は密望ではなく通常通りで給食ありにしてほしい。
H29年度の育児休ぼ中に短時間保育制度がBtRしなく適応されました． そのため 、 予防接積などの理由で迎えIこ1111に合わなくても延長保育料が発生する
など、 時間に追われ不平等感がある日々でした• H3 0 年度はその制度もなくなったことにも非常に鵞き、 何のための短時閻保育制度だったのかの目的も
分からす、 とても損をした一 年だったように思います． もっと子育て世代に贋しい制度が今後充実していくよう保育料や医療賣の無償化や負担軽滋を中心
にご検討よろしくお願いはます． （医震制度及び環境、 保育料の意見あり）
保百時閻を制限してほしくない．

「O歳、 1歳児1616: 30までに迎え,�ください」等言われて家庭が大変．

土曜日曜祝日など休日が休みでない仕事や躙渇が遺えてきているのでは。 短時間、

一

時的、 短期閻でもよいので保育してもらえる還所がすぐほしい。

土曙保育lcl:tt事じゃなけれぱ預げるなと言われました． 平日休みがなく美容院などに行きたい時なと預けたいが預けることができ弐保育薗は土曜日も通
常保育なのに．
たまには預l1だい．
土曜保育も給食があると助かります．
土曜保育を利用しやすくしてほしい 。 給食提供など
土曜保育で雲閉市のように年間通して預,..,ない蠅合、 2万円安くなる。 土昭保育で給食を出してほしい. .:t曙保育の時、 遠方から祖母に来てもらい負担を
かけている。 土曜保育を希望すると仕事かどうか聞かれたり、 「～さんのところだけなんですが」a!ゎれたところがあるらしく非常に利用しにくい．
第1子、 第2子が小学生以上や在園中などの条件に関わらす、 無条件で預けやすい環境を作ってぽしい．
●く親のだめの保育園なのに、 行事の都度保育園が休園するが、 不参加の子ともは保育をしてほしい．
吊望者全員が保育園に入園できるようにしてほしい． 上の子は保育閲に入れたいが下の子はまだ/JIさいので働くより家で子育てしだいのだが、 そうすると
上の子が保育園に入れなくなってしまう． （幼稚園入園前の年齢の時にとうしたらいいのか） 0歳の子と 一 緒に過ごせない今の制度が悲しい． （下の子の
育児という理由ではポイントが9臣くて無理という現実をわかってぽしい、 同とかしてぽしい）
保育園での防犯対策（セコム、 アルソック等のOO入もしくは外国のように観察が常駐してくれると女性だけ の保育園も安心です。 （園はセコムが入つて
います）
保育園内で服や雑貰等、 お下がり品の交換会があれば遺しい． 一人自の子を持つ親は新吊の服を買うと出賣が重なりつらい． 経費削減

・

エコにもなる．

働き方が多様化し、 平日の8:00~18:00ぐらいまで保育という形も変わってきています。 そういったところに柔軟に対応していただけると碍しい
が、 そのためにはます保育士さんの働き方に柔軟性が必要と考えます．
保育料を無料にしても、 保育圏の定員や保育士の数が変わらないのでは。 無料化より保育園の運営の万に力を入れてほしい．
風邪の時期 、 月の半分以上を欠席する事もある。 それでも毎月同じ額の保育料を支払っており、 せめて欠席した分の給食賣だけでも引いてほしい．
親が 、 上の子の予定で下の子を保育園で見ていただきたし9日もある 。 予定を聞いて預かってもらえる時もあるが、 児·のように「仕事じゃないのになんで
来たんですか？」と言われる。 その体制は見直してぼしい. ttsと子育てからリフレッシュする時閻を確保して居しい．
環在保育圏の入所の条件として動務時閻が置先されていま豆収入が少なく、 母韻も働かなけ れば生活が苦しい中、 保育園の空きはなく働け す、 市役所は
働いている方が優先とされるのは理不尽な所もあると思います。 還老条件に収入もふくめてもらいだいです．
保育所（園）へ藝護師等の勤務など医療的処置の導入．
乳児(2議児前まで）については、 子育て経験のある先輩（定年なさった方
優るものはないと思います．

