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Ⅰ-１．子どもと家族の状況について 

年齢 
居住

地区 
回答者 

3歳 石巻 祖母 

 

年齢 
居住

地区 
問 5 主に子育てをしている方 

2歳 石巻 母、祖母 

3歳 石巻 父母祖父母 

5歳 石巻 保育士 

5歳 石巻 保育園 

 

 

Ⅰ-２．子育ての状況や悩み、相談等について 

年齢 
居住

地区 
問 7 子育てに関して、喜びや楽しみと感じることが多いか 

3歳 石巻 喜びや楽しみを感じるが、金銭面で不安に思う事もある。 

3歳 石巻 11月 22日に元夫に連れていかれて今は声すら聞かせてもらえていない。 

 

年齢 
居住

地区 
問 8 子育てをする上で、特に負担と思うことはどのようなことか 

0歳 石巻 身近で気軽に相談できる人がいない。 

0歳 石巻 義母からのプレッシャー。 

0歳 桃生 姑と子育ての考え方の違い。 

0歳 北上 病院が遠い。 

1歳 石巻 住居の隣人関係。 

1歳 石巻 子育てと仕事で家計を担うことの両立。 

1歳 石巻 同居生活 

1歳 河北 実家に居るが家に欠損がある。 

1歳 河南 仕事で帰りが遅くなり、ゆっくり子供と過ごせていない。 

1歳 河南 義理の家族と同居していて子育てしづらい。 

2歳 石巻 
両親共働きで、子どもは保育所へ通っているが、病気をした際のケアを分担し

たいが、主に母が面倒を見ること。 

2歳 石巻 義母、義父、室内犬 

2歳 石巻 子育てと仕事の両立が大変。 

2歳 石巻 色々な面で子育てがしづらい。バスの利用、電車の利用、外食、買い物等日
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年齢 
居住

地区 
問 8 子育てをする上で、特に負担と思うことはどのようなことか 

常生活のあらゆる場面で子どもがさわがないように、泣かないように。 

2歳 河南 仕事と家事の両立ができない。 

2歳 河南 妊娠中と出産直後の経済面が負担。 

3歳 石巻 仕事が忙しく、子供との時間がとれていないと感じること。 

3歳 石巻 自分（母）が病気がちのため負担がある。 

3歳 石巻 自分の手元に子供がいない。 

3歳 桃生 子供が障害者である。 

4歳 石巻 家が古くてあぶない。 

4歳 石巻 近所からの苦情うるさいとか。 

4歳 石巻 仕事が休めない。 

4歳 石巻 下の階の人への騒音。 

4歳 雄勝 近くで、こどもを遊ばせる遊具のある公園等がない。保育所しかない。 

4歳 河南 時期になるぜんそくのほっさが起きるかもしれないという不安。 

5歳 石巻 
仕事をする際に、子供の体調不良等により、学校や幼稚園へ行けない時の子

供の預け先をさがすこと。 

5歳 河南 仕事との両立。 

5歳 桃生 姉のスポ少との共立の際に、小さいので長時間の活動が負担。 

5歳 桃生 仕事先の上司の理解が得られない（子が病気で仕事を休みたい時など）。 

その他 石巻 外でおもいきり遊ばせてあげる場所、公園がない。 

その他 河南 
同居している祖母（義理）の協力、理解がないように感じる。かわいがらない、

外孫との接し方が違う。 

その他 北上 入院した際の医療費。 

- 石巻 一人でみる時間が長い（ワンオペ育児）、頼れる人が身近にいない。 

 

年齢 
居住

地区 
問 9-1 なぜ、そのようなことをしたと思うか 

0歳 河北 
おむつがえのとき、うんちをしていてあばれて足をバタバタさせ、とりかえられ

なかったから 1回おしりをパチンとした。 

0歳 桃生 
姉が弟や友達をたたいたり、かんだりが多いので、ひどい時はどの位痛いか

をおしえるため同じ事をして、やめなさいと言っています。 

1歳 石巻 ワンオペ育児ママは 24時間勤務。 

1歳 桃生 相手にケガをさせそうになったため。 

2歳 石巻 悪いことをしたとき。 

3歳 石巻 自分のことは自分で出来る（管理できる）様になってもらい為。 

3歳 - 

前もって約束をしたり、危ないからやめるように話しをしているのに、何度も何

度も同じ事で注意をされ、それでもやめようとせず、迷惑をかけたときや、ケガ

をするだろうと判断した時、させそうになった時。 
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年齢 
居住

地区 
問 9-1 なぜ、そのようなことをしたと思うか 

4歳 石巻 人に危ない事をした為。 

4歳 石巻 感情的になった。 

5歳 石巻 自分自身が精神的に弱く、精神障害を持っているため。 

5歳 石巻 
反抗期の上の子とぶつかり（親子げんか）、その流れで下の子にも感情的に

キツイ言い方をしてしまったりしたかも・・・。 

5歳 石巻 旦那も子どもに言っていたことにイライラしたため。 

5歳 桃生 生理前だとイライラしやすいため。 

 

年齢 
居住

地区 
問 9-2 そのときの状況やあなたの気持ちについての相談先 

1歳 桃生 
家族がきちんとしかるべきだと言うので、こらと言いました。ひどくに入るかは

分かりません。 

2歳 石巻 普段は溜めこんでイライラしている。 

2歳 河北 SNS 

3歳 石巻 職場の子育て経験者。 

5歳 石巻 職場のスタッフ 

5歳 石巻 立正佼成会 

 

年齢 
居住

地区 
問 10-1 その時どうしようと思ったか 

0歳 石巻 子育て支援センターのスタッフに相談。友人に相談。 

2歳 河南 本当かどうか分からないので聞くだけにした。 

2歳 北上 当事者がすでに 1～5を相談していた後に聞いた。 

3歳 石巻 気にはなっていたが、行動はしていない。 

3歳 石巻 相談することを止められたので、相談しなかった。 

3歳 石巻 

以前近所で男性のどなり声、子供と女性の泣き声が聞こえた。警察に電話し

たがこちらのことをいろいろきかれ、不快だったので途中で切ったことがありま

す。一般の人が声をあげづらい状況はいろいろマイナスに働くと思う。 

4歳 河南 
仕事中のため、担当部署より、児童相談所へ連絡してもらうよう調整を図っ

た。 

5歳 石巻 
通りすがり等で、これは行き過ぎた言動や行動ではないかと心が痛む事があ

るが、どうしていいか分からなく何もできないでいてしまう。 
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Ⅰ-３．平日の定期的な教育・保育事業の利用状況について 

年齢 
居住

地区 
問 14-1 平日定期的に利用中の事業 

3歳 石巻 保育園の一時預かり。 

3歳 石巻 児童発達支援事業所 2 ヶ所 

3歳 桃生 児童発達支援 

4歳 石巻 市外の保育所 

4歳 石巻 児童発達センター 

5歳 石巻 職場託児所 

 

