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自由意見欄　（誤字等については原文のまま掲載）

№ 自由意見
性別/年齢/家族構成/
職業/地区/居住年数

1 公立と私立の教育レベルの差が大きいので、もう少し公立が私立のレベルに近
づけてくれたらいいなと思います。子どもが小学校にあがることを考えて、近
くの（自宅の）保育園に優遇して欲しい。

女性/30歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/赤堀地区/5
年未満

2 遊びを主に取り入れている幼稚園もありますが、年長になると学校へ行く準備
等もあるのでひらがな、数字、現在では英語も小学校では入ってきているので
学ばせることも必要だと思います。英語、体育教室などは園外からの指導者が
必要となり、お金（幼稚園費）がかかってきますが、子供の興味を広げるに
は、良いことだと思います。そのようなことにも力を入れると、公立幼稚園も
人気がでてくるのではないでしょうか？

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/北地区
/10年以上20年未満

3 保育園の見学会や説明会の場を設けて頂きたいです。自身で調べるにはどうし
たら良いかわからず、そのままになってしまうので。

女性/30歳代/３世代世
帯/主婦･主夫/茂呂地
区/5年以上10年未満

4 兄弟で兄が学校へ入学した場合、弟の保育料は半額のままの方が負担が少なく
安心して働ける。

女性/30歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/境地区/5年
以上10年未満

5 公立幼稚園の魅力は保育料の安さだと思います。なぜ、段階的に値上げになる
のかよくわかりません。保護者がわかるように説明してほしい。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/東地区
/10年以上20年未満

6 児童館のような未就園児が集まって遊べる場所がもう少しあると良いのになと
思います。（幼稚園や保育園の実施している集まりでは、時間が決められてい
るので。）

女性/20歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/宮郷地
区/5年未満

7 保育園に入園できましたが、入るまでに相当苦労しました。一時保育を利用し
ようと思っても、園によっては断られたり、子育て支援と書いてあって行って
みてもただ場所と遊具を自由に使うだけであったりと、保育園によって対応が
違いすぎて困りました。祖父母が近くにいないので、病後保育の園を増やして
ほしいです。すぐに熱がせきが…で職場に電話されても困るので、できること
なら看護師さんを園に一人おいてくれると助かります。各園の行事や保護者会
などそれぞれだと思いますが減らしてほしいです。やっと決まった仕事は、あ
まり子育てしている人には優しくありません。ただでさえ子どもがいるから…
と言われているのに、休めなかったりイヤミを言われてストレスです。

女性/30歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/殖蓮地区/5
年以上10年未満

8 ３年保育で考えてみると、幼稚園の選択肢が１つしかない。まわりが保育園ば
かり。公立幼稚園が３年保育なら迷わず入園させると思います。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/赤堀地
区/10年以上20年未満

9 全ての子が親の就労状況等に関わらず、低年齢から預けられる環境だったらと
思います。子どもの社会性や生活習慣等を修得するには１～２才の低年齢から
集団生活に入っていくことが大切だと思い、できれば３年保育以上に移行して
欲しいです。あくまでも親の就労等による保育の援助というより子どもたちの
為に幼児教育を平等に受けられる機会があるべきだと思います。また、最近は
待機児童増加が問題になり、保育所等を増やす方針になっていますが、母数を
増やしていただくとともにより質の高い幼児教育の向上していただけることを
希望します。公立の保育、幼稚園は全て同じ教育方針となるかと思いますが、
各園が特徴を持ってよりよい教育の場にしてほしいです。親が就労していると
保育園という選択になりますが、幼稚園と同じ教育を受けさせたいと考えた
時、認定こども園はそれが可能になりますので、今後こども園が多くなって
（主流に）もらえたらと願ってます。どの自治体でも子育て環境の充実がＰＲ
されていますが、伊勢崎が先進的に幼児教育の充実を図っていただけますよう
お願い致します。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/赤堀地区/5年
未満

10 現状では保育料が安いため、公立幼稚園の方が経済的には助かるが、２年保育
のため私立幼稚園を選ぶ家庭が多いと思う。ぜひ３年保育を実施してほしい。
働くママが預けやすいように、延長保育の制度も整備してほしい。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/三郷地区/10年
以上20年未満
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11 保護者の就業時間が多様化しているため、保育時間に幅があれば預けやすく、
利用しやすいと思います。待機児童も少なからずあると聞いたので、保護者が
仕事をしながらもっと利用しやすいようにしてもらいたいです。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/宮郷地区/10年
以上20年未満

12 幼稚園に通わせたい気持ちはあるが、夫婦、祖父母が働いているため、保育園
に入園予定です。認定こども園が増えてもらえたら良いなと考えています。

女性/30歳代/３世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/東地区/5年未
満

13 園児の１日の様子などを、ビデオなどで見せて欲しい。 女性/20歳代/３世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/宮郷地区/10年
以上20年未満

14 就園前の子供と、その保護者が気軽に集まれる場所が欲しい。保護者が働いて
いなくても保育園に通わせたい。公立幼稚園と私立幼稚園の違いが分からな
い。伊勢崎市の公立幼稚園はなぜ２年なのか。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/名和地
区/5年未満

15 まだ入園していないので具体的な内容はわかりませんが、大事な我が子を預け
るので安全第一でお願いしたい。そのため保育士の人数の確保や教育をしっか
りしてもらいたいと思います。

女性/30歳代/３世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/三郷地区/5年
以上10年未満

16 幼稚園自体、今家庭のニーズに合わせ変化するべきだと思う。私はこども園に
徐々に変わるべきだと考えます。保育園の方が需要があると思うし、年度途中
で入園するのも大変のようなので、公立の幼稚園を子ども園に変えることで受
け皿が増えると思う。

女性/30歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/名和地区/5
年未満

17 最近ニュースで、園児がお昼寝の時間に死んでしまったというのを見ました。
預ける側として、預けたくても、こういう事があると、預けたくないと思って
しまいます。でも、預けなければ働く事ができません。なので、もっとしっか
り呼吸確認などをしてもらって、安心して稚園、保育園に送り出せるようにし
てもらいたいす。

女性/20歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/東地区
/5年未満

18 初めての子で２ヶ月の子の育児中です。３才になる年度に保育園へ入園させ仕
事に戻ろうと考えています。１才６ヶ月を過ぎたら保活をしようと思っていま
す。（４月から入園させようと考えています。）伊勢崎市は待機児童はいます
か？いなければいいのですが、これから待機児童が出たときはどのように対応
しますか？

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/殖蓮地
区/5年未満

19 小学校へ進学すると授業で４０分？着席している。その時間とは言わないが、
ある程度の時間着席して取り組める机上課題をプログラムに入れてほしい。身
体づくりのひとつとして、リズムや雑巾がけを積極的に取り組んでほしい。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/東地区/5年未
満

20 お金に余裕があるのなら、幼稚園を希望したい。共働きをしないと生活できな
いので、子供が小さくても保育園に入れて母親が働くしかない。これが現実。
こんな家庭が多いのでは？子供にお金がかかり過ぎている。年寄りばかりでは
なく、子育てしやすい世の中になってほしい。（望んでもムダだけど…）

男性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/北地区/5年未
満

21 土地勘が無い者にとっては、保育・幼稚園の制度や子育て支援の情報を得る手
段がない（相談できる人や口コミも耳に入りにくい）ので、いつも自力で調べ
て整理するのが大変。公立幼稚園が２年保育だと知って驚いている。他の自治
体は３年保育だったり、子育て支援センターの活動が充実していていいなぁと
思うので、そこは見ならってもらってもいいと思う。インターネットで子育て
に対する情報をわかりやすくまとめたＨＰをつくるなどしてほしい。今も、伊
勢崎市のＨＰから見ることはできるが、貼ってあるリンクにアクセスしても、
結局ＰＤＦでまとめたものがでてくるだけで、とても調べ辛い。

女性/20歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/宮郷地
区/10年以上20年未満
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22 公立幼稚園は値段が月に１万円前後と聞き、魅力を感じますが、年中になるま
で家庭で子供をみるのは大変なことです。育休も３年取れる制度が設けられる
ようになり、３年は難しくても１年～２年半くらいまでの成長をみたいと育休
を長くとる友人が周りでも増えてきています。２才半というのは、多分オムツ
トレーニングを保育園や認定こども園でもしてもらえたら助かるという理由と
３才のイヤイヤ期を家でママ対子１対１でみることを避けたいということだと
思います。幼稚園は文科省で保育園は厚労省で、役割等も違うとは思います
が、預ける親は園の方針も重要ですが、利便性や柔軟に対応してくれる所を求
めるのではないでしょうか。一部の私立幼稚園では年少から、その中には、そ
の前の２才児（４号さん）から利用可能な園もあると聞きます。昔のように専
業主婦のママなら9：00～14：00でも十分だと思いますが、今は、旦那さんの給
料だけで生活できる家は少ないと思います。となると、働くママは認定こども
園や私立を選ぶのではないでしょうか。また、公立幼稚園は園数、職員数をみ
ても他の市と比べて多すぎます。統合したり、職員をへらさないと税金のむだ
だと思います。館林市や渋川市と同じくらいにすべきです。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/宮郷地区/5年
未満

23 求職中だと保育園に入れないのは、仕事を探すのも難しい。実家が近くにあっ
ても実家の都合もあるためちょこちょこ預かってもらえないから。幼稚園の保
育時間が短いので、フルタイムが厳しいため職種が限られる資格が生かせな
い。病後保育を行なう園を増やしてほしい。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/南地区
/10年以上20年未満

24 伊勢崎市がよりよい子育て環境になるように期待しています。頑張ってくださ
い。

女性/20歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/名和地区/5年
未満

25 延長保育料を保育営業時間内（7:00～19:00）だと、18:00～19:00で延長保育料
がかかるのをなくしてほしいというか、統一してほしいです。毎月の負担がで
かくて大変です。

女性/20歳代/３世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/豊受地区/5年
以上10年未満

26 就学前、自分の子どもを通わせる園を考えた時、気になる園の子育て支援へ行
きます。子育て支援が充実していると、行く回数も増え、少しずつ幼稚園や保
育園の様子が伝わってきます。それで良い所でしたら評判もよくなり、それが
広がって入園する人も増えると思います。公立の幼稚園も内容、回数を含め、
子育て支援の運営をもう一度見直してみるのもいいと思います。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/宮郷地
区/5年以上10年未満

27 公立幼稚園の方が近いので、３年保育になったら通わせたいと思う。早朝、延
長保育をすれば多少料金が上がっても預ける人が増えるのではないか。私もだ
が、保育園は申込みすらも、すでにハローワーク等に通ってる人じゃないとで
きず、現代のニーズに合っていないと思う。公立幼稚園はやっぱり専業主婦の
人じゃないと預けられないというイメージが強いので、そのイメージが払拭で
きないとこれから預ける人は更に減ると思う。

女性/20歳代/３世代世
帯/主婦･主夫/三郷地
区/10年以上20年未満

28 働いていても１才２才から預かってもらえるよう、保育園が変わってくれたら
いいなと思います。

女性/40歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/南地区
/10年以上20年未満

29 ４歳まで自宅で子育てするのは大変です。公立幼稚園に通わせていろいろ遊び
やルールを学ばせたいので３年保育が早く実施されるととても嬉しいです。専
業主婦には２年保育きついです。公立幼稚園も私立幼稚園のようにそれぞれい
ろんな特色を持っているといいかもしれないです。駐車場も少なめなので用意
してくれると迎えのとき助かります。（公立幼稚園）これからの幼稚園、保育
園に期待しています。

女性/20歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/宮郷地
区/10年以上20年未満

30 保育者が子供の成長、発達、知能を比べて来るのでイヤだ。子供に対する言葉
づかいが悪い。子供は毎日がんばっています。他の子と比べるなんて、個人差
が有るのは当たり前ですよね。先生方が楽をしたいだけじゃないですか？保育
者にも再教育の必要があると思いました。もちろん家庭でも子供に色々教えて
います。このままだと、ストレスがたまります。

女性/30歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/赤堀地区/10
年以上20年未満
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31 園の数や定員を増やし、保育士、教員も増やす体制が取れればと思います。幼
稚園に入れることを将来的に考えていたのですが、共働きで祖父母との同居で
もないために実現できそうになく、この様な家庭が他にもたくさんあるために
幼稚園の園児数が減少しているのだと思います。もっと入園しやすい状況、環
境を整えた上３年保育を実施することが出来ればいいと思います。

女性/30歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/東地区/5年
以上10年未満

32 数年前から比べると、どの園も子育て支援に対して力を入れてくださり、園に
通っていなくても子どもも親も楽しめるようになってきているなと感じます。
大事な我が子のことなので、通わせる園は慎重に選びたい。そのためには、こ
のように開放してくれるととても参考にしやすいです。やはり、職員の入れか
わりが少なく、一丸となって運営している園にとても魅力を感じます。私は、
以前保育士として働いていたのですが、正職員で働いていた頃は、先生として
の仕事が多く、プライベートがない状態でした。書類系の仕事が本当に多
い！！少しでも簡易的にして見直していただけたら結婚してからでも辞めずに
長く続けらるのではと思います。そして、子育てを完了してからでも復帰しよ
うと思えるのでは？と思います。保育士が足らない現状は仕事量の多さも問題
ではと思います。保育士が働きやすく、負担が少ない未来になることを願って
います。（関係ない内容でしたらすみません･･･）

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/宮郷地
区/5年以上10年未満

33 公立保育園でも、英会話の外国の先生を招いて英会話教室をして欲しい。 女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/殖蓮地区/10年
以上20年未満

34 県内他の市町村では３年保育を実施しているのに伊勢崎は遅れていると思う。
現に公立幼稚園では人数が減少し教室があまっているのだから、早くから３年
保育にした方が良かったと思う。あずま幼稚園は園舎だけではなく、遊戯室、
職員室も新しくして欲しかった。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/東地区
/5年未満

35 設問４に関して、３番目の回答欄のキの文面が引っかかります。「日本語のわ
からない外国籍の子に習得させる～」というのは、いささか問題ではないで
しょうか。いくら外国人の方が増えたからと言ってそこまでする必要があるの
ですか？そういった事のために先生達も手間と時間を消費されてしまい、本
来、全ての児童に向けるべき目が行かなくなるのではないでしょうか。私には
特別扱いしているようで正直納得できません。それならば、日本国籍の子供ら
に英語の習得をはじめ生活様式等を身に付けさせて下さい。私立の幼稚園から
小学校に上がった子と、公立の幼稚園から上がった子とでは学力の差があると
聞きました。公立の幼稚園では小学校に入学するまでに私立の幼稚園とは何が
違うのでしょうか。心配です。

女性/30歳代/３世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/赤堀地区/5年
以上10年未満

36 就職活動中の母親でも保育園入園の対象としないと、なかなか社会進出できな
い環境である

男性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/宮郷地区/5年
以上10年未満

37 公立が私立と同額になると通わせたくないかも。 女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/北地区
/5年未満

38 現在、子どもが１歳児クラスですが、ここ数日で２回小さいけがをしていま
す。１クラスに対する職員の数が少ないように感じます。まだ１歳という目が
離せない状況ではもう少し職員の数を増やしていただいてもいいのではないで
しょうか。一人一人の園児をしっかりみていただきたいです。

女性/20歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/宮郷地区/5年
以上10年未満
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自由意見欄　（誤字等については原文のまま掲載）

№ 自由意見
性別/年齢/家族構成/
職業/地区/居住年数

39 私が幼稚園ではなく、保育園に子供を預けているのは、9:00～16:00は最低預
かってもらえるからです。休みも（春季・夏季・冬季）希望保育をしてもらえ
るからです。市役所で働く皆さんが、親の同居なしで子供を幼稚園に預けて仕
事が出来ますか？子供の成長や社会性なども大事だと思いますが、実現的に生
活する上で母親も働かなければ、充実した生活を送るのは困難です。子供の休
みが多かったり、お昼には帰って来てしまったら、母親の働ける時間は何時間
ですか？１日２時間しか働けない母親を市役所は採用しますか？幼児教育の質
や教職員の研修などは問題外です！子供を預かっていただけなければ、母親は
働けないのです！大事なのは正社員として働くことが出来る母親の時間を確保
する事なのです。考え方を変えて下さい。お願いします。幼稚園では母親は働
けません！考えて下さい。

女性/30歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/赤堀地区/5
年以上10年未満

40 プロゴルファー横峰さくらのおじさんが運営している幼稚園などの方針を参考
にした取組みなどをしてほしい。

女性/40歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/赤堀地区/5
年以上10年未満

41 家計が苦しくて共働きをしている状況なのに、保育料（未満児だから余計とい
うのもありますが…）が結構負担だなと感じることがしばしばあります。あと
は、こんな時代なので年長クラスくらいの子供達には"イジメについて"の教育
を、家庭では勿論のこと、園でも行なって頂けるとありがたいと思います。私
達が園児だった時よりも、現代の子供達の方が意地の悪い子供が多い気がして
おり、色々と今から心配です。（なかなかそれを無くしていく事は難しいです
が…）より良い市になる事を期待しております！

男性/20歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/東地区/5年以
上10年未満

42 低年齢から預かれる施設を増やすには、認定こども園（幼稚園）にし、子ども
も小さいうちから他年齢と触れ社会性を身につけ、小さい子が預けられる→お
母さんが仕事ができ社会的にも潤う。ただ出産の高年齢化により障害児が増え
てきているので、障害児が普通の子と生活できるように障害児クラスを最初か
ら設ける。もっと療育が必要な児の場合は、園療育施設を併用できることを最
初からできるようにしておく。入園時、学年が上がる時も必ず全員判定を受け
る→障害がありそうだけど言いづらい…等の問題が無くなる。上記の事が今の
現状できていなく、安い給料で働く保育士、幼稚園教諭は、現状を伝えられな
いわだかまりが多く、まずは先生を確保するためにどうしたらいいかを、真剣
に考えてもらいたい。「それは分からない」では現場では通じないので。

女性/30歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/赤堀地区/10
年以上20年未満

43 今後、子供を幼稚園、保育園に通わせるにあたって今一番心配なのが経済的不
安に対する問題です。今後、保育料が私立とほぼ同額となるとありましたが、
それでも公立のほうが私立より安いと思うので、本当は公立に通わせたいとこ
ろですが、２年保育しかないので仕方なく３年保育のある私立に通わせようと
思っています。私自身は子供とできるだけ長い時間一緒にいたいので、２年保
育でもよいのですが、まわりが３年保育の子供がほとんどなので、２年保育を
選んだ場合まわりに子供がいなくなることで、子供同志のふれあいが少なくな
ることが不安なのと、まわりより一年遅く通うことでおくれをとってしまうの
ではないかと不安です。なので、本当は２年で充分と思いつつも、３年行かせ
ることにしようと思っているところです。

女性/40歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/赤堀地
区/10年以上20年未満

44 待機児童を出さないようにして欲しい。不定休の仕事を持つ親の子のために日
曜や祝日も預かってくれる園があると助かる。

女性/20歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/宮郷地区/5年
未満

45 働いている親にとって保育園はとてもありがたく、日々感謝しています。ま
た、子どもにとって親以外の人と過ごす時間の大切さを感じています。様々な
家庭のかたちがある中での就学前教育・保育…未来ある子ども達が楽しく、元
気に通えることを第一に考えて欲しいと思います。

女性/30歳代/２世代世
帯/その他/東地区/5年
未満
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自由意見欄　（誤字等については原文のまま掲載）

№ 自由意見
性別/年齢/家族構成/
職業/地区/居住年数

46 第２子妊娠中に切迫早産の傾向があり、自身の体と第１子に負担がかからない
よう保育園への入園を市役所へ相談したところ、切迫早産が重くなり、ドク
ターストップ（絶対安静や入院）にならないと利用できないと言われ、とても
残念に思いました。またその際、公立保育所の一時預かりの案内もなく、色々
調べるのにとても手間もかかり大変でした。少子化対策に力を入れているとさ
れる今ですら、母親と子ども、胎児を守ろうとする意志が感じられない制度の
壁に憤りを感じています。

女性/20歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/南地区
/10年以上20年未満

47 ４月段階で１歳未満の子供がいても、保育園に入れなくては上の子が退園させ
られるのはいくらなんでもかわいそう。せめて１歳まで待ってあげられないの
か。幼稚園も大切だが、仕事を早く再開しなければならない家庭が多いので、
保育園についてもよく考えて頂きたい。パートで入れない等話を聞くが、情報
を偽りほぼ働かず入園させ、朝駐車場でいつまでも話している母親もいる。難
しい問題だと思うが、あからさまに時間に余裕があり、朝ダラダラとしている
方には指導できないものか、検討していただきたい。現在入園している保育園
には不満は無い。家庭的ですばらしいと思う。いつもありがたく思っていま
す。

女性/30歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/殖蓮地区/10
年以上20年未満

48 今年度から、保育園に入園している子をもつ親です。半年以上待ってやっと入
園できました。正社員フルタイムだったので、入園できましたが、周りの友達
は２人落ちました。また、入園できても、土曜日は保育園に預けるのが難し
かったりといった状況です。太田に住む友達の園とはやはりちがい、伊勢崎は
まだまだ保育に対して遅れていると感じます。育休をとれるかも分からない
中、いつ２人目が出来て退園になるのかも非常に不安です。その点では、認定
こども園をもう少し増やしてほしいと思いました。今のこども園は月々の料金
も高く、とても、入れられません。また、公立幼稚園の３年保育はすごく良い
と思いました。保育料をもうすこし細かい区切りにして、もうすこし安くして
ほしいです。近い将来、もっと働くお母さん、その子どもがすごしやすい環境
を心から願っています。

女性/20歳代/３世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/南地区/10年以
上20年未満

49 まず、保育料が値上げされることを知り、驚くと共になぜと疑問に思います。
少子化が叫ばれているなか、なぜ子育て世代の負担が大きくならなければいけ
ないのでしょうか？日本の将来を担っていくのは紛れもなく私たちの子供達で
す。移民の人々ではありません。次に保育士さんの置かれている状況も見直さ
れるべきかと思います。安月給で離職する方々が多いといいますが、そこをカ
バーするのが国の仕事かと思います。保育士、保護者、子供達がこのままでは
お先真っ暗で少しも安心して暮らしていけません。欧州の出生率は近年増加し
ているようです。全て同じく真似ろとは言いませんが、彼らの良きところは日
本も見習い、一人でも多くの女性が安心して子を産み育てていける社会を実現
させてほしいです。最後になりますが、こういったアンケートは民意を反映す
るためにも有意義だと思います。多くの子育て世代の方の意見が反映されるこ
とを願います。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/殖蓮地
区/5年未満

50 私は仕事をしながら子育てをしています。仕事を持ちながら幼稚園に通わせる
のは時間的にきびしいのが現状です。認定こども園が普及してもらえれば預け
やすいと思う。また、幼稚園・保育園の特色が一目でわかるようにしてもらい
たい。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/南地区/5年未
満

51 今の時代、小学校までに字がかけて、足し算や英語ができる子が多いと感じま
す。みんなに聞くと、公文やドラキッズなどに行っている子が多く、保育料以
外にお金がかかると幼稚園に預けるのは無理かなと思います。できれば、幼稚
園や保育園から、小学校レベルの勉強をとり入れてもらえれば、塾などに行っ
ている子との差があまりつかないと感じます。

女性/20歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/境地区
/5年以上10年未満

52 現在、私立保育園に通わせているのですが、保育園のほうの教育内容や教育方
針は多少わかるのですが、幼稚園のほうの教育内容がぜんぜんわからない。ま
た、子ども・子育て支援新制度の内容すらくわしく知らない。

女性/30歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/名和地区/5
年以上10年未満
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自由意見欄　（誤字等については原文のまま掲載）

№ 自由意見
性別/年齢/家族構成/
職業/地区/居住年数

53 共働きが増加し、「働くママ＝保育園」となっていると思います。就学前（特
に0～2才頃）は遊びに行く場として支援センターのある保育園の印象が強く、
幼稚園との密接度が低いです。園児数を確保したいのであれば、地域に開かれ
た園であってほしいと思います。認定こども園も増え、ますます公立幼稚園の
ニーズが減っていくように感じます。最低でも３年保育が必須だと思います。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/三郷地区/10年
以上20年未満

54 本当に母親のため、子どものためになる園づくりをお願いしたいです。妊娠し
たら退園、働いていなければ保育園に入れない、職場は入園していないと働け
ない等で困っているお母さんが周りに多くいます。今、この時代のニーズに
合ったやり方に変えていってほしいと強く願います。

女性/30歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/東地区/10年
以上20年未満

55 保育園・幼稚園を検討する際、公立の幼稚園では３年保育がないので候補から
外れました。保育料が安いので、入れたいと思っていたので残念です。保育料
が上がるのであれば、３年保育になっても、私立と比較してニーズに合った園
を選びたいと思います。公立の園は他と比べ、少し園舎が古いので、子どもを
預けるにはケガが心配なことがあります。

女性/20歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/赤堀地
区/10年以上20年未満

56 公立幼稚園にぜひ子どもを預けたいと思えるような幼稚園にすれば良いと思
う。共働きの人にとっては、幼稚園では時間が短い。保育料が上がったら、保
育時間が短くてそんなに働けないのに、大変になる？？家庭では簡単にできな
いような体験をさせてもらえるとありがたい。一人一人の個性を尊重しつつ
も、集団行動の中から社会で必要な最低限の人としてのルールやマナーなどを
身につけてもらえるとありがたい。子どもの心が豊かに育つような保育を希望
する。先生が固定概念にとらわれず、その時の良いとされることに前向きに取
り組んでいけるように、行政もサポートする（例：勉強会に参加する費用な
ど）。先生の心が豊かでなければ、子どもの心が豊かになるはずがない。より
良い保育環境を作る！！（食事、園舎、園庭など）

女性/30歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/北地区/10年
以上20年未満

57 幼児期からできる体験学習の機会を増やしてほしいと思います。体験しながら
学ぶことで、危険なことや楽しいこと、面白いことなどを実感していってほし
いと思います。また、道路の歩き方など、マナーなども、危ない行動とともに
伝えていってほしいと思います。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/宮郷地
区/5年以上10年未満

58 昨年保育園に入園できるまで、一時保育の制度を使って６ヶ月間、保育園の申
請をしました。兄弟の入園にもバラつきがあり、金銭面でも苦労しました。保
育園に希望を出していましたが、もし幼稚園の案内等あれば、幼稚園も考えた
かもしれないです。情報がなかなか入ってこなかったのが少し残念です。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/東地区/10年以
上20年未満

59 公立の幼稚園は預かってくれる時間が短いのに、保育料が私立とほぼ同額にな
るなら意味がない。

女性/40歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/名和地
区/10年以上20年未満

60 女性が働きやすい社会を作るためには、幼稚園よりも保育園の充実を図ること
が急務であると思う。フルタイムで働くとなると幼稚園に入れたいと思っても
時間（預かってもらう）の問題があり、入れることが難しい。保育園でも幼稚
園でも、正直な話、子どもを安全に仕事をしている間預かってくれる施設であ
ればどちらでも良い。公立も私立とほぼ同額の保育料になるなら、公立に入れ
るメリットって何だろう？と考えてしまった。私立のように「○○に力を入れ
ています」ということを公立でできるのか？（して良いのか？）なぜ伊勢崎市
は他市で行われている３年保育を実施していないのか？時代の流れに乗り遅れ
たのか？

