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保育園！！！あなたの声を聞かせてください緊急アンケート 2018 

＜記述一覧＞ 
                             ※順不同 

2018 年 3 月 28 日 新日本婦人の会 
 

☑保育園に入れない、保活が大変！ 
1．昨年 12 月に出産し育休中。1 月より仕事復帰予定だったが、保育⼠不⾜のため乳児を預かる保育園がなく、4 月も入れなかったら

どうしようと頭が痛い（福岡） 

2．通勤途上にある保育園に入れず、9 カ所も通り越して遠くの⼩規模保育所に⾏っています。⼦ども 10 人、保育⼠ 5 人で⺠家をリフ

ォームしたところです。保育⼠さんもとてもよくお世話してくださり気に入っています。お迎えは祖⽗⺟が⾞で⾏っていますが、いつ

までいけるのか心配です。（静岡・袋井市） 

3．産休後入れたいと申し込んだが空きがなく、2 カ月待って入園できた。保育⼠を正職員で確保しようとしないため、保育⼠不⾜で定

員割れし、受け入れられないところがある。最近ようやく正職員を募集し、会員の保育⼠も採⽤となったが、通勤が不便で、⾃⾝も保

育所の⼦どもを持ったため、⺟親（祖⺟）のサポートなしでは働けない、と。（北海道） 

4．⻑⼥が東村⼭市に。昨年保育園に入れず、祖⺟が午前中孫の世話をしている。週約 2 回。一時保育が空いている日は一日保育園にお

願いできますが、1 日 2500 円。同じ⼦どもたちなのに公平に幼児教育も受けられず、お友だちもつくれない。安心して保育園に入ら

れない。本当に不安がたくさんあります。現在市内には 2 歳までの保育園ができる予定ですが、市として来年度どう努⼒してもらえ

るか、出向いて聞きに⾏くことを考えています。（東京・東村⼭市） 

5．育休が終わっても保育園に入れないので職場復帰できず、仕事をやめざるを得ない（東京・中央区） 

6．空きがない上に、点数制なので加点がないと入れない（東京・中央区） 

7．昨年 12 月から、仕事（マツダ下請け）につくことになったが、２歳半の次男の保育園がない。12 月いっぱいは⽗親、おじいちゃん、

おばあちゃん（⽗親が仕事のある時）が⾒て切り抜けてきました。12 月の半ばから無認可の⾚ちゃんを⾒てくれる保育園に預けられ

てほっとしています。３人は⾃分の仕事を投げ出しても次男を⾒なければならず、⾁体的にも精神的にも⼤変だった。（広島・安芸市） 

8．復職しようと思っても、途中入所の申込み受付が、前の月の 1 日〜15 日と決まっているため、復職する前の月の 16 日以降にしか保

育園に入れるかどうか、どこの園に入れるかわからない。保育園や復職の準備もあるので、希望者はすぐ入園できるように対応してほ

しい。⼥性の社会進出、復帰につながると思う（岐⾩市） 

9．年度途中で保育園に入れようを思ってもなかなかむずかしい。(保育⼠の仕事量が多すぎる。昼休みでも仕事がある)（福岡） 

10．第３⼦の産休中に、第１⼦の保育園探しをしていたが、市の担当課の⽅から、⼦どもが在園中に仕事復帰することが確実であるに

もかかわらず、「育休中であった場合、保育園には入れず、幼稚園にしか⾏けない」と⾔われた（来年 1 年間育休を取る予定）。保育

園部、幼稚園部のある⼦ども園に入ることも考え、何園か⾒学に⾏ったところ、座学が多い印象が強かった。他にも人数の多さ（400

人規模）が、きめ細やかの保育の点からも気になった。やむを得ず、公⽴の幼稚園を選ぶことにしたが、仕事復帰後、転園しない限り

働きながらの送り迎えは不可能である。しかも近所の保育園では、3 歳以上からの入園は 0〜2 歳児よりも狭き門の現状だと⾔われて

いる。幸いどこかの保育園に入園できたとしても、転園による幼い⼦どもの心の負担も気になるし、3 人一緒の保育園に入れるかどう

かも不確実なのでとても不安な気持ちでいる。（和歌⼭市） 

11．一時募集が全て利⽤保留になり、現在⼆次募集の結果まちです。家から近い保育所は、激戦らしく私の友人も含め全て落ちました。

4 月から新設される⼩規模保育園が近くに出来ますが、⾒学することができないので、⼦どもたちの遊んでいる様⼦や、どんな保育⼠

さんか、園の雰囲気などわかりません。実際に、目で⾒てからでないと安心して⼦どもを預けるのは不安です。⼩規模は、良いところ

もあると思いますが、保育⼠資格のない職員配置が認められたり、園庭もなく、狭い空間で⼦どもを遊ばせるなど、⼦どもにとって安

心安全な環境と⾔えるのでしょうか。公設公営の保育所にも⾒学に⾏きました。やはり、⼤きく違い、広い園庭や教室、お楽しみ会な

どができる多目的ホールがあり、こんなにも差があるのかと驚きました。認可保育所の増設を基本として、保育の質の向上と、教育の

予算の拡充をしてください。（埼玉・川口市） 

12．共働きですが、今年第 2 ⼦が生まれ、4 月から保育園に預けて仕事復帰予定ですが、入れるのか心配です。2 歳になる第 1 ⼦も、

認可保育園に入れず認可外に通わせています。同級生がなんと 200 人もいるようです。特に上の⼦のときは、生まれた⼦どもが多か

ったみたいですが、現在通わせているところでもこんな年は過去ないくらい多いみたいです。認可外がダメなわけでもありませんが、

安心できる認可保育園へ通わせたいです。（千葉市） 

13．保育園を第６希望まで書いて申請しましたが、全て入れないと役所から連絡がありました。他に空きがある所を紹介されましたが、
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そこも家から遠い、就学前まで通えない（２歳か３歳まで）のところばかりでした。通園は毎日のことなので、遠いところは現実的に

無理です。働きたくても働けない。⼦どもを安心して預ける場所がないというのは本当に困ります。保育料無償化の前に、まず入れる

ようにしてもらわなければ全く意味がありません。少⼦高齢化の今、⼦どもは国の財産と考え、早急に対策を考えていただきたいです。

（愛知・名古屋市千種区） 

14．入れるところがない。予約も不可と⾔われた。未満児の受け入れが⾜りない。保育⼠を増やしてほしい。親の緊急時にすぐに頼め

るところ（人）の情報をもっと欲しい。たとえば、⼦どもが生まれた時点でそういう情報を送ることを定例化してほしい。（北海道・

七飯町） 

15．2 年間ひ孫を⾒てきました。ひ孫の両親は共働き（外勤）、祖⺟は亡くなり、祖⽗は働いているため私たち 2 人で⾯倒を⾒ています。

今は⾃我が出てきて、私たちの⾔うことを聞かず、体⼒もあり、追いかけることもできません。ひ孫の喜ぶことばかりして、⽢やかし

てしまって反省しています。同年齢の⼦どもと接したがっています。切に保育園への入所を願っています。今までに何カ所か申し込み

はしていますが、今こんなに保育園に入るのに苦労している人がいっぱいいることに驚かされました。夫 82 歳、私 76 歳。2 人で 50

年以上店をやってきて、病院に通いながらも、これから⽼後をゆっくりできると思っていたのですが…。（東京） 

16．夫も私も教員をしています。4 月からフルタイム勤務で復帰予定ですが、まだ保育園は預け先など決まっていません。もう学校の

⽅は人事がほぼ決まっていて、担任も確定。多摩市は 11 月から申請が始まって、私は 5 園を申し込みました。５園と聞くと少なく感

じられるかもしれませんが、送り迎えができるとか、保育内容、⼦どもたちの様⼦を⾒たり、給⾷が⼿作りでおいしいものが⾷べられ

るとか、園庭があるとか、そういう基準で決めました。出発が早いときでは７時頃のこともあり、⾞で 15 分〜20 分、⾃転⾞でも 30

分〜40 分の圏内で探すとそれくらいの数になりました。２月の初めに１次募集の結果通知が来まして、結果は保留通知でした。少人

数のところとか、保育ママさんのような制度が市にはあって、１〜３人くらいの⼦どもを⾒る家庭的な中で保育をしてくれる制度があ

ったので、それも視野に入れましたが、そこだと８時半から 17 時と時間が決まっていて、就業時間に間に合わない。焦りが出てきて、

昨日も市役所に⾏って状況を聞いたりしていますが、２次募集の結果は３月の初めに出ます。ダメだった場合の定期利⽤の申し込みが

３月 25 日と３月の終わりです。もしそれもダメだったら育休を延⻑しないといけないという、この時期に来てもうギリギリの、職場

にとっても代わりの人を⾒つけなきゃいけないという、⾃分も職場もハラハラです。何とかなると思っていたのが、本当に何ともなら

ないんだと崩れ去っていって、とにかく不安。⼦どものすこやかな発達を保障してくれる保育園と⾔うのは不可⽋なものなので、ただ

数を増やすだけでなく、内容も質もきちんとしたものを作ってくれるように要請したいです。（東京・多摩市） 

17．保育ママさん（家庭福祉員）に預けて２年間仕事をしていました。准公務員と⾔う形で働いているので、育児時短は使えません。

家庭福祉員さんは８時半から１７時で、私の始業時間は８時 45 分なので全然間に合わないので、両親や妹に⼿伝ってもらったり、私

は年次休暇を使って送り迎えをしていました。私がお願いしていた保育ママさんはとてもいい⽅で助かっていましたが、お弁当を毎日

持参、⽔筒、おやつを準備があり、また家庭福祉員さんの年休消化のために「来月のこの日はお休みです」って急に⾔われたりして、

私の働き⽅とは家庭福祉員さんという制度は合っていないんじゃないかなと思いました。また、家庭福祉員さんは、２歳児までなので

今年３月で終わりです。終わったらどうなるかなと。板橋区では新設園での死亡事故も起きていて、新設園には預けたくなく、保育園

がダメだったら幼稚園しかないか…と、保育園の１次の通知までは寝れない日々を過ごし、ふたを開けてみるまではもう絶対いけない

と思っていた「のびのび保育を」と保育指針をかかげた区⽴の認可園に受かっていて。ここまであきらめないで仕事を続けてきてよか

った、と泣きました。私は２年間、夫はブラックな働き⽅をしていて、あまり助けてもらえなかったんですけど、私の実家や友人や、

ファミリーサポートさんに助けてもらいながら一生懸命働いて、本当に２年間頑張って保育園決まってよかったなって思っています。

私は専業主婦から働き始めたので、待機児童すごいからってあきらめているお⺟さんも多いと思うんですけど、やっぱり何とかあきら

めないで働く道、そして⼦どもがのびのびと育てる環境をあきらめないでほしいなと思っています。（東京・板橋区） 

18．仕事復帰のために早く保育園に入所させたいと思っていても、希望の保育園に入れなかったり、タイミングが合わないと入れない。

（滋賀・⼤津市） 

19．⺟⼦家庭ですが、一次選考で落ち、⼤変な心労を感じました。2016 年、夫からの DV、モラハラから逃げ、別居を開始と同時に保

育園を探しましたが、近くの保育園は空きがなく、正規の募集には準備期間（いくつもの保育園を⾒学したり、書類をそろえる時間）

が⾜らず、１年間は当時２歳の息⼦を実家で⾒ながら、生活は貯⾦を切り崩し、離婚調停に専念しました。2016 年秋、無事に調停を

終え、保育園を⾒て回るが、先生が少なく園児に目が⾏き届かない園、教育熱心で教材費の高い園、人気があり入れる人数が少ない園

…など、近くの園は少ないが、どこも⺟⼦家庭にはハードルが高く、やっと希望を出しても落ち、また⾒学からやり直し。2、3 歳児

はとても⼿のかかる時期。私の落胆（生活の不安、孤独感、⼦どもの性格形成やケアについて悩む）を⾒て、さらに寂しさを募らせ悪

さを始める⼦ども。気持ちに余裕のなくなる悪循環…。これが日本の現状です。もし園に入れず、働けず、社会保障で暮らすなら、政

策は本末転倒では？ ⾝の丈以下でも以上でも〝幸せ〞には暮らせません。現在は対策を考え、⼆次選考通過の⾒通しです。消費税が
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上がるということは、必然として保育園の需要が増える。⾏き当たりばったりの政治ではなく、現状を学び、地に⾜の着いた政治をし