年齢 
居住

地区 
問 14-5 利用していない理由は何か 

0歳 石巻 母親が仕事をしていないので入れない。 

0歳 石巻 来年度から利用したいと思っています。 

0歳 石巻 利用したいが年子で出産したばかりだが利用したい。 

0歳 石巻 今申込み中。 

0歳 石巻 母親が育休中のため。 

0歳 石巻 31年度、入園願書提出。 

0歳 石巻 母親が育休中のため。 

0歳 石巻 母親が育児休業中のため。 

0歳 石巻 育児休業中なので、利用する必要がない。 

0歳 石巻 育児休業中のため来春入所予定。 

0歳 石巻 保育園利用申込み中、結果待ち。 

0歳 石巻 今は育休中だが、途中入所で落ちて来年度入所の結果待ち。 

0歳 石巻 子どもの母親が早朝のみ就労しているため、利用する必要がない。 

0歳 石巻 入園希望申請中。 

0歳 河北 保育所に新規申込中。 

0歳 河南 子どもの父親の希望で幼稚園より前は家でみてほしいとのこと。 

0歳 桃生 朝が早いので保育所がやっていない。 

1歳 石巻 療育に週 5日利用している。 

1歳 石巻 もうそろそろ入れたいと思っている。 

1歳 石巻 母親の仕事の都合で保育所を断念し幼稚園へ入園予定。 

1歳 河南 就園年齢に達していない。 

2歳 石巻 幼稚園に入る年齢に達してないため（来春入園予定）。 

2歳 石巻 来年、私立幼稚園へ入園。 

2歳 石巻 下の子の産休に入る際、家で保育したく退園した。 

2歳 石巻 願書提出済。 
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年齢 
居住

地区 
問 14-5 利用していない理由は何か 

2歳 石巻 利用したいが幼稚園に入れる年齢でない。 

2歳 石巻 年少さんの年から幼稚園に入れる予定だったから。 

2歳 河南 自営業のため仕事しながら子育てが出来る。 

2歳 河南 下に 0才児がいるので、病気を持ってきたくない。 

2歳 桃生 
幼稚園に入れたいが、2年保育なので入れない。3歳になったので幼稚園で

教育や社会性を学ばせたいが、桃生幼稚園が2年保育で本当に残念に思う。 

3歳 石巻 春から入れる。 

3歳 石巻 来年入園予定。 

3歳 石巻 来春、年少から入園予定。 

3歳 石巻 幼稚園に入れたいと思っていたから。3歳までまった。来年入園します。 

3歳 河北 利用する幼稚園が 2年保育の為、入園するまでは家庭で教育保育。 

4歳 河北 来年から幼稚園と行く為。 

- 河南 現在育休中のため。 

 

年齢 
居住

地区 

問 15 今後、幼児教育が無償化された場合、幼稚園・保育所等を利用したい

と思うか 

0歳 石巻 今の所考えていません。 

1歳 石巻 病児保育 

1歳 石巻 支援センター。 

1歳 石巻 保育園の一時預かり。 

2歳 石巻 一時預かり保育。 

2歳 石巻 病児保育施設。 

3歳 石巻 児童発達支援事業所 

3歳 石巻 子育て支援センター。 

3歳 石巻 森のようちえん 自主保育サークルが活動できるプレーパーク。 

3歳 桃生 日中一時支援。 

4歳 石巻 市外の保育所、病児保育所 

4歳 石巻 子育てサロン。 

4歳 石巻 児童発達センター 

5歳 石巻 本当は自分の手で仕事や、その他の事に思い煩わず子供を育てたい。 

5歳 石巻 
子供の一時預かり（3～1週間程泊りで子供をみてくれるショートステイの様な

施設。 

5歳 石巻 療育施設 
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年齢 
居住

地区 
問 15-1 教育・保育事業を利用したい地域 

1歳 河北 河北地区 

1歳 河南 東松島市 

1歳 - 仙台市 

2歳 河南 仙台市 

3歳 石巻 他県 

3歳 石巻 仙台 

3歳 河南 河南地区 

3歳 北上 北上町 

4歳 石巻 女川町 

4歳 石巻 女川町、仙台市 

4歳 桃生 桃生町。 

4歳 桃生 桃生町。 

5歳 石巻 登米市 

5歳 石巻 他は知らないが、石巻市は対応が悪いので他にしたい。 

5歳 河南 河南地区 

5歳 桃生 登米市 

 

年齢 
居住

地区 
問 15-3 子どもを預ける教育・保育施設を選ぶ際、重視すること 

0歳 石巻 信頼できる所か。 

0歳 河北 延長保育がある。 

1歳 石巻 幼少の頃利用した。 

1歳 石巻 先生との接しやすさ。 

1歳 石巻 加配の子も預かり保育をしてくれる。 

1歳 石巻 先生方の対応の仕方。 

1歳 石巻 保育園ではなく、幼稚園教育を受けさせたい。 

1歳 石巻 姉達が通園していた。 

2歳 石巻 延長保育の時間。 

2歳 石巻 義母の希望。 

2歳 石巻 先生（職員方の対応）。 

2歳 石巻 延長保育、土曜保育あり、兄弟で入れる（双子の為）。 

2歳 河南 先生方の雰囲気。 

2歳 河南 19時くらいまでの預かり保育。 

2歳 桃生 先生の質の良さ人間性が大事だと思います。 

3歳 石巻 安心して預けられるか先生方の対応など。 

3歳 石巻 入れる所。 

3歳 石巻 病児ができる。 
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年齢 
居住

地区 
問 15-3 子どもを預ける教育・保育施設を選ぶ際、重視すること 

3歳 石巻 預かり保育の価格。 

3歳 北上 近いから。 

3歳 - 本人の気持ち。 

4歳 石巻 家に近い。 

4歳 石巻 先生方の雰囲気と園児への接し方。 

4歳 石巻 給食がある。 

4歳 石巻 認可である。 

4歳 石巻 給食がある。 

4歳 石巻 以前姉も通っていた。 

4歳 石巻 夫が卒園した施設だった。 

5歳 石巻 遊びことを重視している所。 

5歳 石巻 父親が通っていた。 

5歳 石巻 障害の為、支援が受けられる所になる。 

5歳 石巻 姉 2人が通っていたから。 

5歳 石巻 土曜日も開園している。 

5歳 桃生 評判 

- 石巻 小学校を見据えて近くの地区の所。 
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Ⅰ-４．子どもが病気の際の対応について 

年齢 
居住

地区 
問 20-1 対処方法 

1歳 石巻 母育休中。 

3歳 石巻 市外の祖母 

3歳 石巻 母が病休のため、自分で対処したが、気分は悪く調子悪かった。 

3歳 石巻 現在次男の育児休暇中で母親が常時自宅にいる。 

4歳 石巻 祖母、義母、義姉。 

4歳 石巻 母が休日の日だった。 

4歳 河南 母親が夜仕事なので出勤前までは母が、その後父親と交代。 

4歳 河南 祖父母に見てもらった。 

4歳 河南 妻が専業主婦なので見ていた。 

5歳 石巻 母が子供を看病した。 

5歳 石巻 母親が働いていないから。 

- 石巻 母が自宅でみた。 

 

年齢 
居住

地区 
問 20-3 利用したいと思わない理由 

1歳 石巻 荷物の準備、利用の書類作成、受診が大変。慣れない所に預けるのが不安。 

1歳 石巻 慣れてない所は子供がかわいそう。 

2歳 石巻 どこにあるのか分からない。 

3歳 石巻 子どもが嫌がるから。 

3歳 石巻 できれば自分でみたいから。 

3歳 石巻 預けてまで仕事をしようとは思わない。 

3歳 石巻 知人から色々と話を聞いて。 

3歳 石巻 他の病気をもらってくるのが嫌。 

4歳 石巻 そのような施設があることを知らせなかった。 

4歳 石巻 色んな菌でさらに長引きそうだから。 

4歳 石巻 存在をあまり知らない。知らないから利用していない人が多いのでは。 

4歳 石巻 枠が少なく受入れが難しいと聞いたから。 

4歳 石巻 現在仕事をしていない自分が見られるから。 

4歳 石巻 今は仕事を退社したので自身で子供をみられているので。 

4歳 石巻 年齢が上がって休む日が少なくなったので、仕事を休んで対応できる。 

4歳 石巻 遠いと連れて行くまでが負担になる。 

4歳 石巻 どこにあるかわからないしすべてわからない。 

4歳 石巻 違う病気までうつされたりしたら嫌。 

4歳 石巻 違う病気をもらってくる可能性がある。 
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年齢 
居住