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/名和地区/5年
以上10年未満

61 一時保育をもっと気軽に利用できるようにしてもらいたい。預けられる園が少
ない。費用も高い。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/名和地
区/5年以上10年未満

62 働きたいと思っても預け先がない。この問題を解決してほしい。バス通園を
やってほしい。牛乳を出してほしい。なるべく私立と同じような幅広い経験を
させて欲しい。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/宮郷地
区/5年以上10年未満
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自由意見欄　（誤字等については原文のまま掲載）
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63 現在私立の保育園に子供を預けていますが、職員数が少ないのではと思うこと
がありました。平成２７年度の資料を拝見させて頂くと、他市町村と比べ少な
いのでは？と思います。年齢構成や性別を考慮した職員数が、公立私立関係な
く配置されていると良いなと思います。自分の仕事の都合で、今の保育園を選
びましたが、３年保育になり、保育時間が変われば、親として選ぶ幅が変わる
と思います。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/宮郷地区/10年
以上20年未満

64 保育士が少ないと思う。１才児は５人まで担当できるようですが、正直５人は
多い気がします。もっと保育士の待遇をよくしてもらい増やして欲しいです。

女性/30歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/名和地区/5
年以上10年未満

65 子育て支援について私立の保育園では充実しているように思います。市として
も委託ではなくもっとすべきではないか。育休期間に関係なく保育園で預かっ
て欲しい。育休制度が整っていても一年以上の育休では現在預かってもらえま
せん。働いている人も働いていない人も子育てしやすい環境をつくってくださ
い。

女性/40歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/赤堀地区/10年
以上20年未満

66 夫婦でサービス業のため、日曜・祝日、年末年始など仕事で、親に預けて働い
ている。市内に日曜やっている保育園あっても有料だし、平日行っている保育
園と別な所になってしまうので、慣れるまでかわいそうだし、毎月の保育料以
外にもお金がかかってしまうことを考えてしまう。今行っている所は土曜保育
も給食がなく、午後は有料、お迎えの時間も間に合わないので祖母に頼みま
す。土・日・祝日が休みの仕事をしている人と不平等に感じる。平日に仕事が
休みで保育園を休ませるのがもったいないと感じる。保育料も払っていて、園
で色々やってくれているのに。そのため、わざわざ転職をした方が良いのかと
常に考えてしまいます。そうすると今の仕事より収入が減ることになる。他の
市で日曜保育を無料でやっている保育園があると聞いたことがあります（高
崎？）伊勢崎もそうして欲しいです。必ずしも保護者が土日休みの仕事と限ら
ないので、そこの所を考えてもらいたい。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/東地区/10年以
上20年未満

67 短時間やパート、アルバイト他、働く方法が増えたのに、保育は昔のままなの
で、働きたいのに預かられないという問題が実際に起こっている。企業側も子
供がいるとね、という体制のところが多く、子供がいても働ける環境に早く
なってくれたらいいなと思う。

男性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/東地区
/10年以上20年未満

68 就園前の情報がもっと欲しいです。プレ幼稚園等。まだ子供が小さいのでわか
りませんが、どこへ行けば情報がまとめられている等教えて欲しいです。

女性/20歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/東地区
/5年以上10年未満

69 それぞれの幼稚園や保育園が特性を持っていれば、あとは保護者がどんな所に
預けたいか考えて入れると思うので、運営の仕方は違っていていいと思う。た
だ教職員の入れ替わりが激しいと、預けるのにも心配になるので、教職員が働
きやすい環境になることで、その施設も良くなっていくと思うし、預ける側も
信頼して預けられるようになると思う。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/赤堀地
区/5年未満

70 保育料下げて欲しい。育児中働くのは困難なのに、高いと入園させにくい。 女性/20歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/東地区/5年未
満

71 今小学３年生の子どもが公立幼稚園に通っているとき、１４時のお迎え以降の
延長保育は無料だったので、下の子の出産時には気軽に延長をお願いできまし
た（体調が良い時は通常のお迎えをしていました）。今は延長料金がかかるこ
とを知り、保育園に下の子２人を通わせています。のびのびとたくさん外で遊
ばせてくれる公立の幼稚園だったので、下の子ども達も４歳になったら通わせ
ようかと思っていましたが、私も夫も働いており、１４時のお迎えは難しく料
金もかかるとのことで保育園に通わせることにしました。バスの停留場所が少
ないのも気になっていました。もう少し融通をきかせてもいいのにと思いまし
た。

女性/30歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/東地区/10年
以上20年未満

8
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72 境地区は１８時頃お迎えにいくと最後のほうです。もっと長めに預けられた
り、１８時頃帰さなければいけないという特色を少し抑えてくれれば良いと思
います。

女性/30歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/境地区/10年
以上20年未満

73 フルタイムで仕事をしている為、保育園しか選べません。病児預かりをしてい
る所がなく、高崎まで預けに行くこともあります。仕事と子育ての両立といい
ますが、現状は保育園や幼稚園に合わせた仕事選びしかできないのではないで
しょうか。保育園に慣れている子どもを辞めさせてまで、認定こども園の夜間
利用できる所に移った方がよいのか悩みました。パート、フルタイム、短時間
勤務、夜間利用、長時間預かりなど、それぞれのニーズに合わせた保育園、幼
稚園ができると助かります。今の保育園では長時間子どもを預けることが悪い
ことのように感じます。おばあちゃんの協力を頼むのも正直つらいです（精神
的に）。先生からは「仕事はいつでもできるんだから、パートでもいいんじゃ
ない？」と言われ、フルタイムで働くことに罪悪感も感じることもありまし
た。子どもと離れたくて仕事をしているわけではありません。もう少し働きや
すい保育園があったらいいな、紹介してくれたらいいなと思います。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/茂呂地区/10年
以上20年未満

74 保育園に子供を預けてます。共働きで両親にあまり頼れなく、保育園で一日み
ていただきありがたいのですが、土曜保育や延長になるとあまり積極的にみて
もらえません。先生も少ない人数でやっていると言われたり、公表されている
時間より早くお迎えに来て欲しいと言われます。細かい取り決めなどは保育園
任せなのかもしれませんが、役所にきちんと申請して納税して気持ち良く子供
をみてもらえるのかと思ったらそうではありませんでした。保育園の先生も大
変かと思いますが、もう少し役所も保育園に関わって、しわ寄せが親や子供に
来ないようにして欲しいです。運営は保育園任せにしないで、もう少し介入し
て下さい。また、朝夕、延長保育をお願いしていますが、通常の保育時間（１
０時、３時）には水分の提供はありますが、延長保育の時間帯はなく、６～１
０月位までは水筒持参になります。それ以外の時期は水分の提供はありませ
ん。小さい子供ほど体温調節が難しく、発熱することもありますので、もう少
し保育園が子供の水分摂取に積極的になって欲しいです。それ以外は先生も優
しく、礼儀正しくて、子供もなついて楽しく登園できています。先生個人には
問題ないのかもしれません。どうかよろしくお願いします。

女性/40歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/境地区/5年以
上10年未満

75 年度途中の入園を希望する場合、入園受入が厳しい状況があるので改善しても
らいたい。第二子を出産し、育休を３才までとる場合、第一子が保育園を辞め
なければならないことについて改善してもらいたい。国で３才まで進めている
にも関わらず、今の状況では３才までとることはできない。直接は関わりがな
いことですが、幼稚園、保育園に通っていない子で、健診でことばの発達や情
緒面で気になる子は、通級指導教室のようなところへ数回でも行けると良いと
思います。専門の先生の話を聞けるのはもちろん、集団生活をしていないので
見落としがちになると思います。早期に対応することをお願いしたい。発達相
談等も、土日にやってもらいたい。仕事を休むのはなかなか難しいということ
をご理解いただきたい。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/赤堀地区/10年
以上20年未満

76 親が入院した時に預けられる保育施設や病後児施設などをもっと作ってほしい
です。伊勢崎にはそんな施設がないので。祖父母などがいない人や母子父子家
庭の方々は、とても困っていると思います。病気で保育園や幼稚園にまだ登園
できない子供を預けられる施設があったらいいです。働いている親達は、何週
間も仕事が休めないからです。

女性/30歳代/２世代世
帯/その他/東地区/5年
以上10年未満

77 保育参観などで先生の大変さを知る中、知り合いの保育士さんの給料の話を聞
くと、先生がピリピリしたり辞めてしまう理由が分かる気がした。

女性/20歳代/その他/
パートタイマー･アル
バイト/宮郷地区/5年
以上10年未満

78 ３年保育賛成します。働きたくても保育所はいっぱい等、とても不便です。低
所得でも、就学前に色々な経験ができる環境であってほしいです。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/三郷地
区/5年以上10年未満

9



自由意見欄　（誤字等については原文のまま掲載）

№ 自由意見
性別/年齢/家族構成/
職業/地区/居住年数

79 ３０代ですが、私は３年保育の園を卒園しました。自分が子どもを産んで仕事
復帰（保育園）すると、昔と比べて共働きの家庭が増えていて、０歳児で入園
する子どもが多いと思います。保育園は幼稚園より長く預けることができるの
で、途中で幼稚園に変える人は全くいません。保育園、保育士が不足するくら
いなので、保育園を頼る人が多いのも事実だと思います。職場も子育てに協力
的な所が少ないと思います。この時間まで働けないと就職できないとか。協力
的なところが増えれば、幼稚園希望する人も増えてくるだろうし、保育園の待
機児童も少しは減らせると思います。年少までに保育園を選んでしまうと、そ
のまま保育園になってしまうので、幼稚園、保育園、職場それぞれのことを考
えてほしいと思います。

女性/30歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/名和地区/5
年未満

80 経済的に土日も仕事をしなくてはいけない時、一時保育の場所は土日はだめな
ので、できれば、土日も預けられるようにしてほしい。

女性/40歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/宮郷地区/10
年以上20年未満

81 働く女性が増え、保育園が足りない状況で、幼稚園のニーズが減るのは当たり
前であり、今後もさらに想定されます。早急に認定こども園のような保育園と
同等なニーズのある施設に変わってくれることで、助かる家庭がたくさんある
と思います。

女性/40歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/三郷地区/5年
以上10年未満

82 本当はもっと自分の手で育てていきたいけれど、働かざるを得ません。そうな
ると保育園かと考えていますが、はじめての子供で行政の仕組みが分からない
ので、相談はどこにすればいいのでしょうか？気軽に相談、伊勢崎市の保育の
現状を教えてくれえるところがあるとありがたいです。伊勢崎市に引っ越して
きて１年ですが、とても住みやすい市です。子供を育てやすい市になると本当
にありがたいです。よろしくお願い致します。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/宮郷地
区/5年未満

83 教育・保育についてより、保育園の定員がいっぱいで保育園に入れません。子
供を保育園に入れなければ仕事復帰できませんので、定員を増やす、職員を増
やす、途中入園できるようにして欲しい。毎年９月に保育園の入園募集がある
が、そこで申込みできない人もいます。仕事復帰が決まっている人を優先し途
中入園もできるようにして欲しいです。また、保育園入園について何度か市役
所に電話したことがありますが、人によって言うことが違うし、対応の悪い方
もいます。保育園に入れなければいけないのに、こんな対応されたら困りま
す。課内で情報共有して下さい。とりあえず、保育園に入れず困っています。

女性/20歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/東地区/5年未
満

84 保育園を希望していますが、何でも分かりにくいです。埼玉では空き状況や方
針等ネット検索できるのですが、伊勢崎では市役所まで行かないとわからない
ため、結果調べる時間がかかります。子育て中は時間が特に少なく感じるた
め、検討して頂きたいです。又、幼稚園において特筆目立った所もなく、どこ
に入れても一緒のような印象です。早期教育やスポーツ等、入れる希望者が増
える位でないと、少子化は更に深刻になると思います。公立だからこのレベル
でいいという考えでは、他市他県に流れるのではないでしょうか。私は転勤族
ですので、特に感じるのかもしれませんが、特に伊勢崎市の取組みに不便を感
じたため、書かせていただきました。又、保育園を年の途中から入れたい人も
たくさんいると思いますが（就労のため）、育児休暇の有無等、出生届時にア
ンケートを取り、有益な情報を届けるサービスも欲しいです。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/三郷地区/5年
未満

85 預かる時間をもう少し長くして欲しい。仕事（パートタイム）していると預け
ずらい。

女性/30歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/宮郷地区/10
年以上20年未満

86 伊勢崎市内の幼稚園や保育園は形ばっかりだと思う。もっともっと子どもに寄
り添って、子どもと一緒に遊び楽しみながら、大切な事を伝えていけるような
大人の配置が必要だと思います。私は保育士ですが、保育料が上がって保育士
の給料は上がるのですか？もっとのびのびとした子どもに育てる保育園はない
のですか？子どもを教室に押し込んでいてはダメだと思います。外あそびをし
て大人も一緒に動くべきだと思います。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/東地区/10年以
上20年未満
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87 共働きの家庭では、幼稚園は使いません。幼稚園の児童数が減っているのは単
純に共働き世帯が多くなっているからだと思います。それならば、幼稚園を保
育園へ変えて０～３歳児を受け入れる場所を増やす方が良いと思います。公務
員でもなければ、子どもが１歳になったら復帰するのが当たり前になっていま
す。今の経済状況では、専業主婦でもやっていける家庭はそんなに多くないの
ではないでしょうか。母親は正社員でなくパートでも幼稚園より保育園に入れ
たいと考えます。なぜなら幼稚園は春、夏、冬と長期休みがあるから、いくら
パートでもそんなに沢山休みなんか取れません。以上の事から、幼稚園を減ら
し保育園を増やした方が良いと思います。また、保育料をもう少し減らしても
らえるとありがたいです。人によってはパート代はほとんど保育料という人も
いると思います。（少ない人数じゃないと思いますよ）

女性/30歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/茂呂地区/5
年以上10年未満

88 幼稚園や保育園のことを検診の場で教えてくれたり、通い方など入園の方法や
相談できる場が欲しい。１人目で何も分からず、大変困っています。

女性/20歳代/３世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/茂呂地区/10
年以上20年未満

89 幼稚園の入園を考えると、３年保育である私立幼稚園に入園させる保護者は少
なくないと思います。私の家庭でも３年保育を考えていましたが、経済面など
を考えると公立を志望していますが、公立も３年保育だったらなぁと思ってい
ます。子供の成長を毎日毎日見ていますが、３歳を迎えるとある程度の事もで
きるようになりますし、幼稚園に入園するのにも適した年齢になるのかなぁと
感じているところもあります。公立が私立と同額に近い保育料になってしまう
のは残念ですが、３年保育になるという点には賛成です。預ける側として保育
園より園児の人数は少ないかもしれませんが、園児一人一人に対し先生の目も
行き届くという点においても幼稚園の良さだと思っています。少ない園児数の
中で一人一人きちんと目が届き、一人一人その子自身の個性などを生かせてい
ただけたりしたら、安心して預けられると思います。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/茂呂地
区/10年以上20年未満

90 公立幼稚園の園児数が減少傾向にある現実を知り、昔とは違い、働く母親が増
え、幼稚園の需要がなくなっているんだと思います。そのため、保育園や認定
こども園の運営や教育の充実のために税金を使ってもらいたい。

女性/20歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/茂呂地
区/5年未満

91 第一子は公立の幼稚園に通わせていました。のびのびとした教育で子供も楽し
く通っていました。園行事で親の出番が多すぎると多くの保護者から話しがあ
りました。園で行うアンケートも役員で回し読みしたりしているので、特定さ
れるのを嫌がり、本音を書けないとの声も多くありました。ＰＴＡ活動･･･どう
にかならないでしょうか。仕事をしていなければ「保育園」に入れず、仕方な
く幼稚園を選ぶと待っているのは過度なＰＴＡ活動です。毎日のように幼稚園
で作業し、仕事を探す時間もありませんでした。負の連鎖です。下の子がいる
方は有料の保育施設を利用したり、おんぶし続け昼食もとらずに「園行事」の
ための仕事をしています。公立であるがゆえの運命とは割り切れません。３年
保育に向けて動き出すのは大変嬉しく思いますが、この辺の事はどうしていく
のかと思っています。現実を見て下さる方がいる事を願います。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/宮郷地
区/10年以上20年未満
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92 私は育休、産休をいただいている時に一番感じた時は、子育て支援を利用しと
ても助かったのですが、他の保育園はいつどこで何時から子育て支援をやって
いるのか情報がとても欲しかったです。ある保育園では、毎週のようにやって
いたり、他の保育園では月に１回で初に行かないと分からなかったりもするの
で、もう少し情報が入りやすかったりすると、いろいろな場所に参加できたか
なと思いました。子供を保育園に預けていてとても安心して預けられますが、
私だけなのかもしれませんが、色々な保育の教育方針があり、自分の子が、ど
の保育園に合っているのか分からず入れてしまい、もし合わなかったらどうし
ようという不安もありました。保育園が今のところ合っているのが良かったの
ですが、合っていなかったらまた面接をして、という時間を取ることが難し
かったりもするので、体験などもできたら良いなと思いました。仕事をしてい
る身ですが、子供が入院をしていても仕事に出勤せざるをえませんでした。一
応祖父母に頼りましたが、せめて入院した次の日だけでも病院にいてあげられ
たらなと後悔しています。市の方に言ってもご迷惑だと思いますが、できれば
女性が働きやすく、子育てをしやすい環境がもっと増えたり、情報が入りやす
かったりとして欲しいと思いました。ご迷惑だと思いますが、これが私の現状
であり、少しでも参考になればと思い書かせて頂きました。

女性/20歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/宮郷地区/10年
以上20年未満

93 基本的には遊びを中心にのびのびとした教育が好ましいと考えます。その中で
社会性や協調性が育つのが理想と考えます。また特に保育園の低年齢の子ども
には、健康と安全に気を配り、親が安心して預けられるよう、園とコミュニ
ケーションの必要性が求められると思います。１ページ目の保育料の値上げに
ついてですが、第４階層以上での上がり方が急すぎるように感じます。所得が
あるからということでしょうが、急すぎるので不公平感は感じます。職員の給
与改善も言われている中、子ども数も減少し、運営は大変になると思います
が、市の努力により、より園側も親側も快適になるようにお願いします。

男性/40歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/名和地区/5年
以上10年未満

94 幼稚園と保育園で就学前教育に差が出ないようにして頂きたいです。 女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/三郷地区/5年
以上10年未満

95 私が幼稚園に通っていて３年保育だったので、２年保育だった事にとても驚き
ました。幼児教育、とても大切だと思います。親子共々、魅力に感じる教育を
取り入れて頑張ってもらいたいです（公立幼稚園）。親はとても気にします
が、子どもにとって園の施設、設備は関係ないと思います。「会いたい」「大
好き」と思える保育士がいてくれる事が一番だと私は思います。そのために
は、保育士が笑顔で「仕事楽しい」と思える環境が大切ですよね。保育士の入
れ替わりが激しい園は良い園だと思えません。１年間で何人もやめてしまう
園、市が少し気にかけてもらいたいです。かわいい子供たちのためによろしく
お願いします。

女性/30歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/境地区/10年
以上20年未満

96 転勤で２年ほど前に引っ越してきましたが、自分の車を持っておらず、２台目
を購入することも厳しいので、近所の園に預けたいと思っています（バスだと
緊急時のお迎えが不便なため）。ですが、近辺の保育園等は空きがないので、
預けて働くことができない状態です。保育料の高さもネックです。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/茂呂地
区/5年以上10年未満

97 現在保育園に通わせていて、とても満足していましたが、第２子出産のため、
遠方の実家に帰省をせざるを得なかったのですが、１ヶ月間丸々通園できない
ということで退園しなくてはならなくなった。申し込みもできないので結局育
休中は２人の子供を自宅でみることとなったが、できたら通園をさせてあげた
かったので、休園という体制があれば助かったと思います。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/豊受地区/5年
以上10年未満

98 私は産後２ヶ月から職場復帰しました。仕事が始まるのが分かっていて、何度
も市役所に保育園の相談に行きましたが、年度の途中だったこともあり、入園
は不可能かもと言われてしまいました。結果、やっと今の所に入園できて、無
事に仕事も出来ましたが周りにはちゃんと勤務していないとか、勤務時間もウ
ソを書いてあったり、人脈を使って希望する保育園に入園できている人達がい
ます。本当に必要な人がなかなか入れず、困っているのはおかしいと思いま
す。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/宮郷地区/10年
以上20年未満
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99 長男（３歳）は現在、隣の地区の私立幼稚園に通っています。住んでいる地区
には私立幼稚園が無く、公立幼稚園だと２年保育（２年保育には不安があるの
と、仕事をしなければいけない現状があった）なので、学区外の私立幼稚園に
通わざるをえなかった。公立幼稚園が３年保育や認定こども園なら小学校に入
学した時のことも考えて学区内にある公立幼稚園に入園させたい。保育園は待
機児童になってしまい仕事を一度辞めるしかなくなってしまった。３世帯同居
ではあるが、祖母は病気があり負担をかけられない。住んでいる地区の保育園
に入るか、困難ならば幼稚園の運営をもっと改善して欲しい。私立幼稚園を作
るとか、公立幼稚園を認定こども園にするなど。小学校へ入学することが決
まっているので、できれば学区内の幼稚園、保育園に通わせたい。

女性/30歳代/３世代世
帯/主婦･主夫/赤堀地
区/5年未満

100 安心して働くことができるように、子どもを預ける施設の確保をこの先お願い
したいです。保育園に預ける時に、定員がいっぱいで苦労したことがあり、ま
たそのような経験をしている方々をみたことがある一方、なぜがすぐ入園でき
る方がいたりと、入園時の大変さに不公平感があります。保育園の施設の確
保、職員の方々の充実があれば、このようなことが起こらないと思いますの
で、大変かと存じますが、未来に向けて就学前教育が公平に受けられますよ
う、充実をお願いしたいと思います。

女性/30歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/境地区/10年
以上20年未満

101 ５歳の上の子がいます。経済的に考え公立幼稚園へ通わせたかったのですが、
２年保育という事であきらめ私立幼稚園へ通わせています。結果的には３歳児
から幼稚園に通わせた方が友達との関わりや社会性も身に付き、とても楽しく
通っているので良かったです。４歳からだと少し遅いかなと感じます。公立幼
稚園の３年保育には賛成です。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/殖蓮地
区/10年以上20年未満

102 現在子供が２人（上３才、下１才）います。保育園に入れようかと思い、私は
パートを土日（平日は預けられるあてがないため）と働いています。職場の現
状としては人手が足らず少ない人数で何とか回していますが、「平日も･･･」と
良く言われています。実際、保育園に預けようと支所に書類を提出したもの
の、当該地区では子どもの年齢のクラスはどこも満員で入れないと返ってきま
した。現在も申請をしていますが、入れません。一時預かりをと思い電話して
みるも、「定期的に通わせたいというご家庭があるため出来ません」という結
果です。もう何のために働きに出ているのか分かりません。何のための一時保
育なのでしょうか。どうしたら良いのか分かりません。「保育園申請に」と思
い就業時間を増やすにも増やせないことに悲しくなります。保育園をあずま地
区に増やして下さい！！今を改善して下さい。本当に困っています！！どうか
よろしくお願い致します。

女性/20歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/東地区
/10年以上20年未満

103 現在通っている保育園は、希望していた保育園ではなく家から少し遠いので、
転園させたいと思ったのですが、転園するのに一度退所手続きをしてからでな
いとダメと知り、もし万一また希望の保育園に入れなかった場合、共働きのた
め子供を見る人がいないので、そのリスクがネックで不満を抱えつつ、通わざ
るを得ない状況です。退所しなくても空きができたら移れるようにするなど、
もう少し対応を考えて欲しいです。

女性/30歳代/３世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/三郷地区/10年
以上20年未満

104 定年になった方が保育をしても良いと思います。昔の遊びや色々な経験を教え
てもらえるし、子供たちもおじいちゃん、おばあちゃんが好きだからなじむと
思います。

男性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/殖蓮地区/10年
以上20年未満

105 初めての子を持つ親です。今まで保育園や幼稚園のことについて深く考える機
会が無く、知識不足で恥ずかしいですが、テレビで見かける悲しいニュースが
とても残念です。このような状況がおきないよう整備などその都度しっかりし
ていただけるとありがたいです。子供を預け仕事をしなくてはならないので、
子供と離れることに不安、心配があります。伊勢崎市の保育園、幼稚園が、少
しでも信頼でき安心できると心強いです。

女性/20歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/東地区/5年以
上10年未満
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106 就学前の幼児教育は、より充実させていくべきだと考えます。個人的には１才
児から義務教育で良いのではないかと思っています。両親ともフルタイムで働
いており、育休をほとんどとらなかったので、０才児から保育園を利用してい
ます。そのような状況だと、３才からしか利用できない幼稚園は、全く選択の
対象外、眼中にありません。保育園から幼稚園への転園も可能性としてゼロで
す（仕事をしながら新しい園の下調べや入園準備･･･あり得ません）。今後、女
性の社会進出が推進されるとなれば、この傾向は続くのではないかと思いま
す。また、専業主婦の方も、四六時中子供の世話をするのは大変で、許される
のであれば、１才児くらいから保育園を利用したいのが本音でしょう。そし
て、昨年度の新制度導入以降、伊勢崎市でも未就業の方の多くが保育園を利用
できるようになったようです（そのお陰で１才児クラスが激戦になり、我が家
でも家から遠く離れた保育園しか利用できませんでした）。教育委員会の管轄
でないことを重々承知した上で、幼稚園より保育園の充実を切にお願いしま
す。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/豊受地区/10年
以上20年未満

107 幼稚園で３年保育なり、プレスクールで安く入れる所があれば、保育園に入れ
なくてもいい人が増えるんじゃないかと思います。あと兄弟が同時在園じゃな
いと保育料が半額にならないという理由がよく理解できません。お金がかかる
のはいつでも変わらないのに。

女性/30歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/赤堀地区/5
年未満

108 保育園に入れようと思っても、パートの収入だとちょっと大変だし、風邪をよ
く引くと聞くので、結局仕事を休む日が増えると収入が減るし･･･と考えて、親
に見てもらっています。もっと安いといいですね。保育士さんのお給料が減っ
てしまうのは良くないですけど。

女性/30歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/東地区/5年
以上10年未満

109 熱や下痢等ですぐに帰されてしまって困る（集団生活だからと言われると何も
言えない）。少しは大目に見て欲しい。日曜や祝日も仕事の場合もあり、祖父
母が見てくれるから今は良いが、見てもらえなくなったら仕事に差し支えてし
まう。病気の時や日曜・祝日も預かってもらえる場所を作って欲しい。