ていただきたい。しわ寄せはいつだって弱者の国⺠に来る。（⼭梨県） 

20．娘は、3 歳児、（もうすぐ）2 歳児、0 歳児の 3 人を育てており、3 歳児を来年 4 月からの保育所入所を希望して、市の担当課へ相

談に⾏ったり、いくつかの園を⾒学しに⾏ったりしていました。ところが、育休を取っている間は（来年 1 年間）は幼稚園にしか入

れない旨を⾔われ、やむなく公⽴幼稚園を決めたところです。しかし、1 年後の職場復帰のときに、３人ともすんなりと希望した保育

所(園)に入れるかどうかはまったくわかりません。地域にあった保育所は次つぎと廃園となり、いくつかの⼦ども園に統合され、私⽴

も限られていて、選ぶ対象が少ないのです。「⼦育てと仕事を両⽴させる」には様々な困難と、「相当の努⼒」が予想される中で、「始

まりからお先真っ暗やね」と娘はつぶやいています。結局私たち祖⽗⺟が、⼦育ての一翼を担うことでしか「⼦育ても仕事も」が保障

できかねるのが実情です。娘の苦労を⾒かね、孫のすこやかな育ちを願えば、⾃分たちの生活をやりくりしてでも⼿を貸す親（祖⽗⺟）

心も当然視しているのかと、保育制度の不⼗分さや労働環境の不備に怒りさえ覚えます。（和歌⼭・和歌⼭市） 

21．急に働くことになり、２歳の娘の保育園を探したが、どの保育園も空き待ち状態。秋に探し出したが、結果は年明けの２月。希望

した園は全てダメでした。待ったまま１年が経過。娘もお友だちと遊びたい年齢だし、職場に連れて⾏くのもかわいそうなので、幼稚

園に⾏くことに決めました。毎日延⻑保育を利⽤することになりそうなことも、幼稚園の先生に申し訳なく思うし、肩⾝が狭いです。

保育料も倍になりそうで不安です。保育園をあきらめる形になるが、これで待機児童１人解消になったと思われたら腹が⽴ちます！（北

海道） 

22．妊娠中から電話で相談をし、出産後 0 歳児の息⼦を連れて家の近所の保育園に何度か⾜を運びましたが、保育⼠さんがいないため

0 歳児は年度初めからでないと一時保育も難しいとお断りされました。1 歳の誕生日から一時保育で⾒ていただける約束を口頭でしま

したが、年度をまたいで園⻑先生が代わられ、引継ぎされていなかったとのことで預かってもらえませんでした。保育⼠さん不⾜はと

ても深刻で、断らなければいけない保育園の先生⽅も⾟そうでした。（北海道・七飯町） 

23．仕事復帰のため、保育園に申し込んだが、決まった保育園が⾃宅から 30 分以上かかる第３希望の保育園だった。入れるだけよいの

かもしれないが、⼦どもがいながら仕事をするのも不安なのに、⾃宅から遠くて不便なのでさらに不安。どこの保育園が良いか、⾒学

にいっても意味がなかった（愛知・岡崎市） 

24．希望する保育園は、待ち人数 10 人以上でした。⼩規模のマンションの一室で 1 歳未満まで預かりをするとポイントが加算され、

ようやく希望の園に入れました。先生⽅は頑張っているのに給与が高くないようです。やめると保育の質が心配です。働いても保育料

で給与がなくなります。保育料が無料になるととても助かります。（北海道） 

25．仕事は決まったけれど、保育園の空きがないため週に 2 回ほどしか働くことができなかった。仕事の日には⺟に⼦どもを預けてい

たが、入園するまでに約 1 年かかったので⺟の負担は⼤きかった（第 5 希望まで書いて、第 5 希望の保育園だったが、断ったらいつ

入れるかわからなかったのでそこに入れた）。職業が保育⼠でも、フルタイムとパートタイム勤務では優先順位の差があり、パート勤

務希望の場合はなかなか入園が難しかった。保育⼠の給料、時給が低すぎる。給料が低いため、保育⼠を続けることをあきらめている

人も多い。（北海道・札幌市） 

26．職場の育休制度は整っていても、実質保育園入所問題で年度途中が難しいため、0 歳児からの入所となってしまい、涙が出る思い

でした。せめて 1 年は⼿元に置いておきたい。保育園入所の柔軟さを考えてほしいです。（愛知・名古屋市） 

27．3 年前になりますが、県外から引っ越しをしてきて徳島市内へ住みました。当時 2 歳児であった孫はどこの保育園にも入れず、⼤

変困りました。私も仕事が決まっていたので、結局は息⼦の妻が仕事をあきらめ、4 歳になるまで家と一時保育を時々利⽤することと

なりました。しかし、なかなかなじめず、不安になって泣く日が続きました。精神的に落ち着いてきたのは、年中児（公⽴幼稚園）に

入ってからでした。今は 1 年生になり、毎日楽しんで学校へ⾏っています。（徳島県） 

28．10 カ所保育園⾒学に⾏きました。1 歳児の年度途中入所は難しいと⾔われていたので、住まいは天⽩区ですが、北区までも⾒学に

⾏きました。寒い時期に 3〜4 カ月の⼦どもと一緒に⾒学に⾏くのはとても⼤変でした。入れないと分かっているのに⾒学に⾏くのも

むなしい気持ちでした。妊娠中からの保活を⾃治体としてきちんと位置付けていてほしいと切望します。（愛知・名古屋市天⽩区） 

29．産休に入ってすぐ、⼤きいおなかで、真夏に 40 分歩いて保育園を探して、ぐったり。出産後も、生後 1 カ月に満たない⼦を連れ

て⾒学に。申し込みは 30 園までだせるのだが（30 園全部書いて出したほうがいい、と⾔われ）、20 園を出すので精一杯。そんなに

いっぱい出して、もしも遠いところに決まってしまったら、通えるのか…。認可外は、⾒学⾏くだけでお⾦（お茶代）を取るところも

ありました。（東京・世田谷区） 

30．下の⼦の出産のときに、上の⼦の産前産後の保育園の申込みをしたが入れず、あとで 1 カ月間だけは入れると連絡がきた。一番⼤

変な時期に保育園に入れず、⼦どもを 2 人⾒ていた。 

31．⾒学をしても結局入れたいと思うところには入所できません。５年近く預ける場なのに、（選ぶではなく）選ばれることに疑問を感
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じています。受かっても駅から遠いなど、通園が⼤変で、そこも記入しないとほぼ無理と⾔われて記入しましたが、受かっても困ると

思いました…。（神奈川・川崎市⿇生区） 

32．0 歳児を抱えての保活は⼤変ですが、名古屋の入園希望は第 6 希望まで書かなければならず、10 園以上の⾒学に⾏きました。⾒学

時期や時間が重なり、タイトなスケジュールで⾒学しました。保育園の電話対応も、他の⽗⺟からの連絡がたくさんあるせいか、ドラ

イな対応が多かったです。名古屋市のホームページに各保育園の写真や⽅針、⽗⺟からのよくある質問事項を記載し、⾒学対応時期・

時間、予約などやれれば⽗⺟、保育園側の負担も減り、よいのではないでしょうか?（愛知・名古屋市） 

33．どこも満員でなかなか入れませんでした。個人的に市役所の保育課に何回も何回も電話したり、出向いたりして相談しましたが、

結局家からすごく離れた保育園に第一希望を変えた⽅がいいですと⾔われ、その通りにし、1 年間遠いところに通い続けました。その

間も何回も転園希望を出し、1 年後に転園できましたが、制服など 2 度も買う⽻目になりました。（滋賀） 

34．４児の⺟です。京都市がポイント制を導入しましたが、どう⾒ても不幸になればなるほどポイントが高くなるので、夫と「1 回離

婚しようか？」と話すほど。仕事復帰の人と内定復帰の人で５ポイント違うなど、なんとか差をつけようというポイント表です。２番

目と３番目を同時入所したかったんです。権利を⾏使するために３人目を２歳まで育休取って入れたんですけど、まわりからは「そん

なのするから入られへんやん」と⾔われる。それがすごく嫌で、せっかくある権利が使えない。ほんとはもっと育休取りたいけど０歳

からじゃないと入れないから復帰してはるお⺟さんたくさんいると思うんです。役所の人も「２歳と５歳入れたいってどういうこ

と！？」「あんたが悪いんやろ」という対応で、「入れるわけないやん」という感じでした。なんとか２歳で入れて、５歳も別々園です

けど入れましたが、10 人くらい落ちている人がいるっていうのが分かっているので、喜べないというか、入れなかった人に⾒張られ

ているかもしれないという気持ちで。結局入ってみたら、兄弟別々園は⼤変でした。電動⾃転⾞を買いました。それからお布団を２セ

ット別々園に持っていくの⼤変でした。⾬の日は半泣きでした。⼦どもは泣いてました。運動会とかの⾏事がバラバラになるので⼤変

でした。何とか保育園を増やしてほしいです。（京都市・⻄京区） 

35．兄弟を一つの園に入れてもらえず、毎朝⼣、⼤変疲れます。保育料が上がる理由が事務負担軽減というのも困る。利⽤者⽀援をし

てほしい（東京・国分寺市） 

36．⼦ども 2 人同時に同じ保育園に入れたいが入れない。0 歳児の 4 月入園は（入れる）確率が高いと聞いていたのに、それですら難

しい。（北海道） 

38．希望した保育園に入れず、⻑⼥と次⼥が別々に入所しています。送り迎えの苦労や（特に時間帯）など⼤きく生活に影響がありま

す。保育⼠の確保は考えていかなければと思います。（岩⼿） 

39．兄弟で同じ保育園に預けられない保護者がいて、２園のかけ持ちは⼤変です。同じ保育園に入れるようにしてほしいです。入所の

優先順位があるようですが、入所できなくて困っている人がたくさんいます。保護者のニーズに合った受け入れができるように保育園

づくりをしてほしいです。 

40．昨年サークルにいた育休中のママは、4 月に看護師に復帰の時、3 歳と 1 歳の 2 人の⼦どもの保育園が別々になり、とても⼤変そ

うでした。今年 4 月に保育⼠復帰するママも、3 歳と 0 歳の 2 人の⼦どもの保育園決定の日をハラハラしながら待っています。（愛知・

名古屋市名東区） 

41．私は就労ではなく、病気のため保育園を利⽤しています。第２⼦が４月出産予定と分かった時に、「予約枠」の制度を教えてもらい、

役所に⾏きましたが、就労しているかもしくは育休制度が取れる人しか利⽤できないと⾔われ、とても不安、不満に思いました。２人

目がもし入所できなかったら、私は１人で２人の育児をやっていけるのだろうかととても焦りました。４月１日に生まれ、５月から年

度途中の入所⼿続のために診断書を頼んだりして、６月に申請。１歳になったばかりではとても入れないので、０歳で入れなければも

うダメだろうと必死でした。第一希望はダメ。８月からなら第２希望の保育園に入れることになり、「なんとかなるんだー」ととても

安心しました。２人目は生後４カ月での入所になり、私としてもさみしい気持ちでしたが、搾乳を持参したりしてがんばったり、⼦ど

もも保育園⼤好きっ⼦になりました。（現在１歳９カ月）その後上の⼦と下の⼦は、その年度は同じ保育園に通えましたが、乳児専門

園だったため、満２歳で卒園。年少から⾏く保育園の保活をしなければなりませんでした。上の⼦は卒園になるため「どこかには必ず

入れるよ」とみんなに⾔われましたが、希望のところか分からず、申請書を出すとき必死になり⾃分の病状を説明して訴えました。上

の⼦は無事第１希望へ。しかし、同時に転園希望（上の⼦と同じ園になれるように）を出していた下の⼦は、１歳児クラスになるとい

うこともあり、転園できず、2017 年度は 2 園での生活になり、私たち親も 2 つの園の送迎、イベント、会議など本当にしんどい思い

をしています。18 年度の転園（2 歳児クラス）を出していますが、もしダメだったら来年度、私は頑張れるかわかりません…（愛知・

名古屋市） 

42．産休明けで別々の保育園にしか入れられなかった。親が送り迎えをするために娘のところへ泊りに⾏った。しばらくして同じとこ

ろに入れたが、本当に⾒てくれる人がいないと預けられない。（静岡） 
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43．10 月生まれで、今 2 歳 3 カ月の⼦どもがいます。1 歳までは家庭で⾒ていたかったのですが、1 歳児の年度途中入園は困難。2 歳