地区 
問 20-3 利用したいと思わない理由 

4歳 河南 場所がわからないから利用方法もわからない。 

4歳 河南 会社に理解がある為、敢えて利用する必要がない。子の側についていたい。 

4歳 河南 妻が見てくれる。 

4歳 桃生 人数制限があるから。 

5歳 石巻 ハードルが高すぎる。 

5歳 石巻 

診断名がないと預けられなかった。預かり利用人数が少ない。小児科受診後

に預けるので出勤が 11：00以降になり利点があまりなかった。女川町のよう

にもっと病院と連携ある病児保育にしてほしい。 

5歳 桃生 体調が悪い時は家にいさせてあげたいから。 

- 石巻 自分でみる為。 
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Ⅰ-５．不定期の教育・保育事業や一時預かり等の利用について 

年齢 
居住

地区 
問 21 不定期に利用している事業 

1歳 石巻 認可外保育 

5歳 石巻 職場の託児所。 

 

年齢 
居住

地区 
問 21-1 現在利用していない理由は何か 

0歳 石巻 親族に依頼し、何とか対応できているため。 

0歳 石巻 祖母に見てもらっている為。 

0歳 石巻 平日働いているので利用機会なし。 

0歳 石巻 祖父母に頼む。 

0歳 河北 父や祖母に預けて行くから。 

0歳 桃生 よくわからないから。 

0歳 桃生 利用の基準に達していない。 

1歳 石巻 信頼性に欠けている。 

1歳 石巻 子が慣れている所の方が良い。 

1歳 石巻 空きがない。 

1歳 河南 保育事業を利用しているため。 

1歳 桃生 保育所に入所しているため。 

1歳 - 近くにない。 

2歳 石巻 
保育園に連絡すると市の案内に記載されている事以外に条件があり、なかな

か快く受け入れてくれる印象がなかった為。 

2歳 石巻 長女に世話をたのむ。 

2歳 石巻 祖父母に見てもらうから。 

2歳 石巻 保育所は私用では預かってないため嫌な顔をされる。 

2歳 石巻 義母が利用して良いと言ってくれるかわからない。 

2歳 石巻 利用したい日に予約がいっぱいだった。 

2歳 桃生 祖母がいるから。 

3歳 石巻 現在利用中の保育園で説明した上でお願いできている。 

3歳 石巻 住んでいる地域にない。 

3歳 河北 
定期的に利用するサービスでないと、子どもも不安に思うと考えてなかなか利

用を考えられない。 

3歳 河北 突発的な利用ができない。 

3歳 河南 定期的に利用している。 

3歳 桃生 事業の対象者外であるため。 

4歳 石巻 ファミリーサポートに手続する予定です。 
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年齢 
居住

地区 
問 21-1 現在利用していない理由は何か 

5歳 石巻 
不定期だと子供の不安等が心配。慣れていない大人といることが可能なの

か・・・。 

5歳 石巻 どこで開催しているのか不明。 

5歳 石巻 保育所に行っているから。 

5歳 石巻 すでに利用している。 

5歳 石巻 祖母が見てくれる。 

5歳 石巻 手続きが面倒。 

5歳 石巻 子供が嫌がる。 

5歳 河南 今のところ祖母がいる為。 

5歳 河南 祖父母に見てもらえるため。 

5歳 桃生 利用してはいけないと思っていた。 

 

年齢 
居住

地区 
問 22 利用目的 

0歳 石巻 上の子の学校行事や通院等。 

1歳 石巻 親の通院 

1歳 石巻 不妊治療 

1歳 河南 身体的負担の軽減。 

2歳 石巻 育児ノイローゼにならないために。 

2歳 石巻 父が急な会議などがある為 2人の時間が合わない時がある。 

3歳 石巻 資格試験の勉強のため。 

4歳 石巻 母通院。 

4歳 石巻 自分の体調不良時、病院受診など。 

4歳 石巻 お金に余裕がない。 

4歳 河南 
旅行等で母親の就労時間が変更になり、子供を見られる大人がいない時間

が 30分を越える時。 

5歳 石巻 通院 

5歳 石巻 夜勤入りと明け。 

5歳 河南 家業を手伝うために利用したい（農業）。 

 

年齢 
居住

地区 
問 23 対処方法 

3歳 石巻 11月から元夫の実家に子供が連れていかれたまま。 

5歳 河南 仕方なく用事をあきらめた。 
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Ⅰ-６．小学校就学後の放課後の過ごし方について 

年齢 
居住

地区 
問 26 子どもが遊ぶ場所として、あったらよいと思うもの 

0歳 石巻 常にキレイにしてある公園（トイレ、雑草、ｅｔｃ）。 

1歳 石巻 安全に遊べる環境の所。 

1歳 石巻 年齢によって区分けされている施設。 

1歳 石巻 夏場等、水遊び（浅い噴水、スプリンクラー）ができる公園。 

2歳 石巻 新栄は仮設住宅が撤去されても、ただの更地のまま公園にはなってない。 

2歳 石巻 
室内温水プール（習い事ではなく、矢本のゆぷとのような習い事とは別のプー

ル同じ室内に 2～3 このプールが入るもあると良い）。 

2歳 石巻 駐車場が充実している公園。 

2歳 石巻 広い駐車場がある公園。 

2歳 石巻 公民館、児童館。 

3歳 石巻 物作りや絵など子供が自由に創作できる場所。 

3歳 石巻 自転車の練習ができる場所。 

3歳 石巻 東根市のさくらんぼタントクルセンターそのまま。 

3歳 石巻 
地域の人の交流の場で、人通りのある場所にある。子供達だけにならない公

園。 

3歳 石巻 プレーワーカー常駐のプレーパークがほしいです。 

3歳 河南 新しい団地ができても、公園の中に遊具がないからほしい。 

4歳 石巻 全部（石巻市は子供と遊ばせる場所が少なすぎる）。 

5歳 石巻 クライミング施設（無料開放）。 

- 石巻 
施設職員に 1～2人外国人（英語で話しかけてくれる職員）がいて文化やその

国の遊びを一緒にやってくれる方がいるなど。 
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Ⅰ-７．ワーク・ライフ・バランスについて 