女性/40歳代/２世代世
帯/農業・自営業/南地
区/10年以上20年未満

110 現在、療育に通う長男（４歳）と１歳の次男がいます。長男は満３歳で私立幼
稚園へ通っていましたが、言葉が遅い、落ち着きがないとのことで、年少へ上
がることを拒否。保健師さんと話をして、療育へ通っています。正直、公立幼
稚園が３年ならば通わせたいです。のびのびと元気に遊ぶ姿を良く見ているの
で、とても良いと思います。２年保育だとそこまで家で子育てをしているのに
限界があります。元気の良い子まだまだ小さい子を一日中家で見ていると、体
力、精神力的にもダメになり、子供に手を上げてしまいそうになります。私は
そんな感じだったので、私立幼稚園へ入れました。子供を殺さないために。も
う少し発達障害の子が過ごしやすい、そして家族が笑っていける環境を作って
ほしいです。先生方がもう少し発達障害の勉強をして欲しいと思います。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/三郷地
区/5年以上10年未満

111 もっと簡単に入園できるようにして、母親が働きやすい状態にして欲しい。英
語に触れる機会をたくさん設けて欲しい。保育料の値上げが高すぎる。子育て
世帯に全く優しくない。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/茂呂地
区/5年未満

112 境地区の園も早く認定こども園にしてもらえたら良いなと思います。働く母親
にとって助かるなと思います。

女性/20歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/境地区
/10年以上20年未満

113 平成２９年度から３年保育が始まればよいと思った。平成２９年度から始まれ
ば自分の子供を通わせたかった。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/宮郷地
区/10年以上20年未満

114 ３年保育は必要だと思います。週３回程度で良いので決まったお友達と会える
場所があると嬉しいです。近所に同じ年頃の子供が全然いないので。

女性/30歳代/２世代世
帯/農業・自営業/赤堀
地区/10年以上20年未
満
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115 月額保育料をもっと定額にするべき。保育士の数を増やすよう、保育士の給料
を上げるべき。

女性/30歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/三郷地区/10
年以上20年未満

116 週１～２日のパート勤務をする場合、保育園の一時保育を利用する他に選択肢
がないので困っています。一時保育だと、園の都合でお願いできない期間（年
度末や年度はじめ）があったり、価格が割高になったりします。また、保育の
時間も制限されます。結局フルタイムで働くか、全く働かないかの２択を迫ら
れているようです。仕事と育児の両立を支援していただくには、無理のない
パート勤務が可能な環境を整備していただきたいです。保育士、看護師などの
有資格者ができる時間だけでも働きに出られるようにすることで、少しは人手
不足も解消できると思います。我が家は長男を来年度から保育園に入園させた
いと思っていましたが、下の子を妊娠したため、週３回以上の勤務に戻ること
が難しいので、私立の幼稚園に行かざるをえません。せっかく一時保育で保育
園に慣れたのに、残念です。

女性/30歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/三郷地区/10
年以上20年未満

117 宮郷地区に住んでいますが、保育園は多いと思いますが幼稚園が少なく、上の
子は前橋の幼稚園に通わせました。公立幼稚園が３年だったら、市内の幼稚園
に通わせたと思います。私立幼稚園も無宗教のところが近くになかったりで、
下の子も前橋の幼稚園に通わせる予定です。

女性/40歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/宮郷地
区/10年以上20年未満

118 個人的にはかなり厳しい状況と言わざるを得ません。現在の制度が公立の幼稚
園は２年制ということで、我が家の３歳の長男は保育園に通わせていますが、
やはり金銭面を考えると、公立幼稚園に通わせたいと考えています。私は次男
の出産後に産後育児うつ等の症状が重く、助けてくれる実家も東京と主人が九
州、更に免許がないため非常に不便です。そのため、次男の時は重い育児ノイ
ローゼにかかり、児童相談所を通して乳児園に預かっていただいた時期もあり
ました。現在はだいぶ落ち着きましたが、政府の「少子化対策」という言葉も
正直あてにならないという思いです。とてもじゃありませんが３人目なんて余
裕はありませんし、他の方からもそういった意見を耳にします。根本的（※こ
れは教育委員会の担当ではないのでしょうが）都市部から引っ越してきた人間
には非常に不便です。色々と書かせて頂きましたが、少しでも視野に入れて頂
けますと幸いです。長文、悪筆大変申し訳ありません。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/茂呂地
区/5年以上10年未満

119 あからさまに見ても分かるとおり、今の保護者のニーズはほとんど保育園であ
ると思います。待機、予約児童を解消することが、どんなに保護者にとってあ
りがたいことがもう少し考えて下さい。早急に幼稚園の今後を考え直すべきだ
と思います。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/名和地区/5年
以上10年未満

120 幼稚園について現状を理解していない（自分自身）。共働きの家庭が増えてい
て、政府もそれを推し進めている中で幼稚園のあり方は変えていかなければ当
然園児数は減ると思います。

男性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/三郷地区/5年
以上10年未満

121 二次募集に申し込んだり、まだまだ園児数が減少傾向にあるのが実感できてい
ません。（入園しずらさを感じているため）

女性/30歳代/３世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/殖蓮地区/5
年以上10年未満

122 保育園の待機児童の減少を期待します。 女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/名和地区/5年
未満

123 少子化といわれている中、実際は待機児童が多く存在するという事実が考えら
れない。物価も上がり生活は大変になる一方、働きたいのに働けない。預ける
所がないため、働くのをあきらめざるを得ない。預ける所が決まらないと就職
面接を受けられない。しかし、働く所が決まらないと預かる所が決まらない。
こんな悪循環があるのでは、いつまでたっても働けない。何のための幼稚園、
保育園なんだか。昔から変わらないこのシステムにうんざりです。幼稚園、保
育園も義務教育化すべきだと思います。多くの人が思っていると思う。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/宮郷地
区/5年以上10年未満
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№ 自由意見
性別/年齢/家族構成/
職業/地区/居住年数

124 ３才になって幼稚園に通わせたいと思う親は多くいると思いますが、公立はな
ぜ４才からなのでしょう？また求職中でも保育園に入れられる環境を作ってほ
しいです。これから保活をしていく上でとても不安です。伊勢崎市は何かと大
変とよく聞きますので、どうかよろしくお願い致します。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/三郷地
区/5年以上10年未満

125 今年４月から長男が宮郷幼稚園に通っています。良い先生ばかりだし、子供の
ことをしっかり見てくれる良い幼稚園だと思います。でもこのまま平成３０年
度からこども園と同じ料金になっても降園時刻が１４時のままで２年保育だと
入園する園児はいなくなると思います。認定こども園は、１５時から１５時３
０分に迎えに行けばいいいと、そこに通わせている友達に聞きました。保育料
が同じになるなら、保育時間も同じにならないと不平等だと思います。長男の
一つ下の学年の次男は、長男と同じ宮郷幼稚園に通わせようと思っているけ
ど、０才児の長女は公立幼稚園に入れるかどうかはまだ迷っています。理由
は、第３子は保育料無料になるし、公立幼稚園はＰＴＡが出る行事が多いから
です。長女が入園したら働きたいと思っているので、ＰＴＡ行事が少ない所を
希望しています。公立幼稚園の保育は悪くないと思うけど、時代のニーズに合
わせてこども園に移行した方がいいと私は思います。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/宮郷地
区/5年未満

126 働きたいけど、どの幼稚園、保育園にしたら良いのか市内のことがまだ全然分
からないので、子供が産まれた家には、市内全部かもしくは家の近くの所の案
内などが送られてくると助かるなと思います。小さな子がいるとなかなか役所
に行って話を聞くことは大変です。子供を連れて行くと頭の中に残らないし、
気になって落ち着いて話が聞けないと思います。

女性/30歳代/３世代世
帯/主婦･主夫/三郷地
区/5年以上10年未満

127 このようなアンケートの趣旨が良くわかりません。行政の方で決めていくこと
を市民の意見を取り入れていこうというのは、行政の怠慢なのではないでしょ
うか。アンケートを作るにも集計するにも税金がかかるのに、このようなこと
に使ってほしくありません。３年保育にするならするで良いのにと思います。
頭の良い人たちで教育委員会をしているのだから、いろいろ考えて決めてほし
いです。給料に見合った仕事をして下さい。

女性/20歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/境地区/5年以
上10年未満

128 まだ言葉も話せない０歳～１歳児。毎日沢山のことを体験していると思いま
す。遊びの中で起こったトラブル（叩いた、噛んだ、ぶつかった、泣かせた
等）、昨年度はうちの子供も噛まれたりして帰って来ました。が、相手の名前
は教えてくれませんでした。こちらも、それで良かったのですが、今年から誰
が噛んだと相手の名前を公表するシステムにうちの保育園は変わったようで、
それにより両方の保護者の混乱を招いている気がします。一方で、相手を知り
たいという保護者がいるのは承知していますが。まだ喋れない月齢の子供どう
しの小さな出来事なら公表しても仕方ないのではないでしょうか？長々と申し
訳ありませんが、検討の方よろしくお願いいたします（私立保育園）。

女性/20歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/茂呂地区/5年
以上10年未満

129 求職中でも入りやすくして欲しいです。預け先が決まらないと仕事も決められ
ないです。公立、私立関係なく小学校の情報を保育園に下ろして欲しいです。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/茂呂地
区/5年未満

130 私の子供は発達障害の自閉症スペクラムと診断されています。今２才ですが、
１才の頃から保育園に通っていて、今年に入り診断されました。療育施設がと
ても少なく感じます。差別するわけではないですが、普通の子と一緒に保育園
で学んだほうがプラスになる子と、療育に行ったほうがプラスになる子がいる
と思います。これからもっと発達障害の診断が出る子は増えると思います。
もっと普通の保育園でも通えるようなシステムが作られたら、親も子供もプラ
スになるはずです。療育施設は預ける時間も短いので、シングルマザーの子供
は預けられないか、生活が厳しくなります。何か変わってくれることを祈って
います。

女性/30歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/北地区/10年
以上20年未満
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自由意見欄　（誤字等については原文のまま掲載）

№ 自由意見
性別/年齢/家族構成/
職業/地区/居住年数

131 主婦の家庭であっての事情は様々であるので、主婦＝保育園は入れない、とい
う事でなくなればいいと思う。認定こども園の制度はとてもいいと思う。この
ような体制であるために、妊娠後期の私は保育園や幼稚園をたくさん回らなけ
ればならなかった。子供をいざ入園させていと思って初めて、このような体制
である事を知り、制度が分かりにくかった。市役所などに、もっと簡単にわか
りやすい資料などを作り置いてくれたらなと思った。（子育てをしていると
ゆっくり資料を見る時間がなかなかできないので、よりわかりやすいものが
あったらいいなと思いました）

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/三郷地
区/5年未満

132 園側からの子供に対する記載（一日何をした）とかは書いてあるが、もっと細
かい記載があっても良いのではないかと思います。一日預かっていただいてい
ますが、その間は見れていないので、一日何をしてどうであったのか、時系列
で月に１～３日ほどあってもいいのではと思います。

男性/20歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/東地区/5年以
上10年未満

133 少しの熱などで早退だったり、その日は保育園に通えなかったりすると、仕事
を休まなくてはならなくなる。子供は大切だけれど、仕事での立場が悪くな
り、仕事しにくくなる。そうやって仕事を辞めていくしかなくなる人達が結構
周りにいるので、子供を預かる体制をもっと作って欲しい。健康な時だけでな
く「仕事のときは預けることが出来る」という保育体制にしてくれないと社会
進出できない。残業も出来たらしたくなく、１９時までに迎えに行きたいが無
理なこともあると思う。みんなの家が夫だったり子供の祖父母が助けてくれる
訳でもないし、そういう点も考えて欲しい。そういうことを考えると、子供は
もうこれ以上生みたくないと思えてしまう。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/東地区/5年未
満

134 仕事に復帰することを考えています。現状は伊勢崎市に住んでいますが、太田
市へ移動する予定です（実家に近くなるため）。保育園に入れる予定ですが、
夕食まで出してくれるような保育園が普通であれば、伊勢崎市に住み続けられ
ました。保育士が女性が多い等からかと思いますが、長く見てくれる環境が欲
しいです。幼稚園と保育園共に同じような教育、これからの将来を考え、英語
などの教育、音楽や小学校で行う勉強など、行えれば良いのではないでしょう
か。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/豊受地区/5年
未満

135 伊勢崎市の公立２年保育は短いと思っていました。 女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/宮郷地
区/5年未満

136 働いている母親の子どもが行く所が保育園という認識。保育園では役員とかも
あるらしく、会議が平日の昼間だと聞いた。働いているのにどうして行ける
の？私の会社は完全週休２日ではない。土日曜日も出勤の日があるのだが、土
曜日に預かってもらうには、その都度、証明書が必要だと言われた。そんなの
面倒くさいし、全員が土日休みの職場ではないということを理解すべき。お迎
えの時間が４時くらいと言われた。フルタイムで働いているのに、どうしてそ
の時間にお迎えに行けるの？矛盾だらけだよね。決定通知が来るのが入園予定
の１週間前だと聞いた。遅くない？働くのは決まっているのだから、１週間前
にダメだと言われたらどうすればいいの？

女性/40歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/赤堀地区/5年
未満

137 可能であれば幼稚園で就学前教育を受けさせてやりたい考えもありますが、降
園時間が早いため、現実的には不可能です。保育園に通わせていますが、先生
方みな熱心で、朝から暗くなるまで面倒を見てくれ本当にありがたいと思って
います。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/名和地区/10年
以上20年未満

138 赤堀地区に住んでいますが、公立幼稚園は一つしかありません。それも４才に
なる年からでないと入れないので。２年保育なので３年保育にしたらもっと園
児数は増えると思います。正直、不便です。私の周りのママ達は言っていま
す。公立幼稚園ももっと増えると良いですし、小さい年齢から預かってもらえ
るとありがたいと思います。保育園に入るのも難しい状況です。これだともっ
と減少しちゃうと思います。

女性/30歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/赤堀地区/10
年以上20年未満

139 幼稚園の３年保育はとてもいいと思います。保育園のように延長保育、夏休み
の問題がなくなれば、保育園の待機児童の問題も少しはなくなるのではないで
しょうか。働いている親にとって幼稚園に入れるというのは難しく、どうして
も保育園の選択肢しかありません。

女性/30歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/赤堀地区/10
年以上20年未満
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自由意見欄　（誤字等については原文のまま掲載）

№ 自由意見
性別/年齢/家族構成/
職業/地区/居住年数

140 保育施設で働いていて思うことがあるのですが、伊勢崎は外国籍の子どもがと
ても多いように感じます。特に日本語の分からない保護者や子どもが多いで
す。差別をすることはないのですが、やはり日本語を知らないという面で、保
育士の負担が多いです。年度によっては外国籍の子の方が多いのではないかと
感じるときがあります。入園を希望する時点で日本語力を少し調べていただく
ことは出来ないのでしょうか？また、日本語を知らない（分からない）方が
入って日本語を覚えながら保育をしてもらえる施設を作るのはどうでしょう
か。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/殖蓮地区/5年
以上10年未満

141 今の公立幼稚園は２年保育と短いため考えておらず、３年保育である幼稚園を
選んでいる。しかし、私立幼稚園はお金がかかるイメージがあり、公立幼稚園
が３年保育になってくれたら保護者の負担も軽くなり助かると思う。長男の今
年で５歳の子が自宅から近い私立幼稚園に通っているが、唯一の認定こども園
ということもあり、そこの幼稚園にしている。兄弟達も同じ園に通わせるつも
りだが、今通っている園が何年後かに移転する計画があるので、兄弟がいつま
で通えるかという不安はある。周辺に認定こども園が増えてくれるか、公立幼
稚園が３年保育になれば、就労にかかわらず園の選択肢が出来るのでありがた
いと思う。

女性/20歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/名和地
区/5年未満

142 保育園が終わった後に希望者にはピアノを教えてくれるところがあると聞いた
ので、そのような活動が他の保育園にもあればいいと思う。

女性/20歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/境地区/5年未
満

143 現在、通園をしている保育園では職員一人一人の考えや対応の違いを感じるの
で、統一して欲しいと思うことがあります。また、相談をしにくい雰囲気もあ
ります。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/赤堀地区/10年
以上20年未満

144 一人目の子供の親に、様々な幼稚園、保育園の特徴が学べる機会があると助か
ると思います。働きたい親にとっても安心して子どもを預けられる環境がある
とありがたいと感じます。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/境地区
/5年以上10年未満

145 母親自身が未就労のため、子供は幼稚園に通わせるようになるだろうと思って
いますが、自宅に近い東地区では幼稚園が公立と私立の２園しかなく、３才か
ら通わせたいと思った場合、私立幼稚園しか選択肢がありません。私立幼稚園
と公立幼稚園でどのくらい料金が違うのかなど詳しく分かる手段も良くわから
ず、また漠然と私立は高いのであろうと思い公立幼稚園に通わせたいと思って
いました。なので、アンケートにあった公立幼稚園の３年保育は賛成なのです
が、保育料の値上がりなど現状の状態の維持が難しい状態であることがわかり
ましたが、もし行きたいと思っていた園の運営形態などが変わってしまうのも
困惑します。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/東地区
/10年以上20年未満

146 公立幼稚園の料金が高くなっているので、それに伴った教育をして欲しいと思
います。英語レッスンや体操教室など、認定こども園でもやっている事などを
取り入れて欲しいです。

女性/20歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/東地区
/5年以上10年未満

147 現在４才と１才の子供がおり、５月から保育園の入園の申請をしていますが、
なかなか入園できません。６月から仕事が決まりましたが、保育園に入れな
かったので一時保育等の利用で７月からの申請までどうにかするつもりです。
仕事が決まらなければ、保育園に入ることが出来ないのもわかりますが、保育
園に入れなければ仕事をすることができないのも現状です。公立の幼稚園も考
えましたが、夏休み等の長期休暇中も預かってもらえなければ、仕事をするの
は難しいです。もう少し、子供を預けやすい環境になると助かります。

女性/30歳代/３世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/赤堀地区/5
年以上10年未満

148 早く３年保育にして欲しい。 男性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/赤堀地区/5年
以上10年未満
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149 現在保育園に通っています（産前産後、５月末まで）。６月より仕事が決ま
り、６月以降の保育園の申込みをしましたが、不承諾通知が届きました。６月
から仕事ができなくなりました。仕事をしようとしても子供を保育園に入れら
れなかったため、またゼロからスタート。子供の保育が決まっていないと仕事
を探すのも大変です。仕事が決まっても保育が決まらないと仕事ができませ
ん。

女性/20歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/赤堀地
区/5年以上10年未満

150 私は伊勢崎市外から引っ越してきたのですが、幼稚園は公立、私立共に３年保
育が普通だと思っていたので、伊勢崎市の公立幼稚園が２年保育だと始めて
知ったときは驚きました。伊勢崎市は人口も多く、子育てもしやすいと思うの
で、少ない園は合併したりして子供の定員を増やすなどしてより良い保育環境
の園をつくり、子ども達のために頑張ってもらいたいと思います。公立幼稚園
で園児数が減少しているのであれば、早い段階で統合や民間に委託など考える
べき。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/茂呂地
区/10年以上20年未満

151 公立幼稚園でのＰＴＡ活動について保護者の負担が大きいと感じています。役
員はもちろん、下に子供がいても多くのＰＴＡ活動に参加しなければならず大
変です。保育料が上がるのであれば、先生方にももう少しお手伝いしていただ
けるとありがたいです。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/宮郷地
区/10年以上20年未満

152 働きながら子育てをする母親が増えていると聞きます。公立幼稚園でも保育園
機能を取り入れて、働きやすい環境を作って欲しいと思います。

女性/40歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/赤堀地区/5年
以上10年未満

153 仕事をしていると幼稚園は選択肢に入りません。保育園は仕事をしていないと
入園できないので、仕事を始めようとするときには就職の面接では「お子さん
はどうするのか？」と尋ねられ、市役所では「職を決めてきてください」と言
われる状況があります。近くに頼れる親族などがいない場合、どうにも身動き
が取れません。全て認定こども園にして希望があれば入園できるようにしてい
ただきたい。自宅で見たい人は自宅保育、預けたい人は保育料を払って預ける
というのは無理なんでしょうか。働いていないと保育園を退所させられてしま
うのでは、産休育休が取れないパートタイムの人は２人目、３人目を持ちにく
いと思います。妊娠中、出産後は体調も変化しますし、活発な上の子を預かっ
て頂き、のびのび遊ばせていただけたら、孤独な育児中の人も助かると思いま
す。

女性/30歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/茂呂地区/10
年以上20年未満

154 市外に通っても支援してもらいたい。 男性/40歳代/２世代世
帯/農業・自営業/豊受
地区/10年以上20年未
満

155 市外から越してきて３年ほど経ちます。子供も就園を考える年齢になり、初め
は公立の幼稚園かなと考えましたが、私の仕事復帰の時期や伊勢崎市が２年保
育だということを照らし合わせると難しいことだと気づきました。伊勢崎市以
外に住んでいる友達の子供は３年保育の公立幼稚園に通っているなどの話を聞
くと、正直「いいな」と感じていました。そのため、公立幼稚園の３年保育は
是非伊勢崎でも実施して欲しいです。就園前の子供を児童館等に連れて行くの
ですが、宮郷地区の児童館情報（幼児向けの読み聞かせや行事イベントがある
など）がほとんど入ってこず、いつも赤堀地区の方の児童館まで出かけていき
ます。保育園などの子育て支援は近場であるのですが、曜日が決まっていた
り、事前電話が必要だったりするので、行きたい時にいつでも遊びに行ける児
童館が近場にあるといいなといつも感じています。それぞれの地区に偏りがな
く、未就園児と保護者が気軽に集まれる場所があるとありがたいです。

女性/30歳代/３世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/宮郷地区/10年
以上20年未満

156 現在長女が公立幼稚園に通っています。３歳児頃に色々な方に言われた言葉
で、まだ胸に引っかかっているのは「こんなに大きいのに保育園や幼稚園に入
れてあげないのは子供がかわいそう」というものでした。働きたくても働き口
がない現状。保育料の値上げ。色々なことが重なり、嫌な思いもしました。伊
勢崎市だけ２年保育だとおかしいと思います。ぜひとも早急に３年保育に変更
していただきたく思います。

女性/20歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/北地区
/10年以上20年未満
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自由意見欄　（誤字等については原文のまま掲載）

№ 自由意見
性別/年齢/家族構成/
職業/地区/居住年数

157 出産（通院、入院）の際、上の子（３才）の一時保育をお願いしたところ（数
箇所の保育園）全て事情も聞かず拒否。それを役所に相談するも、保育園と連
携とれていないのか、拒否られた保育園を紹介されあきれました。頼れる身内
が（親の入院、遠方などにより）いない状況でのこの対応。結局、市外の夫の
勤務先市で一時保育をお願いしました。知人は主婦で仕事もせずに保育園に入
園させて昼遊び放題。本当に困っている人には冷たいしだと実感。その後も保
育園には入れず、私立に入りました。金銭に困っていたら、私立にも入れず
だったでしょう。それも少ない預金で出しました。伊勢崎は子育てしにくい市
だと思います。夫の勤務先が今は伊勢崎なので、渋々いますが。公立幼稚園に
しろ保育園にしろ、まず本当に困っている人の子育てに目を向けていただきた
いです。こんな所に書くことではないかもしれませんが、子育てする親として
この不利な状況どうしても書きたくなりました。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/殖蓮地
区/5年以上10年未満

158 宮郷地区は保育園が少ないと思います。いつ聞いてもいっぱいという答えしか
きけません。もう少し増やせませんか？

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/宮郷地
区/5年以上10年未満

159 共働きが増える中、小さな月齢から保育園へ預けられることはありがたい。保
育士の充実を備え、安心して預けられる保育園へとなると良いです。

女性/20歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/殖蓮地区/10年
以上20年未満

160 仕事をしていないと保育園に入れられない。保育園が決まっていないと仕事も
決まらない。卵が先かにわとりが先かという体制をどうにかして欲しいです。
認定こども園をもっと増やして欲しい。公立幼稚園も３才児から入園させて欲
しい。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/南地区
/5年未満

161 上の子も公立幼稚園が良かったが、２年保育のため断念した。２年だと４才ま
で家庭での保育になるため、子供も親もつらいため。ぜひ３年保育にしていた
だきたいです。また、保育園探しも「仕事が見つからないと入園できない」と
言われたが、保育園が決まらないのに雇ってもらえるわけがない。もう少し柔
軟に対応して頂きたい。

女性/30歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/茂呂地区/10
年以上20年未満

162 参観日などで普段の様子が知れるような工夫を全園で統一して欲しい（普段の
様子を見せる園と、親子参加型で普段とは違う事をする園がある）。保育士の
給料を増やすなどして、優遇すべきだと思う。良い人材確保、保育士離れ防
止、労働に対しての対価が低すぎると思う。安心して預けられるように改善す
べき。

女性/30歳代/３世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/名和地区/5
年以上10年未満

163 保育園に関する事を、３才未満の子供を持つ親にもっと分かりやすく説明し、
書類などを送って欲しい。子供を連れて行くのが大変なので、職員がもっと来
てくれるか説明をしてくれたらありがたい。

男性/30歳代/２世代世
帯/農業・自営業/茂呂
地区/5年未満

164 上の子が認定こども園に入所し、保育内容に満足していますが、やはり幼稚園
の考えなので、夏休みや職員の研修で休みになってしまいます。私は正社員で
働いているので、夏休み中に預けてもお金はかかりませんが、お友達が少ない
ので娘は少しつまらなそうです。下の子も来年、こども園に入所させたいと思
う気持ちと、今のまま保育園の方が働く親にとってもいいのか悩みます。認定
こども園が、もっと保育園要素が入ってくるといいと思います。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/宮郷地区/10年
以上20年未満

165 保育料が安いことがありがたく、上の子は公立幼稚園に通わせました。今後、
保育料が上がることを考えると、私立幼稚園や保育園でも良いのかなと考えて
います。小学校と同じ給食が幼稚園で食べられたことはとてもありがたかった
です。小学校へ行って戸惑いが少なくて済みました。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/東地区
/10年以上20年未満

166 仕事を探す→預け先が決まらないと･･･と言われる。預け先を探す→仕事が決ま
らないと･･･と言われる。まずはここをどうにかして欲しい（融通を利かせて欲
しい）。預け先を探す時、みながみな産休育休明けとは限らない。就学前の教
育、保育以前のことで頭を悩ます人も多いことをもっと知って欲しいです。

女性/40歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/宮郷地
区/5年未満
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自由意見欄　（誤字等については原文のまま掲載）

№ 自由意見
性別/年齢/家族構成/
職業/地区/居住年数

167 現在８ヶ月の子を育てています。育児休暇が１才までとれるため、育休取得中
です。１才になったら職場に併設されている託児所に預け、職場復帰します。
しかし、託児所も通常預かってもらえるのは３～４才までとのこと。その後は
保育園、幼稚園に預けなければなりません。友人も公立保育園に預けたかった
がダメで私立にした、育休を延長してもらったと話しており、保育園に預けら
れるのか不安があります。私が子供の頃は保育園から幼稚園、そして小学校へ
入学というパターンが多かった気がしますが、常勤で働いていると、幼稚園の
時間帯では送迎できません。パートになれば送迎は可能ですが、収入が減り、
ボーナスもカット、その中で保育料の値上げは厳しいと思います。小学校入学
前の準備段階として幼稚園は魅力的なのですが。まだ我が家の場合、職場に託
児所があるため助かります。しかし、それでも夜勤があったり、残業があった
り、３～４才以降はどうするのか、保育園には入れるのか、パートになるの
か、課題は山積みです。仕事と育児が両立できるのかも不安ですが、子育てし
やすい社会になることを願っています。長文、乱文失礼いたしました。