m等

、

地ぼの人材を活かすべきと思います。 専門瞭とはいえ、 子育て経験に

人材の活用について、 市や票でもお考えいただきたいです。 保育園や園長先生万尺ばかりがお悩みになることではないと思います、
子も親も保育士もゆとりをもって過ごせる環境が出来ることが大切だと思いま-y-. そうするとやさしく出来る子も安心して育てる．
経済圏を共有する出雲・松江間の祖互の保育受入を望みます．
薗の同辺道路の安全が気になります。 朝夕とスピー ドの速い軍が歩いて帰っている親子の横を走り抜けていきます．
保育所での保育は先生方のおかげでとっても良くしてもらっていると感じます． ありがとうございます．
弁当の日をやめてぼしい。 （特に夏場）名保育室に手洗い場を設置してほしい。 保育料が高い． 保育所に憲見箱がないので設置してほしい．
見あり］

［保育料の意

保育士の処遇改善について

保育士さん、 激務だと聞いています． 保育士さん自身の身体的、 精神的ゆとりをもって保育していただくだめにも 、 待遇改善は早急に必要であると吾えま
す．
保育士への給与アッブ．
保育士の負担軽減、 子どもたちを安全に保育できる環境づくり．
保育士の処遇改善をはかることで、 保晉士の働きやすさを保証して欲しい。 そうすると、 保育士として働く人が遷えることにもつながり、 人手不足のため
に子どもの定員を増やせない人的な問題も少しは解消していく。人手不足では、 子ともの安全面も守りにくく大変だと思う． 社会的に貧困が広まつている
ので、 税金の伎い道を見直してもらい、 子畜てしやすい地頃作りをして欲しい．
保育園にはとても感濶しています。 そして先生方に感謂しています。 先生方の所得を優遇してください．
保育園に子どもを預ける親として保育士の処遇改善が 一 番だと思う。 これでは保育土が辞めてしまうのもわかる。安心して預Iプられて、 そして保育鬱で蘭
＜躙員も畏く働けるように。 保護者支援ばかりで、 保育土支援もするべきである。
延長、 夜問、 休日保育を充実するために、 保育士等の待遇改善が必要だと思います。
保育不足と言いながらも、 保育唇躙員の給料はひくすきる． また、 4万円アップといわれていても、 全輯員がアッブしないで一部だけ。 保育士も道やし、
保育士になりたい若い人が道えなければ、 子どもをみてくれる保育園は増えません。 全ての闘員（保育園で働く）の給料アッブ．
その時その時のその人の仕事等の人生計画の決断をする際に、 霰近の「保育園への入りfこくさ」が影響していると思います。保育薗に入れる事を償先にし
て、 他の事をおいておくというか・・・ 人生が変わってくると思いまま保育士さんの待遇改善を求めます． お願い致します。
保育園でも、 他の悶還と同様、 保育土の先生万の産前・産後・育休介護休蝦等m、 当たり前の制度があるべきです。 職員の方の襦充については大変なご苦
労と思われます．
保育土の残業や持ち帰りの仕事を無くし、 待遇を良くすれば少しは待損児・が減ると思う。
保育土の給料を1.5倍に遣やしてください。 待遇を改琶することで人員を確保し、
いただきたいです．

一

刻も早く待楓児●をゼロに 、 だれでも円望の保育園に入れるようにして

保育はこれからも必す必婆な仕事． 人材謂保や質の向上のため保育士待遇改善が必要だと思う．
安心して子供を預けられるのも保育士の皆様のおかげだと日尺感じています。 今後、 時間外保育制度が充実していくのであれば人手が必要です。日尺の集
務がある中、 動務時閻が適切になるために延長時間に応じて保育士の給与が壇すといった制度の工夫がはかられることを望みます。