児はさらに困難だと区役所担当課や知人に⾔われて生後３カ月から⼦どもを抱いて保育所⾒学に⾏きました。周囲からは「まだ保育園

決めてないの？」「保育園入れんくなるよ」「妊娠中から保育園決めなきゃいかんのだわ」などとせかされるたびに、涙が出る思いでし

た。妊娠中から保育園の案内を役所の人が教えてくれた？ 周りの人は教えてくれた？ 「⼤変⼤変」の思いに押しつぶされそうにな

りました（愛知・名古屋市） 

44．保育園入園 4 月からは、まだどうしてもイヤで、少しでもわが⼦と接していたくて、せめて 1 年に近くにいたいけど、泣く泣く 10

カ月で職場復帰を決めました。しかし、9 月の保育園入所ではもうどの園も空いていません。6 月から保育園入所を慣らし保育として

週に 1 度、2 週に 1 度の頻度で通い始めました。月額の保育料は月に数回でも毎日でも変わらないため、3 カ月間は痛い出費となりま

した（愛知・名古屋市） 

45．仕事の時間に融通が利かなくて、通園を親（祖⺟）にお願いしていた。４月に２歳になる下の⼦が、まわりの人たちから保育園に

入れない等の声を聞き、不安に。いつから探したらいいのだろうか。（愛知・岡崎市） 

46．保育園に入れない孫の世話をしていて、私が体調を崩した。 

47．娘夫婦は共働きで 2 人の⼦どもを育てていますが、近くに住む私たち祖⽗⺟も共働きでした。孫たちは入所できた保育所のおかげ

ですくすくと育ってくれたと思います。入所できた保育園は少人数でアットホームで感謝の気持ちでいっぱいです。ただ、⼤津市の入

所制度としてひとつ気になることもあります。保育所は通常４月入所であれば、ある程度の時期に入所の可否が分かるようですが、育

休明けで秋入所だった孫の入所可否が分かったのは、育休明けの前月 25 日くらいで、会社復帰の段取りや働きながら⼦育てするため

の住まいの準備などを⾒込みで動くしかありませんでした。あれで入所不可になっていたら、いろんなことに余波があり、困っていた

と思います。それが困るので、４月入所に合わせて仕事復帰する⽅もおられるようですが、それは早い月齢で園に預けなければならず、

せっかくの育休制度を利⽤して、今しかできない⼦育て専業の時期を短くするのも、親⼦とも残念な話です。今の時代、シングルマザ

ーも多く、また経済的にも共働きでないと厳しいご家庭が⼤昔に⽐べて増えています。⼥性の能⼒を社会に役⽴てるためにも、社会で

もっと⼦どもを⼤切に育てていく環境、ゆとりのある保育園をふやすことが必要だと思います。（滋賀・⼤津市） 

48．⺠間保育所で保育⼠をしています。2 番目の⼦どもは 11 月中旬から保育所に預けたいと東久留⽶市と⻄東京市で探しましたが、⼩

規模保育のところも空きはなく、一時保育と⺟、夫、義⺟で 3 月まで乗り越えることになりました。勤め先の保育園に育児休暇を申

し出ましたが、保育⼠が少なく受け入れてもらえませんでした（東京・⻄東京市） 

49．現在、孫２歳１カ月。２歳までの保育園（０〜２歳の⼩規模園）に通っています。０歳から認可園へずっと申し込みをしています

が、またも落選の通知…。孫も⼤きくなってきました。広い園庭のある保育園でのびのびとした保育を望みます。（愛知・日進市） 

50．毎年市役所の申請前になると、園に⾒学に来られる人が多いが、今年は特に多く、なかには産後、実家に帰省中の奥さんに代わっ

て 1 人で⾒学に来られた男性もいた。希望する園に入るには、どうすればいいでしょう? と相談されるケースもあったが、０、１歳

児はどこも厳しい。 

51．出産を機に仕事を辞め、産後落ち着いたら働こうと思っていたのですが、「求職中」状態の入園はどこでも厳しいと⾔われました。

また、入れたとしても希望とは全く違う園（優先順位が低いので、希望園をたくさん書くように⾔われた）。働くことも、園に入れる

ことも難しいです。どこの園も余裕のない状態のため、仕事のない人は仕事をすることもできない状態です。（滋賀） 

52．希望園の⾒学に⼦どもを連れて何ヵ所もまわり、説明を聞くのに時間がかかった。第一希望の園に入れず、せっかく説明を聞いて

よいと思っても入れず、⼦どもを連れて回った意味がない。（滋賀） 

53．4 月入園が一番入りやすいと聞いたので、出産時期を考えて⼦どもをつくりました。4 月の時点で９ヵ月くらい。⼦どもが生まれて

からは動きにくいので、市役所に現状を聞きに⾏くときは出産直前〜ちょっと前くらいに⾏きました。とりあえず正社員でフルタイ

ムの⽅が入りやすいので、育休期間が短めでやっていますが、親など周囲の協⼒がないと難しいです。⼟曜日保育が短いのが少し困

ります。延⻑保育の申請に時間がいるので、困ったときにすぐ延⻑といかないので、年間で延⻑をたのんでいますが、申請が早く通

ると良いなと思います。保育園の入園が決まったか否かも早くわかるといいなと思います。ダメだった時に動きにくいので…。（滋賀） 

54．フルタイムで働いている人が優先で、短時間パートは後回しとなり、⼦どもが入れない。（愛知・岡崎市） 

55．私は一昨年 11 月に出産し、息⼦は 1 歳 2 ヵ月になります。現在育児休暇中ですが、出産前は 11 月に 1 年間育休を取り、職場復

帰する予定でした。妊娠中にまわりから、⼭梨県内でも甲斐市と南アルプス市は特に保育園の空きがなく、⼦どもを預けるのが難しい

と聞いてたので、出産前から市役所に。しかし、その時点ですでに「0 歳児の年度途中の入園はかなり厳しい。年度初めなら入れると

思うので、また生まれてから来てください」と⾔われてしまいました。出産後、市役所に⾏ったところ、空きがないことに変わりなか

ったのですが、「私⽴なら年度途中の退園などで空きがある所があるかもしれません。ご⾃⾝で聞いてみてください」と保育園の一覧

をもらい、その後何⼗軒もある私⽴に端から毎月電話。しかし空きは出ず、結局育休を延⻑し、年度初めの入園を申し込むことに。し
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かし、またそこでも壁があり、開始は保育園の希望を第 8 希望まで記載することになっています。家庭によって優先の点数がつけら

れるのですが、私は共働きなのでちょうど中間くらいの点数になるので、第 8 希望までぎりぎり入れるとのことでした。あまり遠い

ところだと送り迎えが⼤変だなという思いもありましたが、とにかくどこかに入れるのならよしと思い、10 園ほど⾒学に⾏き、第 8

希望まで埋めることにしました。結果、今年の年初めに 4 月に入園する保育園が決まり、今、一安心をしているところです。  

  しかし、甲斐市の⽀援センターなどでまわりのお⺟さんたちに話を聞いてみると、出産前に仕事をやめてしまった人や、仕事を探し

ている人などは、先週に時点でもまだ決まっておらず、市役所に確認したところ、「今回０、1 歳は申し込みがかなり多く、キャンセ

ル待ちで調整中。もしかしたら第 8 希望も厳しいので、他を紹介させてもらう」との返答だったそうです。そもそも申し込みの段階

でも「第 8 希望も厳しいかもしれないので、保育園を書けるだけ書いてください」と⾔われ、そういわれてもどこでも良いわけでは

ないので、そういったお⺟さんたちは私よりももっと多くの保育園を⾒学に⾏ったそうです。なのに、保育園もなかなか決まらず、そ

ういった⽅たちからは「保育園に預けられるかどうかも分からない中で、仕事も探せない」「たとえ入れても⾃宅からあまりに遠いと

ころなら、申し込みを取り下げざるを得ない」などの声も多く聞かれ、申し込みをあきらめた人もいました。⼭梨県では「待機児童は

ゼロ」と⾔っていますが、実際には入りたい時期には入れず、あまりの⼤変さに入園をあきらめている人もいるのが現状です。昨年

10 月に国会で育児休暇が最⻑ 2 年まで取れることが決まり、そういうこと⾃体は、選択肢が増えてよいことだとは思っています。保

育園の一部無料化も悪いことだとは思いません。しかし、働きたい人にとっては根本的な解決になっておらず、今後保育⼠と保育園不

⾜を解消することが喫緊の課題だと思います。（⼭梨） 

56．隣の町から 10 か月の男児の孫の世話で来ている。週 1 回は⾃宅に戻っているが、畑仕事の準備ができない。狭い庭だが⼤好きな

畑仕事が楽しみだった。孫は可愛いが、⾃分たちのことは何もできないで困っている！いつまで続くか不安…。（岩⼿） 

57．同じ⼩学校区の友だちがわが⼦に欲しいと、転園希望を出すと、一次調査のタイミングでは現保育園の席を抜いて希望を出すよう

に、と⾔われる。フルタイムで勤務しても、点数制で希望者の⽅が多い現状では、来年度、現保育園でも通えなくなるのでは、とい

う不安がある。希望するのをやめて、調整がついた時期に空きがあれば転園希望を出す→空き〝1 名〞のため、転園可となった。期日

が遅くなることと、保育園がギリギリの保育数というのが心配。もう少し制度にも人員にも余裕が欲しい。（愛知・知多市） 

58．⼦連れで求職活動はできないのに、求職中の人は⼆次受付しかできなくて枠が少なくなり、入れない確率が高くなる。求職中でも

一次受付できるように戻してほしいです。（豊田市） 

59．転勤になり、東京の⽅へ引っ越すことになりました。東京は待機児童も多く、保育園に入れないのでしばらく仕事をせず、家で⼦

どもたちを⾒ることに。仕事の転勤にも対応できる保育園（安心して預けられるところ）をたくさんつくってほしいです。 

60．潜在的待機児童もいて、200 人近い⼦どもが保育所を利⽤できない状態。今年４月からの新規申し込みをしたが可能性は低い。私

の場合、フルタイムで働いていない、短時間の就労なので来年度の入所は困難です。 

61．無認可保育所も定員が満員で入所できません。 

62．私は昨年 3 月に男の⼦を出産しました。私の職場は⼦どもが満 1 歳になるまでしか育休が取れないため、今年 3 月の職場復帰をめ

ざして 1 月から途中入園の申し込みをしていますが、まだ入れていません。また、上の⼦が在園している保育園に入りたいという希

望もあります。京都市が保育所待機児童を算出する際に、「特定の保育園を希望した」ことを理由に待機児童数から除外していると聞

いて頭にきています。途中入園を希望して待機している児童も待機児童数にカウントされていないと聞きました。医療事務している友

人は入園できなければ退職を考えています。⼦どもを預けて働きたい親って「わがまま」なんですか。兄弟で同じ保育園に入れたい、

家から少しでも近い保育園に入れたいって当たり前の願いじゃないんですか。こんなことをいう私たち保護者は、⾏政からすると「困

った存在」なんでしょうか。この間、新婦人からの京都市への要請⾏動に一緒に参加しました。府本部が作ってくれた要望書を読んで、

何人ものママ友の顔が浮かびました。⼦どもを産んでも⾃分らしく働き続けたい、希望する保育園に預けたい、ごく当たり前の願いを

実現してもらいたいです。京都市だけでは実現することが限られています。⻑岡京市でも京田辺でも待機児童は 100 人規模に広がっ

ていると聞いています。是非、私たちワーキングママの切実な願いを真正⾯から受け⽌めてくれるよう願います。（京都市・右京区） 

63．「未満児の入園はいっぱいで入れない」と⾔われました。さらに、祖⽗や家族の介護や、⾃分の妊娠時にも一時保育について相談を

しに園に⾏くが、⾃分の希望日には預けられない状況で（園の空いている日程しか預けられない）、結局使⽤することができなかった。

4 地区合同となり、新しい保育園となったのですが、未満児の待機があることは⼤変残念に思いました。すでに園に入所している兄弟

が使⽤し、他家族は入れないそうです。保育⼠の人数が⾜りず、場所はあるのに⼦どもを預かれないそうです。（⻑野） 

64．妊娠が分かり、保活を開始したものの、ちょうど新聞などで保育園に入れないことが話題になっていたので、早めに情報収集し、

出産したものの、まさかの引っ越し。新しい居住区の区役所に⾏って、情報収集・入所状況を聞くも「人口が爆発的に増加しており、

区内の認可にはシングルマザーしか入れない」と⾔われ愕然…。ダメもとで区内の認可保育園に途中入所申請するが、結果はもちろん

落選。区内、区外の家から通える範囲の無認可園に電話するも、キャンセル待ちで絶望的。翌年 4 月入園の申し込みが始まり、⾃宅
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と会社の通勤経路上にある無認可園に電話しまくりました。1 ヵ所だけ⾒学可能という返答があったので、すぐに⾒学に⾏ってみたと