女性/20歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/三郷地区/5年
未満

168 伊勢崎市は子育てに関する取組みが全国的に見て非常に遅れていると思いま
す。幼稚園は、未満児から預かることも検討していくことも必要となってくる
のではないでしょうか。幼保が連携していくシステムをもっと早く進めていく
べきだと感じます。認定こども園も預けにくいと、ママ友の評判となっている
のはご存知でしょうか。子育てしにくい社会（市）だと思われているのだと思
います。また、各支援センターの取り組みを市のＨＰで一括で掲載してもらえ
ないでしょうか。未就園児にももっと目を向けられるような活動を期待してい
ます。

女性/20歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/名和地
区/5年未満

169 障害児の受け入れ体制がもっと整っていると良いと思います。 女性/40歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/赤堀地区/5年
以上10年未満

170 とび箱やマット運動などもっとして欲しい。ひらがな等も教えていただけると
嬉しい。

女性/20歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/殖蓮地
区/5年以上10年未満

171 回答した子供は下の娘ですが、上の娘は今公立の幼稚園に通っています。年少
のときは伊勢崎に３年保育がないので、大間々にある私立幼稚園に通わせてい
ました。私立保育園では、夏休みもお預かりやってくれて働いている私にとっ
てはとても助かりました。でも、公立幼稚園に変えてからは、夏休みはほぼ預
かってくれず、お預かりの時間も午後５時までなので、働きにくいと思ってい
るのが現状です。幼稚園の園児数が減少しているのは、共働きで働く方が増
え、４、５歳になって公立幼稚園に転園してもいいかなと思っても、なかなか
夏休みのことや年末年始のことを考えるとできないと思います。もう少しパー
トの方が預けやすい状況をつくれば、保育園から幼稚園に移す方も増えるので
はないでしょうか。伊勢崎には３年保育ないのも、とても残念です。

女性/30歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/赤堀地区/5
年未満

172 現在も保育士の給料の低さについてメディアで騒がれています。やはり、保育
士の質が下がっている事が身近に感じます。挨拶や保護者とのコミュニケー
ションの取り方等。やはり子供と接する大切な教育者だと思いますので、給与
面の確保、そして質の高い保育士の雇用をすることで、子ども達の貴重な乳幼
児期の手厚い保育につなげて欲しいと親は願うばかりです。行政から変わらな
いと幼稚園も保育園も変わらないと思いますので、よろしくお願い致します。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/殖蓮地区/5年
未満

173 共働きの家庭でも公立の幼稚園に入れるような制度にして欲しい。例えば、共
働きでも週２～３日のパートであったりと毎日仕事しない場合にも対応できる
幼稚園（保育園は入園できないし、幼稚園では仕事ができない）。預かり延長
保育の充実（夕方６～７時までみてくれる）や夏休みも１日みてもらえる日を
数日作るなど。市役所や支所によって、言っている事が違うときがあった。そ
して保育園に入れなかった事もあり、大変な思いをしたので、正確な情報を
しっかり伝えて欲しい。いつ頃、どのように行動すればよいのか分からないの
で、入園に関しての情報を分かりやすくして欲しい。時に第一子の時はアパー
トで広報も届かず、何をどこに聞けばいいのか分からず困った。健診など必ず
参加するような場で情報提供があるとよかったと思う。

女性/30歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/赤堀地区/5
年未満

21



自由意見欄　（誤字等については原文のまま掲載）
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174 ０～３才児が通う保育園の教員の給料のアップ、教育、育生、これはすぐに実
施すべき事かと思います。幼少期の過ごし方はやはり大人になっても影響を受
けるもののようです。自分と他人を認められる人間が育つように（幼稚園教員
は給料についてはいいと聞くので）。一人親、生活弱者などの子ども達が悪質
な環境で育つことのないように（いづれ本人や他人を巻き込んで、負のスパイ
ラルに飲み込まれてしまう）。親を責めないやり方（子供を守るために）で、
市で守ってあげて欲しい。今までのやり方では守れていないのでは？新しいや
り方を。今も子ども達はみんな昔より余裕の無い世界でぎゅうぎゅうに囲まれ
ながら生きています。遊ぶことをしなければ、自分で考えて動くことのできる
人間はできないと思います。遊ぶ事をもっとできるようにしてあげて欲しいで
す。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/茂呂地
区/5年以上10年未満

175 希望の園に入園できず、残念でした。不安の中、子供を預け、仕事に行ってい
ますが、先生方の対応もあまりよくなく、不信に感じたり心配になることがよ
くあります。保育園や幼稚園には、子供のことや育児のことを気軽に相談でき
たり、安心してお願いできる場所であって欲しいなと思っています。

女性/30歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/茂呂地区/5
年以上10年未満

176 両親共働き家族でなくても、保育園を利用できる制度にして欲しい。理由とし
ては、子育てを夫婦２人のみで行うことが大変だからです。我が家は、夫婦、
子供３人（４才、１才、０才）です。夫は２４時間交代勤務、私は３人目の妊
娠に伴い退職し、現在無職。現在産前産後の期間保育園に預けられる制度を利
用させていただいて、その時間に家事や休憩をして、子ども達が保育園や幼稚
園から帰宅するときには余裕をもって優しく迎えることができ助かっていま
す。土日で子ども達が家にいて夫が勤務の日は、ほぼ家事は出来ず、歩きなが
ら授乳している程です。子育ては想像した以上に、体力、精神力が必要でし
た。保育園は母親も仕事をしていなければ預けられないが、子育てが大変だと
感じたときに、自分達の両親を頼る以外に、お金を払い保育園に預けられると
いう選択が出来るといいと思います。よろしくお願いします。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/東地区
/5年以上10年未満

177 幼稚園などのパンフレットなどが自宅などに配られて欲しい。 女性/20歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/赤堀地
区/5年以上10年未満

178 幼稚園、保育園の垣根をなくしていただき、長時間保育、給食有と統一してい
ただきたい。公立幼稚園が人気がないのは短時間保育が一番の理由ではないで
しょうか。金額が安いのは良いですが、足らないところは税金で賄っていると
思います。サービスが良くなければ使用しません。あと低年齢の０～２才児の
保育です。それがないのが幼稚園のデメリットでもありますね。公立幼稚園が
なくなっても正直何も困らないかと。公務員の幼稚園教員がいなくなれば、そ
この税金も浮きます。私立保育園や私立幼稚園に、そのお金を助成金で差し上
げてほしいものです。

女性/30歳代/３世代世
帯/主婦･主夫/赤堀地
区/5年未満

179 保育料をもっと低くして欲しい。１人２万にして欲しい。 女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/東地区/5年以
上10年未満

180 祝日も保育園で保育していただけるようにして欲しい。 女性/20歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/東地区/10年以
上20年未満
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181 公立幼稚園は４才からしか入れないのがとても困る。下の子がいたりすると４
才まで預けられないのは大変。なので高いけど私立幼稚園に入れざるを得な
い。できるだけ幼稚園で出来たお友達と同じ小学校へ入れたいので途中から公
立幼稚園へ移るのはかわいそうだからしたくない。園児が減っているのは当
然。その上料金が私立幼稚園と同じになるんだったら、わざわざ公立幼稚園に
入れる意味全くない。今、料金の事で悩んで私立に入れようか公立に入れよう
か迷っているけれど、断然私立にする。ホームページの更新とかも公立は遅い
し、子育て支援も私立に比べてあまりよく分からない。知人が明和町にいるけ
れど、明和の子育て支援、幼稚園の環境はすばらしくてとてもうらやましかっ
た。千代田町の健診も２ヶ月に１度とかあってうらやましい。大きい市になる
と不便ばかり。税金は高いのに。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/境地区
/10年以上20年未満

182 公立保育園の職員の異動についてですが、２～３年周期にして欲しいです。短
いスパンで異動してしまうと子供が不安定になります。実際に保育園に行きた
くないと言う様になる子供が増えてしまっています。子供の事を考え、異動ス
パンを考えてみてください。

女性/20歳代/３世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/境地区/5年
未満

183 我が家には４才と１才の子供がおり、上の子が１才になった時点から保育園
（今年４月より、通っている園が認定こども園に移行）に通っています。両親
とも正規労働のため長時間かつ０才から預かってもらえる施設は必要不可欠で
す。昨今、不景気続きのため、本当は子どもが３才になるくらいまでは一緒に
いたいですが、仕事を辞めることはできませんので、預かってもらえてかつ幼
児教育まで実施してくれる認定こども園の存在はありがたいです。今後も安心
して子育てと仕事の両立ができるよう、このような施設の数を減らさないでく
ださい。「育休取得中は保育園を退園」ということになると、今後仕事を続け
られなくなるので、２人目以降の出産自体できなくなると思います。なので、
現在のように2人目以降の妊娠、出産における育児休業中であっても、上の子が
保育園を継続できる仕組みも変えないでください。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/東地区/5年以
上10年未満

184 今すぐ働きたいけど、一度仕事を辞めているので、再就活。現時点では無職だ
から０才児の空きはムリ？そもそもどうやって申し込み？今から動いても遅
い？公立？私立？民間？と周りに先輩ママがいないと不安なことだらけです。
一度市役所や近くの園に説明受けてみたけど解決せず、不安が減るような情報
得る機会があるといいです。園に問い合わせるのに市の管理する空き情報一覧
サイトあったらいいのになぁと思います。と子供がまだ小さいのであまりアン
ケート内容以前のことですみません。どうしらたいいのだろう、どう動いたら
いいのだろうと思いながら育児に追われ、なあなあと過ごしてしまい。でもⅣ-
４の件は無理して現状を維持するよりは時代に合わせて運営の負担を減らして
その分一人でも多くの方が助け合えればなと思います。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/豊受地
区/5年未満

185 保育方針や教育方針について、それぞれの幼稚園や保育園、一覧できるものが
欲しい。保育園料が高い。就園前の子供が気軽に集まれる場所が欲しい。成長
についてや子育てについてアドバイスをもらえる場所が欲しい。

女性/20歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/東地区/5年未
満

186 子供が１才で職場復帰だったので、無事に途中入園で保育園に入ることができ
良かったです。幸い、自宅近くには数園あり、事前に保育園見学を通して園の
特徴などを知ることができ、今通っている保育園に大満足しています。仕事
上、土日休みではないので、土日に預かり保育ができるところがあれば助かり
ます。職場の同僚も同じくらいの子供を持つ方が多く、高崎や前橋で保育園を
利用していますが、伊勢崎では延長保育がしにくい雰囲気があります。共働き
する上で、保育園利用は必須です。それでもなお祖父母の協力なしでは乗り切
れません。園の方針、教育内容等充実しているのに越したことはないですが、
それよりも安心して信頼できる方に長時間見てもらえるだけで本当にありがた
いです。保育士さんにとって、できるだけ長く勤められる職場環境を整えてい
ただけたらと思います。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/宮郷地区/10年
以上20年未満

23



自由意見欄　（誤字等については原文のまま掲載）

№ 自由意見
性別/年齢/家族構成/
職業/地区/居住年数

187 豊受幼稚園は私の母園であり、現在住んでいる自宅からも近く、入園を考えて
いた時期がありましたが、園児数が極端に少ないことと、３年保育が実施され
ていないことを受け、別の私立幼稚園の入園を検討することにしました。これ
で保育料の値上げが決まれば、ますます希望者は減少すると思います。施設自
体は園庭も広いし、のびのびとした教育方針にも魅力を感じるのにとても残念
です。公立幼稚園の統合を考え、園児が楽しんで園生活が送れるような状況に
なれば、これから生まれてくる第２子の入園時にはまた選択肢が広がるかもし
れません。

女性/20歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/豊受地
区/10年以上20年未満

188 現在保育園に通う娘のことを書きましたが、３才のお兄ちゃんもいて、兄妹と
も発達が遅れています。そういう発達の遅れを支援センターや児童相談所に毎
回相談に行きますが、その度に仕事を休むので、仕事が終わってお迎えの後に
専門の方に相談できる機会などあったらいいなと思います。

女性/20歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/宮郷地区/10
年以上20年未満

189 アンケートの対象は第２子なので、上の子と同じ幼稚園に通わせる予定です
が、第１子の時に幼稚園選びの重視した点は、３年保育であること（公立は一
番に選択肢から外れました）、給食があること、通園バスがあること、英語や
サッカー、体操などの習い事ができること。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/茂呂地
区/10年以上20年未満

190 幼稚園より保育園の方がニーズが多いのでは？小学校のことも考えて学区で保
育所を考えている人もいると思う。そのため自宅から近い保育所を選んでも年
収や労働時間が多い人を必ず優先というのも（保育所に入れるのに）変だと思
う。今は情報社会でママネットワークでここの保育園が良いと分かればみんな
その保育園に集中してしまう。もっと保育園の取り組みや活動を私立、公立と
もに均等化してほしい。どうしても同じ保育園なら公立と私立を比べると、私
立で評判の良いところに入れたくなると思う。特に園舎は私立のほうがきれ
い。公立も古いなりにもう少し設備を良くしてほしい。今は保育園でも幼稚園
のように色々教えてくれる。別に幼稚園じゃなくても良い。先生方も保育園の
方がすごく大変だと思うけれど、生活からちょっとした教育まで親切に見てい
ると思う。幼稚園は教育だけ？入園も３才からだし楽そう。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/境地区
/5年未満

191 出産後、公立幼稚園について調べ、伊勢崎市の公立幼稚園が２年保育である事
を知り驚きました。なぜ県内の他の自治体が３年保育を実施する中、伊勢崎市
だけが２年保育を続けてきたのでしょうか。実態に合っていないように感じま
す。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/北地区
/5年未満

192 現在私は育休中です。第２子を妊娠しているため、しばらく育休が続くと思い
ます。夫も私も高収入ではありませんが、共働きのため、区分が上の方にな
り、保育料の高さに驚いています。公立の幼稚園が最も金銭的な負担が少ない
ようなので、公立の幼稚園に子供を通わせたいと思っています。仕事に復帰す
ると、迎えが間に合わなかったり、送りが難しくなったりするかと思います
が、自分や夫の両親にも協力してもらいながらでも、何とか幼稚園に通わせら
れればと考えています。公立の幼稚園が３年保育になったら、私の職場復帰の
方もスムーズになるかと思います。是非実施していただければありがたいで
す。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/北地区/5年以
上10年未満

193 共働きの家庭が増えていると思うので、なるべく保育園や幼稚園には入れるよ
うな対策が進められているとは思いますが、希望の場所に入園できなかった際
に受けられる教育に差が生じた場合、不満や不平さを感じる方もいらっしゃる
と思います。ある程度統一した教育、保育ができるような措置、提供ができる
と良いと思います。

女性/20歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/茂呂地区/5年
未満

194 フルタイムで働く人にとっては、幼稚園では預かり時間が短く、どんなに良い
園であっても幼稚園は選択肢に入りませんでした。しかし、保育園はどこも定
員いっぱいorギリギリと言われ。共働き家庭が増えている今、幼稚園に関して
は保育園と同じような機能が果たせないと減少する一方ではないでしょうか。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/赤堀地区/10年
以上20年未満
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195 夏はお盆あたりの希望保育、冬は年末の希望保育、春は３月末の希望保育･･･両
親や祖父母が家にいる場合は休んでくれという保育園。同じ保育料を払ってい
るのに、それはいかがなものか。土日働いてやっと平日に休みを得られる親も
いる。夜勤明けで帰ってくる親もいる。働いているのは、先生方だけでなく、
子ども達の親も同じである。希望保育に、「保育希望」と書くにくくするよう
な「一文」はやめてほしい。先生方のお休みの都合も分かります。だったら保
育料割引とかないのですか。１週間も休ませなければならないんです。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/赤堀地
区/10年以上20年未満

196 そろそろ入園のことを考えなければと思っておりますが、まず、２年保育が良
いのか３年保育が良いのか、良く分かりません。市などから保護者宛に資料な
ど送られてくるのでしょうか。それとも全て個人で調べ決めていくものなので
しょうか。今子どもは２才なのですが、１月生まれなので、幼稚園（公立）に
通わせる場合、いつから準備するのか教えていただきたいです。どういうとこ
ろへ相談すればよいのでしょうか。自宅近くの保育園からはたまに先生の声が
聞こえることがありますが、子ども達を怒鳴っていたり、結構キツイ言い方で
注意したりしていて、子供を預けたくないなと思いました。園は選べても働い
ている先生方は選べないし、調べるのも限界がありますので不安になります。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/東地区
/10年以上20年未満

197 公立幼稚園が３年保育であれば、迷わず近くの公立幼稚園へ入園させたいで
す。伊勢崎に来て５年未満のため、保育園、幼稚園の情報がなく、人数の減少
だけを見ると人気が無い＝子供を通わせたくないと、公立を敬遠してしまいま
す。保健センター等で話を聞くと、「公立は今の時代だと少し古い」だとか
「今の時代、２年保育だと私立に通った子との差が出る」と返ってきます。市
で運営している保育園、幼稚園を再度活性化させ、地域を盛り上げていければ
良いと思います。今のままでは宝の持ち腐れ、勿体ないと感じます。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/豊受地
区/10年以上20年未満

198 私事ですが、今年度に入って第２子を出産しました。上の子と３学年の差なの
で、来年度上の子は年少の学年になるため、今ちょうど幼稚園か保育園か迷っ
て考えています。しかし２人目がまだ生まれたばかりで小さく、保育園に入れ
るのは自分の中では早いかなと、すると自動的に上の子の就園先は幼稚園に。
でもいずれ仕事復帰をと近いうちに考えると、幼稚園では向こう３年復帰を待
たなければならず、何ともな所です。今は早朝＆延長と、低年齢から預かる幼
稚園もありますが少ないのも現実。幼稚園も保育園のように年少の学年は入園
できるということができるようになれば、少ない幼保の選択肢からも光が見え
てきそうな気がしています。現実、現場が大変なのは重々承知の上ですが。計
画的にと子供の年齢、学年を考えて家族を増やしたいと思っても上手くいかな
いのも現実です。ここで何か意見したり、訴えても大きな、小さな一歩にもな
らないのでしょうけど、子供を沢山欲しいと思う上で、ままならず、預け先が
見つからないがゆえに諦めなければならないのは残念な話です。今は母親が家
でずっと子供を見て育てていくのは難しい時代。共働きでなければ経済的にも
心にも余裕はありません。少し前の何とかやっていける時代とは違います。税
金だの何だのと取られていくのが多い時代です。幼稚園も保育園も公私云々関
係なく、狭き門が少しでも母親達のために広がっていってくれるよう願うばか
りです。

女性/20歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/赤堀地
区/10年以上20年未満

199 外国人教師を向かい入れた園など特色あるところに入れさせたいです。今は玉
村町にあるフェリーチェこども園に興味があります。生の英語に触れさせなが
ら遊ぶことができたら望ましいです。伊勢崎市も外国籍の子が多くいるので英
語でコミュニケーションできるとその子たちの対応もしやすいと思います。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/名和地
区/5年未満

200 保育料がもっと手軽なら助かります。 女性/20歳代/３世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/宮郷地区/5年
未満
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201 現在私立保育園に通わせている親です。１才２ヶ月から通わせていますが、保
育園の先生には大変よくみてもらいありがたく思っております。保育園をどこ
に選ぶか最初の申込みの際、複数の保育園を見学させていただきました。第一
希望の保育園からは、子供の入園時期では、保育園運営が赤字につながるので
４月からの入園のみを受付けますと、説明会のときから断られました。希望は
８月入園でしたが、それでは保育園で４～７月までの保育士の市からの援助金
がでないので、４月入園をお願いしているという理由でした。親は第一希望と
した保育園の雰囲気や先生の対応がいいと感じました。保育園が金銭面で市か
らきちんと援助を受け運営に支障がでないよう、税金等の使い道を検討してい
ただきたいと思いました。ありがたいことに我が家の子供は保育園へ通えてい
ます。待機児童問題に関わっておりませんが、一人でも多く希望の園で子供た
ちが過ごせ、親が安心して働ける環境整備をお願い致します。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/宮郷地区/5年
以上10年未満

202 保育士の人数の関係もあると思うが、一つの園に人数が片寄りすぎているよう
な気がする。

女性/20歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/茂呂地
区/5年未満

203 まだ通わせたことがないので分からないですが、大切な我が子を預けるので
しっかりと見てもらえる所が良い。先生１人に対して何人を見るのか、分から
ないのですが、あまりにも人数を多く見ている所には不安を感じる。通わせる
事になったら、先生との連絡ノートは必須。どんな小さな事でもしっかりと書
く（伝える）事を希望。皆平等に対応してほしい（親にも子にも）

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/北地区
/5年以上10年未満

204 第一子（現在５歳）が１歳半の頃、就職したくて保育園入園を希望したが、求
職中であると審査は通らないと言われた。市のＨＰにも求職中でも申請できる
とあったので申請したのだが、すでに働いていないと入園できない、というの
であれば、妊娠を期に仕事を辞め、再就職を希望している女性にとってはとて
も不利だと思う。どこの保育園も定員いっぱいであるのならば仕方ないと思う
が、例え希望する地区から遠い園であっても、空きがあるのであれば求職中の
場合であっても入園させて欲しい。入園後、１～２ヶ月経っても就職が決まら
なかったら退園、という方向にはできないのでしょうか。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/茂呂地
区/10年以上20年未満

205 ２歳児で保育園に通っていないと雨の日や炎天下で外遊びをするのは気が引け
る。そんな時にもし小学校の体育館や図書室を利用できるならとてもありがた
い。

男性/30歳代/２世代世
帯/農業・自営業/宮郷
地区/10年以上20年未
満

206 様々な保育園の子育て支援がより充実したものになると良いと思います。 女性/20歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/宮郷地
区/5年以上10年未満

207 伊勢崎市は公立幼稚園が１０園もあるのに２年保育のため、園児数が減ってい
るのだと思う。また、保育料も上がってしまい、１年まって公立にいれるメ
リットが１つ減ってしまった。公立幼稚園は、小学校、中学校との関わりがあ
るので、子供も大きくなったらこうなるんだと想像ができるので、園児が減っ
てきているのはもったいないと思う。小さい頃から知育や運動に力を入れるの
も悪くはないが、子供の時にしかできない遊びを重視した方針も大切である。
遊びを通して学ぶことはたくさんある。私立の良い所、公立の良い所をうまく
あわせた幼稚園ができると良いと思う。

男性/50歳代/２世代世
帯/農業・自営業/三郷
地区/10年以上20年未
満

208 希望の保育園に入園させたいと相談したところ、そこは人気なので第２、第３
希望のところで考えて下さいと言われました。伊勢崎ではなかなか希望の保育
園に入れないと聞いて、２才ではなくあきらめて３才で入れて、入りやすいよ
うに１年遅らせました。いきなり第１希望は難しいと言われてショックでし
た。

男性/40歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/境地区/5年以
上10年未満

209 将来働きたいと思っています。うちは夫婦共々他県出身で伊勢崎に身内など、
子供を預かってもらえる人がいません。そうなると子供を預ける場所、幼稚園
や保育園に確実に入れないと働き先を探すことが出来ません。今は、働き先が
決まってないと特に保育園は入れないのでもう少し方法を考えてもらえるとい
いと思います。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/宮郷地
区/10年以上20年未満
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210 人員不足なのもわかるが、どうせ受からないからなどと決めつけて申し込み用
紙ももらえなかった。車を保有していないと通園できないと決めつけられた。
ほ乳びんを拒否する子は受入不可の所がある。あんたらプロだろ！！「私達プ
ロですからお母さん心配しないで下さい」と言ってくれる所もあるよ！群馬＝
車なのはわかるけど、通園しにくい所が多すぎ。近くに祖父母がいるのに預け
られて、転勤族の人達は落選した人がまわりにたくさんいる。園開放の日がわ
かりにくい。

女性/30歳代/３世代世
帯/主婦･主夫/三郷地
区/10年以上20年未満

211 伊勢崎は外国人が多いので、外国の言語や文化に触れる機会を小さいうちから
作っていただきたい。園同士で交流があると良い。（すでに行っていたらごめ
んなさい）土、日曜に仕事で出勤する事があるので、週末も子供を預っていた
だける体制があるとありがたい。

女性/40歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/境地区
/10年以上20年未満

212 子供は保育園に通わせているため公立幼稚園については知識がありませんでし
た。そのため回答が難しかったです。新制度のもと、通園している保育園が延
長料金を６時半以降からを６時以降へ変更しました。会社では残業代もつか
ず、定時にあがる事も難しく、いつも苦戦しています。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/境地区
/5年以上10年未満

213 「Ⅳ公立幼稚園の運営について」で、平成３０年度には月額保育料が値上げさ
れるということですが、公立幼稚園のメリットは保育料が安いことがあって値
上げをするとなるとデメリットになり人数も減少するのではないかと思いまし
た。個人的な意見ですが、保育料を値上げするのであれば私立に入園したほう
が良いと思ってしまいます。聞いた話ですが、公立幼稚園は、３年ごとに人事
異動があるとのことで、幼稚園免許があっても数年幼児教育に携わってなくて
も派遣されると聞き、不安感があります。その点、私立でしたら先生が辞めな
いかぎりいるので安心かと思います。私は、私立幼稚園出身なので公立幼稚園
のことは、全くわかりません。私立幼稚園では１人１人丁寧に見てくれますが
公立幼稚園はどうですか？基本的な生活習慣はもちろんですが、ひらがなの読
み書きなどいろいろ教えてくれますか？公立幼稚園のメリットとデメリットが
わかると今後、子供を預けるにあたって選択しが増えるきがします。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/宮郷地区/5年
以上10年未満

214 地区によっては人気の有無により入園しにくい所があるみたいです。私も東地
区では入所希望が通らず赤堀地区に引越しした時に入所決定しました。地区に
より職員さんの判断基準に差がある事を感じました。入所決定後、入ったら
ラッキー的な感じで中には働いていない両親がいたり保育園に入りたくても入
れない両親の話も聞きます。入所した後の就労状況確認は必要あるかなと思い
ます。現在働いていて預けられる環境がある事に感謝しています。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/境地区/10年以
上20年未満

215 私は宮郷幼稚園の出身です。我が子も宮郷幼稚園に入園させたいという思いも
あります。しかし、フルタイムで働いているため午後５時までの預かり保育や
長期休業中のことを考えると難しいかなと考えています。公立幼稚園の教育方
針や、小学校との連携など特色に魅力があっても通わせることができず残念で
す。ぜひ認定こども園になっていってほしいです。また、幼稚園に入れようと
考えている人も満３歳から入れる人も多いと思いますので、３年保育に加え、
満３歳クラスもせっかくならお願いしたいです。保育園に通わせている保護者
でも、もっとのびのびとした園に入れたい、広い園庭のある園がいいなど、幼
稚園に入れたいと考えている方も多いです。私もできれば我が子を転園させた
いと思っています。保育料が私立と同じになるのであれば、入りたいと思う人
が入れるように移行していただけると嬉しいです。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/殖蓮地
区/5年以上10年未満