保育料について

保育料をもう少し下げてほしい。 子ともが多いと児重クラプ代も払うことがあり家計を圧迫している。
産休、 育休中は収入が滋るため保育料の一時的減額や助成など、 もっと兄弟がいる家庭の経済的負担を軽くしてほしい．
子ともが長胆C一週1111等）休んだりした場合でも1ヶ月の保竜料がかかるのを改善してほしい。子どもが保晉園に行Iプない場合は親が仕事を休まないとい
けなくなり、 給料が減ってしまうのに保育料が変わらないのは辛いです．
保育料を無料にするのは、 全也帯を対象にする必要があるのか疑問です。 もらえるところからは少しすつでももらって、 保育環境をより充実させていただ
きたい．
第3子以降の保晉料の熙料化を吊望します ．
莞3子保育料完全無償化を出雲市でもお願いします．
県中でも出雲以外のほとんどの自治体が第3子無料化となっているため 、 出雲市もすべての第3子以降に対しての無料化を行ってもらいたい。
3人目保育料無料
莞三子無償化が/JI学校lこ上がると対象にならなくなっだが譴続して無償化してくれたほうが良いと思う．
18番［保育料無償化に伴う誓定的惜置制度］、 19番(0~2歳児クラスの保育料の無料化】は吊望しません．

過去に子供が増えると負担が増えるだけです、 と市職員に言われました. C母子手帳交付担当で）しの時代の少子化で3子目以ほですよ． なんだかぁと思
いながら 、 8尺仕事子育てを頑張っています． 子育て支援にもっと力を注いでいただきたいです。 出雲市は転入が増えているとニュ ースが取り上げられて
いました。 島根鄭内 、 ほとんどが3子目以降、 保育料無料化や、 医療賣無料化としています。 なぜ、 出雲叩ごIすがと思います。 これから育つ子とも運を大
事にしてほしいです。 こつころカ ードも 一枚あって、 それを家族一緒な時に使ってほしいからという憲味があると票の担当の人が言われていました． で
も、 公務員とかは同じ日に休みが取れるかもしれませんが、 だいだいは母、 父とも別尺な休みが1まとんどです。 なので、 一枚元のカ ードがあったとして、
家も使えるジニアカードとか、 スーバーにあるようなセットみたいなカ ー ドがあれば家族みんなが使えて、 子育て世代も充実する思います. (Ii慧制虔
及び環頃 、 子育て支掛制虔及び環墳の意見あり】
保育料が高くて伺のために働いているのかわからない．
短時間保育と環準時間の保育料の差がもっとあるとよい．
櫂保育と短時間保育の保育料にもう少し差をつけるべき． との輯も平等に、 本当に必要な支援だけを受けられれば良いと思う。 子供と親がすこす時閻を
もっと確保できるような制度も必要 。 親とはなれるような制度ばかりはいりません．
保育料が裏い． また、 識場復帰時の識場の理解の無さに困っている．
保加の無料化はありがたいが、 保育士の給与や保育園の運用を充実させることが重要なのでは？無料化することで、 この件に関して影響はないのか．
（保育制度及び環真保育土の処遇改善の憲見あり］
照償化は財源が確保できるとは思えませんので反対です． 利用者負担で良いと思います． 不足する財源の借金を子ともたちが背負うことになるのではない
でしょうか。
もっと子育てに温かい出雲市にしてください． 保育料 、 小学校からの医療費. .きながら子育てをし、 心にも余裕もろくにない中の経済的負担は辛いで
す。安心して過ごせる環境を整えてください。 【医震制虔及び環墳の意見ありJ
里帰り出産等で1~3ヶ月保育園に行けない場合も退所するか、 保育賣のみ払うのか2択しかないのは不親切。保育●を払わなくていい休所の処置をとっ
てほしい．
保育料の無料化ではなく、 もう少し料金の負担が少なくなってほしい．
保育料の見直し頃額保育料の計貫を週6日から週5日へ変更）※休日保音は月額保育料とは別にして謂求する等。 両親共働き世帯が多く土日休みでない
と子育てがしづらい状況の家庭が多い． 仕事の時短制度を活用すれば貫金が下がるので保育潤の支払いが負担となる． 祖父母等の協力も各家庭事情があり
協力が愕られない場面が多い．
母子家庭なとは保育料の免踪や手当があるが一般家庭では保竜料も高く、 税金の支払い等もあり母子家庭より生活が厳しい．
保育斜が無償化になる事は良いことだと思う。 が、 産体中 、 育児休蝦中の手当てが少ないので子どもが欲しいと思っても生活面で厳しくあきらめてしま
ぅ ． ぁと叢近はニュ ー スであまりにも母親が産後うつで子供を殺してしまうという悲しし1ニュ ー スが多いので、 子供だlすではなく、 母親のサポ ートも積極
的に行ってほしいと思う． 【子育て支援制度及び環境の憲見ありJ