ころ、幸運なことに 2 日前に転園が決まった⼦がいるとのことで、すぐに契約してくれれば入所可能と⾔われ、即サインし、翌週か

らの慣らし保育が始まりました。この時点で、無認可の実績があるのでもう安心、と思ったのですが、区役所に確認すると、来年 4

月入園の申し込みの時点で「無認可に入っている」「働いている」実績が必要と⾔われ、即会社に連絡し、申し込みまでに復帰したい

と頼み込んで復職しました。結果、2 月の結果発表で、第一希望の園への入園が決定し、現在に至ります。（東京・千代田区） 

65．2013 年⻑⼥出産。1 年後の復帰はあきらめ、半年後に復帰することに。決めたのが 3 月だったので、すでに認可も認可外も 4 月

入所は締切済み。インターネットで探し当てた、無認可園に直接電話をかけて⾒学に⾏き、3 月からならし保育がスタート。⼩規模園

だったため、3 歳以降は転園が必要だった。3 歳以降の認可園の申し込みを、第 10 希望くらいまで書いて、4 番目か 5 番目の希望園

に入園決定。次⼥は 17 年生まれ。半年後くらいから復帰できないか、と考え、⻑⼥の通った無認可園に相談し入園。しかし、この園

が 18 年 3 月で閉鎖が決まり、転園しなければならなくなり、⻑⼥と同じ保育園に入れたいが、入れるかどうかわからず不安です。（東

京・北区） 

66．申し込みに「出産要件」「就労要件」があり、復職の予定があっても出産予定日を中心に前後 2 ヵ月に当たると「出産要件」での申

し込みとなり、就労要件よりも 10 点ほどマイナスになる。そうなると、認可園は入園が無理、保育室もほぼ無理な状況に…。生まれ

月によって、差が⼤きい。（東京・渋谷区） 

67．近所に住む両親に援助してもらわないと働けない。両親も孫の世話で疲れている姿を⾒ると申し訳なさを感じる。 

68．再来年の復帰…と思っていたのに、保育園に念のため⾒学に⾏ったら「３歳児は入れる⾒込みがなく、１歳児も枠が少ない」との

こと…。再来年、３歳と１歳なので急きょ復帰を１年早め、４月からにし、入所申し込みをした。それでも入れる保証がないので不安。

特に上の⼦が…。（兵庫） 

69．仕事のこともあり、どうしても入園しなければならないので、⾏かせたい保育園ではなく、第 2，３の候補の保育園も探し申し込

まないとだめでした。⼟曜日も仕事のことがあり、平日と同じ保育時間にしてほしい。（和歌⼭市） 

70．3 人目出産し、1 年間育休取得したが認可保育園に入れず、⼦どもを連れてあわてて何ヵ所も無認可園を探し回った。どこも高額で

困った。幸い、4 月オープンの⼩規模保育園に入れたが、また 3 歳になると保活へ。⼩規模保育園はアットホームでよかったが、また

保活があるという不安や、兄弟が別々の保育園になってしまうなどの問題もある。 

71．⼦ども 2 人をそれぞれ別の保育園に預けているので、朝の出勤時には保育園にタクシーを使って送る生活が続いている。交通費が

かかって⼤変。でも会社を退職したら生活が成り⽴たないし、仕事も続けたい。次に保育園に入れるまで頑張るしかない。 

72．兄弟で別々の保育園なんてありえない。兄弟が優先されるべき。（愛知・稲沢市） 

73．3 歳未満児を途中から入園させようとしたが、市の担当者は「空きなし」と⾔ったが、知人の保育⼠さんから「空きがある」と教

えてもらい、週数回の臨時保育から始めて 3 ヵ月後、普通保育になれた。合併前なら市の担当者はもっと細やかに対応してもらえた

のではと思います。（愛知） 

74．保育料無料でなくていいので、確実に預けられるようにしてほしい。就労中の人の保育の必要性が中程度なのがおかしい。育休は

無限ではない。（兵庫・姫路市） 

75．娘家族のことです。2017 年 8 月に広島市内から東広島市への転居に伴い、2 歳の孫の保育園を東広島市に申し込みました。結果は

すべて落ちました。途⽅に暮れ、やむなくとりあえず転居を 1 カ月先延ばししました。その間、初回と同様、電話での市役所や保育

園への空き状況の問い合せ、また直接⾜を運んでの仕事をしながらの、また⾝重での情報収集は心⾝ともに⼤変だったようです。しか

も、市役所や保育園に出向いても、空きの正確な数を教えてもらえず、これではどこを希望すればよいのか困惑するばかり。新婦人の

会員の⽅がいろいろ⼒を貸して下さり、心強く思いましたが、こういう状況が改善されないことには解決に至りません。保育園の情報

を広く市⺠に公開することなくどうやって選べというのでしょうか。幸い、9 月に入所できることができ一安心でしたが、東広島市で

は 120 数人の待機児童がいます。安心して⼦どもを託すことのできる場所が確保されてこそ親は働けます。一刻も早く、国や⾃治体

が責任を持って安心して預けられる保育園が整備されることを求めます。（広島・東広島市） 

76．①11 月以降に生まれた⼦の募集が翌年になるのはおかしい！同じ学年になるのに！と思う。中途で入園待ちになる。その場合は、

空くのを待つまでの間、期間は不公平。②希望の園に入れるために 2 園も保育園を変えなければいけなかった。市役所に相談するも、

点数と規定通りですの一点張りで、⾎の通った対応とは到底思えない。③保育料は一律無料にすべき。一人親が無料と保育料が収入に

よるというのは納得がいかない。（福島・喜多⽅市） 

77．2 歳未満から預けられるところが少なく困る。（兵庫） 

78．⺟親がその時に働いていないと保育園に入れない。⺟親の職が決まったり、職探しをするときに早めに入園できると助かるので、

融通を効かせて⺟が働く前から入れると良い。 
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79．ビルの一室で、日の当たりもなく園庭もなくという保育室をみかけます。近所の⽅の話では「一生懸命、保育⼠さんたちが近くの

公園に連れて⾏ってる」との声もありますが、本当にそんな状況の保育でいいんだろうかと疑問に思います。未来を担う⼦どもたちに

よりよい環境づくりをするのが⾏政の仕事と思います。我が家は０歳児の４月に入園することができました。本当は１歳までは⾃宅で

⾯倒をみようと思っていましたが、１歳になる８月では入園が難しい。また、１歳児の４月は入園出来ないということで仕⽅なく育休

を切り上げました。職場は、産休・育休や育児中の制度が非常に整っているのにも関わらず、入園が難しいという点で、⾏政の⽅の制

度？がまだまだ整っていないように思います。夫が転勤族のため、いずれは転園の可能性が⼤です。その時に受け入れてくれる園があ

るのかがとても心配です。（愛知） 

80．年度の途中でも入れるようにしてほしい。何度も変わるとその⼦にとって良くないと思う。 

81．保育園の利⽤調整基準が昨今の職場環境や家庭環境に対応していないと感じる。世帯収入が少ないため、産後働きたくても無職だ

と点数が低くなり、認可園は待機になってしまう。保育園入園が確定していないと就職もできないので、収入も確保できず、不安を抱

えたまま⼦育てをするという負のスパイラルです。現在の利⽤調整基準は、産休・育休制度がある職場に勤めている人にはある程度公

平だが、産休・育休制度がない職場や、制度⾃体はあっても、実際には利⽤できずに仕事をつづけたくてもやめざるを得ない職場に勤

めている人にとっては不利であり、出産をためらってしまう原因の一つにもなりうる。産休・育休を設けるのは職場の⼤前提ではある

が、現状がそれができていないのだから、実態に合わせた利⽤調整を望みます。世帯収入を考慮した利⽤調整基準を設けてほしい。（岩

⼿・盛岡市） 

82．区役所に相談に何度か⾏った際、窓口の⽅が人によって説明してくれる内容や親切度、情報量に差があり不安になった。第２⼦に

前向きになれない要因のひとつに「また、保活か」と心配になってしまう。「兄弟揃って同じ園なんて、難しいんだろうな」「そもそも、

また３月生まれの⼦だったらどうしよう」とためらってしまいます。第１⼦が３月生まれで（事前の情報収集が⽢かったのもあるので

しょうが）産後、落ち着いた頃に保育園のことを調べ始めたら１歳児の枠が難しいと知り、⼤変でした。（愛知） 

83．一時保育は満員で、1 ヵ月前に予約しても入れない。夫は仕事、祖⽗⺟は近くにいない状況で⺟親の休息がとれない。保育園に預

けていないワンオペ育児の人のケア体制を⾒直してほしい。（埼玉） 

84．家の近くの保育園に入れない。送迎に困るのでなるべく希望したところの家の近くの園に⾏かせたい。保育環境が良いなと思って

申し込んでも、家から遠いなど点数が低くされて入りにくい。 

85．どういう保育園か情報がほしい。パンフレットがあると良い。 

86．入所待機のとき、順位が何番目なのか知りたい。（岩⼿） 

87．役所が現状把握ができていない。「空きがない」としか教えてもらえず、ＨＰを⾒るように⾔われただけ。地域に知り合いもなく、

乳児を抱えて⾒学したり探したりするのは本当に⼤変なこと。市で情報を分かりやすくまとめてほしい。 

88．保育園の探し⽅が分からない。役所で一括して⼿続きできるようにするべき。 

89．いろいろな保育園に⾒学に⾏きましたが、どこでも「１歳児枠は空きがない」か「数名しか入れない」との返事ばかり。０歳児か

らなら入れる確率は上がりますよ！ と⾔われても、やはりかわいい乳児期、せめて１歳までは⾃分の⼿で育ててあげたくて‥‥。い

ろいろな心の葛藤があり、苦い思い出です。（愛知） 

90．2 人の⼦どもを同時入園で申し込み、１歳は入園不承諾に。４月からパートの仕事を探す求職中での申込み、上の⼦だけ保育園に

入れても、下の⼦の預け先がなければ働けない。３ヵ月以内に働かなければ上の⼦は退園させられる。どうすればいいの？！怒ってま

す。（愛知） 

91．第２⼦を今月出産予定。保育園に育休中、上の⼦を預かってもらえるか相談に⾏ったら、市の⽅へ⾏ってくださいとの返答。待機

児童もあり、受け入れを渋られているのか｡ 

 

 

☑保育の質が心配 
92．国が定めている基準は、詰め込み保育になる人数です。変えるべき。保育⼠不⾜とはいえ、現場は⼤変。 

93．保育室が狭くて、⼦どもが寝返りを打つとぶつかりそうでハラハラします…。 

94．⼦ども園は、⾚ちゃん、保育園児、幼稚園児ごちゃ混ぜ異年齢保育。⼦どもも落ち着かない。先生の移動がはげしい。やはり、

⼤変なのでは。 

95．8 月生まれの 3 歳の娘。11 月に出産し、最寄りの保育園の一時保育に預けたくても、未満児保育ができなかった（今年から未満

児枠ができた）。少し離れた保育園は未満児保育があったが、2 歳児の部屋はいっぱいで、0、1 歳児の部屋で預かってくれると⾔っ

たが、⾔葉も話せない⾚ちゃんと一日一緒にいるのはかわいそうかなと思い、結局利⽤せず産後が⼤変だった。（愛知・豊田市） 
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96．園庭がない。ずっと室内で遊ばせる。給⾷はレトルト品。おやつに砂糖のたくさん入ったお菓⼦やジュースを与えるほか、⼦ど