216 昨年の９月から仕事を始めましたが保育園は入れませんでした。保育園のメ
リットは３人目無料（第１子が４年になっても）、長時間保育、入園金なし。
とても魅力的でしたが正式に入園できないのと、保育園の質の低さ（幼稚園に
比べてで。全ての先生が悪いわけではありませんが）で、結局、兄姉がいる幼
稚園に１日１，８００円で通わせています。１日８：３０～１４：３０までで
３，８５０円の手取りに対してほぼ半分が保育料になります。うちのような家
庭は多いはずです。せめて幼稚園でも保育園と同様に３人目無料を第１子が４
年生を越えても、確実にして欲しいです。すごく不平等だと思います。私は他
県出身者ですが、伊勢崎市は近くに祖父母の家があって当たり前、手伝って
貰って当たり前という傾向が強いと思います。その分、全く育児支援が足りて
いないと思います。もっと他県を見習って下さい！！

女性/30歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/赤堀地区/10
年以上20年未満
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217 園によって延長保育料が違うので統一してほしい。通っている園が高いので市
に問い合わせた所、各園にまかせていると言われたが、保育料以外の支払いに
困る。土曜保育に子どもを預ける際、毎月両親の勤務証明を職場に記入しても
らわないと預けられないのですが、他の園ではその様な事をしていないため、
やめてほしい。また保育標準時間にも関わらず１３時以降１時間３００円は高
いと思う。上記について、各園にまかせているで済ませないで市できちんと把
握して対応してほしい。保育時間と料金について別紙同封しますので目を通し
て頂けるとありがたいです。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/宮郷地区/5年
以上10年未満

218 保育料の値上げはキツイです。パートで働いている立場では多くの給料はなか
なか稼げない。また、妊娠すると手当てなし。家計は圧迫されてしまいます。
子供の体調不良も度々あるため、正社員や責任のある仕事はなかなかできない
のが現状です。なかなか子育てがしやすい、出産がしやすいという状況とは言
えません。職場も保育園、幼稚園も整えてもらわないと女性としてはつらいで
す。

女性/30歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/名和地区/10
年以上20年未満

219 社会的な身に付ける意味でも２年保育ではなく、３年保育は必要でないかと考
えます。公立幼稚園のメリットで大きい低料金が無くなる予定であることを考
えると、３年保育は必ず必要であると思います。また、子育て全般になってし
まいますが、幼稚園のニーズが下がり、保育園の需要が高まっているので、幼
稚園の保育園化が必要だと思います。そして、育児休業手当てが現在では最長
でも１年６ヶ月まで支給ですが、３年まで支給してくれることになれば、働き
たい女性は３年保育を行なっている幼稚園での、児童の受け入れでも良くな
り、保育園を新たに建設する必要もなくなるのでいいのではないでしょうか。
待機児童で問題となっているのは、１才～３才までの子を抱えている家族なの
ではないかと思います。市の行政では関われない部分もあるかと思いますが、
子ども達を安心して預け、安心して働ける環境作りをこれからもお願いしたい
と思います。よろしくお願いします。

女性/30歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/殖蓮地区/10
年以上20年未満

220 以前住んでいた市では、公立の幼稚園が３年だったので引越すまではそちらに
入れる予定でした。伊勢崎に来て、２年と知り驚きました。子育て支援制度が
あり助かっていますが、幼稚園や保育園で同世代の子や先生たちと会って、み
んなで曲を聞いたり、歌ったり、遊んだり、本を読んだり楽しそうです。今、
専業主婦で働けない私にとっては、時間の活用もできるので、３年保育にして
もらえたらとても助かります。

女性/20歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/宮郷地区/5
年以上10年未満

221 県外の幼稚園にくらべて、お勉強をしているイメージがなさすぎる。公立と私
立との色々な部分での差がありすぎると思う。例えば、お勉強の時間、体操の
時間や英語、音楽の時間。県外から引越して来たからこちらの運営がわからな
いのですが、公立幼稚園のイメージが遊びばかりで保育園と変わらない気がし
てしまう。幼稚園に通園させる理由の１つはお勉強だと思うのでそこをもっと
表に出してほしい。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/三郷地区/5年
未満

222 未満児の保育料が高いのでもう少し安くして欲しいです。保育料のために働い
ているような感じです。保育園でのクラスごとに毎月の目安のカリキュラムや
保育目標などが知れるといいです。まだ小さいですが、食育などもやってもら
えると助かります。食べ物をいらないと投げたり遊んだりするので、学ぶ機会
があると子供のためになりそうです。もしも保育園に預けている間に他のお友
達とトラブルや、ケガをしてしまった場合の対処方法や、その後の対策などを
保護者にも教えてもらえるといいです。

女性/40歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/宮郷地
区/5年以上10年未満

223 公立幼稚園が３年保育なら預けたいと思う人は増えると思う。実際、今年４才
になる次女も早く幼稚園に行きたいとよく言っている。私も、１年でも早く預
けられたらとても助かるし、子供の成長の幅も広がり良いと思う。

女性/20歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/無回答
/5年以上10年未満
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224 就学前教育や保育を充実させたいと思うなら良い人材の確保が不可欠です。先
生方の収入が増える方法を検討すべきでは。そのためには認定こども園への移
行や統廃合も考えて良いと思う。保育園の先生方はとてもすばらしい保育をし
て下さっています。テレビで見るような収入では今後良い先生が他へ行ってし
まってもしょうがないと思います。他の市町村、他の職業へ離れてしまわない
ようにしていただきたいです。

女性/20歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/宮郷地区/5年
以上10年未満

225 保育園入園についてそれぞれの家庭の希望に柔軟に対応してほしい。 女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/宮郷地
区/5年未満

226 核家族化や母親の仕事（社会進出）に伴い今幼稚園よりは保育園のニーズが高
まって来ている時代です。待機児童の問題は都市部だけのものではもはやなく
なって来ており、私自身も上の子で経験しています。なので保育所の数を増や
すのが先決ではないでしょうか。そのため保育士の給与を上げるなどの声が国
会で出ていますが、母親が安心して働ける社会に早くなってほしいと願ってい
ます。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/三郷地区/10年
以上20年未満

227 以前から公立幼稚園が３年保育でないことに疑問を抱いていましたので左記の
件にとても賛成しております。子供（今現在２才半）は、友だちが大好きで平
日ほぼ毎日子供のいる公園や施設に遊びに連れていっていますが、子供のため
にも３才からの幼稚園に今すぐにでも入園させてあげたい位です。４才からで
すと子供も遊び友達がいなくてかわいそうに思うので、３才からの公立幼稚園
を是非希望しております。早く実現することを願っております。

女性/30歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/茂呂地区/10
年以上20年未満

228 子供が４歳になるまで幼稚園に入れないと思って保育園に入れてしまう親も多
いと思います。そうすると保育園から幼稚園に移転することなく小学校入学と
なり、幼稚園に入る子供も減少していくのだと思います。３年保育はすぐにで
も実施して欲しいです。よろしくお願いします。

女性/30歳代/２世代世
帯/その他/東地区/5年
以上10年未満

229 保護者として、子供の保育園や幼稚園を選ぶ際の要素としては、金額と教育内
容が大きいです。何か特徴ある教育をしているとか活動内容に魅力があるとこ
ろを選びたいので、料金が私立と同じになれば、より魅力的な園に行ってしま
うのかなと思いました。

女性/30歳代/３世代世
帯/主婦･主夫/豊受地
区/10年以上20年未満

230 他県より転入してきましたが、そこでは公立の幼稚園は無く、保育園もどんど
ん民間委託になっていました。幼稚園に入園申し込みに行く時も前日からなら
ぶ所もあり早朝に行くのは当たり前でした。それに比べると伊勢崎市は子育て
に恵まれていると思います。しかし、この園児数の減少はすごいです。近隣で
あれば統合してもいいと思うし、やっぱり３年保育になると助かるでしょう
が、保育時間が短ければ働きたい親には都合が悪い。認定こども園にする事で
それが解消出来ればいいような気もします。私は前の県でもっと高い保育料を
はらって、午後２時までという保育時間でなかなか働く事も難しかったので、
幼稚園に入れても働く事がしやすいようになれば一番いいなと思います。保育
料は安いと思うんで私は値上げされても別にかまわないと思います。ちなみに
月額２７，０００円と別に年間１８，０００円の諸費用がかかってました。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/宮郷地
区/5年以上10年未満

231 子育て支援が充実しており助かります。ただ、見ていて保育士さんは仕事と
言っても、負担が大きいのだなと感じます。今、保育士の待遇で色々といわれ
ていますが、保育士の負担が増えることが、最終的には子供たちに返ってしま
うものと思います。子育て支援や良い幼児教育をして頂けるのはとてもありが
たいことです。しかしそれによって、保育士さんの負担が増えることがないよ
うにして頂きたいと思います。（保育関係者ではありませんが、知り合いに保
育士さんがいるので、書かせて頂きました）高崎市のような子育て支援のＨＰ
があると見やすくていいと思います。イベントや、幼稚園・保育園の様子、子
育て支援センターのことが調べやすいので。関係のないことで申し訳ありませ
ん。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/殖蓮地区/10年
以上20年未満
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232 公立幼稚園を２年保育ではなく３年保育にしてほしいです。これ以上保育料を
高くしないでほしいです。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/茂呂地
区/5年以上10年未満

233 職を持っている人を優先に保育園に入園できる体制はやめてもらいたい。子供
を持つ親を平等に考えてもらいたい。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/名和地区/10年
以上20年未満

234 保育士不足により、経験の浅い職員が増え、質の低下につながるのではないか
先々不安です。給料を上げるべき。幼保は女性の職場だから人間関係が上手く
いかないこと多く離職につながることも多い。男性保育士の厚待遇も検討して
いただきたい。なぜなら、私も男性保育士であり、給与が見合わず、保育士に
従事したくともできない一人。

女性/20歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/宮郷地
区/5年未満

235 共働きの家庭の味方であって欲しいと思います。やたらと「早くお迎えに来て
ください」と言われてもムリなときはムリ。まだ幼い子供だからこそ言われる
と思いますが、預ける側としては承知の上でお願いしています。早く行けると
きは早く行きたいし、そうしているつもりです。園にも色々事情はあるのだと
思いますが、親が子を預けるのに安心できる所であってほしいと思っていま
す。保育士不足の問題もニュースで見ました。頑張って資格を取った先生方が
働きやすくあることも重要かと思います。保育園の見学に行くため、電話で公
立保育園に問い合わせした際の応対はよくありませんでした。事務的で親切な
説明もなく、全く預ける気にはなれませんでした。

男性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/境地区/5年以
上10年未満

236 公立の先生は空きがないと新任の若い先生が入らないのでは？やっぱりベテラ
ンの先生も大事だとは思うが、若いフレッシュな先生もたくさんいてもいいと
思う。私立のように、色々な年齢の先生がいたほうがいい。

男性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/赤堀地区/10年
以上20年未満

237 もっと食育に力を入れて欲しい。伊勢崎は園の給食だけでなく学校給食も問題
になってるくらいだし。

女性/40歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/三郷地区/5年
以上10年未満

238 保育士のレベルを上げてほしい。 女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/豊受地区/5年
未満

239 共働き、核家族化が常識になりつつある現代の子育て世帯において、一日４～
５時間、土日休み、夏休み、冬休みのある公立幼稚園はニーズに合わない部分
が多く、通わせたい気持ちはあるものの専業主婦でない限り物理的に不可能で
あるのが現状だと思います。子供にとって家族と過ごす時間はとても大事なこ
とで、できることなら一緒に過ごしてあげたいと親なら誰もが思うことだとは
思いますが、将来の学費準備を無視して生活していて先々可哀想な思いをさせ
るか、生活を切り詰めて心に余裕の無い状態で子供と過ごし、時にイライラし
た気持ちになってしまうか。ママの笑顔が子供にとっては一番大事といいます
が、前期のような状態で常に心から子供に笑顔を向けろというのは、母親に
とって酷なのではないでしょうか。自治体が運営している公立幼稚園だからこ
そ、子供をたくさん産みたいと安心して思えるような、現代のニーズに合った
変革が必要かと思います。

女性/40歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/北地区
/5年未満

240 大変難しいとは思いますが、すべての園において食育の強化を願います。添加
物の恐ろしさなどを学び、アレルギーの有無に関わらず、デリケートな子供達
に安全な物をなるべく多く与えられるような園であって欲しいです。保育園に
入れるにあたって、食育についてすごく悩みましたが、入れざるを得ない現状
でしたのであきらめた（妥協した）部分でした。

男性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/赤堀地区/5年
以上10年未満
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241 市外から移住してきて、公立幼稚園が２年制であることに驚きました。早く３
年制にしてもらいたいです。２年制のメリットが分かりません。職員の人数、
部屋の都合で不可能だったとしたら早く改善してもらいたいです。仕事をして
いる、していないに関係なく０才児から預かるという体制が良いと思います。
その方が「保育園出身」「幼稚園出身」という垣根もなくなると思います。働
きたい人も働かなくてもいい人もいて、預け先が幼稚園か保育園かに分かれて
きますが、一括して住んでいる場所や勤務先に応じて条件なく受け入れてもら
える体制があったらよいのにと思っています。認定こども園は仕事しているか
していないかで降園時間が違っていますが、保育活動の妨げにならないよう全
員同じ時間になるよう、遅い時間に合わせるように配慮してもらいたいと思い
ます。園によって対応できるできないの差があると思いますが、なるべく早く
改善し働きやすくして欲しいと思います。

女性/30歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/茂呂地区/5
年以上10年未満

242 待機児童問題がメディアで取り上げられていますが、そのようなことのないよ
うにして欲しい。また、通わせた際には安全面に注意し、安心して預けられる
ような園づくりをしていただきたい。園内の危険だけでなく、園外も安全にし
て欲しい。

女性/30歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/殖蓮地区/5
年以上10年未満

243 現代社会の保護者からの保育ニーズが様々な要望が出ており、幼稚園が保育
園、保育園が幼稚園の要素を取り入れていかなければいかなくなってきており
ます。その事で、職員側の負担が増えている事もあり、本来子ども達を健やか
に寄り添った保育・教育が行われるべき内容が、どこかしら欠落したものに
なってしまっている現状だと思います。子育てを各施設、各家庭で役割分担す
べきところは戻していかないと、全てを任せてしまう家庭が増えてしまうこと
でしょう。親子の触れ合える時間が増えるような、バランスの良い距離を持ち
つつ、親としての心が育めるような支援を、今現代の保護者には必要なのでは
ないかと思います。そうする事で、少しでも虐待が減るのではないでしょう
か。親の不仲など見て育った子供は大人となり精神障害になる方がたくさんい
ます。親から子育ての機会を取り上げてしまうのではなく、親が子育てに関わ
りながら楽しめるよう、心のケアが必要な時代になってきていると日々感じて
おります。

女性/30歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/東地区/10年
以上20年未満

244 働きながらの子育ては不安があり、はじめのうちは保育園に出して大丈夫かな
などと思うこともありましたが、園に行きだしてから活発になり、感受性もよ
り豊かになったように思います。最初に思ってた不安もなくなり、安心して働
けています。保育園で子供を預かってもらえなければ、私は今働くことができ
ていないので、本当に感謝しています。保護者に寄り添ってくれて親身になっ
て対応してくれて、本当に安心して預けられています。今後も安心して子供を
預けられる場であるようお願い致します。子育てしながら安心して働けること
に感謝しています。ありがとうございます。今後もよろしくお願いします。

女性/20歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/境地区
/5年未満

245 公立幼稚園でも文字のお勉強などにもう少し力を入れてほしいです。 女性/40歳代/２世代世
帯/その他/赤堀地区
/10年以上20年未満

246 現在、小学生の上の子は私立幼稚園に通わせていました。転居による途中入園
だったので、ゆっくり見学等せずに、外観から見た感じと評判で決めました。
公立幼稚園の園庭は草が生い茂っていて印象が悪かったです。ですが、いざ入
園した私立幼稚園も正直失敗したなとすぐ思うことになりました。園児数も多
く人気だったのかもしれませんが、その数に先生の能力が追いついていない
なぁと感じました。私立なので利益を出さなければいけないのは分かります
が、ちょっと問題あるなと。願書受付金などでたくさんお金もかかっているの
で、その他制服、カバンも購入済でしたし、そのまま通園させましたが、卒園
まで「おや？」と不安になることが多々ありました。なので私立だから良い、
公立だからよいと一口では言えないなと。それぞれの園の特徴なども大切かと
は思いますが、もう少し統一して先生等の指導もしていただきたいと感じまし
た。

女性/30歳代/３世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/三郷地区/5年
以上10年未満
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247 公立幼稚園は２年保育なので、仕方なく私立幼稚園や保育園に入れる方は多い
と思います。年少では預けていたいです。私立幼稚園は年末調整で返ってくる
けれど、月々の月謝が高いから保育園へという保護者も多いと思います。保育
園に入るには就労しなくては入れないし（勤務予定だと実際は入れない）、就
活も大変だし。働いている、働いていないに関わらず、見学して気に入った保
育園なり幼稚園に入れるといいなぁとは思います。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/赤堀地
区/10年以上20年未満

248 公立幼稚園を３年保育にするのは良いと思う。２年保育だと、子供の成長を近
くで見守ることが長く、貴重な時間を共有できるとは思いますが、３年保育で
は同年齢の子とのふれあいや、家庭では経験･体験できない事も沢山できるし、
親としても、自由時間が増えることで、親と子の時間の大切さもより実感でき
ると思う。ただ、３年保育の年少は特に小さいから、親から離れることのスト
レスもあると思うので、その辺は園と家族でコミュニケーションをとりなが
ら、お互いにサポートしていかないといけないところだと思う。

女性/20歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/境地区
/5年以上10年未満

249 自然体験がみんなでできるような教育をお願いします。 女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/北地区
/5年以上10年未満

250 学童（小学生）の受入などの場所としても使えるようになると働く時に助かり
ます。女性が働きたいと考えたとき、４才まで入園できない公立幼稚園は金額
が安くても働けないので入れられません。４才まで自宅で子供を見られる家庭
は収入の不安がないからだと思います。（収入少ない→金額の安い公立に入れ
たい。でも４才まで待てない）私立へ入れて途中から公立という考えもありま
すが、制服など揃え入園させお友達が出来たのに、年中から転園は考えにくい
です。公立幼稚園の児童受け入れ年齢を下げられる運営にできないでしょう
か。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/宮郷地
区/5年以上10年未満

251 土日は家族の時間として過ごしたいので、地域活動参加等は控えめにお願いし
たい。地域活動参加は尺埋めや団体を確保できる簡単さにより、子ども達が使
われているように感じる。

男性/40歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/宮郷地区/5年
以上10年未満

252 公立幼稚園に関して、延長･預かりがあるなら利用したいと思いました。あと、
育休中、復帰の前月でないと保育園入園できないシステムですが、上の子供に
関してはそのシステムの対象にしないで欲しいです。上の子だけでも保育園に
４月から入所できたら、どんなに良かったかと思います。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/茂呂地
区/5年以上10年未満

253 園児数が減少している幼稚園などは、学童の子供を受け入れたらよいと思う。
（学童が不足しているため）

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/赤堀地
区/5年以上10年未満

254 今回妊娠をして２番目の子を保育園にと思い去年面接をしました。その結果
２ヶ月間のみという期間が条件となっていました。説明不足なのか聞いてな
かったこちらが悪いのか、あまりにひどいと思いました。制服も教材も買い揃
え２ヶ月で退所はどういったことなのでしょうか。もう一度手続き取るにして
も同じ所には入れませんと言われました。これも変ではないでしょうか（審査
があるにしても変です）。こういった場合は優先的に同じところにしてあげる
べきだと思います。他の人から文句が出なかったのですか？伊勢崎市民は寛容
な方が多いのでしょうか、それとも富裕層の方が多いのですか？それと面接す
る方にも少し問題が。定年を翌年に迎える人を面接官にしないでください。問
い合わせたら「定年で･･･」は失礼すぎます。市役所の体制に疑問を感じます。
保育園や幼稚園の先生方はみなよくしてくれています。おかしいのは市役所の
職員の上から目線の対応です。どうにかして下さい！

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/北地区/5年未
満
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255 公立幼稚園に入れたいと思っていました。しかし、２年保育のため諦めまし
た。公立幼稚園は保育料が安く魅力的に思いました。３年保育になったら、
きっと入園したいと思う人が増えると思います。私ももし公立幼稚園が３年保
育だったら、入園させていたと思うからです。今市外の私立幼稚園に通わせて
います。早く幼稚園に行かせることは不安でしたが、言葉を覚えてきたり、お
友達に刺激を受けて大人になった点があり、今では早く行かせて良かったと感
じております。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/南地区/5年以
上10年未満

256 公立幼稚園は３年保育ということで園児が集まらないように感じます。３年保
育となれば私立幼稚園に行く園児が公立にも来るのではないかと思います。な
ぜなら、周りでも「子供をずっと見るのは大変」「早く預けたい」という意見
を良く聞くからです。「公立は２年保育なので、うちは私立です」という意見
は良く聞きました。ただ、同じ３年保育で保育料もほぼ同額となると、公立に
通わせるメリットって何?と考える人もいると思います。そうなると公立の園児
数の増加は見込めないのかなとも思います。就学前の子ども達が、もう少し気
軽に幼稚園に遊びに行き、幼稚園の様子を見て感じることも大切かなと思いま
す。私立の子育て支援の方が遊びに行きやすい（先生とて遊びしたり、名前読
んでもらって返事をしたり、おやつを食べたり）ので、ふれあいで幼稚園のこ
と幼稚園ごっこのように体験させるのもよいのかなとも思います。それから、
就学前の親だけではなく、就学後にどう感じているか、どう感じたかという意
見も聞いたほうが良いと思います。

女性/40歳代/３世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/宮郷地区/5
年未満

257 私立保育園に通わせていますが、募集時いただいた利用のしおりの保育時間と
実際は違い、延長保育を嫌われます。正社員として働いていれば、午後４時の
お迎えなど到底無理な話であり、労働者のための保育園とは言いがたいです。
今年度より、学区内の保育園を進められ転園しました。現保育園では午後５～
６時のお迎えは沢山いるので、何も言われず普通に預かっていただいていま
す。気分的に楽になりました。園によって違いがあるのは理解できますが、同
じ料金を払って預けているのに、対応が違うのはどうなのでしょうか。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/三郷地
区/10年以上20年未満

258 アンケートの趣旨とは異なりますが、子供が通っている保育園の先生方は朝早
くから夜遅くまで本当に可愛がって一生懸命保育をしていただき、大変感謝し
ています。ぜひ保育園や幼稚園の先生方にとっても子育てをしながら働きやす
い職場環境を作っていただけたらと思います。

女性/40歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/豊受地
区/5年以上10年未満

259 スムーズに入園できるようにしてもらいたいです（待機することのないように
していただきたい）。

女性/40歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/茂呂地区/10年
以上20年未満

260 兄弟が同じ保育園に通えない事例があるので、改善して欲しい。 女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/豊受地区/10年
以上20年未満

261 保育園によっては、地域により待機児童がいると聞きました。待機児童を減ら
すよう何かして頂きたいです。初めてのことで、分からないことばかりで、児
童館に地域の幼稚園、保育園の情報やお知らせを置いてもらえたらありがたい
です。幼稚園か保育園か迷ったり悩んでいるので、相談に乗ってもらえる場所
があったらいいなと思います。

男性/30歳代/３世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/殖蓮地区/5年
未満

262 今の時代、共働きが多いので、公立幼稚園も３年保育にしても良いと思いま
す。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/宮郷地区/5年
未満
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263 昔と違って働いている母親が多くなりました。だけど、祖父母にあたる親の両
親も働いていたり年老いていたりと、母親が働いていれば子供を預けても時間
までに帰宅は無理です。収入も昔と違って働けば稼げるものではないし、物価
も上がっています。経済的に共働きです。ここは都心部と違い入園はしやすい
かと思いますが。時代のニーズに合った保育であって欲しい。働いている母親
は多くなっているはずです。昔のままでは公立幼稚園は対応できないと思いま
す。子供に、育てる親に合う、他の地域では見られない独創的な教育、保育が
あると良いと思います。これからの国を背負う子供達に十分な教育を与えるの
は親だけの負担ではなく、国全体で考えるべきだし、保育が充実していれば住
みやすい街として活気があふれてよいのではないでしょうか。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/東地区
/5年以上10年未満

264 人格形成を行うに当たり、最も大切な時期と考えているので、この時点での
しっかりとした善悪の判断や思いやりをしっかりと教えるということをしても
らいたい。外国人が増える中、多様性を認めることも大事だが、日本に住んで
いる以上きちんとした日本語や日本のしきたりなどについて学んで合わせるべ
きという指導をしてもらいたい。また、常識の無い保護者も日本人であっても
増えているので、きちんと和をもって大事にすべきという事を入園前に誓約さ
せるべきと考えます。個人主義ばかりでなく、集団生活することの大切さや、
相手を思いやる心の成長というものを大事に指導していただきたい。

女性/30歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/東地区/5年
以上10年未満

265 本当は幼稚園に通わせたいが共働きでないと生活が苦しいのが現状です。しか
し妻は、保育園に入りたくても待機児童が多く通えるかどうか難しい状態で
す。せっかく正社員で働いてきたのに、育休延長を使い果たし退職に追い込ま
れてしまうのではないか不安で仕方ありません。もっと保育園の環境をよくし
て下さい。できないのであれば、幼稚園に通えるような金銭面の支援をしてい
ただきたいです。

女性/40歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/境地区
/10年以上20年未満

266 今年の４月から伊勢崎市に越してきており、まだこちらの市の待機児童の現状
などを把握できていません。現在２人目を妊娠中であり、上の子と同時に保育
園に通わせられたらと考えておりますが、求職中でも保育園に入れることがで
きるのかなど不安です。こういった具体的なお話や相談をどこで解決できるの
かなど知れたら幸いです。

女性/30歳代/３世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/茂呂地区/10年
以上20年未満

267 幼稚園は、働いている者としては夕方まで見てもらえると良いと思う。 男性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/宮郷地区/5年
未満

268 待機児童をなくして欲しい。公立幼稚園の園児数が減少している中、１０園全
てを存続させる意味はあるのか？夫婦共働きの今の時代にあった施設や、小さ
い子供を持つ今の意見にもっと対応してもらいたい。

女性/20歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/宮郷地
区/5年以上10年未満

269 近年、ニュースなどで保育施設での児童に対する扱いに関して問題があると報
じられています。幸い自身が利用している保育所は、子供に対して親身に対応
してくれています。しかし、子供を預ける親として、上記の問題は見逃すこと
はできません。児童の教育はもちろんのこと、保育士の教育に関しても、目を
離さず向き合っていただきたいです。どうぞよろしくお願い致します。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/宮郷地区/5年
未満

270 月額保育料の値上げが急すぎるように感じます。 女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/宮郷地
区/5年未満
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271 公立の幼稚園の利点は保育料が安いことが上げられると思います。平成３０年
度には私立幼稚園と保育料が変わらなくなるなら、保育内容、職員の能力、役
員会の有無で、利用者が増減することでしょう。そこは、伊勢崎市の頑張り所
ではないでしょうか。にしても、他の市では公立幼稚園は３年保育を行ってい
ます。現代の子ども達は核家族化が進み、昼間母親とばかり過ごしているので
は社会性が養われません。少しでも早く、友達と過ごし、切磋琢磨しながら成
長して欲しいものです。ぜひ３年保育を進めて欲しいと思います。幼稚園に
通っているのは転勤族のほうが多いと思います。他に頼れる人がいれば働きた
いと思うので。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/豊受地区/5年
未満