年齢 
居住

地区 
問 27 仕事と子育てを両立させる上で特に大変だと感じること 

0歳 石巻 家事 

0歳 石巻 仕事が終わる時間が遅い。 

0歳 石巻 
職場に子どもを連れていっているが、子どもにとって良い環境ではないなと悩

む。保育所に預けることを検討したが経済的に難しい。 

0歳 石巻 
子どもが急に病気になった時、ひんぱんに早退をするので、職場に申し訳なく

思う。 

0歳 石巻 今は仕事していないからわからない。 

0歳 石巻 
職場の理解はあるが病気で早退が多く（保育所から呼ばれる）途中で抜けた

り休みがちになったりして心苦しい。 

0歳 桃生 職場の理解はあるが、人手不足で休みたい日が重なり休めない時がある。 

0歳 桃生 仕事をしていない。 

1歳 石巻 職場の理解が得られているが、迷惑を掛けていると感じる。 

1歳 石巻 専業主婦です。 

1歳 石巻 自分の自由な時間がない。 

1歳 石巻 保育園の行事がたくさんある時、仕事が終わらない。 

1歳 石巻 仕事が残っても残業ができない。 

2歳 石巻 夫の家事への協力。 

2歳 石巻 大変では無い。 

2歳 石巻 時間がたりない（1日の）。 

2歳 石巻 近くに親族がいても、老々介護の為なかなか協力得られず。 

2歳 石巻 時間的余裕がなく、ストレスを感じる、イライラしやすい。 

2歳 石巻 自宅で仕事をしているが、昼間に仕事ができない。 

2歳 石巻 生活のため、フルタイムで働かないといけない分接する時間が少なくなる。 

2歳 石巻 
持ち帰りの仕事があった時の時間の確保、夜やろうと思っても夜泣き対応で

できないことがあった。 

2歳 石巻 体力的問題 

2歳 石巻 帰りが遅いときは子どもを寝かせる時間が遅くなってしまうこと。 

2歳 石巻 子どもの保育園からの呼出に会社を早退させてもらわないといけない。 

2歳 河北 
職場で子供の都合などで早退などする場合、なんとなく気が重くなる。なかな

か子供の事で、有給で休みたいと言えない。 

2歳 河南 自分の精神的、体力的な負担。 

2歳 河南 時間配分 

2歳 河南 夜勤もあり、週 1回ほど夜一緒に過ごせない。 

2歳 桃生 今は祖母が見てくれているが祖母が急病になった時見てくれる人がいない。 
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年齢 
居住

地区 
問 27 仕事と子育てを両立させる上で特に大変だと感じること 

3歳 石巻 兄弟の学校との段取り、準備の多さ。 

3歳 石巻 夜に仕事なので睡眠時間が少ない。 

3歳 石巻 子供の体調不良時など、まわりに迷惑をかけることになる。 

3歳 石巻 ほぼ毎日残業。 

3歳 石巻 時間の余裕がなくて叱ることが多い。 

3歳 石巻 場合により仕事を優先したい時ができてしまう。 

3歳 北上 食事の用意、就寝時間、等に日常生活すべて。 

4歳 石巻 職場へ休みを取る時気が引けてしまう。 

4歳 石巻 子供の時間に合わせると就業時間が短くなり、収入が減る。 

4歳 石巻 
自分が病気ケガをした時に代わりに面倒をみる人がいるが、その人（夫や祖

母）の負担が多くなってしまうことが申し訳なく家庭内が大変になる。 

4歳 石巻 働いていないため、わからない。 

4歳 石巻 子どもを優先する為に仕事を辞めざるを得なかった。 

4歳 石巻 

子供と休みが合わない（土日祝日出勤の為）ので子供と接する時間が取れな

い。子供を施設に預けるのにもお金がかかる収入が低い為預ける事が出来

ない。 

4歳 石巻 体力的につらい（体を休める時間がもてない）。 

4歳 河南 出張が多い。 

4歳 北上 自分の時間がまったくないこと。 

5歳 石巻 
子育てしている主婦の職場での肩身の狭さ、他県の人に対する排他的な県

民性はつらいです。 

5歳 石巻 いつも中途半端になってしまう。 

5歳 石巻 出張が多い。 

5歳 石巻 
仕事がシフト制で朝は早ければ 7：00すぎに出勤し、帰りは遅いと 19：00すぎ

る。 

5歳 石巻 
子供の急な熱等で、仕事中に呼び出しがあったり、急に休まざるを得ない日

がある時。 

5歳 石巻 いつも祖母や夫に協力してもらっていて申し訳なく思うこと。 

5歳 石巻 仕事がおわった後に、家の仕事もまっている事。 

5歳 河南 自分が疲れて余裕がなくなってしまう。 

5歳 桃生 体力、気力の限界を感じる。 

5歳 桃生 仕事から帰ってくるのが遅くなり、子どもが寝るのが遅くなる。 

- 河南 子供のぐずり。 
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年齢 
居住

地区 

問 28 あなたが勤めている職場では、子育て家庭に対してどのような配慮が

あるか 

0歳 石巻 家族の会社のため融通がきく。 

0歳 石巻 自営業です。 

0歳 石巻 ふつう。特別配慮があるか分からない。 

1歳 石巻 1，2，7，8のような制度はあるが利用できない周囲の雰囲気がある。 

1歳 石巻 自営の為。 

1歳 牡鹿 自営の為。 

2歳 河南 自営 

2歳 桃生 休みの希望が取りやすい。 

3歳 石巻 子供行事など希望をきいてもらえる。 

3歳 石巻 親戚の会社なので融通がきく。 

3歳 北上 自由に休める。 

4歳 石巻 子供の行事がある時は休める。 

4歳 石巻 自営なのでみんなで協力し合っている。 

4歳 石巻 夫婦で会社経営のため。 

4歳 石巻 アルバイトなのでよくわからない。 

4歳 石巻 配慮がない。 

4歳 石巻 早退遅刻に寛容（病院等につれていきやすい）。 

4歳 河北 中ぬけ等。 

5歳 石巻 子どもを職場に連れて行ける。 

5歳 石巻 シフトの自由はききやすい。 

5歳 石巻 行事のみ休みもらえる。 

5歳 石巻 各制度は整備されているが配慮までは至っていない。 

5歳 桃生 休みをとりやすい参観などの行事の際の。 

 

年齢 
居住

地区 
問 29-4 父親)(1)希望より「早く」復帰 

0歳 石巻 長く育児休業を取っている人がいない、暗黙の了解的な。 

1歳 石巻 気持ち的にもう少し子供といたかった。 

1歳 石巻 
入所してから子供の体調面に多少問題があったが、市役所から「6月には復

帰しろ」といわれたから。 

1歳 石巻 基本は 1年だから。 

2歳 石巻 
職場復帰のタイミングと保育所の空きが合わずしばらく親に預かってもらっ

た。その分祖母が 2 ヶ月休んでみてもらった。 

2歳 石巻 
すぐに復帰しないと兄弟も保育所を休まなければならない為、本当はもっと母

乳をあたえたかったが、復帰後しばらくして止まってしまった。 

2歳 石巻 業務に早く戻る必要があったため。 

2歳 石巻 職場人手不足で早期に復帰することを求められた為。 
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年齢 
居住

地区 
問 29-4 父親)(1)希望より「早く」復帰 

2歳 石巻 決まっていた為。 

2歳 河南 会社で 1年と決まっている。 

2歳 河南 ストレスを軽減させるため。 

2歳 桃生 あまり長くとれる職場環境の為。 

3歳 石巻 周囲に合わせた。 

3歳 石巻 希望通りの期間は取りにくい雰囲気だったから。 

3歳 石巻 早く復帰しなければならない会社の状況だった。 

3歳 河北 
あまり長くキャリアを中断させたくなかった。出産後、子供と 2人だけの世界

だったので、社会とのつながりを持ちたかった。 

3歳 河南 会社の規定だった為。 

3歳 桃生 職場の希望により。 

3歳 桃生 転職したばかりで取得しづらかった。 

4歳 石巻 職場の決まりで 1才までとなっていたので。 

4歳 石巻 育児休業が 1年間だったため。 

4歳 石巻 1年という期間だったから。 

4歳 石巻 育児休業は 1年と会社して決まっていたから。 

4歳 石巻 育児休業制度が 1歳の誕生日までだった為。 

4歳 河南 もらえなかった。 

4歳 桃生 職場に育休自体を取りにくい雰囲気があったので、早めに復帰した。 

4歳 桃生 職場の都合。 

5歳 石巻 1年以上育休がとれないため。 

5歳 石巻 職場からの圧力。 

5歳 石巻 産休代行の方がやめたため。 

5歳 河南 仕事の都合。 

5歳 河南 会社の規定により。 

5歳 桃生 
子供の誕生日が 3月で、保育所入所直前で 1才になり、職場もそれほど長く

休める状態でなかった為。 

 