もの発育や成⻑を無視した保育園が多すぎる。家庭でいくら気をつけていても、一日のほとんどの時間を過ごす園が質が悪くては、

安心して⼦どもを育てることができません。本当にこちら側の声を聞いてもらいたいです。安心して⼦どもが育つ環境を⽤意してほ

しいです。（福島・喜多⽅市） 

97．⼦どもが、⼩⻨・⽜乳・卵の３⼤アレルギー対応児のため、毎日弁当を作っています。このような⼦どもは今後も増えてくると

思うので、アレルギーを複数持つ⼦ども対象の給⾷を提供してください。（愛知・岡崎市） 

98．給⾷の⺠営化でアレルギー対策がきちんとできているのか分からない。 

99．保育園は「ただ入れればいい。入れてもらう」ものではない。⼦どもたちはみな等しく衛生的な空間で、おいしく、安全な⾷べ

物を⾷べて、毎日楽しく過ごす権利がある。またそのためなら親が努⼒するのも当然だと考える。そしてそれを実現できるような保

育園は日本にどれぐらいあるのか。その実現が近そうな保育園に⼦どもを入れたいと考え、申し込むことはぜいたくなのか。たとえ

ば、⾷べ物を気にして⼦育てをしてきた。であれば、保育園も⾷べ物を気にしているところでお願いしたいと思うのは当然のことで

はないか。しかし、探し出すと全然ない。調味料は合成のもの、おやつは市販のもの。私はそれに耐えられない。じゃあそういう人

は保育園に⼦どもを預けることはできないのか。友人はおやつにアイスクリームが出る日、仕事を早退していた。私は第１から第 6

希望まで全滅。全滅した要因はいくつかあるのかもしれないが、えり好みしたことがいけなかったのか、と反省した。そもそも、そ

の申し込んだ月に復帰したかったわけではないのに。年度初めに復帰しなければ、と⾔う状況になったから復帰を決めたはずだった

のに。本当ならみんな⾃分で望んだときに復帰できたらいいのに。 

  そして、⼦どもが⼩さいうちはお世話に時間もかかるし、保育料も高いし、がんばって仕事しても時間もない、お⾦も⼿元に残ら

ない。何のためにやっているのか毎日毎日そう思う日々の繰り返し。⼦どもが保育園を楽しいって思うことが何よりも⼤切。親の仕

事への負い目、だれもが多少はあるのではないか。これを⼩さくしてくれるのは⼦どもの笑顔。だからこそ、保育の質を問いたい。

でもそこまで回らないのも現実だと思う。保育⼠の⽅たちは、⼦どもたちだけではなく、親たちのケアもしてくれていて、本当にず

ーっと仕事をしている。仕事して保育料払ってなんだろう、という思いと、保育⼠の待遇をよくしてほしいっていう思いは⽭盾しな

がらも、強く両⽅ともと思う。保護者が保育料として払うのではなくて、他の⽅法で保育⼠への還元ができるはず。平等なはずが分

かりづらくて難解な入園の⼿続き、復帰時期ギリギリにわかる選考結果、選べない入園先、入園時期、たくさん問題があるなあと思

いながらも規制緩和で解決してほしくない。必要なのは、親も⼦どもも安心して通える、保育⼠の人も健康も賃⾦も守られている保

育園。（愛知・名古屋市） 

100.保育園の給⾷やおやつも安心安全なものなのか。とても⼤切なことだと思います。（愛知・名古屋市） 

101.7 ヵ月で入園して、離乳⾷の献⽴がないうえ、初めて保育所で⾷べるものが多く、アレルギーが出ないか心配になった。定員の

２〜3 割増の⼦どもがいて（⾃治体が認めている）目が⾏き届いていないなと思う。保育⼠さんの人数をごまかしているように感じ

る。週に 2 回くらいしか働いていない保育⼠がけっこういてる。（和歌⼭市） 

102.アレルギー体質の⼦や障害を持った⼦どもへの対応が⼗分できる保育者の確保を！保育⼠の半数が臨時の非正規って⼤いに変！ 

103.給⾷の質をもっと上げるべき。保育⼠の給料を増やすべき。 

104.最近、企業主導型保育園が増えています。詳細は分かりませんが、経営が成り⽴たずすぐ潰れているところもあると聞きました。

財政的に厳しいからと企業におまかせでいいのでしょうか。保育所のありかたについて、日本は⼤人の都合で決められていること

が多いので、⼦どもを守る⽴場から⾒て、よりよい保育を⾏うための改⾰が必要だと思います。学生時代パリの幼稚園で先生や⼦

どもたちと交流する中で感じました。 

105.待機児童解消に向け、近年保育園が増設されていることは働く親にとって⼤きな⽀えになっています。しかし、そうした保育園

に園庭がなかったり、あっても園庭と⾔えるほどの広さがなかったりしています。乳幼児期の⼦どもたちにとって⼾外で体を⼗分

動かし、さまざまな体験、経験を積み重ねていくことは、心⾝が健やかに成⻑していく上で⽋かせないことです。社会の責任でも

あります。保育園内に園庭を設けることが難しいのであれば、⼦どもたちが遊べる市内の公園・空地を増やしてください。最近〝

公園難⺠〞という⾔葉を聞きます。公園に⾏ったらすでに満員状態で遊べず、保育園に帰ったという声をよく⽿にします。〝⼦ど

もたちのすこやかな成⻑〞を願ってやみません。（東京） 

106.保育園に通っている息⼦がオムツを履かずに帰ってきたり、寒い日に上着を着ずにバスで帰ってきたりしたことがあり、少し不

安になりました（福岡・田川市） 

107.認定こども園で発覚した不正（給⾷がわずかだった）をはじめ、保育の質が心配。⾏政の責任で安心して預けられる園をつくっ

てほしい（兵庫・姫路市）。 

108.市内に認定こども園しか市内になく、預かり保育で⼦どもの発達に応じた保育をしてもらえるか心配（岐⾩市） 
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109.孫（年⻑と 2 歳児の 2 人）の保育園の送り迎えをしています。今、２園目です。最初の園は、３歳までしか預かってもらえない

園だったので、上の⼦の卒園と同時に２人とも４歳、１歳で園を変わりました。15 時のあと 17 時のおやつがなく、お迎え時間の

19 時には２人ともお腹を空かせて⼤変です。園によっていろいろと違いがあり、発熱時には⾃分たちの仕事をどうしようかと困っ

ています。（愛知・名古屋市） 

110.どの市町村でもいつも保育⼠を募集している。保育⼠が⾜りておらず、保育の質が心配。必要なときにいつでも入所できるよう、

保育園を増やし、保育⼠の処遇をよくすることで保育⼠を確保し、保育の質をよくしてほしい。（岐⾩・岐⾩市） 

111.保育園は営利ではなく、公的もしくは社会福祉法人で国や⾃治体が責任もって運営してもらいたい。保育園の基準の確保、保育

の質の底上げは⼤切です。（愛知・名古屋市） 

112.保育園によって英語やリトミックを取り入れているところがあるが、全体で取り入れるようにしてほしい。保育園を増やしてい

るが、もっと園庭のある保育園が増えるといい。遠くにある保育園に⾏っている場合、登園バスがあるといい。（神奈川） 

113.国の１歳児の保育⼠の配置基準は、保育⼠１人当たり⼦ども６人（１：６）です。1 歳児は、⾃我が芽生えて、拡⼤していく本

当に⼤切な時期なんです。⾷事も、着替えも、⾃分でやりたい、いやいやの時期に⼤人がどれだけ丁寧にかかわってやれるかで、

その⼦の⾃信につながって、⾃分が好きという⾃己肯定感につながる。1 歳児の保育って⼤事なんだと痛感しながらやっています。

つくば市の公⽴保育園は 1 対４でやっています。国は配置基準を１：４に⾒直してください。国こそ私たちの基準に追いついてく

ださい。（茨城・つくば市） 

114.最近は、保護者側の忘れ物は多いということで、「忘れ物なくそう運動」とかで忘れ物の回数を棒グラフにして貼り出したりして

います。親以外の者が送迎に⾏ったときは、口頭で伝え（⼦どもは乳児）、伝えたという欄にサインするよう⾔われます。園側（保

育⼠さんが忙しすぎるのだと思いますが）のミスもいろいろあるのに、保護者側だけ攻められている感じがします。ノートを忘れた

ときなどは、そう多くはないのですから、伝⾔はメモにして渡してくれたらと思います。少なくとも 2 歳児くらいまでは⾔葉もま

だまだなのですから、個別に伝えることは、たまにしか頼まないものには口頭でというのはやめてほしいと思うのです。これは園側

にも話しました。園⻑が代わってから、めったに園⻑と会うこともなくなり、先生⽅も余裕がないのか親しみが薄くなった気がしま

す。（東京・武蔵村⼭市） 

115.⼦どもが⾏っている園は、とても良い園だと感じるが、それでも人⼿が⾜りているのかと感じる時があり、これ以上保育の質を

下げられたら安心できない。（埼玉） 

116.埼玉県では園児プール事故、新しい保育園は 20 代の先生になりがち。ベテラン保育⼠も配置し、管理体制、保育⼠の質の向上を

（埼玉） 

117.娘が産前休暇が 1 カ月しかとれなかった、そして予定日 1 週間前に保育園⾒学があり、体が⼤変でした。産後 4 カ月で保育園が

内定したが、職場で時短勤務が認められなくて、保育園の閉園時間に間に合わず入園断念。育休をとり、今年の 4 月から新設の保

育園に入園が決まったが保育の質が心配。⽗親が送迎に対応できない⻑時間労働で、⺟親に負担がかかる。 

118.⼦どもの園での様⼦を聞きたくても、先生の人数が少ないため聞きづらい。 

119.⼦どもの命を預ける場なので先生の待遇を上げ、人数を増やしてほしい。看護師なども入れ、スタッフの質が上がるように国が

援助してほしい 

120.⻑男が発達障害があるため、扱いがやや雑かなと思うときがある。（福島・⽩河市） 

121.わが⼦の通っている認可保育園は私⽴で、保育⼠教育もしっかりされていて⼤変熱心で、信頼して預けることができています。

しかし、娘が 1 歳クラスのとき、短期間のうちに 3 回も他の⼦に「噛まれる」ことがありました。おっぱいに⻘あざができるくら

い噛まれた時にはショックでした。その時、知っているだけで他の 2 人の⼥の⼦も顔など噛まれてかなり⻘あざができていました。

1 歳児はまだ物事の良しあしも分からない成⻑過程です。だから⼦どもの⾏動はどうしようもないと思います。しかし、⼦どもがか

まれそうになった時に⽌めるのが保育⼠の仕事です。先生たちは一生懸命⾒てくれているのはよく分かっているので、それでも⽌め

られない現実。認可保育園の職員体制の基準でもそのようなショックな事故が起こるのです。認可保育園でも事故は防げない、まし

てや基準の低い「無認可保育園」なんてどれだけの事故が起こるのか…。取り返しのつかない事故が起こってからでは遅いと思いま

す。友人は認可保育園に入れなかったので、第 2 ⼦を産む決断ができませんでした。無認可にしか⾏けないのは経済的にかなりの

負担です。また、無認可保育園はお弁当持参のところもかなり多いです。⼦どもにとって⾷事というのは成⻑過程においてとても⼤

切な課題です。よく考えられた給⾷を毎日⾷べられるのと、働きながら忙しいなか作るお弁当はそんな栄養や⾷育を考えられるはず

がありません。給⾷とお弁当ではその後の発達にも⼤きく影響してきます。 
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☑保育料が⾼い 
122.⻑男が 0〜1 歳の 2 年間、待機児童でしたが、この 4 月から認定保育園に決まり、すごく泣きました。最初に不承諾通知もらっ