第3子保爾料熙償と3人目を妊娠中は聞いていたのに、 いさ出産し、 保育園に入ったら2分の1負担とか紀局保育料がかかることに ・・。 そのうえ、 出雲市
は小学生は医療賣負担がある ため、 病気になってもなかなか病院へ連れていかない家庭もあるようで、 感染症毛の場合は周りの人にうつすことにもなり
ます。 共働きが遭え 、 保育園利用が増えているのはなぜか。 保育料 、 医療費の無料化を望むのか••理解できる人がこの陳惰をきえてくれているのでしょう
か？？（医爆制度及び環頃の意見あり］
もっと保育料を無料化、 下げてほしい．
保育料の無料化を早く進めてほしい． 実麻にアンケートに笞えている家庭が対象のうちに． 卒園してから無料化になってもむなしい．
望んでも保育園1;::;入れなっだ万もだ＜さんおられます。 その方たちが潰をしない仕組みであってほしいと思います． ⑲ (0~2歳児クラスの保育料の無料
化）をされると入所できて収入を怨られるうえに、 保育料もかからなくなり 、 やむを澪す在宅で保育をしていらっしゃる家庭は不公平に感じると思いま
す．
子供が3人目、 4人目ほしいけど、 お金がかかるから・・と 、 諦めるひとが周りにIブつこういます。 私も3人子供がいま釘凡 保育料を払うためだけにバ ー ト
に出ているような感じです…。 早めから無償化にすれば子供を産みだいと思う女性が違えると思います．
育休中に下の子が1オ過きても上の子をslき網き預けられるようになったのはとてもよかった． 同時入園か否かに関わらす、 亮2 、 第3子の保育料の減
額、 無償化をしてほしい。 年が隧れているからといって負担が大きいのは不公平だと思う。
せっかくがんばって多少かせいでも税金や保育料がかなりある ． けっきょく収入が多少少ない人と同じ水準になる。 保竜料の上から下までの開きを同とか
してほしい．
子供を育てる上で一番1さお金だと思う． その部分を充実させないと子供は遭えないと思う。 保育所に入れす 一 時保育であすけたが、 1日1800円。 この
金額をどう思われてるのか． 仕事もしないといけないのにあすける場所がない。 収入の半分以上は保育料へ ． 改琶してほしい．
保育料の軽減、 無料化を強く希望する．