年齢 
居住

地区 
問 29-4 母親)(2)希望より「遅く」復帰 

1歳 石巻 保育所が決まらないと仕事が出来ない為。 

4歳 石巻 2人目妊娠。 

4歳 石巻 
職場の上司に 2人も子供がいたら仕事できないから、1年休むのだろうと嫌味

を言われた為。 
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年齢 
居住

地区 
問 29-6 父親)取得しなかった理由 

0歳 石巻 主人と同じ職場だった為、周りの目も有り退職するしかなかった。 

0歳 石巻 里帰りの為、必要なかった。 

0歳 石巻 会社に前例が無かった。 

0歳 石巻 取得する気がなかった。 

0歳 石巻 自営業のため。 

0歳 石巻 必要なかった。 

0歳 河北 特に必要性を感じなかった。 

0歳 河南 おそらく、父親の頭の「男が育休を取る」という概念がない。 

1歳 石巻 自営のため。 

1歳 石巻 両親が母は子の側に居るものだと理解がなかった。 

1歳 石巻 専業主婦であるから。 

1歳 石巻 店がなくなった。 

1歳 石巻 就労していない。 

1歳 石巻 産休制度のない会社もあります。 

1歳 石巻 会社の代表なので休めない。仕事がたまる。 

1歳 桃生 祖母にみてもらうことができた。 

1歳 牡鹿 自営業のため。 

1歳 牡鹿 自営の為、自分で休日等決められた。 

2歳 石巻 退職していたため。 

2歳 石巻 
男性で育児休業をとるなんているのですか？とれるとしても、まわりからの白

い目を考えたらとれないですよね。 

2歳 石巻 自営業の為。 

2歳 石巻 職場に話したら育児休業はないと言われた。 

2歳 石巻 パートの人には、育休産休の制度がありません。収入が 0。大変でした。 

2歳 石巻 自営業で、父親の仕事に育児休業はない。 

2歳 石巻 そういう制度があるが、取れない。 

2歳 石巻 取締役なので、そもそも休暇がない。 

2歳 河南 自営の為父母で協力した。 

2歳 牡鹿 事業主のため、本人で仕事の調整ができるため。 

3歳 石巻 病気の為、入院していた。休みどころではない状況。 

3歳 石巻 それぞれ事業の代表であるため。 

3歳 石巻 無職。 

3歳 石巻 妻が専業主婦のため。 

3歳 北上 出産の時、数日間休みを取った。 

4歳 石巻 そんなものはない。 

4歳 石巻 仕事をやめたため。 

4歳 石巻 自営なので取る必要がない。 
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年齢 
居住

地区 
問 29-6 父親)取得しなかった理由 

4歳 石巻 職場に制度はあったが申請が通らなかった。 

4歳 石巻 自ら、産休だけで良いと判断した。 

4歳 石巻 そもそも取って子育てに積極的に参加する気がない。 

4歳 河南 船員で長期間降りられなかった。 

4歳 桃生 事例がなかった。 

5歳 石巻 仕事しながら育児ができた為。 

5歳 石巻 自営のため、融通が利くから。 

5歳 桃生 出張などがある為。 

その他 石巻 親の近くに引越しした為、職場が遠くなったから。 

- 石巻 自営業のため融通がきいた。 

- 石巻 取得してほしいと（母が）思わなかった。 
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Ⅰ-８．子ども・子育て環境や子育て支援について 

年齢 
居住

地区 
問 30 子ども・子育て環境や子育て支援に関する自由意見 

0歳 石巻 

急に自分が体調悪くなっても急だからと断られて結果自分で育児をするし、旦

那の理解をえられない。石巻はいろいろ充実しているのにアピールがヘタだと

思う。自分で情報を集めてイベントをひらいて情報交換などをする等もっと分

かりやすく、したしみやすくして欲しい。 

0歳 石巻 

保育園、一時預けかりを増やして欲しい。片方が働いていないから土曜日を

利用できないのを見直して欲しい（保育園）。公園の砂場にゴミや草が生えて

おり遊ばせてやれない。生活苦で子どもに使えるお金（児童手当など）をもう

少し増やしてほしい。月齢にあった市からのはいきゅう（オムツ、ミルク、ギフト

券、ガソリン）があったら良いなと思う。待機児童を 0にしてほしい。幼稚園に

は送迎バスを作ってほしい。 

0歳 石巻 
河南町はバス路線も充実していないし、公園も廃れている。あまり子育てに適

した土地とは思えないので、人口が減っていくのも分かる。 

0歳 石巻 母子家庭で母親してもよいのか分からず困っています。 

0歳 石巻 
渡波の子育て支援センターの自由開放の時間や曜日がもう少し増えると良

い。 

0歳 石巻 

平日は子育て支援センターを利用していますが、開館時間が短いと感じるの

で、もう少し長く利用できるところがあったらいいと思う。また、土・日・祝日に

子どもを遊ばせるところがなく困っているのでそのような施設があればよいと

思います。 

0歳 石巻 
子供を預けられる施設を多くして頂きたいです。施設にかかる料金の補助金

などがあれば助かります。 

0歳 石巻 
家の近所に子育て支援センターがあれば良いなと思います。少し車で行きづ

らい場所にある為。 

0歳 石巻 石巻市内にもっとあそべる所を、予約とか必要ない所を、雨でも使える所を。 

0歳 石巻 

泉ののびすくを使用させていただいた際、とても広々としていて、子どもの発

達段階別に遊び場がわけられていて、大変使い勝手がよいと感じました。石

巻にもそのような広い支援センターがあると嬉しいです。 

0歳 石巻 

仕事を始めたいが、子どもを預けるためには就労証明書が必要だし、仕事を

するには子どもを見ていてくれる人がいないといけなくて、働き始めるにもとて

も苦労する。保育所の入所決定の時期を、もう少し早める事は出来ないの

か。 

0歳 石巻 砂場のある公園がほしい。室内遊び場もあるといいと思います。 

0歳 石巻 

公立保育所でも延長保育、土曜 1日ほいくを行う施設を増やしてほしい。せめ

て、各地区にあっても良いのではないでしょうか。保育料高いです。市の定期

検診を午前中にしてほしい。午後だとグズグズしちゃうので。 
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年齢 
居住