てから、ずっと苦しかったです。なにが苦しかったというと、一番は認可に入れないことで、認証に入ることになり、経済的負担が

すごく⼤きく重くののしかかってきたこと。月 9 万円以上で⾜⽴区は補助 2 万円が出ますが、それも月 7 万円。悩んだすえ、仕事

をやめました。「保育園落ちた」ことによって、キャリアの機会を失ったと思っています。（東京・⾜⽴区） 

123.孫が認可外保育施設を利⽤し、保育料は月額約 10 万円。孫の両親の負担を軽くするために、年⾦から半額の 5 万円を援助して

いるが、正直負担が⼤きい。（東京） 

124.かけ持ちをやめて事務職のみで就職した際、保育料が￥０→￥6,000 に上がり、家計を圧迫しているため、保育料を⾒直してほ

しい。（福岡） 

125.超低出生体重児だったので、無認可の保育園では受け入れてもらえず、（「もう少し⼤きくなったらね」と⾔われ）秋に認可保育

園への申し込み、半年後の 4 月に 0 歳児で入園しました。うちは住⺠税の所得割額が 14 万円以上から 16 万 9000 円未満の区分に

該当するので、保育料は月 3 万 9600 円です（年間 47 万 5200 円）。 

126.月々保育料が 3 万 1600 円。主⾷費が 3 歳からは 2000 円。シーツ代 1000 円（替えるのはセルフ）、引き落とし⼿数料 38 円。

計 3 万 5000 円は高い。主⾷費は認定こども園に移⾏するときに 1500 円から 2000 円に 1.３倍にもなりました。⾃治体が負担す

るべきではないですか？  

127.認可に落ちて認可外にしぶしぶ⾏くとしても高いところは月 10 万円。何のために働いているのか…（福岡） 

128.私は妊娠中、アルバイトの仕事をしていたため、育休を取得することができませんでした。娘を出産してすぐに保活をしました

が、公⽴・私⽴の保育園はまず育休中でないと 100％無理だと⾔われて絶望しました。認可外保育園もいくつも⾒学しに⾏きまし

たが「100 人待ちです」「入れないと思って申し込みしてください」など⾔われるばかりで、入園の希望は１ミリもありませんでし

た。娘が３歳の時に無認可保育園に入園できましたが、保育料が月４万円弱ととても高くてびっくりしました。（北海道・帯広市） 

129.一生懸命働いても保育料が高くて払うのが⼤変。兄弟が多いとさらに⽀払いに苦労する。生活費もかかるのに…（滋賀・⼤津市） 

130.パートしていても 4 分の 1 は保育料に消えてしまうのはやはり高いと思います。友だちで、０歳児は途中入園は難しいと⾔われ

たそうです。この前、たまたま職員室にいたら、入園希望の⽅がいらして、今はいっぱいで入れませんので、月に１回くらい電話し

て空き状況を確認してくださいと⾔われていました。年少さんより⼩さい⼦を預けるのはまだまだ⼤変そうです。（愛知・岡崎市） 

131.保育園に入れず、職場の託児施設利⽤しながら復職。託児所の利⽤年齢が３歳までで、就学のことも考え、⾃宅近くの保育所に

申し込んだら、現状預け先があるので無理と⾔われた。ではどうすればいいのか、と市役所に相談すると、幼稚園なら入れますので

と申込書を出された。保育料が高い。生活のために働いているのに、働けば働くほど保育料⾦が上がって生活が苦しくなる。２人目

以降の割引の制度はあるが、同時に在籍している場合のみ。来年からは保育料+学童保育料となり、さらに苦しい。学童も割引対象

にしてほしい。⼦ども⼿当もだが、３人目からは優遇されるが、１人目から対策を取ってほしい。保育園に入れない、入れても高い、

３人も入れる余裕はありません。（滋賀） 

132.とにかく保育料が高い！毎月 5 万円もの保育料なんてありえません。誰に訴えていいのかわからず、悩んでいましたが、いま⾔

わせてもらいます。保育料の値下げ！！！！！！！！そして保育⼠の給料も安すぎます。保育⼠の処遇改善を。⼦どもたちの未来は

保育⼠一人ひとりのやる気にかかっていますよ。（福島・喜多⽅） 

133.毎月の保育料は高いと感じています。親が高齢（私）のため、将来の学資に回すゆとりがもてません。国や⾃治体で保育料の負

担、無料化を推進してほしいです。少⼦化対策のためには保育料軽減、無料化は重要施策です。（愛知・名古屋市） 

134.保育料が高い（特に乳児）。保育⼠の給料⾃体が低いこともあり、保育料で持って⾏かれてしまう。何のために働いているのか…

と思うときがある。（滋賀） 

135.保育料を安くしてほしい。⼤変な思いをして働いても、ほとんど保育料になってしまう。 

136.札幌は、区により、保育料がぜんぜん違う。東区は安いが、⻄区は高い。この差、住んでみて初めて知る！（北海道） 

137.両親の収入をもとに保育料が決定されるので、収入が減った時に同じ保育料を払うのが⼤変な時がある。乳児期の保育料が高い！ 

保育園の先生の給料が割に合っていない！だからと⾔って、保育に対して⼿を抜くのではなく常に一生懸命⼦どもと向き合ってく

れている。そのおかげで、乳幼児期に⼤切な⼒を養うことができている。（滋賀） 

138.認可保育園に入れない。認可外に入れており、先生⽅の保育には満⾜しており感謝していますが、保育料が高いので負担に感じ

ています。また、「認可保育園ならどこでも入れればよいではないか？」という役所の対応にも疑問をおぼえます。⼦どもに合った

保育園を選んであげられる時代が来ることを期待します。（神奈川） 

139.保育園には入れているものの、最初の 1 カ月は慣らし保育があるからと短時間契約で４時半を過ぎると 3 回まではたとえ 10 分
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でも 1 回 700 円取られます（延⻑料⾦）。3 回以上になると、月契約となり 2100 円払うことになります（平常勤務になっても。市

の説明書に書かれているので、市の⽅針になっているのだと思います）。（東京・武蔵野市） 

140.仕事の都合上、⼦どもを０歳から預けています。月齢によって⼤きく成⻑する分、体調や精神不安などで園で安定して過ごすこ

とが難しい年齢で、結局仕事の時間を早めに切り上げて迎えに⾏ったり、お休みすることも多くなりがちです。それでも収入のうち

の⼤部分を保育料として⽀払うのはとても厳しい⾯があります。（北海道） 

141.保育料は同時に利⽤していれば 2 人目は半額、3 人目は無料などの制度があるが、我が家は 3 人それぞれ年が離れ、同時に利⽤

することがなく、軽減の対象にならなかった。同じように⼦どもを産み育てているのに不公平感がある。 

142.保育料が⼦ども 2 人分だと、給与の半分になり、負担が⼤きい。（兵庫） 

143.夫の仕事のため、関東への引っ越しを検討していたが、⼦ども 2 人の保育園がなく断念した。上の⼦の保育園で、朝や⼣⽅の集

団保育（延⻑）の時間にテレビを⾒て過ごしていた。夫が園に申し入れをして、テレビの時間は減ったそうだが、他の保育園でもテ

レビを⾒せることが多いと聞く。上の⼦が 3 歳未満のときに、下の⼦の産休・育休に入り、⼿当はあったが収入が減って保育料を

払うのが⼤変だった。短時間保育認定で、延⻑料⾦を毎回現⾦で⽀払わなければならず、⾯倒であり、一回は少額でもトータルする

と⼤⾦で負担が⼤変重い。保育園に預けるための毎日、毎週の準備（給⾷のためのセット、連絡帳の記入、昼寝布団など）が⼤変…。

（和歌⼭市） 

144.給料が高いか安いかで保育料が変わるなんて不平等だと思う。幼稚園は一律なのに、保育園はなぜ一律じゃないの？（福島・喜

多⽅市） 

145.2 人目が早生まれのため、育休を⻑くとらなくてはならない。給料がせっかく上がったのに、その分保育料も上がってしまった。

（福島・喜多⽅市） 

146.保育料を安くしてほしい。勉強を教えてほしい（読み書き）。1 月まで通っていた保育園では教えてもらっていた。（岩⼿） 

147.シルバー人材活⽤センターの託児に預けている（9 時から。3 時間か、5 時間）が、保育料（9000 円/日）が高いので、就労の収

入にしわ寄せがくる。 

148.駅前など人気の保育園は 0 歳児 5 人枠に数⼗人の応募が。途中入園はほぼ不可能。認可に落ちて認可外にしぶしぶ⾏くとしても、

高いところは 10 万円。何のために働いているのか。（埼玉） 

149.孫 2 人が保育園に入っています。保育園へは、一緒に通園できていますが、決定まで時間がかかり、気をもんでいました。さい

たま市の保育園ですが、私が利⽤していた当時から保育料の負担が⼤変です。もう少し保育料が安くなると家計への負担が軽くなる

のではと思います。 

150.仕事復帰のために早く保育園に入所させたいと思っていても、希望の保育園に入れなかったり、タイミングが合わないと入れな

い。一生懸命働いても、保育料が高くて払うのが⼤変。兄弟は多いとさらに苦労する。生活費もかかる。（滋賀県⼤津市） 

151.収入に応じての保育料ですが、高い。⺟⼦家庭との差が⼤きすぎないか？ 新しい保育園がどんどん建つが、公⽴保育園は古い

まま。耐震、免震や防犯対策などが不安。（滋賀） 

152.保育料はすごく高いのに、保育⼠の給料は重労働にあるにもかかわらず低い。 

153.未満児の保育料も無償化してほしい！（福岡・田川市） 

154.職場保育所に預けていたが、幼稚園に入る年になると保育所から幼稚園に⾏くように⾔われる。保育料+幼稚園のお⾦とかなりの

負担になる（岩⼿） 

155.3 人の⼦どもがいます。2 人目の⼦どものときに、待機児童になりまして、認可外保育園に。本来、認可保育園に入れていたら、

兄弟 2 人目の減免があって、月４万円ですむところが、下の⼦だけで月 6 万円という保育料がかりました。  

156.保育料は安くはないが、保育⼠さんの処遇を考えると決して高くはない。今後、日本の少⼦化に向かっていく中で国や県、市な

どの対応がなくては⽴ち⾏かなくなる。「無償化」の政策が出されているが、詳細内容は当事者までしっかり降りてきていない。上

辺だけでなく、しっかりとした内容を当事者に分かりやすく説明し、実⾏していただきたい（愛知・名古屋市） 

 
 
 
☑保育士の処遇が低い 
157.他の職業に⽐べると給料が低く、モチベーションも上がらず、転職を考える⽅も多いと思います。やりがいはありますが、⼦ど

もの命を預かる⼤変な仕事なので処遇を改善してほしいと切に願います。今このままでは、このまま保育を続けていいものか…と

不安です。 
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158.最近、さまざまな所で保育⼠の処遇の問題があげられてきていますが、まだ処遇が高いとは⾔えません。「命を預かる仕事」なの