王言て支援制度及び環境について

少子化が問題になっているわりIこ子育てIこ対する支援制度也待機児重の解消 、 保肖士の待遇改善による保育要員確保が出釆ていない．
琶の憲見ありJ

［保育士の処遇改

茎本的に出雲市は子育て世帯への支援が手薄いと思う 。 もっと市民のために予算活用をしてほしい。 新しい公的建物はいりません． 松江市や雲南市を見
習ってほしいで9.
待児璽がなくなり 、 育児しやすい、 働きやすい出雲市になってくれたらうれしい．
待機児童への取り組みを強めてほしい．
無償化よりも保育定員を確保して、 待携児璽が生じないようにしてほしい． また、 保育所児●もいすれ小学生になるのですから 、 児璽クラプの充実もあわ
せて要望してはとうでしょう。
もっと赤ちゃんスペ ースが欲しい． ぉむつ替え 、 離乳食、 授乳休憩スペースなとが 一体化したスペースは、 外出先で毎回困ってしまつて、 家を出るのが
憂鬱． 人前でやれば 、 変な目で見られるし、 もっとそういうスベ 一 スがあってもいいんじゃないかと、 日本に戻って来て思うようになりましだ． せめて 、
出雲． もっと子連れに置しくして～ ．
オムッコミの無償化． オムツのみが入ったごみ袋を無料で回収する。 もしくは2 、 3歳までの伎うゴミ袋（可燃ゴミ）を規定枚数配布する。
ママに置しい出雲市を目指してほしい ． オムツ替えシートのない公共トイレがある。 すべての公共施設に設置してほしい。 もちろん男性トイレにも． また
授乳室もなさすぎ。 車内で授乳しだりオムツ替えしたりしているママがどれだけ多いか知っているか？授乳室マップを作って居しい。 子育て支援に力を入
れてほしい．
雨や冬にしっかりと遊べる屋根つきまたは屋内の施設を新しくつくつてほしい。 山陰は他の1叫直と比べて気候の悪い日が多いので（特に冬、 屋内の施設
が必要です．
匿内で、 体を動かして遊べる施設があるといい．

（例：天璽市子育て未来館）

雨の日でも子ともが遊ぺるような屋内施設がもっと出来れば大人も子どももり11しい。
室内遊びができる施設ができてほしい（冬や雨などで外遊びができない時、 行くところが欲しい）
堅外公園の常設してください．
土、 8など夫が仕事で一人で子どもをみている． 雨の日など利用できる施設が少なく、 テレピにたよりがら。 士、 Bに子とものあそべる施設を増やしてほ
ししI,

I,,.

屋内型の運動施設を充実させて欲しい！例えば 、 体晉館を無償もしくは有償でもいいので使わせて欲しい。 その際は 、 保険等、 ケガ等については自己責任
でいいので、 雨のBに体を動かせる喝所を提供 、 もしくは作って欲し
子どもが遊べる施設（公園や室内の遊べる所）を増やしてほしし9

髯

気に行ける公園や広潟をもっと増やして欲しいです．
出雲プ ー ルが廃止になり出かけられるブールがありません。 安心してあそべるプ ールを連設してほしいです．
雨の8でも子どもが動いて遊ぺる施設があればいいと思います．
近所に中規撲の公薗がなく、 ちょっとした外遊びができない。 子供が遊べる安全な空印也位園）、 近所の大人の目が届くところなどあるとうれしい．
駐車還が完爾された公園を遺やしてほしいです．
スポ一ツ数室を週末に無料で開謂してほしい．
こつころカ ー ドが虹引こ1校しかないと、 父または母どちらしか持つておくことができ穿使おうと思った時に不便である。 家族で利用できる仕組みを作っ
てほしい．
子どもの人数が多くなった我が家では日常の生活に時閻もお金もなく18を過ごすのがやっと． 笑って過ごせる日が増えるよう同かしらの改琶をお願いした
ぃ． 子どもは宝。 子どもを産みやすく、 育てやすい環境になってほしい．
市の譴員（曝託）にも育休を作ってください．
親にとって便利＝子供に有益であるか。 保育の充実と共に瓢場の働き万改善（休みがとりやすいか時閻で帰られるか 、 父親の育児参加宅）を逗めてい＜
ことを望みます．
学璽クラプについて 、 国では6年生まで入れるのに出雲市（神門）においては2年生でも想とされるということが逍年絹いている。 2年生では防犯的に
も一人で留守番は蘊しい。 保育園の問題だけでなく、 保育園が終われば必す次に学璽の問題がやってくるので、 どうにかみんなで要望を出して頂きたい．
小学生の放課後の預け先が欲しい．
核家族で2人とも鄭9ている場合、 小学校から学璽（クラプ）に入ると18時までしか子供をみてもらえないため、 現在の仕事ではとてもフルタイムで●<
ことができない 。 学璽（クラブ）も19時までみてもらえるようにしてほしい。
学璽保育の充実と111l所時閻の延長。
児璽クラプについて1年生から6年生まで利用できるとあるが、 ほとんと、 1年生から3年生までで4年生からは断られてしまう。 せめて4年生が入所で
きるようにしてほしし＼．