地区 
問 30 子ども・子育て環境や子育て支援に関する自由意見 

0歳 石巻 

公園が充実していない。公園がたくさんある地区がかぎられている。産休を

もっと長くとれる制度を、つくって欲しい。子育て支援センターを利用したいが、

午前中でおわってしまうのでもっと時間を長くして欲しい。 

0歳 石巻 

子ども医療費助成を高校 3年生までに、のばしてほしい。保育所の待機児童

が多すぎる。働きたくても預け先がなく、働けない人がたくさんいる。産婦人科

の数が少なすぎる。公立保育所の延長保育、土曜保育、0才児保育は必須だ

と思う。 

0歳 石巻 

国の方では大丈夫とされている育児休暇の延長（保育園に入れなかったため

やむをえず）を地元の中小企業全体で認めてくれるようになってほしい。また

求職中でも保育園に預けることが出来るようになってほしい。そうしないと働き

たくても結局預け先がまだ確定ではないという理由で採用見送りになってしま

い、経済面で苦しくなってしまう。働けるのに働けない状況でモヤモヤしたまま

子育てすることはかえって余裕がなくなる。 

0歳 石巻 山形のべにっこひろばのような施設が欲しいです。 

0歳 石巻 

大きな公園の整備や、蛇田地区の公園の増加は理解できるが、もともと仮設

が設けられる前に公園だった場所が整備されていない（遊具がない等）ことは

不満である。身近にある小さな公園をどの地域でも増やしてほしい。 

0歳 石巻 
ベビーカーや車椅子でも使いやすい歩道の整備を希望します。歩道があって

も段差が多く、斜めで危険な場合が多く、結局車道を歩くことが多いです。 

0歳 石巻 

パートなどで出産前働いていると育休制度がなく辞めないといけず、すぐに保

育所に入っている上の子が保育所をやめなければいけないのはおかしいと思

う！もっと子育てしやすい市にして欲しい。（例：医療費を 18歳までにする）。 

0歳 石巻 

今年の 7月に仙台市から転入して来ましたが、石巻市は子育て支援が充実し

ているなあと感じます。子供を連れて外出していると声をかけてくださる方も多

く、子供に優しい環境だと思いました。仕事復帰の不安もありますが、利用で

きる制度は利用していきたいと思います。一覧でわかりやすくなっているとう

れしいです。 

0歳 石巻 
自宅で子育てしている親子向けの子育て支援をもっと多くしてほしい。親子遠

足、工業見学など未就学児と親が外出できるきっかけを作ってほしい。 

0歳 石巻 

経済的に大変なので早い段階で働きたかったのに、希望する市立保育施設

の空きがなく、大変困りました。今は祖父母にお願いし、短時間パートをしてい

ますが、市立保育園を充実させて頂ければと思います。 

0歳 石巻 インフルエンザ予防接種も無償化してほしい。 

0歳 石巻 産後の職場復帰を応援してくれる保育施設があるので助かる。 

0歳 石巻 

一時預かりしてくれる施設の職場の質に問題があります。また受入れ施設の

方法が不公平だと感じることがありました。施設が少ないのでそうなってしまう

のでしょうか。 
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年齢 
居住

地区 
問 30 子ども・子育て環境や子育て支援に関する自由意見 

0歳 石巻 

子育て支援センターの情報などをＨＰなどでもっと分かりやすくしてほしい。た

くさん情報がありすぎたり、見にくい部分もあったため、できればひとまとめに

してくれると見やすいと思います。 

0歳 石巻 

市立保育所の土曜保育を利用しているが、正午迎えで高齢の祖父母へお願

いしなくてはならず、通常時間で利用したい。放課後児クラブのお迎えを 18：

30までにしてほしい。私事だが、小学校 1ヶ所、保育所 2カ所をまわるには児

クラブの 18：00迎えは難しいです。 

0歳 石巻 

少子化、高齢化社会で、子どもに対する助成を増やすことはなかなか難しい

と思いますが、子どもを産んで育てることに多少なりとも不安はあります。出産

一時金があっても結局手出し支払いがあったり、健診助成券も足りなくなった

ら実費…と妊娠・出産・子育てとお金とは切っても切れないので心配事として

は常にあります。 

0歳 石巻 のぞみ野近くに小学校が欲しい。 

0歳 石巻 

市立保育所の土曜日の利用時間をもっと長くしてほしい。土日祝日が必ず休

みという職場は多くない。子育てをするためには仕事も必要になってくる。もっ

と仕事と子育てをしやすい環境を作ってほしい。 

0歳 石巻 
乳児や幼児を連れて、気軽に行ける場所遊び場をもっと分かりやすく教えて

ほしい。どこでどんなことをしているか分からない。児童館など。 

0歳 石巻 

山形県天童市「げんきっズ」のような無料で気軽に子供と親が楽しめる施設を

作ってほしいです。石巻市は屋内遊び場が少なすぎます。施設目当てに必ず

観光客は増えると思います。 

0歳 石巻 
経済的に共働きでないと大変なのに保育料が高いと預けて働いている意味

がない。 

0歳 石巻 

石巻市には、室内のキッズスペースが少なすぎると思います。他県、他市から

来た友人と子供で会う時に、どこも紹介することができません。隣県の山形県

などを見習ってほしいです。 

0歳 石巻 

石巻市さんでは既に子育てに関して色々と支援して下さり、感謝の気持ちで

いっぱいです。ありがとうございます。3人の子供がいて、上の子の心のケア

に小さい子を少しだけ預かってもらえる所があったらいいなぁというのが唯一

の希望です。これからもどうぞ宜しくお願いします。 

0歳 石巻 

これからの子育てのため、今後出産予定の妊婦さん、赤ちゃんのためと思い

記入しましたがアンケート内容が多くわかりづらいところもありました。もう少し

簡単に答えられるようにしてもらえるとありがたいです。育児中に利用できる

サービスや施設などを利用したいと思っているのでどのようなサービス施設が

あるのか詳しく知りたいと思っています。 

0歳 石巻 

石巻市は大きい街なので、子育てしやすいイメージだったが、子どもを産んで

みると「そうでもないな」と感じた。公園はちらほらあるが、屋内施設で遊ぶ子

が多いためか、屋外では出会いも少ない。施設ごとのイベントはあるが、もっ
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年齢 
居住