に…といろいろ思い悩むことがあります。これでは保育⼠は減る一⽅だと…。もっと現場の人の声を聞いてほしいです。（福島・喜

多⽅市） 

159.息⼦の連れ合いが保育⼠を目指しがんばっていました。仕事をしながら免許を取ろうとしましたが、職場（保育園）の仕事を家

に持ち帰り、夜中の 1 時ころまでかかり、⾃分の⼦育てもできなくなり、退職せざるを得ませんでした。保育⼠の仕事の軽減、仕

事の⾒直しをしなければ、これからの保育⼠の増員はありえないと思います。（岩⼿） 

160.賃⾦が低い！⼦どもたちの⼤切な命を預かる仕事なのに。⼤変さを分かってほしい。日々、⼦どもたちの成⻑を考えて一生懸命

保育しているのに。なんで賃⾦が上がらないのか。上がったらもっと保育現場で働く人が増えて、保育の質も今よりよくなるは

ず！！！！！（岩⼿・盛岡市） 

161.⺟⼦家庭で 60 歳を過ぎ、定年の延⻑で続けて保育園で働かさせていただいています。処遇改善の声が上がり、実際に給料に反映

されるころには 60 歳を過ぎていました。保育園で他人様の⼦どもを世話し、我が⼦はほったらかしの毎日。これが現実です。入社

時より、住宅⼿当、家族⼿当はありません。定年後の年⾦も 4 万円に満たない額です。処遇改善も 60 時間の研修と引き換えです。

これでだれが保育⼠になろうと思うでしょうか。せめて貯⾦ができるくらいの年⾦がほしいです。（兵庫） 

162.年度末に５〜10 年のベテランの先生が５〜6 人⼤量に離職し、クラス運営がとても⼤変そうです。「12/25〜1/9 まで、育休中の

人は保育園を休んでください」という指示があったり…。先生たちも休暇の確保等が⼤変そうです。でも、⼦どもの発達や育児⽀

援の観点が抜けているような… 

163.⾏政の責任で待機児童は解消できた。病気児一時受け入れが可能になっている。しかし、保育⼠さんが所⻑ともう一人だけが正

職員で、その他は嘱託や臨時パートである。早番、遅番もあり、過重労働になっており、体調不良、腰痛で退職や求職者が出ている。

安心して⼦どもを保育園に預けることができるよう、保育⼠さんの待遇を改善してほしい（福島・⽩河市） 

164.資格を取っても処遇が低いために保育⼠として就職しなかったり、家庭を持ち、⼦育てしながら正規職員として働きたくてもな

かなか両⽴は難しく退職したりと、潜在保育⼠の数は実際多い。２、３０年働き続けてもほかの企業に⽐べると同じ年数でも⼤き

な違いがあると思う。命を預かっている日々。責任は⼤きい。もっと処遇改善してほしいです！以前よりはこの問題が注目されて

いてうれしく思います。 

165.結婚・出産をすると、⼦育てと保育⼠の仕事の両⽴が⼤変で、⾃分の両親の助けなしでは仕事を続けられない。保育⼠は⼦ども

の命を預かる⼤変な仕事だが、給料が安い。 

166.保育⼠として時間に追われた職務で、余裕のある時間を持ち、いろいろと勉強し、保育の向上を図っていく仕事は難しいです。 

167.⺠間の認可園でパートで働いています。保育⼠の資格があっても時給は 920 円です。夏・冬のボーナスを時給に換算すれば 1,000

円をわずかに超えますが、これでは飲⾷店のランチスタッフとあまり変わりません。正規職員の賃⾦も低いですが、私たちパート

は処遇改善の対象にも上がっていません。（愛知・名古屋市） 

168.⼦どもの保育料はすごく高いのに、保育⼠の給料は重労働であるのに低い。それに加えて、やっぱり⼩さいうちはすぐに熱を出

す→仕事を休む→給料も減る。それでも保育料は変わらない。…給料と保育料が割に合わないです。保育⼠に復帰して 1 年間、ス

トレスと体調不良に苦しんだ 1 年です。 

169.名古屋市の保育⼠です。名古屋市の人員削減提案で正規職員はどんどん減らされています。臨時さんやパートさんも⾒つからな

いまま⽋員状態があたり前になっているのが保育園職場です、30 年度４月からやっとの運動で臨時さんの２カ月休みがなくなるこ

とになりました。でも臨時さんの労働条件は劣悪です。もっと抜本的に改善して臨時さんがみつかりやすくしてほしいし、正規職

員で対応するようにして欲しいです。休みもほとんどとらず頑張る現場職員が明るく働ける保育園にしてほしいです。（愛知・名古

屋市） 

170.⼦どもを保育園に入れてあげるのも⼤切かもしれないが、保育⼠の給料を上げて保育⼠を増やすこともしてほしい。給料を上げ

れば、保育⼠の数も増えて、保育⼠１人の負担が減ると思うので続けやすいと思います。 

171.「賃⾦が低いので募集をしても人が集まらない」と嘆く園⻑。「人が集まらない→⼦どもを預け入れることができない→待機児童

が増える」の悪循環を解決してほしいです。保育⼠の賃⾦を看護⼠や教員と同じくらいにしてもいいのでは。 

172.私⽴保育園に勤める保育⼠です。つくば市は TX（つくばエクスプレス）沿線開発で人口が増えて、待機児童数も昨年 10 月で 182

名と県内トップに。一⽅、受け入れる保育園では、保育⼠不⾜で頭を抱えています。つくば市では、私⽴保育園に勤める保育⼠に

対して、昨年 4 月から独⾃に月 3 万円の給与補助をしています。でも、看護師や栄養⼠、事務員などには無く、補助のない職種に

対して、私の勤める保育園は園独⾃で補っていて、経営も⼤変になっています。⻑時間（12 時間）開園しているので、朝パート、

⼣パートと人探しにも苦労しています。また、公⽴私⽴間の格差があり、つくば市の公⽴保育⼠の募集には 10 倍近くの保育⼠が集
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まる状況です。公私の格差を、いち早く是正してほしいと思います。全国 76 万人の潜在保育⼠が“働きたい！”と思えるような保育

⼠の処遇改善を早く国で進めてください。（茨城・つくば市） 

173.保育⼠の給料をあげてほしい！保育⼠という職種を選ぶ人も増えるのでは？（滋賀） 

174.孫の通っている⺠間の認可保育園では、昨年 4 月に保育⼠が 4、5 人一緒に退職して、娘がなんでだろうか？⼦どもたちも⼾惑

うのでは？と不安がっていました。その後の運動会やらクリスマス会等にはやめた保育⼠の⽅が２、3 人⼦どもたちの様⼦を⾒に来

ていました。娘の⾔うには、保育⼠の処遇が低いからなのではとのことです。（神奈川・⼤和市） 

175.⼦どもの命を預かり、生きる上での基礎となる乳幼児期の⼦どもに関わるとっても⼤事な役割を持っている保育⼠なのに、処遇

がとても低い！！困ってます！！保育⼠の配置基準も⾒直してほしいです。4，5 歳児 30 対 1 はおかしいと思います！ 

176.給料が少ないこと。人⼿不⾜。（東京・武蔵野市） 

177.豊かな人として育っていく⼟台作りとして一番⼤切な時期を育んでいくお⼿伝いをしている保育⼠の処遇改善を！ この時期の

ていねいな保育が、豊かな日本をつくり上げていくことにつながると思うのに、その⼦どもたちが⼤切にされていないのではないか。

詰め込み式や労働条件の整わないところでは、よい保育ができず、⼦どもたちが心配です。ゆとりのある人員配置、スペース、質の

向上ができる体制づくりこそが今こそ⼤事だと思います。（東京・国分寺市） 

178.今通っている保育園はとても良い保育園で、⼦どものすこやかな発達のために先生⽅はじめ関係者のみなさんでよりよい運営が

されています。先生たちにも本当に感謝しています。保育⼠の正規率は低く、非正規の先生が要になっています。非正規の先生もと

てもよく勉強をされていて保育の対応に当たってくれています。給⾷を作ってくれる先生も質が高いです。しかし、非正規の賃⾦は

1000 円未満とのことです。時給 1500 円以上の保障を国が責任もってしてほしいです。（愛知・名古屋市） 

179.保育園に⼦どもをお願いしているが、朝から先生たちが忙しそうで⾒ていて⼤変そう。先生（保育⼠）が不⾜しているので、学

年の途中で一つ上のクラスへ上がり、本人は不安そうだった。もっと保育⼠の給料を上げるべき！（愛媛・今治市） 

180.もともと公定価格が低いので、保育⼠の給与が他に⽐べて安すぎます。最低基準も外国に⽐べてお粗末です。ゆったりとした環

境と人員配置で保育ができたらいいのに、と痛感します。 

181.保育⼠の処遇が低く、保育⼠不⾜も深刻化している！ 

182.新制度になって⼩規模、企業主導型と基準の違う保育所ができ、⼦どもたちの育ちが心配です。保育⼠になって４０年。お給料

はやっと２０万円です。⾃⽴できるお給料がほしいです。これから保育⼠になって働く人たちのためにも、キャリアアップではな

く、今のままで保障してほしいです。 

183.知人が保育⼠になったが、待遇があまりにも悪く、体を壊し、勤務が続けられず退職した。保育⼠の免許も持っているが、処遇

が悪くて働いていない人が多いことをしっかり考えるべき。（北海道・七飯町） 

184.男⼦高校生が進学で保育⼠養成校を希望したが、先生に「生活していけないよ」と⾔われて他の職業を選択。結婚する年齢にな

っても⼿取りが 20 万円くらい。（静岡） 

185.保育園は預けている時間が⻑いから、先生たちもやることがいっぱい。⼦どもを⾒ながらタイムスケジュールをこなすことにい

っぱいいっぱいで、冬場だと⻑靴をストーブの前に置き、乾かす、⽗⺟の「給⾷はどんなの（量など）⾷べているんですか?」の意

⾒に応え、入り口に毎日写真をアップしたり、持って帰る荷物が多いときは一人ずつ持ちやすいようにまとめてくれたり、⾒ていて

かわいそうなほどでした。⼦どもに対して職員の人数を出していると思うんですが、もう少し人数を増やしたほうが良いと思います。

（北海道・七飯町） 

186.孫が保育園に通っています。保育⼠さんの処遇をアップしていただきたいです。（北海道・帯広市） 

187．通っていた保育園が、保育⼠さん不⾜で閉園になった。保育⼠さんの処遇をもっとよくしたら、結婚後も働いてくれるのでは。 

188.2017 年 3 月まで 37 年間保育⼠をしていました。仕事がどんどん増えているのに、仕事＝保育で準備や書類などは家で。休日や

⼟曜日にも出てきて、仕事を⽚付ける人も多数。優秀な若者も、家庭と両⽴できないとやめていきます。良い仕事でやりがいはあ

るものの、⻑く続けると疲れてしまい心を病む人も多数。保育の内容が変わり、一括で、ということはできなくなり、一人ひとり

に合わせた、と⾔われても。1 人の担任で 20 人、30 人は対応できない。いくらプロでも限界がある。フリーの保育⼠も減らされ、

休暇も入れにくい。⼦育てなどの理由がない若者は年間２〜3 日しか有休を取っていません。基準に合わないから、と人を減らされ、

保育時間は 7 時半〜19 時半に延び、少しでも余裕があると「リフレッシュ保育」などと埋められ、全く余裕がない。のんびりだら

だらと仕事をするつもりはないが、すごく神経を使う仕事なのにいっぱいいっぱいでは。私は、今後もますます⼤変になるだろう

というところで定年でやめられてよかったと思っています。若い人が保育⼠になるのはいいが、すぐやめる、では保育の質が下が

ってしまうので、今後のことが心配です。 

189.3 歳児 20 対 1、4、5 歳児 30 対 1、1、2 歳児 6 対 1 の基準を変えてほしい。フリーを置く基準を変えるなどして人を増やして！ 
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保育準備や研修、勉強する時間を作って！ 人を増やせばできるのでは? 給料を多くもらったらできるということではありません。 

190.乳児の組の先生が１人しかいないので、入園できない⼦どもがいた。先生を 2 人にしたらどうなんですか？と⾔ったら、「先生に

なる人（保育⼠）が募集してもこない」と。（愛媛） 

191.保育⼠で保育園で働いています。若い⽅が多く、トラブルや失敗も多く、毎年たくさんの先生が辞めていきます。パートの保育

⼠は、⻑時間働けなかったり、学校⾏事などで人⼿が⾜りなくなることが多いです。保護者からのクレーム対応も⼤変です。⼤変な

仕事ですが、資格があっても普通のパートの時給とあまり変わらないため、辞めていくパートの保育⼠も多いです。給与に対して求

められることが多いような現状だと思います。（神奈川・横浜市） 

192.保育⼠の処遇からか、先生が辞めていく。働く保護者が安心して保育園に預けられるように、保育⼠の処遇改善を求めます。 

193.国や市が保育⼠の待遇が良くなるとしきりに⾔っているのに、私⽴だからか全く給料は低い（時給 1000 円くらい）。絶えず⼦ど

もの安全に目を配り、泣く⼦どもを抱きかかえ、緊急時には⾃分の命に代えても⼦どもたちの命を守る⽴場にしてはまったくお粗末。

園の⽅針なのか、担任でないフリーの保育⼠を最近多数雇い、⾏き届いた保育をめざすが、フリーの保育⼠は毎日でないため、日に

よって保育の質が違う。たくさん話し合いたいが時間がない。保育⼠の最低賃⾦を底上げしてほしい（千葉・松⼾市） 

194.給料が少ないこと、人⼿不⾜。（東京・武蔵野市） 

195.忙しすぎて人が居付かない。先生が変わると⼦どもも混乱する。人⼿を増やし、処遇や働く環境を整えてあげてほしい。（神奈川） 

196.保育⼠の処遇が低いことも問題ですが、労働時間が変則的で⻑時間にならざるを得ないことがとても⼤きな問題だと思います。

やはり社会全体の労働時間を短くして、保育時間が短くてすむ社会システムが必要だとも思います。また、保育⼠１人当たりお世話

できる人数が年齢によって違うので、０〜２歳の育休の所得保障と雇⽤保険が制度として整えばもっと状況が改善されるのではない

かと思います。（神奈川） 

197.盛岡市は、公⽴保育園を⺠営化しようとの⽅向性を打ち出しました。⺠営化により、単に⼦どもを預かればよいという傾向にな

ることが予想されます。計画的な保育が⾏き渡るような政策が、次世代を担う⼦どもたちを健やかに育てるために必要不可⽋です。

そのためには保育⼠の賃⾦を上げ、待遇改善を⾏なってほしいです。28 年前育休明けに 11 月生まれの息⼦を預けようと思いまし

たが、０〜3 歳を預かってくれる保育園は少なく、新婦人を通して署名を集め、議員さんにお願いし、請願可決となりました。⼦ど

もたちのよりよい保育環境を強く望みます。（岩⼿・盛岡市） 

198.次男を妊娠中、つわりで⾟いなか、⻑男(2 歳）のお世話が⼤変で、毎月の検診で⻑男を連れていくのも⼤変なので、保育園を利

⽤したかったのですが、どこも入れず⾟い思いをしました（神奈川） 

199.⼦どもの命を守り、⼦どもたちによりよい保育を…と、責任ある仕事である保育⼠の待遇がもっとよくなってほしいと思います。

待遇が良くなれば、保育⼠を目指す人がもっと増え、もっともっと⼦どもたちのための保育もでき、待機児童で困っている家庭への

⽀援もできるのに…（岩⼿・盛岡市） 

200.4 年前に出産し、当時 1 歳の息⼦を保育園に入れたいときに半年間くらい、待機児童になりました。現在のクラスでは先生の数

を途中から減らしたみたいで、先生⽅は⼤変な様⼦です。（岩⼿・盛岡市） 

201.認可外保育園に勤務しております。認可保育園より補助⾦が少なく、保育料が認可保育園より高く、入園を考えてしまう保護者

もいます。認可外保育園にも補助⾦を増やしてほしいです。認可外保育園は、認可保育園にはない一時保育や途中保育希望の受け入

れができるよさがあり、保護者の⽅々にも助けになると思います。（福島） 

202.認可外保育園に勤務して 30 年になります。一時保育や途中からの保育希望を受け入れたりしながら、地域に根差した保育をやっ

てきました。⼩規模保育が実施され、これまでとは違う困難さが現在あります。補助⾦がほとんどないなかで、保育料だけでは経営

⾯の⼤変さが今まで以上に⼤きくなってしまい、今後の継続を考え中です。しかし認可保育園とは違うところでいろいろな対応がで

きることで少しでも⼦育て中の⽅のお⼿伝いができればと思います。（福島） 

203.認可外保育園に勤務しています。認可園等へ入園できなかった待機児童の⽅々の問い合わせを受けますが、どうしても保育料が

高額にならざるを得ず、敬遠されがちですが、存在意義としてそんな役割を果たすためにも、補助⾦の増額を希望します。（福島） 

 
 