保育薗より、 学重の不足が問題だと思います．
小さい子ともを連れてでも利用しやすい商業施設が違えてほしい．
アレルギ ーのある子も安心して食ぺに行ける飲食店などがあれば題しい．
子連れで楽しめるカフェがあるといし＼．
児●手当（特例給付）の月額5,000円は安い．
保育所（園）園辺には学校もありますので、 幼い子運の安全確保 、 防犯について気になります。通学見守隊の方に 、 大通りだけでなく人の通りが少ない場
所も兒守って頂きたいです． 子どもが通っている保育園でも他の保育園でも見かけますが 、 ●くなるとバンツ1枚で遊ぶことがありますが 、 園庭が道路に
面しているし、 アバートや民家があるので、 子どもといえど他人様にバンツ1校の姿を見られるのは 、 親としてあまり気分のいいものではありません。
時尺出雲市での子育てについて聞かれることがあるが、 近くの市に比べて遅れている取り組みも多く、 住みにくいと話している． 近くに頼れる人がいない
からそう感じるのか？
●鵞に妊婦、 育休、 子育てに対しての異動 、 編見等があり、 居すらくなるような環境をもっと改琶してもらえるように市からの訪問等がほしい． 育休明
けの復帰状況を確認して回ってほしい．
子ども手当てだけでは、 なかなか廠しい． 仕事の両立が出来ていないと 、 保育園にも入れないし子育てにもお金がかかる。 仕事と子竜ての両立を、 家庭外
でもちゃんとするべき．
仕事をやめた時、 保育内定をもらっていたけど辞退した。 臨蔓によるかもしれないが、 その辞退をせさるをおえなくなった時、 嫌な気持ちになった経済
面の所が廠しい時の対応がはっきりとされていたり、 文肇や説明があればいいと思う。初めての子とも入所の場合、 説明不足だったりされることもあっだ
りして、 同度も市役所を通った。 （特に甜目した時）年度が変わる時の申精、 継続の申請●がややこしかったように思う．