地区 
問 30 子ども・子育て環境や子育て支援に関する自由意見 

と大きな子供向けイベントが度々あっても良いのではと思います。 

0歳 河北 

現在、すんでいる所に同じ世代の子供やママ友がいません。今後、大きくなる

につれ、情報の共有が出来るのだろうか。小学校や中学校入学のころ、合併

などの話を聞くこともあります。子育てをする環境はとても良いのですが、子供

同士で友達が出来るのか心配です。また、今後、今住んでいるところより、遠

くへ通わせることになったらとっても不安です。 

0歳 河北 

市中心部や蛇田、渡波等、栄えている所では公園も新しいものもあったり、小

さくても遊具があったりするが、河北等になると広場はあるものの何もなくて小

さい子供が遊べなかったりする。幼稚園や保育所に通う子も、支援センターで

遊べると兄弟で利用しやすいと思います。 

0歳 河北 

近くに充実している公園がない。天気がわるい日、中で遊べる所がない。少子

化と言うわりには子どもを産んで働くとなると子供を預ける所がない。お金が

なくて働きたいのに保育所に入れる条件が厳しすぎる。 

0歳 河北 

小学校に入る前まではいろいろな支援があるのですが、入学すると極端に少

なくなる上に入れないと仕事を辞めることになることがあるので、もう少し増や

して欲しいです。家に1人で居させてもあぶない人が多くいるので、信用できる

人に見ていて欲しいです。 

0歳 河南 

私は兵庫で約 30年生まれ育ち、結婚を機に石巻へ来ました。そこで感じたこ

と。石巻では情報を得るためにはインターネットではなく、まだまだ広告、チラ

シ、口こみ、うわさ等アナログだととても思います。若年層しか利用しない施設

はＨＰなどありますが、そうでない場所のことはよくわかりません。結局子育て

のことも個別なＨＰなどで調べることではできるが、やはり教育施設はとくに地

元の人の方が詳しいので、積極的に調べないとわからない。もっと一覧でわ

かりやすければ助かるのですが・・・。 

0歳 河南 
石巻は、子育てしにくい地区の様な気がします。医療費を無料にするよりも、

公園、学校など子供たちの遊び、学習の環境をより整えて欲しいと思います。 

0歳 河南 

所得に関係なく、子ども、子育てに関する経済的支援を希望します。医療費に

関する所得制限がなくなったのは今年度からというのは、他の市町村に比べ

ておそい。被災者への保育料負担を軽減する政策はもう終了しても良い、経

済的支援になるべく平等にしてほしい。 

0歳 河南 
希望する時に希望する保育所に入れるようにしてほしい。公園も 0～3才まで

があそべるような所もあるとうれしい。 

0歳 河南 
子育て支援センターを利用していますが、自由開放日を更に増やして欲しい

です。ママ友以外との母親たちの子育て情報についてもっと共有したいです。 

0歳 桃生 

市として、もう少し子育て中の母親への支援を充実させてもらいたいと感じた。

又、保育所に入所できない時も、書類が 1枚送られてくるだけなので、これで

は働きたくても働けない人も大勢いるだろうなと思った。祖父母と同居していて

も、母の代わりに子育てしてくれるとはかぎりません。ケースバイケースで対
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年齢 
居住

地区 
問 30 子ども・子育て環境や子育て支援に関する自由意見 

応する必要あるのでは。 

0歳 桃生 

保育所に入れたいのに、働いてからじゃなくて仕事探すうちに入れたい、子供

だっこにおんぶでは仕事も探せない。幼稚園も 3年保育をメジャーにして欲し

い。 

0歳 桃生 

育児休業で産後 8週間だと、1才の誕生日から復帰になったので誕生日から

にしてほしかったです。ベビー用品（ベッド、ゆりかこｅｔｃ）もういらないので処

分に困るのでこれから産む人にあげたりできるシステムがあれば良いと思い

ます。 

0歳 桃生 保育所の空きがなさすぎるのが少しこまります。 

0歳 桃生 

支援センターの利用時間をもう少しのばしてほしい。仕事を探すのに、保育園

が働いてないと入れないのはおかしい。就活ができない。一時保育ができる

保育園を増やしてほしい。小児専門医を増やしてほしい。小児専門医を増や

してほしい。 

0歳 桃生 
育休（1歳）になったらすぐ職場に復帰しなければならないので冬生まれにも

不利がないよう 0歳から利用できる保育園増やしてほしいです。 

0歳 北上 

月齢の低い子供を遊ばせるセンター、施設が少ないこともあり、なかなか利用

するタイミングをのがしてしまう。あったとしても日にちがきまっているため、利

用をためらってしまう。 

0歳 北上 

子供が遊べる公園が欲しい。子育て支援を後押しして欲しい。アンケートを書

いたところで何もかわらず、ただ不信感が強くなるばかりです。アンケートを

とったわけですので色々と改善して欲しいと思います。 

0歳 北上 インフルエンザ予防接種の予約がとれない。 

1歳 石巻 

全てにおいて時間の制限や金銭的な理由で、フルタイムで働かざるを得ない

状況。又、好きな仕事で働き続けているが、親ぞくの協力が不可決で、それに

よって親ぞくとの関わり方も考えなければいけない事もある。公的支援を十分

に利用しもっと父母が協力して自立した子育てがした。 

1歳 石巻 

以前、支援センターを利用した時、子供同士のトラブルがありました（一方的

に息子がオモチャでたたかれた）相手の母親はおしゃべりに夢中になってい

て、気付かないでいました。職員の方も分かっているのにフォローしてくれな

かった。こんな時は相手の子を私がしっかり怒っていいものですが？こんなド

ラブルが起こった場合、誰に言って解決すればいいのですか。 

1歳 石巻 
石巻市は全体的に子どものいる世帯にやさしくない（施設、環境、経済的な

面）。 

1歳 石巻 

石巻市は税金が（隣町等より）高い割に子ども、子育て世帯への反映が少な

いと思う。保育園への入園決定制度について。途中入園は別にして、なぜ、10

月願書、受付、2月に決定なのですか。それがダメだった場合、制度探して保

育園がいっぱいで、幼稚園もいっぱいな場合はどうすればいいのか？中途で



 

26 

年齢 
居住

地区 
問 30 子ども・子育て環境や子育て支援に関する自由意見 

入れるしかないのでしょうか？全国的にも保育園は不足しているのはわかり

ますが、子どもが少なくなっているのに昔の様に近所の保育園が使えず遠く

へ行くのはおかしいと思う。 

1歳 石巻 

屋内の雨や雪が降ってもあそべる大きな施設を作って欲しい。スマイルの作

用は上の子の幼稚園迎えと時間が合わない＆あて名の子が午前中必ず昼寝

する生活スタイルのため外出が難しい。家庭の都合なので市にお願いするの

は間違いかもしれないが、公園も午後になると大きな子供がボールであそん

でいたりして危険があるのでなかなか連れ出せない。就学前の子供があそべ

る屋内大型施設がほしい。 

1歳 石巻 
近くに公園がないので散歩はスーパーまでの道を歩いたりする。安心して遊

べる公園が欲しい。 

1歳 石巻 

石巻市内にもっと遊具が充実した（幼い子供でも遊べるような）公園、施設、夏

場、水遊びができるような広場など、野外に出向ける様なきっかけとなる場が

もっと必要だと思う。公園の管理（草刈、ゴミ箱の設置、等）砂場に砂がなく草

だらけや小規模の公園のすべり台のサビなど気になる点が多い。 

1歳 石巻 

保育園を増やして、働くお母さんでも子育てを両立できるサポートをしっかりし

てほしいと思います。生活のために働かなくてはならない家庭はたくさんあり

ます。 

1歳 石巻 
会社に育休制度もなく、妊娠中つわりがひどく辞めざるを得なかったというパ

ターンが沢山あると思います。 

1歳 石巻 

ヘビタのところばかりではなく大街道の辺りにも、公園増やしで欲しい。身内が

いない家庭の事もを考えて、身内がいないとこは保育施設の利用条件をかる

くしてもらいたい。 

1歳 石巻 

公立幼稚園も預かり保育してくれる、又は私立でも療育から移行、又は併用

できるように加配して欲しい。こども園ができるらしいですが、加配などはある

のでしょうか。 

1歳 石巻 

水明町に住んでいますが、近くの公園はどこも古いブランコとすべり台ばかり

です。蛇田地区にあるような公園が近くに 1つでもあれば、小さな子どもも毎

日楽しく遊べると思うのですが。 

1歳 石巻 
中浦や大街道に公園を増やしてほしい。市役所の子育て支援課の職員の対

応が悪い。 

1歳 石巻 

0才児～2才児の受け入れる保育施設を増やしてほしい。保育料についても

高いので、助成して欲しい。医療費助成の年令を上げてほしい。蛇田地区の

中学校を増やしてほしい。 

1歳 石巻 

仕事をしている両親で、土曜日も仕事がある場合どうしても保育園に入れな

ければいけない。幼稚園に入れた場合も、土日祝日の保育をしてくれるサー

ビスがあることを希望します。 
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1歳 石巻 
近所に公園はあるが、古くさく、小さい子供も遊べるような遊具や広さがない。