☑その他 
204.私は 3 人とも高齢出産。 まだ下 2 人が保育園ですが、両親は 70 歳前後。保育園が遠いので、⾃転⾞での送り迎えはとても頼め

ない。⼦育ての問題は尽きない。 

205.会員が集まると、例外なく娘や、孫の⼦育てヘルプの話に。「病気になった」「保育園に迎えに⾏かないといけない」となるとす

ぐさま東京に飛んでいく 60 代の会員も。北海道から埼玉に飛ぶ人も、娘が教員に復職するのでババが 2 ヵ月家を空けていくことな
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ど…。（茨城） 

206.会社の⼦持ち同僚は、どちらかの親元に住んでる人が多い。というか、住んでないと無理という共通認識があります。私も親元

に住んでやっと仕事している。本当に親に申し訳ない気持ちで一杯。本当は可愛がるだけ程度のお世話になりたかったな。 

207.保育時間内にお迎えに⾏っても「お仕事が終わったらすぐにお迎えに来てください」と⾔われます。私の仕事時間は 10 時〜15

時で休憩なしなので、仕事終わりまっすぐお迎えに⾏くのは難しいです。保育⼠の人数が⾜りていないためなのでしょうか？（北

海道） 

208.病気のときは休ませなければならないので、病児保育の充実をのぞみます。保育⼠を増やして、保育⼠の待遇を改善してほしい。

（北海道・七飯町） 

209.保育園は日曜日と祭日は休みです。この日が休めない仕事の親にとっては、⼦どもを誰に⾒てもらおうかと悩みます。5 月の祭

日が増えるということで困っています。（静岡） 

210．保育園に入れる必要があったので、市役所に申し込みに⾏ったが、職員の⽅の対応が良くない人が多く、いやな気持になりまし

た。こちらが困っているのに寄り添うな対応はまったくしてもらえず、不安の⽅が多かった。困っている市⺠のため、もう少し優

しい対応をお願いしたい。 

211.⼩規模保育所開設の相談をされたが、待機児童が多いので、⼤規模の認可保育所を優先開所する可能性も出てきたため、⼩規模

の公募が棚上げ状態になった。府中市の保育所政策、待機児童対策の⽅向性が⾒えない。（東京） 

212.同じ保育園に入れたのは良かったのですが、下の⼦どもの入園のときに、上の⼦の保育時間について保育⼠さんも把握していな

く、何度も区役所に電話をして確認しなければならなかった（9 時-17 時で申請）。育休を延⻑して取るつもりだったので、事前に

どうなるかを区と園で話をしてほしい。 

213.⺟乳育児をしており、⺟乳を搾乳して冷凍して持っていき、保育園で飲ませていただいていました。出歩く仕事も多く、トイレ

や駐⾞場の⾞の中で搾乳したこともあります。（愛知・名古屋市） 

214.保育園の駐⾞場の停められる台数が少なく、送迎時にほぼ毎日渋滞しています。近所の⽅にも⼤変ご迷惑をおかけしてしまって

います。 

215.登下校（園）のときの安全確保を！⾞の送迎・カーブミラー。 

216.市内で保育料の基準は同じなのに、園によって預ける基準（⼟曜日や就業時間外など）が異なるのはおかしいと思う。 

217.仕事は夜勤もあります（前日 19 時〜朝 9 時まで）。夜勤明けで 11 時頃に預かってもらうのですが、一度 17 時半ころに迎えに

⾏ったら「職場に⾏かないのなら 16 時にお迎えをお願いします」と⾔われてしまいました。朝まで仕事をしていて、正直 16 時お

迎えはつらいです。家のこともやりつつなので、休息（睡眠）をとる時間もほしいので、融通を効かせてほしい。 

218.公⽴保育園はもっと⺟親が働きやすいように考えるべきだと思います。⼦どもが熱を出したら病院へ連れて⾏って病児保育もし

なければいけないと思います。私が保育⼠をしていた時は、迎えに来てもらうようにしていて…心が痛んだことを思い出しました。

それと⼦ども数が減ってくると保育⼠を市役所内の事務職へ異動させる考えは⽅は間違っていると思いました。働くお⺟さんが働

きやすい保育をしたいなあと思っています。私の姪も看護師として働きながら双⼦を育てて頑張っています。（愛知・瀬⼾市） 

219.保育料を⾃営業の経費としてほしい。入れないと働けない。 

220.２人目が生まれ、育休に入ると退園しないといけなかった。⾃分で各園に確認しないといけないので、市役所で情報をまとめて

統一してほしい。（愛知・岡崎市） 

221.職場の先輩が、現在２人目産休中（2018 年１月出産予定）。「次の６月までに２人目の⼦を入園させないと１人目の⼦を退園させ

て下さい」と⾔われたそう（育休退園）。やめて欲しいです。（三重） 

222.育休退園は困る。上の⼦が３歳まであると、次の⼦を出産した場合、上の⼦が退園させられる。下のこの保育を⼗分できなくて

困る。 

223.第 2 ⼦出産後、育休退園になったのはしんどかったです。⾚ちゃんのお世話をしたくて育休を取っているのに育休退園となると、

上の⼦に振り回され、⾚ちゃんにかまっている暇などなく、上の⼦中心の生活です。終わってみればよい思い出ですが、当時は本当

につらかったです。その後、育休退園制度がなくなり、制度は前進していてうらやましい思いです。（岡⼭） 

224.日進市の場合、２人目を出産した際の育児休業中で保育園に在籍してる上の⼦が３歳以上であれば、継続して通園できると聞い

ていましたが、会社に在籍してるということの確認のため、会社の社会保険に加入していないとダメ（つまり育休中は退園してもら

う）だと⾔われたことです。私はパートで働いており、健康保険も夫の扶養内です。勤務形態はパートですが、正式に産休/育休を

とらさせてもらいました。私の職場では産休・育休に正社員とパートの差はありません。市役所の児童課に、社会保険証以外の他の

物で、証明できるものはなんでも出しますからと、何度も相談しましたが、良い返事はなく、退園したくなければ「（就労実態を作
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るために）内職をしてはどうですか？」とまで⾔われました。市役所の⽅はまるで当然のように⾔われましたが、とてもおかしな事

だし、失礼だと感じました。おそらく、役所の⽅はパートで育休を取るということの認識がないのだと思います。「パートで育児休

業というのは⾔葉だけで、就労予定者と一緒だよね」とも⾔われました。そもそも３歳以上の⼦どもといえば、どの⼦も保育園か幼

稚園に通い、集団生活を学ぶ年齢ですよね。それが、先生とも友だちとも慣れ親しんだ園に急に通えなくなるなんて、⼦どもの福祉

に反するのではないでしょうか？ 市役所の⽅は、たとえ５歳児でも退園してもらうと⾔われました。なぜ、パートで育休をとると

失業扱いなのか、市の対応に絶望しました。パートで働くお⺟さんは２人目、３人目を安心して産むことができないと思います。ま

た、正社員とパートで入園指数に差をつけすぎです。同じ勤務時間数であれば同等にすべきだと思います。生活実態からすれば、パ

ートで働く家庭の⽅がより生活が不安定で、そのために保育園の必要度は高いのではないでしょうか。市の保育園に関する市役所の

対応は冷たすぎます。何を聞いても無機質に規則道りのことを答えるだけで、保育園を希望する⺟親の気持ちに寄り添うような姿勢

がみられません。膨⼤な保育園入園希望者を、振り分け、振り落す事にばかり意識されているように思います。（愛知・日進市） 

225.3 人目が生まれて、育休退園（2 歳児までは育休とったら、上の⼦は退園）があり、3 人目は産休だけにして、産休後すぐ復帰を

するという選択をした。やはり、3 人いるお友だちも、なんとかして 2 人目の⼦を辞めさせないために、出産後、⼦どもを背負って

出勤。パートの友人は育休もとれず、産休後出勤して、⼦どもは九州からおばあちゃんにきてもらって、3 ヵ月ほど住み込みをして

もらってしのいでました。 

226.孫が病気の時に病児保育がないので、⾃分が休まなければなりません。以前、病後児保育があったのですが、⼿続きが⾯倒で（医

師の診断書が必要）利⽤する児が少なく、現在はやめています。現在運動中です。（⻑野・池田町） 

227．政府が、各⾃治体が⼦どもの育ちのために独⾃に上乗せしている保育⼠の配置基準を、国基準まで引き下げることで待機児童を

解消させようというやり⽅に、⾃治体からは⼾惑いが起きています。「⼦どもの安全のために国基準にはさせたくないので、現⾏の

公設⺠営園を⺠設⺠営化させることで、⾃治体負担を減らし、その分で保育⼠の配置に充てよう」という計画が市から出されまし

た。しかし、⾃治体の公的保育の責任がはたされなくなるのではないかと保護者や地域の住⺠からは不安の声が上がっています。 

 こんな待機児童対策は、⼦どもの育ちや安全という保育の⼤前提を無視したもので、⼦どもにとっても親にとっても、⾃治体にとっ

てもメリットはありません。詰め込むことで数字上の待機児童を減らせばそれでいいと思わないでいただきたいです。（東京・⻄東

京市） 

 

228.親の緊急時にすぐ頼める人、ところの情報をもっと欲しい。例えば⼦どもが生まれた時点で、そういう情報を送ることを定例化

してほしい。（北海道） 

229.保育は公的な社会保障であるはずなのに、公⽴保育所の数が減っている。公⽴保育所の保育時間が短く、フルタイムで働く家庭

には実質通わせられない。（和歌⼭） 

230.保育ママ制度が都会にはあるが、田舎の県では導入していなく…どの県も取り入れて安心して⼦どもを⾒られる制度をつくって

ほしい。安定した国からの収入、安定した⼦どもの数で、⾃宅で預けられる制度を！！働く側は、働きたいけど、組織の中に⾏けな

いでいる人もたくさんいます（時間、⾏事、人間関係など）。⾃宅にて安全に安心に⾒れるシステムがあると、待機児童も減ると思

うし、資格を有する人もやる⽅が増えると思います。（岩⼿） 

231.夫の海外出張が多く、１歳の⼦を１人で⾒ています。両親には頼れずほぼ一人で⼦育て。ストレスから突発性難聴になりました。

（福岡） 

232.⼦どもを産んでも働き続けられる職場で、先輩⽅もそうされていたので、不安でしたが、何とか復帰することができました。し

かし、2 月生まれのため、1 年育休をいただくと 1 月 2 月に保育園は入れません。当時は保育園に入れなかったら半年は育休延⻑が

できるという制度ができたばかりでした。4 月入園を目指して、何とか 3 ヵ月だけ育休延⻑をさせていただきたいと上司にお願いし

ました。上司も⼦育て中なので、「上と検討する」と⾔ってくださいました。しかし結果は「不可！」でした。理由は、職場の体制

上 1 年の育休は保障する。それ以上は不可。1 年育休を希望していたけど、職場の事情で早めに復帰してもらった人もいる。今私が

復帰しないと⼦育てしながら頑張って働いている他の人に負担がいく、というものでした。とてもつらかったのですが、育休延⻑

はあきらめて、無認可保育園に預けて職場復帰しました。その後、4 月には希望した認可保育園に入ることができました。無認可保

育園は本当に信頼できる先生で、安心でしたが、費⽤⾯では月に 5 万 3000 円＋寄付という決して安い費⽤ではありませんでした。

育休延⻑できなかったつらさ（制度はあるのに利⽤させてもらえなかった）は、一生心に残ると思います。その後、育休延⻑して

いる人もいて、あの時私が声を上げたから、今利⽤できている人がいるのかな…でも正直くやしいなと感じています。（岡⼭） 

233.福島の郡⼭は被災のこともあって、⼦どもが増えていて学校もマンモス化。⼩ 4 と⼩１の⼦を学童にあずけたいけれど、今 3 番

目の⼦の出産、⼦育てで仕事をやめているので、預けられずに困っています。週 1、プールやスケートのおけいこはあるけれど、⼦
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どもたち同⼠で遊べる場がなくて⺟も⼤変です。（福島） 

234.病気のときは休ませなければならないので、病児保育の充実を！保育⼠を増やして、保育⼠の待遇を改善してほしい（北海道・

七飯町） 

 

 