保育園の入所時の選き基寧について、 役所に問い合わせた時に自分の点数と何人吊望の人がいて、 自分が同番目だったのかきちんと笞えてください。 問い
合わせをしても、 そこは笞えられないと言われました。 そかがきちっとしていないから、 甲い双涸に簑三希望まで·くと第三希望にまわされると疑いが
うまれます。現に第一希望しか記入していない人が希望の所に入所できて、 第三希望まで記入したら 、 第三吊望の所に決まった。 その時に周りから、 第三
円望まで●＜からそうなんだよって言われました．
これからの未来を支えていく、 このlj\さな子供たちを大切に守ってい＜ことが本当i.::;た切だと思いま百．
出雲市は子肖t女援が充実していなくて困る．
親の仕事（こ合せて懇児保育とか休日保育を充実させすきると、 子どもとの時閻力噴るように感じる． 靡没を邁やすより、 識場が子どもが病気の時に休みや
すい環現にすることも大切だと思う．
出雲市が子育てしやすい環境になってほしし1です。ハ ー ド面（保育料、 医療賣の無償まだは減免 、 多子世帯の税制優遇など）とソフト面（子育ての悩みの
共有、 知識付与のIll会の遺加など）両面で． 草の根レベルでの人口減少対策をとってほしい． ｛保育料医震制度及び環境の意見あり）
保謹者側の負担が減るのは大変嬉しい I.....とですが、 例えば医震胃も無料になってしまうと「ちょっと憬子をみようかな」など籟の判断も鈍くなってしまわ
ないかと思うので、 無料化のデメリットもあると思います。 それより今、 子育て世代向けに活動している方もた＜さんいます。親の心の面にスポットを当
てた謂座もあったりするので、 同か市の方でも缶日の生活のイライラが少し減るようなこと を取り上げてみられてはどうかな？と思います． 小さいことが
大きい問題解決につながるのではと思います。 わかりIこくい文章ですみません。お母さんが子ともと一緒にお話会などに蓼加できる喝があればと思いま
す．
出産一時金、 出産手当金の違いがややこしく、 手網きも分かりづらかった．
子育ては、妊娠した時閻から始まつていると思います． 妊娠中の受診は·く女性は、 有休もしくは、 欠動を使用しているしとが多いのではないでしょう
か？ つわりの時阻も固人差がありますが 、 定期受診の為の休みを確保するために無理をしてtt事をする人もいます． お腹の中にいる大切な命を守る為 、
妊娠の為の特別休話やつわりなどの体調不良時に気がねなく手取できる特別休類を5~7日でも取れる制度を国からのトッブダウンで実施するのではなく．出
雲市が政策（条�)を仕掛けて行ってほしい．
この先の少子扇齢化は深刻だと思います． 子供にかかるお金の負担、不安を排諒することで出生寧をあげることが必要だと思う． 今、 本気で行動にうつさ
なければ島根の人口滋少は歯止めがかからないと思う。出雲市は同辺の市に比べて子育てに関する制度がよくないとうわさになっています．
もっと子育てについて自由に気軽に相談できるようになればよいかなと思います．
子育てに関する悩みや不安を祖餃できる運所をもっと壇やしてほしぃ．
出雲市はとうなっているのか。子どもを育てIこくい市！そりゃ、 住む人はへって当だり前． 人0を増やすための対策にも大きくつながると思う。若い人た
ちが住んでくれる。住みたい市！！
子育ては、 オムツ等へのお金も沢山かかります。その辺のことも少し者えてほしいと思います！子供さんが多い所は、 たすかると思います！！
子育て支援の充実． 出雲市内と松江市内の支援センターに行ったことがありますが、 出雲市内の支援センタ ー は汚い、 せまい、 おもちゃも古い。あんなと
ころで子ともをあそばせることはできない。保荀所で衣類等のまちがえ、 1ふん失が多い． 先生の手が足りてないのでは？毎週、 まちがえやふん失があるの
で困る． ［保育制度及び環境の意見あり】
家庭の事情や家族構成などで各家庭の立ち位置は冥なると思いますが、 平等に子供だちにとって、 親Iことって、 より良い環境が整えば良いと思う．
出雲市は子育て世帯に厳しい市であると集感しています．