272 公立幼稚園の３年保育を早めにやって欲しいです。 女性/20歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/東地区
/10年以上20年未満

273 保育料が高い。 女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/茂呂地
区/10年以上20年未満

274 のびのびした幼稚園が多いので、もう少し勉強に力を入れた幼稚園もあるとい
いなと思いました。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/殖蓮地
区/10年以上20年未満

275 公立の保育園･幼稚園が減少していっているが、公立ならではの、遊びの中で
様々な事を学びのびのびと保育をするという良い所を、民営化などしても大切
にしていって欲しい。英語、体操、楽器などに過度に力を入れ、子供がのびの
びと遊べる時間が少ないという所に疑問を感じています。

女性/20歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/境地区/5年
以上10年未満

276 未就園児が参加できる子育て支援をしている園の情報をもっと分かりやすく簡
単に把握できると良いなと思います。やっていないところもあるのかもしれま
せんが、ＨＰがある園などはすぐ分かりますが、ない所はやっているのかやっ
ていないのかも分かりません。園に入れるための参考にもしたいので、気軽に
色々な園に参加してみたいです。

女性/20歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/名和地
区/5年以上10年未満

277 幼稚園も保育園もそれぞれ良いところがあると思いますが、私の印象では保育
園は若い先生が多く子供への接し方に不安があります。上の子は幼稚園に通わ
せたのですが、ベテランの先生で安心して預けることができました。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/境地区/5年以
上10年未満

278 公立幼稚園の３年保育、大賛成です。伊勢崎市でも３年保育を実施して下さ
い。

女性/20歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/境地区
/5年以上10年未満

279 幼稚園の延長保育をもう少し長くできたら、働けるお母さん方が増えるのでは
ないかと感じます。保育園での二者または三者面談のようなものがあると、先
生と子供の情報交換が密にできて良いと思います。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/宮郷地
区/5年未満

280 仕事をしているお母さんが増え、保育園のニーズが高まっているところに加え
て、私立幼稚園では満３才児保育を行っているところがほとんどです。公立幼
稚園が３年なら入園させたいのになぁという保護者は周りにも沢山います。伊
勢崎市がまだ２年保育だということが、とても残念です。ただ、３年になった
としても、保育料が上がったり所得に応じてということになると、やはり足が
遠のきます。沢山遊んで、のびのびと過ごしながらも、保育料が控え目という
のが魅力かなと感じるので。また、所得によりというものですが、世帯所得に
はならないのでしょうか。例えば夫が働き、所得に応じて保育料を決められて
しまうと、妻も働いている家庭は、とても裕福になってしまうのではないか、
ということです。夫婦揃っての所得にならないものかと。なかなか現状を変え
るのは難しいと思いますが。（夫･公務員、妻・元幼稚園教諭）

女性/30歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/東地区/10年
以上20年未満
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281 私の時代のときに比べ、どろんこ遊びや砂遊びの時間が減っていると思いま
す。うちの子供は濡れた砂に触るのが嫌です。教養ばかり力を入れて自然に対
する遊びを教えてくれないのが現実です。今は遊ぶおもちゃもたくさんある。
昔は今ほどおもちゃがないから、外に出て自分で考えてどうやって遊ぶ事を学
びました。自然になじまないで育っていった子ども達は、草・木・花など大切
にしない、自然のありがたみが分からない、森林伐採する、自然破壊につなが
るのではないでしょうか。余談ですが、以前から気になっているのですが、新
しくできた警察署からオートレース場までの並木と、市民病院の裏の並木など
色々ありますが、毎年2回も木を剪定しているから新しい葉が出てこなく元気が
ない木々があり、かわいそうです。そんなに切らなくても信号も見えます。ど
うか木をあまり剪定しないでください。お手数ですが、管理している所に伝え
てくれますか。お願いします。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/赤堀地区/5年
以上10年未満

282 現在は保育園に預けられているので感謝していますが、入園できたのは今年４
月です。それまでは待機児童でした。施設、職員が不足していることは承知し
ていますが、なるべく解消できるようにしていただきたいです。幼稚園での園
児数が減少しているのであれば、一部を幼保連携型の認定こども園にしてもら
いたいです。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/東地区
/10年以上20年未満

283 私も働いている身なので、幼稚園よりも保育園や認定こども園の方が必要性を
感じるし、施設をもっと増やして欲しいと思う。

女性/40歳代/３世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/北地区/10年以
上20年未満

284 私は妊娠を希望した際に仕事を続けるのは困難であると判断し退職しました。
子供が２才になるので仕事をし、保育園に預けたいと思っていますが、子供が
保育園に入れるかも分からずに就職活動をして大丈夫なものなのか、保育園へ
は仕事をしている方が優先であると聞いているので不安です。仕事をしてい
る、していないにかかわらず、入園できる園が増えるとありがたいです。

女性/20歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/宮郷地区/5年
以上10年未満

285 幼稚園に通わせようと思っていましたが、経済状況が変わり保育園を選ばなく
てはならないと感じています。子どもの夏休み期間中にもう少し預けられれば
保育園に預けずに仕事ができるのに…と思います。保育料も幼稚園のほうが安
く助かります。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/東地区/5年以
上10年未満

286 現在育児休業中で９月から保育園に通います。入園説明会、入園式には参加
し、少しずつ通い始めるための準備をしている所です。ただ４月の入園式から
９月までの間、保育園とのつながりがなく少々不安です。初めて通わせるとい
う事もありますが、保育園の様子がもう少し見えるような配慮をして頂けると
ありがたいです。（毎月のおたよりなどを郵送して頂くとか）こちらから電話
や見学に行けばいいのかもしれませんが毎月そうするわけにもいかないです
し。又、保育料の値下げも検討して頂きたいです。正社員で働いていますが時
短勤務になるので今までより４～５万お給料が減ります。残業はほぼ出来ない
です。（勤務先から保育園まで４０～５０分かかるので厳しいです）その中で
保育料の負担で大きく家計が圧迫されます。まだ手のかかる０歳児ですし、児
童手当も頂いていますが、おむつ代や洋服などの出費で毎月けっこうかかりま
す。お給料があがっても保育料もあがってしまうと思うので、見直しをしてい
ただけるとありがたいです。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/茂呂地
区/5年以上10年未満
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287 公立の幼稚園で園児数が減少しているとの事ですが、保育園は入園したくても
いっぱいで入れないという声をよく聞きます。保育する場所があるのであれ
ば、認定こども園のようにし、小さい子どもも預かり入園したい子どもが入れ
るとお母さん方は助かりいいのではないかと思います。建物があるのに使用し
ないのはもったいないです！以前保育士をしていて、今は自分の子どもを育て
ていますが、いざ子育てしてみると保育の場にいた時と違う目線で見れ、色々
と良い部分、こうした方が良いなと思う部分に気づきました。子育てしたいと
思える環境が整えば安心して仕事しながらも子育て出来、若い世代の人たちも
子どもを沢山産んで子どもの人口も増えるのではないかと思います。上手く書
けず、すみません。もう一つ、この機会に読んでいただきたい事があるのです
が、（誰宛にお手紙して良いのか分からず申し訳ないです）子どもを育て公園
デビューを始めると赤ちゃん～１、２才の小さな子どもが遊ぶ場所が伊勢崎市
にはほとんどない事に気付きました。他市の友達と遊ぶと市で行なっている施
設があり、栃木県の"TOKO-TOKOおおたわら"は、小さな子どもから大人まで入る
事ができ、料金も１００円くらい（以前は無料）で沢山遊ぶ事ができました。
大きな滑り台は大人も小学生も小さい子もできこんな滑り台あったら皆喜ぶの
になと思いました。（ネットで見る事ができます）太田市も児童館が多く、雨
の時など室内でおままごとや滑り台、トランポリン、ボールプールなどがあり
楽しむ事ができ、赤ちゃんの遊べる部屋があり、とても良いなと思いました。
前橋市の"元気２１"も無料で０、１、２才は遊べとても助かりました。そうい
う施設が伊勢崎市にはないので乳幼児の事も考えて近くに遊べる場を作って頂
けるととても嬉しいです。（市民プラザや伊勢崎市の図書館などの隣などに
０、１、２才の子ども達が遊べるちょっとした場があると良いなと感じていま
す）公園では、大きな滑り台はよくありますが、歩き始めの子どもが安心して
行なえる滑り台（小さい子用）があまりなく、どてに行くか探さないといけな
いので困ります。前橋のこども公園は良いなと思いました。（保育園にはよく
あるのですが中に入ってあそぶ事は出来ないので）ぜひ乳幼児の目線で雨の日
にも遊べ料金もなるべく安く皆が遊べる場を考えていただきたいと思い、お手
紙に書かせていただきました。きっと小さなお子さんをもつお母さん方は思っ
ていると思います。旧伊勢崎に作って頂けると助かります。東、赤堀は畑で周
り何もないので他があそべず…今後の世代のためにも実現して頂けるよう宜し
くお願い致します。

女性/20歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/赤堀地
区/10年以上20年未満

288 働きたくても、就活をしたくても出来ない方、保育園の入園が承諾にならな
かった方が知り合いにいるので、幼稚園をこ認定ども園にすることでも入れな
かった方たちの受け皿になるのではと思います。せっかくの新しい制度なの
で、浸透していくまでや、役所の方や保育・教育者の方も戸惑うこともあると
思いますが活用していけば良いのではと思います。そして、保育者の方たちが
減らないように少しでもお給料もあがったり、自分の子どもたちが、働いてい
る園で定員に関係なく受け入れていけば、産休後の職場復帰もしやすくなって
欲しいと思います。保育料があがっても、そこで頑張っている先生たちのお給
料に上乗せになるのであれば、構わないと思っています。働く人や預ける親双
方が良い方向になるような未来になることを願っています。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/茂呂地区/5年
未満

289 幼稚園に通わせる際、働く親の仕事時間にあわせられるのか。お金より親の負
担が増えるのは通わせる意味がない。上の子が私立保育園に通っているが、下
の子で育休の場合、協力保育という期間は絶対強制でお休みしなくてはいけな
いルールがあります。８／１～８／１４までの協力保育の間子どもを休ませる
のはいいが保育料を払っているかぎり半月も園にいってはいけないというルー
ルはおかしいと思う。子どももともだちとあそびたいと思うのに絶対ダメとい
われると親としても子の命をあずかってもらうので何もいえない。３月末の１
週間前後もこないでくださいといわれた。ショックでした。園児数について、
子どもが減少しているところと増加しているところがあるので、従来のままで
はなく、きちんとした対応を市にはお願いしたい。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/無回答
/10年以上20年未満
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290 公立幼稚園のメリットは保育料が安いということだと思う。今後、段階的に値
上げされるという事で、利用しづらさを感じる。また、幼稚園は３歳児から預
けることが多く、すでに１年私立幼稚園に通ってしまっていれば、友達関係の
こともあるので、なかなか公立幼稚園への転入を考えることは難しい。そのた
め、３年保育の実施には賛成である。また、予算の関係もあると思うが、公立
幼稚園が私立幼稚園では補えない部分を積極的に取り入れるべきだと思う。Ⅳ
の３で回答させていただいた様な、障害をもつ子や外国籍の子の積極的な受け
入れや支援、子育てに関する悩みを保育のプロに相談できる窓口等があると利
用しやすいように思う。

女性/20歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/宮郷地区/5年
以上10年未満

291 幼稚園に関しては、預かってもらえる時間が短く、仕事をしている人間にはと
てもじゃないですがお願いすることが困難です。核家族化が進むなかで、現在
の親の仕事形態などのニーズに合わせた保育など検討していただきたいと思い
ます。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/宮郷地区/5年
未満

292 なるべく見られるうちは子供の成長に関わりたいと思う一方、下の子が産まれ
るので、どうしても上の子を幼稚園に入れたい。私が、下の子の世話で働けな
いので、少しでも安い保育料で、見てもらいたい。時間は保育園より短くて
も、それでも少しでも通わせたい。どうか公立幼稚園の３年保育してもらえる
様よろしくお願いします。

女性/20歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/宮郷地区/10年
以上20年未満

293 早く３年保育にしてほしい。人数の差が、幼稚園で大きいので、分けて園を
造ったりしてほしい。

男性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/北地区/5年未
満

294 保育園入園前に数ヶ月、一時預かりを利用させていただきました。公立の園
だったのですが、とっても助かりました。保育士さんが神様に見えました！！
私は通院、仕事の復帰の準備として利用させていただきましたが、リフレッ
シュもＯＫとの事なのでみんながもっと利用しやすくなるといいと思います。
ただ保育士さん不足の中なので、予約がとりにくい日も多かったので、広まっ
て欲しいような…、第２子の時も利用したいので競争率は上がって欲しくない
ような…、とにかく一時利用をもう少し充実させて頂けると助かります。私立
の園に通わせていますが、園に直接言いにくいことを市役所に相談したとこ
ろ、取り合ってももらえませんでした。私立なのは承知しておりますが、もう
少し話を聞いてもらえる姿勢だけでもあればいいのに…と少し突き放された気
持ちになりました。公立幼稚園の保育料の値上げについてお金持ちにはたくさ
ん払ってもらってもいいと思うのですが、３年間で２～３倍はあまりにもかわ
いそうかな…全国的に待機児童が問題となっている今、伊勢崎市は入りやすい
ことは感謝しております。ただ兄弟で同じ園に入れない事もあるそうなのでよ
り努力していただけると嬉しいです。これはなかなか難しいことかもしれませ
んが、保育園を決める際、もう少し各園のデータを教えてもらえると、（園の
一覧に加えてもらえると）分かりやすいです。何時からオヤツ代として＋○
円、何時以降○○円等。更に難しいかもしれませんが、その園の特徴も。その
ものズバリ「のびのび系です」とか「お勉強系です」と書くことはできないと
思いますが、何となく感じとれるように書いてあると園選びの一助となるので
はないでしょうか。園に行き、直接聞くのが基本だと分かっていますが、どの
園に見学に行くか決めるうえで役立つと思います。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/赤堀地
区/10年以上20年未満

295 子育て支援センターの詳細がわかりづらい。イベント開催など… 女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/殖蓮地
区/5年以上10年未満
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296 私も含めて、母親もフルタイムで働いている人が増えているので、保育園など
で、１８：００過ぎまで子供を預かってもらえないと、幼稚園では入学は難し
いです。今の保育園では、先生や友人との交流をはじめ、３才児クラスからは
体操教室を実施してもらったり、様々な活動を通して、家庭ではできないこと
をして過ごさせていただいています。とてもありがたく思っています。給食や
おやつもおいしく、いつも子供も完食しているようです。私の友人の中にも、
０～２才の母親もいますが、「伊勢崎市立幼稚園は、２年の保育のため、４才
まで子供と一緒にいる。子供も友人と遊びたい年齢になるので、かわいそう
だ、また、母親自身も働くことができない。他の市（桐生など）は３年保育に
なったのに、早く、伊勢崎も３年にしてほしい」という声があります。ぜひ早
めに３年保育にしてほしいです。長くなりましたが、これからもよろしくお願
いします。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/茂呂地区/10年
以上20年未満

297 今現在は就業のため保育園に通わせています。第一子のため、分からないこと
も多く、保育園でどのように過ごしているのか、心配になることも多いです
が、先生との育児日記のやりとりで、解消できる部分が多く、安心できること
が増えました。しかし一方、園からの連絡が不十分だと感じることも多いで
す。特に入園前の準備についてや、入園する子供について、もう少し細かい聞
き取りがあってもいいのではないかと感じました。低年齢のうちは成長の具合
に個人差も大きく、食事も離乳食や卒乳も全然違ってくるので、何も聞かれ
ず、ちゃんと個人個人に合わせてみてもらえているのか最初は不安でした。ど
この保育園でも同じなのかもしれませんが、安心して預けたいし、子供にも外
の世界を楽しんでもらいたいし、先生たちの負担を減らすことにもつながる
（余分な仕事を増やさないための事前準備と考えれば）と思います。今はあり
がたいことに保育園に通えていますが、仕事が変わったりした時にまた通える
のか不安もあります。そういう不安が減らせるようにの意味も含めて保育園以
外でも幼稚園でも時間外保育などしてもらえると、子供の教育に関する選択の
幅も増えていいのではないかとも考えます。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/豊受地区/5年
以上10年未満

298 未就園児の一時保育が充実するとありがたいです。また、園庭開放などがある
と、園の雰囲気がわかりやすく、園選びの判断材料になるので良いのではない
かと思います。それぞれの園で理念や方針が異なるとは思いますが、それぞれ
の特色を活かして待機児童などの問題が起こる事なく就園できる体制を整えて
いただけると助かります。保育士不足と言われていますが、保育士をしていた
知人は出産後保育士として働いている人がいません。復帰しやすい、または働
きやすい環境作りをして頂き、保育士不足を解消していただきたいと思いま
す。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/東地区/5年以
上10年未満

299 ニーズに伴い、柔軟な考え方を取り入れた方がいいと思う。公立の良さもある
と思うので…

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/東地区/5年以
上10年未満

300 伊勢崎に引越して５年くらいたちますが、周りに知り合いもいなかったので、
いざ働こうと思い保育園に入れようと申し込んで初めて、こんなに保育園に入
れるのがむずかしいと知り驚きました。伊勢崎は公園も多く、子供達に良い所
だと思っていたのに、待機児童が多く、未就学児を持つ母親はその話で悩んで
いる人が多くいました。私もその一人で、３歳になる娘は公園にいっても同じ
くらいの子がいなく、遊ぶ友達がいないのでつまらない思いをしていないか、
保育園を待つ間このまま入れなかったらどうしようと悩んでばかりいました。
待機児童問題の解決を早めにしていってほしいのと、公園以外に天気の悪い日
など未就学児が遊べる施設があったらと思っていたので（安くて体を動かして
遊べる所）せめて、そういう場所もあると、家で子供を見ているお母さん方の
悩みも少しは減ると思います。

女性/30歳代/３世代世
帯/主婦･主夫/宮郷地
区/5年未満

301 公立幼稚園で３年保育を実施していただけたらとても助かります。 女性/40歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/宮郷地区/10年
以上20年未満
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302 体験入園等のイベントがあるとしたら、どうやってお知らせして頂いているの
かわかりません。実際に興味がある幼稚園や保育園に行かないと知ることがで
きないのでしょうか。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/宮郷地
区/5年未満

303 妊娠中に保育園の相談に行ったら、２月出産予定の方はまだ申し込めないと言
われました。待機児童も多いようなので、申し込みが遅れると保育園に入れる
かどうか不安です。安心して子どもを産み育てられるよう改善していける所は
改善してほしいです。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/宮郷地
区/10年以上20年未満

304 園のお陰で仕事に行く事が出来ています。とても感謝しています。ですが、今
お世話になっている保育園はＤＶＤを見せて保育をしています。とても違和感
があります。上の子が通っていた園ではＤＶＤを見せているなんて考えられま
せんでした。今は普通なのですか？

男性/20歳代/３世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/名和地区/5年
以上10年未満

305 園の雰囲気や職員さんなど、入園前に知っておいた上で園を決め、入園させた
いと思っているが、それらを知る機会がない。というか、知り方が分からな
い。体験入園とかはやっているのでしょうか。周りに知り合いとかもいないの
で、知りやすい環境を作ってもらいたい。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/赤堀地区/5年
未満

306 一番目の子供は公立幼稚園で、二番目の子供は現在私立保育園に通っていま
す。公立幼稚園が３年保育になるならば、二番目もそちらに通わせたいと考え
ます。しかし今もう年中ですので、三番目の子どもが３歳になる３年後、もし
公立幼稚園が３年保育になるのであれば考えていきたいと思います。

女性/40歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/赤堀地区/10年
以上20年未満

307 子供を預けようと思いましたが、食物アレルギーが沢山あるため、４才までは
と断念。その間にアレルギーに理解がある保育園を探すことにしたのですが、
実際行って保育士さんとお話をすると、アレルギーに関して無知な方が多く、
ショックを受けました。「アナフィラキシーとはどんな感じですか？」など。
「全部給食に任せているので」など、無責任な発言もありました。食物アレル
ギーは命に関わることです。そしてアレルギー児は近年増加しているというこ
となので、どうか、保育士、幼稚園教諭の方には研修などでアレルギーの知識
を高めていただきたいです。そして、アレルギーがあっても安心して預けられ
るような保育園、幼稚園が増えて欲しいです。インターネットでアレルギー大
学という通信教育もやっているので、そのようなことを活用して、どうか市全
体でアレルギーに対しての理解を深めていただきたいと切実に願っています。

女性/20歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/境地区/5年以
上10年未満

308 教育に力を入れていたり、子供に色々な経験をさせるような方針の幼稚園が少
ないと思います。そのような園を増やしていただき選択肢が増えるといいと思
います。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/三郷地
区/5年未満

309 公立の幼稚園を３年保育にして欲しい。誕生日が４、５、６月生まれの子はす
ぐ５歳なので、５歳まで家でみるのはきつい。月額保育料を下げれば園児の減
少は防げると思う。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/殖蓮地
区/10年以上20年未満

310 保育料の無料化を検討いただけると少子化対策にもなるのではないかと思いま
す。共働きでないと子どもを育てていくのが難しいと感じています。金銭面や
環境面で子育て支援を願います。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/境地区
/5年未満

311 出産した後も、働きやすい子育て支援にもっと力を入れて頂けるとありがたい
です。土日保育や病児保育の体制を整えていくことが問題ではないかと常に感
じています。

女性/20歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/殖蓮地
区/5年未満
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312 保育園に通っていますが、先生が忙しいせいか、子供の鼻水がいつも乾いてい
て鼻の下についています。時々、庭で遊んだ砂も一緒についているので、もう
少し気を回していただけると衛生面で良いのかなと思います。第一子ですが
色々な場面であまり説明がなく困ることがあるので、お便りを配る等があれば
良いです。園長が親の悪口や家庭での子育てについて批判を言っていたので、
是非やめてもらいたい。色々と意見を書かせてもらいましたが、保育園のおか
げで子供の成長も順調で教育もしてもらえるので、すごく助かっています。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/殖蓮地区/5年
未満

313 幼稚園、保育園の特長や様子を分かりやすく紹介する冊子があるといいと思い
ます。どこにどんな幼稚園や保育園があるのか、引越ししてきたばかりだし分
かりません。募集や願書締切りなども。冊子でなくてもインターネットで伊勢
崎の全部の園が見れたらと思います。上の子が障害児です。障害児受け入れし
ている所や、加配を実施している所を、市役所の子育て支援課や支援センター
で教えてくれたり、それも冊子やネットで見れたらいいです。個人で探さない
といけないのか、ただでさえ保育園、幼稚園が分からないのに、余計に分かり
ません。探しているうちに子供は大きくなっていきますし。市にある幼稚園や
保育園を全て把握していて、親の話を聞いて、いくつかこういう所があると相
談にのってくれる窓口があったらいいなと思います。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/宮郷地区/10年
以上20年未満

314 現状幼稚園は保護者が働いていると通うことが困難なため、減少しているのだ
と単純に思います。行事等を土曜日にするなどの配慮をしたら良いのでは？

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/宮郷地区/10年
以上20年未満

315 今年度８月に子供が２才になる時点で職場復帰し、子供は保育園入園の予定で
仮決定も届いていました。しかし第２子を妊娠し職場の意向で育休を延長しそ
のまま産休に入ることになりました（約１ヶ月半延長）。そのため子供は保育
園に入れなくなってしまいました。産休中の保育もありますが、約４ヶ月間し
か通えず、慣れた頃に退園するのでは子供がかわいそうで、この制度を利用す
ることを躊躇してしまいます。職場の状況的に１ヶ月半のみ復帰することも周
囲に迷惑でできません。このような場合でも、子供を通常通り入園させること
ができるととても有り難いと思います。制度の見直しをご検討いただければ幸
いです。よろしくお願いします。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/東地区
/5年未満

316 就学前の練習として英語や算数など簡単なレベルで良いので慣れさせて欲し
い。

女性/30歳代/３世代世
帯/主婦･主夫/宮郷地
区/5年以上10年未満

317 Ⅳの公立幼稚園の運営についての３年保育ですが、実際に働いている親から見
れば、０才や１才などで保育をお願いしたいという親が多いと思います。保育
園も０才や１才からの入園する子供が増えています。なのにも関わらず、３年
保育にしたところで入園者の数は伸びるのでしょうか。幼稚園の預かってもら
える時間も短く、一日仕事をしている両親にとっては預けにくい環境だと思い
ます。私はパートで一日仕事をしていますが、保育の申請の際に夫の扶養と
なっていることから、正社員で働いている両親の方に比べて申請が通りづらく
困りました。パートでも一日働いているにもかかわらず、パートと正社員の方
とでは対応にも差がありとても困りました。お互いに働いているという条件は
変わらないのにという思いでした。なので、４月入所でしか中々受け入れても
らえず、とても困りました。働く気持ちがあっても保育園に預けられなければ
仕事は出来ず困るので、保育園の審査ももう少しやり方を考えていただけると
うれしいです。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/茂呂地区/5年
以上10年未満

318 伊勢崎市は幼稚園、保育園、公園が充実しており、とても子育てがしやすいで
す。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/宮郷地
区/5年以上10年未満

319 園庭開放を行っているところが少ない。全ての園で開放していただけると嬉し
いです（気軽に行けて、園の雰囲気も分かるので）。幼稚園も保育園のように
長い時間子供を預かっていただけると、働くお母さんは助かる。

女性/20歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/赤堀地区/10
年以上20年未満
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320 公立が３年保育になってほしいと思う。就学前の子どもや親が集まれる場所や
子育て支援が充実していると嬉しい。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/宮郷地区/10年
以上20年未満

321 働きながら預けたので（１才～）幼稚園より保育園については考えていた。認
定こども園が増えるといい。近くにあれば預けたい。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/宮郷地
区/10年以上20年未満

322 ３年保育の実施もお願いしたいですが、４年保育の実施もしてほしいです。来
年から保育園をと考えているが、新制度がどういうものかよくわからない…幼
稚園、保育園、公立、私立、年、よくわかるまるわかりの資料があったらいい
な…。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/北地区
/5年以上10年未満

323 保育料が思っていた以上に高いので残業しないとやっていけません。 女性/20歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/宮郷地区/5年
未満

324 公立幼稚園は園児数が減っていて、月額保育料は値上げされていて、園舎・園
庭設備の老朽化も進んでいますよね。それでなくても夫婦共働きしなければ生
活が厳しい御時世。ニーズに合わせて速やかな認定こども園への移行をすると
か、私立幼稚園のように何か魅力的な特色をアピールするとかしなければ、運
営する意味はないのではないかと思います。そこで働いている先生方の御力を
持て余しているようでもったいない。伊勢崎市も少なからず、保育園の待機児
童が出ているとか、兄弟姉妹で違う保育園に通わざるをえない人が出ていると
かいうウワサも聞きます。子育てしやすい市、安心して就学前教育・保育をま
かせられる市づくりを願ってやみません。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/三郷地
区/5年以上10年未満