アンケ ー トについて

アンケートの項目全てが大切であり、 順位はつけがたい所がありましだ。そうはいっても実硯は塁しいと思います。
様な働きかけをしていただきありがとうごさいます．

（高順位であっても）そんな中、 この

今までされている方、 上の方に任せておけばいいでは、 変わった考えももしかしたら出ないかもしれません. �\ろんな意見を敗り入れて良いとこ取りをす
るのが良いのでと忌います． また、 上記アンケートですが、 自分の鶏りの環境に対しての順位しかつけられないように思います． だいたいにお金に関する
こと（保育料 、 卸景賣なと）時闊外のことなどについてが多くなるのではと思いますが、 外国人の方がおられる保酎所では、 そういった必要性も感じるか
もしれませんし、 きょうだいが多ければ、 同ー施設に閲して感じることがあるかもしれません 。 なので一慨にこのアンケ ー トで今、 出雲市に必妻と思われ
る項目が明らかになるのかという点では疑問がありま�上記の項目のうち、④［保育所（園）に対する公的施設利用の無償化】については、利用を要する保育園とそうでない園があるため、公●負担とするには
公平性に欠けると思います.@ (延長保育の拡充J、⑦［夜閻保育の拡充］、＠［日曜、休日保竜の拡充J、◎⑮ ~® のような通常時闊外保育制度を柔軟に活用
できるt:l:紺みづくり）についても、全ての家庭が必要としていることでしょうか． 保 育土の方尺は今現在でも激務をこなし、こともの命をあす かってく
れています．保護者のためが最層先ではなく、預げ先の現状改善が層先されるべきではないでしょうか。また 、⑩【病児・病後児保育施設の充実Jについて
は、予定している年間利用者数に運していないはすです。①（多子保育家庭の同一保育施設優先入所制度の膚築）については、すでに入所の選者甚準のうえ
で、きょうだい入所者への加点システムがあります。⑪［保育料無償化に伴う暫定的措置制度J、⑲【0~2繊児クラスの保育料の無料化］は財源の帽保は可
能でしょうか。出雲市の財源赤字は全国ワースト10に入ります。その中で出雲市の歳出の約10分の1近くは保育料（保育園の運 営賣等）が占めていま
す。無料になればありがたいですが、反面、子育てを終えだ世代や小学生以上の子どものみの世帯には恩恵はなく、むしろ負担遺が老えられるのではないで
しょうか．まだ無料化にOOえ⑳（保育輝の支払い猶予制度の渭築】で支払い廼予を設けるのは保護者として鶴捻憲譴に欠くと忌います．大多数の保護者はきち
んと保育料を納付していますが、一部滞納している方もいらっしゃると思います。一部の万が得をする様な内容が多く見受けられ、との様に候補をあ1ブだの
か疑問を感じます．また財政状況やいろいろなサーピスの利用実態にそぐわない選択肢も多い罹に感じます．保護者の代喪として要望・憲見を考えてく志ざ
り、まとめていただけるのは大虹3かりまgが、諏犬を保護者側だげではなく、実情を把握した上で問即旺B、田輝の提案をしないことには、すっと匹紐れ
ることは難しい樺に感じました。長文失礼致しました。

その他

ハ0ーワークマザーズコーナ一を簡略化する．

以前住んでいた地区では「応募します」と言えばすぐに面接の日時を手配してくれだが、 出雲は「説明 、 質
問J 1時閻以上→ 「履歴●と志望動機等の●類の書き込み等」に数日 → 「面接並みの質問」が数時閻・ ・ ・でやっと面接日時の手配です。 畏過ぎるため
やる気もなくなる 。 めんどうになり自分で面接を取り付けました。 「応募します」からすぐに面接の手配と紹介状を渡す。 で良い。
仕事が休みにくい・ ・ ・。

核家族で3人育てていますが、 楽しく育児をしています。
郷土芸能にふれる場（コンサート、 イベント出演、 保晉園への招待なと）を渇やしてほしいで�.
雲南市や松江市などでは、 積極的Iこ幼児向17コンサートを企画したりしていますが、 出雲市は少なく感じます. 0歳からでも楽しめて入還司能な芸術・文
化の企画が増えてくるといいです。
外国人優先はやめてほしい。
初めて運合会に参加させていただき 、 内容が初めて分かりました。 連合会とはどういうものなのか、 参加されている保育所等の保護者さんすぺてに一度ど
ういうものなのかという説明や文室があっても良いのかなと思いました。 私は保育所を利用して3年目ですが、 1. 2年のころは全く知らす、 アンケ ー トも
重要性をそんなに感じることもなく書いていました。 もちろん仕事に家庭に忙しいと思われますが、 そうなのであれば文軍ででも良いかと思います。 なん
となく連合会のお便りを見ていましたが、 これからはしっかり見ようという気になっています。 参加されている保育所の保護者さんに少しでも憲讃づけさ
れると 、 出雲市も少しすつ変わっていけるのではないでしょうか．