325 幼稚園や保育園等の職員が不足しており、また職務については体力、知力、気
力をフルに使っての仕事であり、子どもを預ける親としては本当に感謝してい
ます。伊勢崎は子どもの数が多く、また公園などとても整備が行き届いてお
り、とても住み良い環境にあると考えています。仕事の事情で、今長男を市外
の認定こども園にお願いしておりますが、せっかく伊勢崎に住んでいるので、
将来的には伊勢崎の施設を検討しようと考えている最中です。施設の設備等の
充実などもできれば良い場所の方がありがたいですが、子どもがのびのびと生
活しながらも基本的な生活習慣等を身につけ、友達との関係などから社会性を
学べるような環境を望みます。一人一人の個性に合わせた教育をしてくれた
ら、とまことに勝手ながら親の立場での願望を述べさせていただきました。こ
れからの伊勢崎市に期待しています。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/茂呂地区/5年
未満

326 伊勢崎で初めての子育てを始め、公園の充実にも感心していたのですが、保育
園へ入る子が多く、子育て支援でお友達になったお友達も１才になるとすぐに
保育園へ入ってしまいお友達がなかなか都合が合わずに子どもと２人きりで遊
ぶ事が多く、お友達との環境を考え認定こども園を考えました。幼稚園形なの
で、幼稚園の良さがあり、今の環境には感謝と満足があります。子どもの大切
な３才までとの関係を大切にし、環境も考慮すると理想があっても家族だけで
は十分に与えられないのではと思いました。検診やデパートでは同じ位の子と
多く会えるのに公園（昼間）には少なく、昔より他の人との距離を感じます。
下の子、次の子どもも考えているので、よりよい環境が近くに身近にあればな
と思います。

女性/30歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/豊受地区/5
年未満

327 特にございません。親の教育影響力が外部教育機関の教育影響力に劣るようで
はいけないと考えております。最低限のルール等はあるかと思いますが、就学
前の教育・保育に関しましては、あくまで副次的にとしか考えておりません。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/赤堀地区/10年
以上20年未満
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328 現在妊娠中につき、第１子を保育所の一時預かりを利用して検診を受けていま
す。転勤族で知り合いもいない中、保育所を探すのに苦労しました。いただい
子育て支援ブックをもとに、送迎できる範囲でかたっぱしに向合せさせていた
だきましたが、０歳時だったので預けられる保育所が少なかったのはもちろん
ですが、支援ブックに情報が少なく何歳から一時保育で預けられるのかから向
かい合わせしなくてはなりませんでした。中には一時預かりと書かれていても
実際には入園するための慣らし保育のみの預かりという保育園さんもありまし
た。市内には全国展開している企業もあり、転勤族の方も少なくないと思うの
で、市のインターネットサイトなり妊婦、子育て家庭への配布物なり情報の更
なる充実をお願いしたいと思います。

女性/20歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/茂呂地区/10
年以上20年未満

329 保育園によって、延長保育の開始時間、料金が違う。学区の関係で、今の保育
園は、せっかくお友達ができても、それぞれの小学校に別れてしまう。学童保
育が地区によって数が違う。待機児童のことも考えると、認定こども園が増え
るといいと思う。このアンケートの結果も知りたいです。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/三郷地区/5年
以上10年未満

330 保育園の数を増やして欲しい。定員を増やして欲しい。校庭を広くして欲し
い。公立幼稚園を２年保育から３年保育に変更して欲しい。

女性/40歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/南地区
/5年未満

331 小学校に入学するとさまざまなところから（幼稚園・保育園）あがってくると
そこで差がでてくると思います。もう少し教育にも力をいれていただきたいと
思いました。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/豊受地区/5年
以上10年未満

332 現在私立幼稚園へ兄弟を通園させていますが、公立と私立の差があるように感
じます。（授業料、補助金等）境地区は公立に通園させたくても地区内に公立
幼稚園がないため不可能です。同じ伊勢崎市内でもなぜ境地区のみ公立幼稚園
がないのでしょうか。また第３子への優遇面でもすでに公立は無料に近いのに
私立では違います。その点、保育園は無料なので保育園を選択する家庭も多い
と思います。幼稚園へ通園させたくても金銭面や時間を考えるとあまりメリッ
トがないように感じます。今後幼稚園の保育料が値上げされるということです
が値上げするからには、保育、教育の充実をより求められると思います。今
後、共働きの世帯が増えると思うので、共働きの世帯でもより安心して、子育
てができる社会になってもらいたいと思います。

女性/20歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/宮郷地
区/10年以上20年未満

333 出産後のどこかのタイミングで、伊勢崎市側から保育園等入園に関する説明会
のようなものを開いてほしい。市のＨＰ、案内等を見ただけではよく分から
ず、育児で孤立しているため人からの直接の情報が手に入らない。同じ月齢、
年齢の子がいるお母さんたちと知り会う機会もとぼしく、いろいろと思い悩む
こともあり、そのような機会が複数回あればとても助かる。

男性/40歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/東地区/10年
以上20年未満

334 上の子を私立に通わせていますが満足しています。 女性/30歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/境地区/10年
以上20年未満

335 上の子を保育園に通わせているが、お盆休み、年末年始、年度終わりに希望保
育と称して、半ば強制的に通園を制限されるが、両親常勤で働いており、カレ
ンダー通りの勤務体系なので、希望保育にされるたびに非常に憤りを感じる。
高い保育料を払っているのに休みを強要されるような通知を出す保育園への指
導が明らかに足りていない。幼稚園は母が働いていない、もしくは短時間の仕
事なのだから、正直言ってどうでもよく、それよりも"女性の活躍"と言うので
あれば保育園の体制を根本的に見直すべきだと常々思っている。高い保育料を
払って、"世の中が休みだから、両親が仕事で祖父母がいるなら祖父母に保育さ
せる"という内容の保育体制を速やかに改善させてほしい。保育士も休みを取る
ので出来るだけで希望保育も少なくしろと言われるがと言われるが、保育士も
それが仕事であって、カレンダー通りの仕事をするべきで、保育園がいわゆる"
殿様商売"をしているとしか思えない。年中無休でしろと言っているわけではな
いので、せめて官公庁と同じようにカレンダー通りの開所をさせるべきだ。

女性/40歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/茂呂地
区/5年未満
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336 去年の５月～私立保育園に通わせています。それまでアパートでの密着育児⇔
実家の行き帰で精神が参ってしまい。市の子ども相談課に頼りました。それで
何とか入れました。今通っているところは先生の応対も良く、行事も盛んで、
とても良いと思います。働くため、子供とはなれるために入れましたが、ただ
保育園に通い続けさせるためにパートを続けるのが辛く、何のために働いてい
るのか分からなくなります。毎日の車の送迎も辛く（３０分ほどかかる）、出
来れば家の近くに転園したいですが、慣れてきたので、かわいそうだと思いま
すし、空きがあるとも思えません。保育料のことで夫に怒られることもあり、
預けるのをやめようかとも思います。でも、また密室育児で辛かった日々が苦
しく、なんとかパートを探しています。本当に毎日育児が辛く、楽しいと感じ
たことが一度もありません。なので保育園や保育士さんには感謝しています。
あのままだったら、きっと虐待したり、最悪心中していたと思います。今も、
死にたくなります。育児しながら働くのはとても辛いです。

女性/20歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/赤堀地
区/5年未満

337 子供が１歳になった時（上の子）私立保育園に通わせました。仕事復帰してす
ぐ妊娠し、８ヶ月後また産休に入ったため退園し、１年間２人を家でみること
を決めました。約１年通わせていた保育園は、見学時と入園時でかなりの差が
あり、戸惑うことが多かったです。１つは、土曜保育もやっており、受け入れ
ＯＫ（見学時）→なるべくお家で保育してほしい。子供がかわいそう（入園
後）もう１つは、保健室があり、（看護師もいる）熱などがあってもある程度
は応急措置をする→すぐ職場に連絡があり、お迎えを遅れてしまうかもしれな
いと伝えると嫌な返事をされる。初めてのことばかりだったのでこちらも悪い
点が多かったかとは思いますが、見学時に正しいことを言ってもらわなけれ
ば、こちらは自分達のニーズに合った保育園を選ぶことが難しいと思います。
また仕事復帰をする予定で、保育園はなくてはならない存在なので、正しい情
報が欲しいです。東区の園をまとめて情報を得たいので、特長や情報を市の広
報や園から直接もらえると嬉しいです。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/東地区/5年未
満

338 現在５才、３才、０才の子どもを育てています。５才の子が３才の頃、公立の
あずま幼稚園に就園させたいと考えていましたが、その前の年までは入れてい
たのがなくなっていたので、とても残念でした。また、兄弟が急な入院や予定
入院をした時などに未就園の子どもを一時的に預かってもらえる所についての
情報や案内が、分かりにくいので、パンフレットを専用に作ってもらえると助
かると思います。

女性/30歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/宮郷地区/10
年以上20年未満

339 第一子の子育て中の親です。幼稚園に関してです。Ｐ．６にあるように、公立
幼稚園の保育料の値上げが私立と同額になるようでしたら３年保育（公立）は
決定事項としていただきたいです。私立の方が教育面に関してとても力を入れ
ているように思いますが保育料の関係上、公立を選ばざるをえない家庭もある
と思います。３年保育も無理、金額が高いでは公立を選ぶ家庭はますます減少
していくと思います。保育園に関しても所得によってとなると教育を受けさせ
る以前に、保育料の事を考えざるをえません。幼稚園、保育園、私立、公立ど
こを選ぶかは、子供のためを優先させてあげたいと思いつつ、金額面上で選ぶ
家庭がほとんどだと私は思います。現に私もそれを考えどこに通わせるかを今
の段階で考えています。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/東地区/10年以
上20年未満

340 公立幼稚園の３年保育がなるべく早く実施される事を望みます。上の子が幼稚
園入園時も（５～６年前）３年保育について意見が出ていたと思うので、何故
こんなにも時間がかかるのかなと思っています。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/赤堀地
区/5年未満

341 幼稚園や保育園内の衛生面が心配。親の目がない所で雑な対応（子供に対し
て）になっていないか、お気に入りの子供とそうでない子供との対応の差がな
いか心配がある。

女性/20歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/宮郷地
区/5年以上10年未満

342 公立幼稚園が３年保育になり、私立幼稚園と同じように延長保育や長期休業中
の預かり等あれば、通わせたいと思う。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/殖蓮地
区/5年以上10年未満
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343 保育園卒と幼稚園卒では幼稚園卒の方が学習力や楽器等の能力が上だというイ
メージがあります。実際通っている所では特に学習的な話は聞きません。幼稚
園に通いたい希望はありますが、働かなくては金銭的や環境が整わず、保育園
でなくては生活が難しいです。私のイメージだけであったら申し訳ありません
が、そのイメージをなくせるように入学前に同レベルなスタートになれるよう
な学習能力を身につけていただけるように期待したいです。フルパートだと、
習い事に行かせる時間もほとんどありません。

女性/30歳代/３世代世
帯/主婦･主夫/茂呂地
区/5年未満

344 保育園申込みの締め切りが９月末となっていましたが、昨年８月に出産しバタ
バタしているうちに締め切りが過ぎてしまいました。締め切り後に申込みをし
ようとしましたが、どこももう一杯だというお話と、９月中に申し込まなかっ
たから仕方ないというお言葉を市の職員の方にいただきました。初めての出産
と育児でとても忙しい１ヶ月を過ごしていて保育園まで気が回らなかったのは
自分のせいだと分かっているのですが、担当の職員の方にそういう事情を察知
してもらえず「お前が悪い」と取れるような言葉をかけられ、とても悲しくな
りました。家に帰ってから泣きました。せめてもう少しこちらの側に立って言
葉をかけてもらえたらよかったと思います。また、９月の締め切りを過ぎたら
どれだけ不利になるのかということを知らなかったので、母子手帳をもらうと
きや出生届を出すとき等に、締め切りの存在と、過ぎたらどれだけ不利になる
か教えてもらっていたら、こんなことにならなかったのにと思いました。

女性/40歳代/２世代世
帯/農業・自営業/殖蓮
地区/10年以上20年未
満

345 保育料の値上げは家計的に負担が大きい。何とか値上げをせずに続けて欲しい
と思う。

女性/20歳代/３世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/殖蓮地区/5
年以上10年未満

346 茂呂、南千木地区に幼稚園を作って欲しい。 女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/三郷地区/5年
未満

347 「希望する保育園に中々入れてもらえなかった」という声を耳にします。夫婦
共働き世帯が増加する中で、保育時間の短い幼稚園を選択することはできませ
ん。また、延長保育の料金や保育料も気になります。夫婦共働きであり周囲に
頼れる（子供を預けられる）人がいない場合や、病時保育、夜間保育等の充実
をしていただけると、すごく助かり選択の幅が広がります。

女性/30歳代/３世代世
帯/主婦･主夫/名和地
区/5年以上10年未満

348 公開情報が少なすぎる。園の方針･職員数･行事･設備など、園を選ぶ上で保護者
が知りたいことが実際に見に行かないと分からないのは困る。その上、見学日
はどの保育園も同日に定めていて、各園のＨＰなどを作成して欲しい。また、
未満児クラスなのに９時までは２人しかいないのは不安。８時から預かるのに
それでいいのか。そういう担任の注意は事前に公開すべき。トイレが仕切りも
なく教室にあるのも衛生面、近年の児童ポルノ観点から問題があると思う。あ
と保育料が高い。下手にパートなどの仕事をするなら専業主婦のほうがいいと
は言うが、今の時代の女性活躍に対して見合っていないと思う。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/茂呂地
区/5年未満

349 現在２才の三男を保育所に通わせていますが、３年保育が実施されれば公立の
幼稚園に行かせたいと思っていました。しかし、３人目で保育料は無料です
が、給食費は幼稚園は負担すると聞きました。また、お預かりも有料なので考
えてしまいます。保育料の値上げはなぜですか。私立と同額ならば、公立幼稚
園の意味は？保育料が安いから通わせている人も多いはず。

男性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/赤堀地区/5年
以上10年未満

350 我が家は共働きで子供を保育園に預けざるを得ない状況です。０才児クラスか
ら見てもらっていて、家では教え切れないことも友達や先生との関わりの中で
学んできているので、感謝しています。家庭状況や住む所などで選ぶ園は様々
ですが、小学校では色々な園の子ども達が集まり、その子ども達をまとめるの
は大変だろうなと思います。認定こども園も増えてきていて、これからは幼稚
園保育園が連携をとって教育･保育を進めていって、差のないようになって欲し
いと思います。よろしくお願い致します。

女性/20歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/宮郷地区/5年
未満
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351 保育料の値上げはなぜですか？働いていなくて税金を納めていないから、その
分保育料を高くするのでしょうか？？公立の３年保育を早く進めて欲しい。公
立幼稚園が３年保育を実施すれば、もっと園児は増えると思うのですが、３年
保育を実施してみて、それから今後を考えるのでは遅いのでしょうか。働いて
も働いていなくても預けやすい環境を希望します。

女性/40歳代/３世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/殖蓮地区/10
年以上20年未満

352 公立幼稚園が徒歩で行ける距離にあるにもかかわらず入園年齢が満たないた
め、上の子は保育園に通わせることにした。私立幼稚園と公立幼稚園の保育料
があまり変わらないなら、公立（保育料が低い）のメリットがなくなるのでは
ないか。伊勢崎市に住み始めてから、なぜ公立幼稚園が２年制なんだろうと
思っていた。上の子が既に保育園に通っていて、友達もでき、バックや体操服
など購入しており、たとえ近くの公立幼稚園が認定こども園に移行したとして
も、転園させようとは思わない。また、下の子も同じ保育園に通わせたいの
で、３年保育や認定こども園になったとしても入園させようとは考えていな
い。認定こども園にもっと早く移行していたら、上の子を通わせたかった。

女性/30歳代/無回答/
会社員･公務員･団体職
員/殖蓮地区/5年未満

353 保育料をもっと安くして欲しいです。未満児の保育料が高く感じます。 女性/40歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/茂呂地
区/5年以上10年未満

354 どこに相談したらいいのか良く分からない。インターネット以外に幼稚園や保
育園の情報を知る方法がないように思う。パンフレット等置いてあると分かり
やすいと思う。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/南地区
/5年未満

355 子育て支援の活動はとてもいいと思います。保育園に行く前に行っていたので
すが、子供も友達と色々遊んだりして楽しんでいました。親も同じくらいの子
供を持つママたちと情報交換ができたりしてよかったです。

女性/30歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/境地区/5年
以上10年未満

356 正社員で働いていて、朝は早く夕は遅めの迎えになってしまう。そこで延長料
金を取られると思うと、金銭的に保育園に行かせられない。お散歩に連れて
行ってくれる保育園、裸足で遊ばせる保育園を探しています。でも、保育園も
集団である事から、季節特有の感染が広がり、それが子供に移り、預かっても
らえなくなり、仕事を休まないといけないことを考えると、保育園に入ること
を迷う。家でも感染対策をするけれど、少しの熱で預かれないとなると、仕事
を何日も休まないといけなくなってしまいます。ケガも少しの傷で預けられな
いのは困る。先生方も、感染やケガでの対応を勉強して見れるようにしてもら
いたいです。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/宮郷地
区/10年以上20年未満

357 公立幼稚園が２年保育なので、早く仕事をしたい人は保育園に行かざるを得な
いのではないでしょうか。統合、移行すると、現在通っている家族が困ると思
うので、何とか１０園（一部園でも良いので）３年保育にして、園児数が増え
るか試行できないのでしょうか。

女性/30歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/名和地区/5
年以上10年未満

358 子供も２才になるので、もう一人とも思いますが、育休をとるとすると、上の
子が今の保育所を出されてしまうかもと思うと踏み切れない。安心して生める
ような制度を整えて欲しい。

女性/20歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/北地区/5年未
満

359 フルタイムで働いています。保育料について疑問に思っています。子ども二人
が同時に通うと二人目減額。上の子が卒園すると二人目は満額。三人目はかぶ
ることなくても無料。三人目だけすごく優遇されるなぁという印象です。上の
子が卒園したといって、かかる負担は変わらない。又は、もっと増えるのでは
ないですか？同じ二人の子を持ち育てるのに同時期でないと減額されないのは
おかしいと思います。減額するのであれば一人目１００％、二人目７０％、三
人目４０％、四人目２０％など平等の方がよいと思います。今後、若い人が多
くの子どもを育てていく環境を整えるべきではないですか？

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/東地区/10年以
上20年未満
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360 なぜ伊勢崎市の公立幼稚園で３年保育が実施されないのでしょうか？保育料が
安く、給食がメインなので保護者の負担が少ない公立が３年保育になれば入園
者は増えると思います。３、４才くらいになると子供も家庭だけではスタミナ
がありあまっている状態で、この時期の子育ては結構しんどいものです。金銭
的に余裕のある家庭では私立の幼稚園もありですが、余裕がなければガマンす
るか、働いて保育園となります。子育て支援を考えるのであれば、３年保育実
施も実現に向けて話し合っていただきたいと思います。以前、伊勢崎では公立
幼は１年保育で、２年保育へ移す際に市内の私立や保育園から色々とあり、大
変だったと聞いたことがあります。新しい制度を取り入れる時に起こる問題は
多々あると思いますが、子供とその保護者にもっと親身であってほしいと願い
ます。

女性/20歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/東地区/10年以
上20年未満

361 太田市のように丁寧に対応してほしいです。伊勢崎は対応が不十分に感じま
す。自分の子を預ける時にスムーズかつわかりやすく丁寧に対応していただけ
ることを期待しています。よろしくお願い致します。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/赤堀地区/10年
以上20年未満

362 公立の幼稚園、保育園の保育士は保育の質への改善や向上心がなく古い考え
（固い考え）の職員が多く、ニーズに合っていなかったり職員自身が働きづら
い（意見等言いづらい）環境にあると聞く。（同業者の為、そういった情報が
入ってくる）子どもを公立園に入れたいとあえて思わない。私立園の方が柔軟
で保育への向上心ももっていると思うので。私立保育園で特に旧市内（合併
前）はお勉強や「～教室」に力をいれすぎている園が多い。子ども一人ひとり
とじっくり関わり、向き合えないのではないかと思う。（私自身もその１つで
働いた経験があるので）

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/殖蓮地
区/5年以上10年未満

363 仕事の有無に関わらず、預かってくれる場所（保育園等）をもっと増やしてほ
しい。（１～２才でも）仕事がしたいと思っても、子どもが園になじんでか
ら、仕事探しを始めたい。園に通い始めはすぐ体調をくずす。子どもを預けら
れないから仕事がみつからない。仕事がないから預かってもらえない。１、
２ヶ月ていどで希望に合った仕事につけないと思う。小さな子供がいるとなか
なか雇ってもらえない。そのどうどうめぐりです。結局、年少（３才）まで
待ってから、幼稚園へ預けてから、仕事を探したいと思っています。

女性/20歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/宮郷地
区/5年未満

364 長男が今まで公立幼稚園に通っていました。園の生活の中で時々、小学校の方
へ見学に行ったり、５年生のお兄さん、お姉さんとの交流があったりしていた
ので、小学校入学の時は本人も不安なく通うことができたようです。左ページ
Ⅳ３のアに書いてある内容そのままでした。小学校に通いだしてからも時々幼
稚園の方へ行き、先生方に大きくなった自分を見てもらいたい様子でした。下
の子は保育園とも悩んだ事もありますが、上記の良さを思い、また公立幼稚園
に通わせたいと思います。私立や保育園とは違った公立幼稚園だからできる事
を伸ばしたり、残してほしいと思います。

女性/30歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/東地区/10年
以上20年未満

365 保育料が安いので公立幼稚園へ通わせたいと思っても、２年保育なので、私立
幼稚園へ入れざるを得ない。（３年保育、さらには未満児も見てもらえると助
かる）せっかく公立幼稚園がいくつもあるのに対象外になってしまうのはもっ
たいないと思う。各家庭で事情があると思うので、就労関係なく保育園に預け
られるのが理想。働いていない＝幼稚園という選択しかできない。幼稚園も長
時間の保育や、長期休み中の保育も多くやってもらえると助かる。

女性/40歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/東地区
/10年以上20年未満

366 公立幼稚園は保護者の負担が多く大変だと思います。子供達がのびのびと遊び
ながら楽しく学べる所はいいと思います。保育園はなかなか入る事ができない
し、保育園が決まらないと仕事も探せないしで、働きたい親からしたら不便で
す。公立幼稚園のＰＴＡ活動とかの保護者の負担を少なくして、延長保育も充
実させれば、パートをしたいお母さん達が保育園だけじゃなく幼稚園も候補に
入れて考えると思います。今、幼稚園に通っている子供がいるので、ＰＴＡ活
動の大変さとかを経験して、一番下の子どもは幼稚園に入れたくないなと思う
のが本音です。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/三郷地
区/10年以上20年未満
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367 私は子供が１才になる前に保育園に預けて正社員で働いています。保育園の
数、受け入れ人数を増やして下さい。もっと働ける環境を整えて下さい。保育
料高いと思います。幼稚園の人数が減少傾向にあり運営が難しいのであれば、
一つ一つの幼稚園の入園児数を増やし、その分保育園の運営に回せばいいと思
いますが。保育士増やして下さい。私の周りも皆働いています。幼稚園に通っ
ている友人の子供はいません。今は昔と違って共働きでないと生活していけま
せん。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/茂呂地
区/10年以上20年未満

368 育児休暇が３年あるのにもかかわらず、上の子の年齢により下の子を早めに保
育園に通わさなくてはならない。私達の希望より早く仕事復帰しないと上の子
の保育園を辞めさせなくてはならない現状を早急にどうにかして欲しいと思い
ます。保育士さんの数の確保と給料の値上げを市としてもお願いしたい。１～
３月は途中入園ができないシステムを変えて欲しい。４月１日から仕事が始ま
る場合、慣らし保育を３月に行いたいとき大変困る。身近に祖父母がいなく、
面倒を見ることができるものがいなくて仕事復帰の際、大変心配です。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/茂呂地
区/5年未満

369 共働きであるため、子の幼稚園への就園を検討したことがないが、市内の公立
幼稚園の園児数が非常に少ない園があることに驚いている。３年保育ができな
いことで園児数が減少し続けているのであれば、３年保育ができるよう早急に
体制を整えるべきであると思う。設問Ⅳ-３の公立幼稚園へ期待することである
が、障害を持つ子供や日本語の分からない外国籍の子供を支援する施設は、各
幼稚園で対応するのではなく、拠点施設を作り専門的なケアを行えるスタッフ
を集約して行うのが良いのではないかと考える。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/境地区/5年以
上10年未満

370 近い将来、公立幼稚園の保育料が私立幼稚園とほぼ変わらなくなってしまう
と、幼稚園に通わせたくても、経済的に厳しい家庭は通わせることができなく
なってしまうのではないか。

女性/40歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/名和地区/5年
未満

371 私達の世代では自身が３年保育を受けてきた人が多いと思います。まず３年保
育でないということに驚いています（３年保育が当たり前と考えていたの
で）。保育園も考えましたが、やはり保育士と幼稚園教諭は省庁の違いからも
分かるように、受けてきた教育が異なると考え、幼稚園を希望していました。
しかし４才からとなると保育園も考えねばならず残念です。ただ保育園もとて
も入園が難しいと聞いており、悩むところではありますが。仮に保育園となる
と、その園の教育に携わる姿勢を重視したいところですが、選べるほどの余裕
もなく逆に園から選ばれる感じだと、先日他のお母さんから聞きました。する
と、どこでも入れるところに入れるしかない、というのが現状なのでしょう。
これからの社会を支えていく子ども達の教育（保育ではありません）に、もっ
と力を入れてくださるようお願いしたいと思います。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/宮郷地区/5年
未満

372 公立について･･･上の子の時に公立も検討しましたが、やはり他園に（年齢の小
さいうちから）入れました。親が働く、見てくれる祖父母も高齢とくれば、４
～５才の園では遅すぎます（公立の先生方のお子さんも公立に入れています
か？）。時間も短時間、病児も見ませんでは他となんら変わりません（４～５
才になればもう自分で色々できますしね）。預けたい人のニーズに対応できる
のは公立が本来であれば一番応えてほしいところです。市として伊勢崎市民の
ことを考えてくださるなら、各家庭が豊かな時間を子も親も送れるよう、未来
ある子供の園はもっと力を入れて整えていって欲しいです。昔と同じ園のあり
方では、入れたいと（預かって欲しい）と思えません。すみません。急いで書
きました。子供がいますので、乱筆・乱文で申し訳ありません。大きな変化を
望みます。期待しています。

女性/20歳代/３世代世
帯/主婦･主夫/殖蓮地
区/5年以上10年未満

373 私立保育園に入れています。土曜保育、延長保育ＯＫなのに、実際頼むと子供
が可哀想だし、負担が子供にかかってしまうと言われました。可哀想なのもわ
かっているし、毎回ではなくたまになのに、預けにくくて保育園によって先生
達の考え方対応が違うなと感じました。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/名和地
区/5年未満
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374 ３年保育については内容についてよく分かりませんでした。お恥ずかしいです
が、当たり前のように聞かれても知らないことでしたので、アンケートに簡略
にでも内容を説明した文章を載せてもらえると分かりやすかったです。また、
就園前の子育て支援の案内など、どこに行ったらもらえるのかなど、よく分か
らないです。

女性/30歳代/３世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/宮郷地区/5年
未満

375 現在、子供を公立･私立の幼稚園どちらに入園させようか考えています。公立は
２年、私立は３年保育なので、年少にあたる３才の１年間を集団の中で過ごし
たほうが良いのか、年中から幼稚園に入れようかどうしようかと同じ年齢のお
子さんを持つママと話しています。公立は人数は少ないですが、その分のびの
びと園児が遊んでいるのを見ました。もちろん、公立・私立各々にメリット、
デメリットもあるし、教育方針もあるので、考え方はそれぞれですが、私は公
立が３年保育になれば、園児は増えると思います。今まで「公立に通わせた
かったが、２年保育だから私立で年少から入れよう」と思っていた方が、「３
年保育なら公立に行ってのびのび遊んでもらいたい」と考えると思います。

女性/20歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/赤堀地区/5
年未満

376 公立幼稚園の園児数が減少し続けているのは、まさに３年保育が実施されてい
ないからだと思います。伊勢崎市に家を建て、子供が産まれ、幼稚園について
考え始めたとき、初めて伊勢崎の公立幼稚園が２年保育である事を知り、愕然
としました。最初からこの事を知っていれば他の市に建てたのに、後悔しまし
た。上の子は、家の近所に公立幼稚園があるにもかかわらず、市外の認定こど
も園に通わせています。私が幼稚園に期待する事は、第一に３年保育を実施し
てくださることです。それを大前提とし、教育内容を他と比べますし、大差が
なく保育料もほぼ同額であるならば、Ⅲ-４で選んだ事を重視し考えると思いま
す。保育料が私立と同額で２年保育ということになると、公立に通わせるメ
リットがないどころが、デメリットの方が多いのではないでしょうか。

女性/20歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/境地区/5年未
満

377 今の保育園に入園できるまで１年以上、待機児童として待ち、その他の園も入
るのに厳しいと言われ、働きたくても働けない状況が続きました。それだけ小
さいうちから預けなければならない、社会なのかなと思います。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/宮郷地
区/10年以上20年未満

378 公立がいいなと思いますが、３年保育にしたいため悩みます。今、３年保育に
したいと思う人が増えていると思います。公立が３年保育になったら、園児数
も増えると思います。私立のは行った事がないのですが、公立のふれあい広場
は楽しいです。園長先生もフレンドリーでいいと思います。給食の方も、あず
ま小中学校と同じなので、きちんとしていていいです。私は公立がいいです。
３年保育になったら何も悩まずに入園させたいのになぁと思ってしまいます。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/赤堀地
区/5年未満

379 働くお母さんが増えていることから、幼稚園よりも保育園のニーズが高まって
いることは明らかです。しかし、働きながらも幼稚園に通わせたいと思ってい
るお母さんもいると思います。お迎えが間に合わない、土曜日が預かってもら
えない、などの理由で幼稚園をあきらめ、保育園に通っているのが現状だと思
います。幼稚園に入園する子供は減っています。減っているから統合して減ら
すのではなく、どうしたら選んでもらえるのかを考えて変わってほしいです。
今のお母さんが求めているのは幼稚園のような教育と、保育園のような保育時
間と給食です。まさに、認定こども園だと思います。伊勢崎は、県内で子供が
多い方です。公立の保育園、幼稚園をうまく統合して認定こども園をぜひ増や
していただきたいです。もう一つ、幼稚園に入ってもらうための年少の前まで
の保育園を作ることもいいと思います。

女性/30歳代/２世代世
帯/その他/赤堀地区
/10年以上20年未満
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№ 自由意見
性別/年齢/家族構成/
職業/地区/居住年数

380 市外から保育園へ転入しました。自宅から近いので今の保育園を利用していま
すが、もっと園に関する情報が何らかの形で事前に知ることが出来たらいいの
になと思いました。（子供や母親のコメントなど）又、園により０、１、２歳
児の毎日の保育内容をノートに記入するなど親との情報交換を密にしている所
もあると聞きました。市外に通っていた園ではあったのに今の園では全くあり
ません。迎えに行っても「はい、ご苦労様でした」で終わりです。「いつでも
聞いて下さい」とは言いますが、先生が忙しそうにしているのに毎日は聞けま
せん。保育内容を毎日何人も書くのは、先生も親も大変です。でも、親は知り
たいのです。我が子が、園でどんな遊びをしているか泣いたかケンカしたか楽
しそうにしていたか。毎日知りたいのです。ほんの短い言葉でしたが、毎日楽
しみに読んでいました。このような方法を、ぜひすべての園で実施して欲しい
と思います。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/東地区
/10年以上20年未満

381 公立幼稚園が３年保育を実施する事を願っています。保育園はもっと入りやす
くしてほしい。（母親は働きたくても入れないことで沢山の人が働けないと思
います）。他県から来たのですが、幼稚園が今だに２年保育にびっくりしまし
た。保育園は両親フルタイムで働いていないと入れない、とか…同居していて
見る人がいると入れない、とか…今は普通の事ですが、もう少し子育てしやす
い所だと思っていました。

女性/40歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/宮郷地区/10年
以上20年未満

382 ５ページにも記入しましたが、６ヶ月の息子には少々聴覚系の障害がありま
す。まだ市役所等に直接確認はしていませんが、障害児の受け入れは可能か、
実績があるのかなどを「子育てガイドブック」やＨＰの案内などに明記してい
ただけるとありがたいです。

女性/40歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/茂呂地区/10年
以上20年未満

383 自主性を尊重しのびのび過ごせたらと思います。 女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/赤堀地
区/10年以上20年未満

384 育休中でも預けられるようにしていただけると有難いです。 女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/北地区
/5年未満

385 地元の保育園に入園希望です。私の住んでいる地域では、その保育園に子供を
入れるのがあたり前という考えの方ばかりで、去年入園を希望しましたが、入
園させてもらえず現在に至ります。地域の子供達のために作られた保育園だっ
たはずなのに、遠くの人を優先して入れてしまい本来の保育園の形でないよう
に思います。農家が多い地域なのですが、農家の手伝いでは点数が足りないの
でしょうね。でも普通に働いている人と農家ではそこまで違いはないように思
えますが、何度相談に入っても屁理屈ばかり言われ、帰されました。伊勢崎市
ひどいです。地域をぐちゃぐちゃにしてます。幼稚園に入るまでの時間はとて
も長いです。そういう意味でも子供の成長の為にも２、３才から保育園で先生
や友達とふれ合いながら育つのが良いと私は考えています。母親とだけで過ご
す２年よりは、いろいろな人とすごす２年の方が今の子供には合っていると思
います。そして保育園の友達といっしょに同じ小学校に入るのが自然かと思い
ます。幼稚園が３年保育になるのはいいと思います。地域の保育園に入れない
なら今すぐ公立幼稚園を３年保育にして下さい。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/東地区
/5年以上10年未満

386 昔と今では幼稚園や保育園のニーズが違う。女性が働くことを求めている以
上、預け先は不可欠であり、それ相応に変化が必要。園児数の減少は、やはり
預ける側がみて魅力不足なのでは。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/宮郷地区/5年
未満

387 幼稚園・保育園の違いが、いまいち分からない。幼稚園と保育園を分ける必要
性が分からない。二つを一つの園として、他所で自由に年齢や時間等を分けれ
ば良いと思う。

女性/30歳代/その他/
主婦･主夫/赤堀地区
/10年以上20年未満
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388 私は平成２９年度から私立幼稚園へ入学を希望する子供を持つ母親ですが、選
択肢として家から近い、学区内、園舎や園庭の設備がきちんとされているとい
うのが条件でした。そこで上がったのが近所の私立幼稚園でしたが、第一子と
いうこともあり公立幼稚園や私立幼稚園、その他保育園のことなど右も左も分
かりません。公立の場合、役所など出向き説明を聞く他ないのでしょうか。現
在、妊娠３ヶ月ということもあり、悪阻と子育てで外出するのが苦しいです。
それはこちらの都合なのですが、市の方でその年齢の子供を持つ保護者の方へ
案内書などを送ったりしてはいただけないのでしょうか。そしたら公立幼稚園
などの内容も把握でき、選択肢が広がりそうだなと私は感じました。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/宮郷地区/5年
未満

389 園舎の整備や保育の質の向上は、どこの幼稚園や保育園も力を入れてくれてい
ると思います。親として考えることは、小さい頃から預かっていただきたいと
いうことだと思います。３年保育を実施できれば入園させる親が増えると思い
ます。兄姉と一緒に通わせたいという知人も沢山います。が、上の子が幼稚
園、下の子が保育園では大変なので、働けない人もいます。私自身も３年保育
になっていたら、下の子は公立幼稚園に入れていたと思います。

男性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/宮郷地区/10年
以上20年未満

390 保育園についてですが、何もしなくても園児が集まるからなのか、保育士さん
がすごく強気というか、態度が悪く感じます。そういった方がいる保育園には
子供を預けられません。土曜保育ですが、夜の７時まで預かってもらえる所が
１園しかないのですが、少しずつ増やしていって欲しいです。幼稚園の公立･私
立、保育園の公立･私立、認定こども園の５つの明確な違いが分かるように話が
聞きたいです。保育料についてですが、再婚の場合、前の家庭の子供へ養育費
を支払うのですが、それは収入から控除されることはないのに、新しくできた
子供の保育料は、また「一人目」としての計算にされてしまい、保育料が高く
なってしまいます。養育費分を控除して保育料を決めるとか、前の子供と人数
を合算して保育料を決めるなどして欲しいです。一番求めるのは、子供は子供
らしくです。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/豊受地
区/10年以上20年未満

391 働いているため、幼稚園に子供を預けることは考えていませんが、延長保育や
放課後の習い事などを充実させるなど、今のニーズに合わせていくのがいいと
思います。そうする事で、パートで働いている人が幼稚園に預けやすくなり、
保育園に入りたい人への門が広くなると思います。今は預かってもらっている
ので、ありがたく保育園に通わせていますが、保育園も競争力を付け、より良
い教育内容になることを求めます。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/名和地
区/5年以上10年未満

392 私の子供は妻が中国人なので日本語はまだ少々です。外国人のお子様も現在増
えていると思います。いじめ等にあってしまったら子供がかわいそうと考えて
います。子供なので、しばらく通園すれば日本語もすぐ取得すると思います
が、そのあたりを考えてくださる施設があればと思います。子供は父親が命を
かけて守るつもりでございます。

女性/20歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/宮郷地区/5
年以上10年未満

393 私立幼稚園のように満３才児クラスなど取り入れると減少傾向もやわらぐので
はないでしょうか。働きながら子育てしようと思う人にとっては、どうしても
保育園･保育所に通わせたいと思う。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/東地区/5年未
満

394 現在父親だけの給与では生活がきつく、母親も外へ働きに出るのが当たり前に
なってきています。テレビでも待機児童の問題は出ています。うちも母親が育
児休業を明け働きはじめたいのに、すぐ保育園に入れず何ヶ月も待ちました。
保育園は中々入れないけど、公立幼稚園では人数減少ですか？幼稚園を減らし
て保育園に移行すべきでないでしょうか。育児休業明けに働けないのは失業の
可能性にもつながります。失業した場合、小さな子供を抱えて正社員として
雇ってくれるところがあると思いますか？現状無理です。幼稚園より保育園の
方が需要があり、今の時代にあっています。また、保育士さんの給与額を知っ
てとても信じられませんでした。国で決めるのか市でも決めるのか知りません
が、子供は国の宝。その宝を育ててくれる大事な存在。公務員の方より仕事内
容は大変だと思います。保育士さんの待遇を良くしてあげて欲しい。

男性/40歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/南地区/10年以
上20年未満
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395 最近のニュースなどで、保育所等での事故が報道されているなか、子供を預け
ることへの不安があります。少しずつ言葉を覚えてはきていますが、まだまだ
苦痛など訴えることができない状況なので、きちんと伝えられるようになって
預けたいというのが理想です。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/宮郷地
区/5年以上10年未満

396 一時預かりについて、いただいた資料等で一時預かり保育を実施していること
になっているのに、問い合わせてみると園児が多く今は行っていないと断られ
た。歩いて行ける範囲にあったので残念でした。他の保育園で利用してました
が、中々預けたい日に預けられないのが現状でした。もっと利用しやすくなる
と良いと思います。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/宮郷地区/5年
以上10年未満

397 市の公園をもっときれいにして下さい。色々な公園が草だらけで悲しくなりま
す。きれいになれば、もっと良い街になると思います。よろしくお願いしま
す。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/名和地
区/5年以上10年未満

398 現在、保育園に預けたくても、就労していないと入れないと伺いました。ハ
ローワークに子供を連れて行くと、「ある程度預け先が決まってから仕事を探
して下さい」と言われました。保育園に入れないと仕事はできません。それぞ
れの両親はともにフルタイムで仕事をしているので頼ることはできないので
す。また現在第二子妊娠中ですが、友人から産前産後の保育もキャンセル待ち
だと聞きました。せめて産前産後だけでも預かっていただけると助かるのです
が。希望していない園で空きがあっても、希望していない場合は預かっていた
だけないとも聞きました。待機児童を減らすために、希望していない園でも空
きがあれば教えてくれる自治体もあるので、伊勢崎市もやっていただきたいで
す。保育園も定員より多く預かり、保育士さんの数も足りていない状況だと思
いますが、保育士さんの処遇改善など、市でも対策をとっていただきたいで
す。このままだと第三子など考えられません。市外に引っ越すことも検討中で
す。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/殖蓮地
区/5年以上10年未満

399 上が今私立幼稚園に通っていますが、当初は保育園希望で休職中で願書を出し
たのですが、二次選考でも入れなかったので、ぎりぎりになって幼稚園を探し
たりと大変な思いをしました。定員もあるし仕方ないとは思いますが、保育園
に入れたらよかったです。もう少し早く結果が分かればと思います。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/北地区
/5年未満

400 完全給食実施。教職員人事制度のあり方。教職員のあるべき姿とは？園のある
べき姿とは？

女性/20歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/東地区
/5年以上10年未満

401 伊勢崎市はなぜ２年保育だったのか、その大きな問題を解決する術も分から
ず、上の子２人は前橋市の未満児から受け入れてくれる私立幼稚園に３歳から
入園しました。実家の方でも男の子２人を抱えた友人が下の子が産まれてすぐ
で、上の子は３才と活発でエネルギー活発な時期、上の子を家でみていられず
親子で苦しんでいたのを今でも覚えています。なので、私は前橋の園へ行かせ
ました。上の子２人は前橋の方でしたが、小学校は伊勢崎なので、下の子は伊
勢崎の園に入れたいと考えています（お友達作りのためにも）。周りにも前橋
の園で過ごして２年保育に合わせて転園されるという方が何人もいましたが、
正直慣れた頃に転園させたり、せっかく揃えた用品や築いた人間関係等をリ
セットするのは、体力的にも金銭的にも容易ではありません。うちは子供の希
望でそのまま卒園しましたが、小学区のお友達が小３になった今でも把握でき
ず、今度１年になる子も家の周りに同級生がいるのか不安もあります。できる
なら住んでいる地域でどこにいても同等の保育環境が提供されていたらと思い
ます。

女性/20歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/宮郷地
区/5年以上10年未満

402 上の子が私立の保育園に通っていますが、下の子の入るクラスが定員オーバー
なので同じ保育園に入るのが難しいと言われたので、もっと増やすか定員を増
やして欲しいです。

男性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/殖蓮地区/10年
以上20年未満
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403 育休明け、職場に近い保育所を希望したため、市外の保育所に通所しておりま
す。テレビ等で騒がれている待機児童に関しては、居住地、勤務地が都会に近
いほど深刻であり、自分達も大変な思いをするかとドキドキしていましたが、
地域差があることに驚いたのを覚えています。幸い希望していた園に入り、子
供も生き生き保育園での活動、生活をしている姿を見ると、先生方の対応が子
供の成長にとても助かると感謝の気持ちで一杯になります。その反面、知り合
いの保育士さんの話を聞くと、安い賃金で求められる仕事量に見合っていない
現状、若い保育士さんがやりがいだけでは続けていけない現状が聞かれます
（自分自身も福祉系の仕事で、その部分に疑問を持ち続けていますが）。どん
なに設備や保育する場があっても、良い人材がなければ成り立たない。働く人
もやりがいを持って生き生き子供に接していけるような環境を整えて欲しいな
と思います。また働く親にとっては安くても高くても預けなくては働けない、
生きていけないのですから、首を絞めるようなやり方は止めてほしいなと思い
ます。あまりに高い保育料となると、女性は働かずに育児を家庭でしていれば
良いということなのかなと思っています。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/三郷地
区/5年以上10年未満

404 公立幼稚園も英語や何か特徴的なことをやらせてもらいたいです。第一幼稚園
の駐車場が入れにくい。

女性/20歳代/３世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/南地区/5年以
上10年未満

405 仕事をしたくても保育園の入園が決まらなければ、就活も難しいのに、仕事を
現状していないと、入園できないのでは、仕事もできないし、保育園にも入れ
ない。

女性/30歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/名和地区/10年
以上20年未満

406 現在専業主婦なので子供を公立の保育園に通わせることはほぼ不可能かなと
思っています。希望は３歳から保育園に通わせて働きに出たいと考えています
が…預け先がないので就職活動すらできない現状に悩んでいます。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/北地区
/5年以上10年未満

407 土曜日保育の受け入れをもう少し柔軟な考えのもと、もう少し保護者に寄り
添って受け入れて欲しい。核家族化で両実家も遠方の為、母の私用（美容院で
カットしたり、病院へ通院したり、子育てから少し解放されたい時など）だが
少しだけでもリフレッシュのために土曜日又は仕事が休みの時に預かってもら
えるとありがたい。（現在は仕事の証明書を提出しなければ預かってもらえな
い）。（４月希望で）入園する際、申し込みが９月でその時点で仕事の証明書
を出さなければいけないなんて普通は無理だと思う。子どもを預かってもらえ
る場所が決まっていないのに、仕事を見つけるなんて不可能なので、９月とい
う時期を見直して欲しい。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/東地区
/5年未満

408 保育は幼稚園教諭の質向上のため、研修を増やし、参加したらキャッシュバッ
クがあるとやる気にもつながると思う（職員が）。ドライブスルーみたいな送
迎はやめた方が良いと思う。（親としては、大切子どもを預ける訳だから、
しっかり先生の顔を見て送り迎えしたい）スイミング、英語、体操、読み書
き、計算など小さいうちからどんどん学ばせて欲しい。保育料を安くして欲し
い（年齢差があっても、無料化があるといい）

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/宮郷地
区/5年以上10年未満

409 公立のメリットは値段の安さだと思っていましたが、私立との値段差がなく
なってきたら、やはり私立の施設の充実性、子供にとって日々充実できるイベ
ントの多さの差があるため、私立に入れたいと考えます。実際、上の子は本年
度３才になり市外の私立に入学させました。最近は０才から保育園に入る子が
いたりと年齢がどんどん下がっています。幼稚園も私立は３才からが当たり前
で、満３才児クラスなどもあるほどです。４才から２年保育を希望する方もい
ると思うので、そういった方を受け入れる余力を残した状態で３年保育にする
べきだと思います。伊勢崎市の西部には幼稚園が少ないです。保育園を必要と
している共働きの方が多いのも県内では伊勢崎ならではなのかもしれません
が。実際宮郷地区の子供は、前橋の幼稚園･保育園・認定こども園に流れていま
す。立地的にも宮郷幼稚園はそれを阻止できるはずです。３年保育の実施だけ
ではなく、私立に負けないメリットをアピールするべきだと考えます。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/宮郷地
区/5年以上10年未満
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自由意見欄　（誤字等については原文のまま掲載）

№ 自由意見
性別/年齢/家族構成/
職業/地区/居住年数

410 以前市外で保育士をしていました。今後市内で、自分の子を預けることを楽し
みにしています。希望する保育園、幼稚園に就園できることを期待していま
す。どうか、園数は減らさず、現在の数を維持していただけらた幸いです。現
在、色々な教育的な活動を取り入れている園が多いかと思います（英語、体操
など）。私は、そのような活動及び行事等を詰め込む年間スケジュールだけで
なく、社会性、良好な人間関係を築ける環境で子供が過ごせたらと思います。
もちろん、教育的活動が悪いと思いませんし、そのような内容とたくさん取り
入れて欲しい方も多くいらっしゃると思います。自分の考えと合う保育園、幼
稚園に出会えるようにしたいと思います。とにかく、子供が一日一日を楽し
く、事故なく過ごせる環境が良い。楽しみです。

女性/30歳代/２世代世
帯/その他/南地区/5年
未満

411 伊勢崎は認定こども園の数も少なく、他の近隣市（高崎、前橋、太田）に比べ
て選択肢が少なく感じます。また、今まで公立幼稚園は２年保育だったため、
働いている親としては、幼稚園は全く考えられない状況でした（私立幼稚園の
数も伊勢崎は少ない）。今回３年保育の実施を検討しているとのことですが、
もっと早く実施し、子育て世代が少しでも就労できる環境を整えて欲しいと思
います。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/宮郷地
区/5年未満

412 一時預かりとは別に、１週間○○円と保育料を取られても良いので、いろんな
幼稚園や保育園の体験入園ができると嬉しいです。母親である私が嫁いで群馬
に来たため、幼稚園・保育園はどこがオススメ、こんなことに力を入れている
等の情報が全く分からず、たまたま夫の兄弟やその子供が通っている所がとて
も良いよと教えてもらえたので良かったのですが。職場や自宅から近いことも
大切ですが、やはり園そのものの雰囲気や制度が自分達の子育て方針と合致し
ているかが、選ぶ際に重要になってくるかと思います。お試し入園、したかっ
たなと思いました。

女性/20歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/赤堀地
区/5年未満

413 保育園に入りにくい。受からない。社会保険の人と国民健康保険の人の差があ
りすぎる。保育料が高い。

女性/30歳代/３世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/南地区/5年未
満

414 赤堀地区の赤堀南小学校区域に住んでいますが、赤堀南小区域には幼稚園・保
育園等ありません。住宅は増えてきていて同世代の家庭が多く住んでいるよう
に感じます（30代）。近くの方、赤堀南小裏の児童館で会う方とよく話してい
るのですが、この区域にも幼稚園もしくは保育園、認定こども園があればと感
じています。住宅を建てて引っ越してきても元々住んでいたところで通わせて
いた園に引き続き通わせていたり、このエリアだと前橋の園に通っている子も
多いです。災害の時など近くにあるといいなと思います。赤堀地区は国道５０
号より北に園が多いので、南の地域にも園ができて、さらに住む人が増えて町
が活性化することを期待しています。

女性/20歳代/その他/
パートタイマー･アル
バイト/東地区/10年以
上20年未満

415 今まで幼稚園に通わせる事を考えた事がなかったので、今回幼稚園がどういう
状況か改めて知るきっかけになりました。上の子の時は正社員で働いていまし
たのでもちろん保育園しか考えず、１０ヶ月から６年ちょっと保育園に通わせ
ました。現在は働いていないのですが、下の子を入園させるにはもちろん働か
なければ保育料を払えませんので働きます。すると必然的に幼稚園では無理で
すよね。なぜ幼稚園の園児が減っているのか、正しい答えは知りませんが、働
かずに保育料を払えるお家が少ないからではないでしょうか。もう少し保育時
間を長くして、給食を提供すれば増えると思います。働く母親にとっては、た
とえパートでも幼稚園は無理です。保育園も今はどこもいっぱいのようで、我
が家でもそろそろ保育園に出して働きたいのですが、中々入れる状態ではあり
ません。幼稚園ももう少し１６時くらいまで保育して、給食提供と、夏休みな
どの長期休みをなくしてもらえれば、待機児童も減るのではないでしょうか。

女性/30歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/赤堀地区/5
年以上10年未満
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職業/地区/居住年数

416 今年２月より途中入園でどうにか保育園に入れました。保育園への入園が決ま
らない限り、働くため面接を受けても、落とされるか保留。家庭の事情とはい
え、働きに出ることの大変さを思い知りました。また、就業時間を考えると、
祖父母の協力なしでは保育園に入ってもムリ。「保育園落ちた。日本死ね。」
の気持ちがとても分かります。出掛けられるショッピングモール、公園、施設
はとても子どものいる世帯にとって、とても住み心地はいいのに、保育園な
ど、核の部分が不満です。

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/赤堀地
区/5年以上10年未満

417 公立が３年保育になったらとても助かるけれど、すでに上の子がいて私立に
行っている場合は下の子も私立に入れるので公立は利用しない。公立は安さが
売りだと思っているので私立と値段が変わらないならなくてもいい。今は、待
機児童が多いので認定こども園を増やした方が良いと思う。

女性/40歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/境地区
/5年以上10年未満

418 他園同士がもっと交流があれば、もっと子どもも広い世界を知れると思う。 女性/30歳代/２世代世
帯/パートタイマー･ア
ルバイト/豊受地区/10
年以上20年未満

419 ３年保育の実施することについては賛成ですが、それにともなって教職員に負
担がかからないか心配に思います。多くの方が働きやすい環境を整えていただ
けると、保護者も安心して子供を預けられると思います。

女性/20歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/赤堀地
区/5年以上10年未満

420 保育料に対しての段階が大きく区切られすぎている気がする。太田市みたいに
もっと細かく段階を分けて欲しいと思う。就学前の教育が園によってバラバラ
なので、市で統一するとかした方がいいのでは？

女性/30歳代/２世代世
帯/主婦･主夫/赤堀地
区/10年以上20年未満

421 保育園が決まるまでとても大変でした。伊勢崎にずっと住んでいたわけではな
いので伊勢崎市は妊婦のうちから保育園申し込みができることを知りませんで
した。産まれて５ヶ月、保育園の空き状況を聞きに行くと「どこもいっぱいで
入れる所はありません」と言われました。空いていた所は１、２ヶ所ありまし
たが自宅、職場と全く逆方向。役所の人に"どこも空いてない"と言われただけ
で何もその後の話はなく、「じゃあどうしたらいいですか？」と聞くと、市外
で探すか、育休を延ばしてもらえるか職場に聞いてみて下さいと言われまし
た。しかたなく市外に問い合わせましたが、市外だと条件が厳しく、本当に大
変でした。ギリギリまで決まらず仕事復帰は決まっていたのであせりました。
私の子と１ヶ月違いの近所の友達の子は私より遅く保育園を探し始めました
が、家の近くの保育園に通っています。今回のことで早めに保育園の申し込み
をすることを学びましたが、役所の人への不信感は消えません。もっとしっか
り相談にのってほしかったです。市外の保育園に通わせているのでそのまま市
外に引越す予定です。

女性/20歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/南地区/5年以
上10年未満

422 情報が欲しい時に、どこに行けばいいのか分かりにくいので、分かりやすくし
て欲しい。ネットでも情報収集できるとうれしい。（一時保育や就園に関する
情報）

女性/20歳代/２世代世
帯/会社員･公務員･団
体職員/赤堀地区/5年
以上10年未満
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