小さい子どもも遊べるような遊具のある公園、広い公園が近所に欲しい。 

1歳 石巻 

保育所に短時間で預けています。8：30ぎりぎりに預けますが、職場が遠い

為、35分に出ないと9時には間にあいません。子供が2人いる為、布団のセッ

トする日や、子供が泣いてしがみついてきた時などはかなり朝の準備に時間

がかかってしまいます。働いている時間は 9：00～16：00ですが、職場が 20分

近くかかり、遠い人にはせめて8：00～17：00までにまででいいので見ていても

らえるととても助かります。延長を使うにしても 2人分なので月にすると結構か

かってしまいます。 

1歳 石巻 0歳からも保育料の無料化を検討してほしい。 

1歳 石巻 事件等が心配です。（不審者等）。 

1歳 石巻 

女性活やくと子育てと・・・仕事も頑張れ、子育てもしろ、食育はどうだ、子ども

の発達はどうだと言われても日々の生活でいっぱいいっぱいです。無料もしく

は低料金でおもいっきり遊べる屋内施設があり、そこでママ達が集まって食事

したり、お茶できるスペースを作ったりストレス発散子供も遊べて満足、見守り

のスタッフもいるなどの場があれば嬉しいです。山形にあるようなもの。 

1歳 石巻 
保育所が利用できれば働きたいです。利用したい人全てが利用できればと思

います。雨天時に子どもを遊ばせられる施設があればいいと思います。 

1歳 石巻 
公園もそうですが気軽にあそべる場所、子ども同士が交流できる場所（あって

も年齢制限がある）を増やしてほしい。 

1歳 石巻 

育児休業はないと言われる職場です。子育てママで仕事をしている人に対し

て、きちんとしたルールがあればいいなと思います。支援施設も使い方も分か

らず・・・色々なサービスを活用できずにいます。アピールする必要があると思

います。 

1歳 石巻 

近所にどれくらい子どもがいるのか、子ども同士のかかわりはもちろん大人同

士のかかわりも少なく、周りを知らない、分からないことが多いので、近くに遊

べる公園や高齢者だけでなく、子どもへの何かしらのイベントや情報交換でき

る場所があるといい。 

1歳 石巻 

石巻市の市立幼稚園全てが統合されると耳にしましたが、将来的に幼稚園に

入園する予定があるので、その情報を具体的に知りたいです。また、屋内施

設があまり充実していない印象です。郡山市にある「ＰＥＰＫｉｄｓ ｋｏｒｉｙａｍａ」

のような施設があると良いと思います。 

1歳 石巻 
白石にある「こじゅうろうキッズランド」や山形の「あそびあ」のような所を石巻

にも作って欲しい。水遊びできる公園を増やして欲しい。 

1歳 石巻 
もっと子供との時間が欲しいと望んでいますが、経済的に。未満児で保育園

に長い時間預けなくてはならないことが苦しく思います。 

1歳 石巻 産後うつ、育児ノイローゼになった経験があります。市の相談窓口に予約して
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助産師さんに聞いてもらいましたが、相談無料の回数が 3回までと決まってい

る事に疑問を感じました。ワンオペママの悩みはエンドレスです。もう少し長い

期間でママを助けてもらえる対策があればいいなと思います。 

1歳 石巻 

公園が少ない。仮設住宅のあと地をボール遊びが出来る公園があると良い。

交通公園などの自転車が載れる場所、安全に練習出来て定期的に講習など

したら、子供からお年寄りまで危険運転が減って良いと思う。 

1歳 石巻 
復興住宅の周りばかり立派な公園が整備されて、元々ある公園は古い遊具

ばかりなので、新しいものにしてほしい。 

1歳 石巻 幼稚園が足りない。 

1歳 石巻 

へびたなどにたくさん公園をつくっているなら、いなかの北村にも 1つくらい

ちゃんとした公園をつくってほしい。休みの日につれていく公園がちかくにほし

い。 

1歳 石巻 子どもがのびのびと育ってくれる様な環境を沢山作って欲しいです。 

1歳 石巻 

子育て支援センターを利用したいと思ったが、市役所周辺にセンターがなく、

利用しませんでした。「らいつ」または保健相談センターに支援センターがあっ

たらいいのにと思いました。 

1歳 石巻 

車が 1台しかない為、夫の仕事がある日だと子供を支援センターなどへつれ

だせないので、月に 1，2回でもいいのでマイクロバス的なものがあると助かり

ます。 

1歳 石巻 河南地区に公園を作ってほしい。保育所を無料にしてほしい。 

1歳 石巻 

経済的問題で、1年で仕事復帰したが、もっと子どもの側にいたかった。また、

男性はいまだに育児休業をとれないのが現状です。有休すら、とらせてくれま

せん。子どもを「2人」で育てられる世の中になってほしいです。 

1歳 石巻 
子どもが可愛くて、毎日が楽しいです。妻がリフレッシュできるような、子育て

支援の場があると助かると思います。 

1歳 石巻 

市の健診（1才や 3才などの子供の健診）で、保健師（？）によって言うことが

違うので統一してほしい。全てを否定されたり、心無いことを言われたりすると

次の健診は行きたくなくなる。病院を自分で選んで行く健診であれば次回は別

の病院に行けば良いが、市の健診だと変更することができないし、時間も少し

考えてほしい。午後はお昼寝があるので午後の健診では機嫌が悪くなるので

行きにくい。 

1歳 石巻 

復興のことばかりだが、石巻に住んでいる人の生活の基盤をもう少し考えて

ほしい。これからの石巻を担っていくのは子供達であるにも関わらず、支援が

少なすぎる。認可外の保育所ばかりが増えても料金が高く、2人預ければ

パート代が消えるかと言って正社員で働けば負担が増えるので子供を産もう

と思わなくなる。企業内保育を希望しているがなかなか見つからない。お迎え

などの手間がないのでとても人気が出ると思う。公園が少なく、あってもほん
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の少し遊具があるくらいなので増やしてほしい。ファミサポなども知ってはいる

が、どんな人に預けられるのか怖くてたのめない。子どもが育つにつれて支援

が薄くなっている。大きくなるにつれてお金がかかるのでもう少し手厚くしても

らいたい。 

1歳 河北 0～2才児も保育料無償化にして下さい。絶対子育てしにくいです。 

1歳 河北 

職場には結婚していない人が多く、仕事を休む時少し気を使っている。子ども

の子育てについては、職場の人や友人と情報交換している。保育所では先生

達からアドバイスがもらえて、助かっている。 

1歳 河北 

保育園へ土曜日も預けたいと申し出た所、土曜日保育は行っているが、預

かっている園児がいない為と断られました。まだ小さいからと、延長保育も希

望しましたが嫌な顔をされ、断られました。とてもざんねんです。自立しアパー

トを借りて生活していきたいのですが、働ける環境がなくとてもこまっていま

す。 

1歳 河北 

近くに公園はできたけど、少し高い所にあるので今あるさくでは危険だと思う

し、小さい子があそべるように専用の遊具がほしい。そこだけ囲いがあると最

高です。子供が多くても何も支援されないので、もう少し考えてほしい。 

1歳 河南 

保育所や保育園など、家族で子供を見られる環境にあっても、就学前には

色々な面で入れさせたいと思うので保育施設を増やして入れるようにしてほし

いです。 

1歳 河南 
保育所に入所できたが姉とちがう園でとおくて大変だった。姉妹がいないの

に、第一希望に入れている子がいて、姉の行事のたびににくたらしく思う。 

1歳 河南 

周りに子供が少なく、公園も少ない。幼稚園に入れるにも、早朝から並ぶ必要

があったり、人数が多すぎたりするので市外の幼稚園に通わせようと思う。市

の健診の時間が、上の子供のお迎えやお昼寝時間とかぶるので、午前中に

してほしい。 

1歳 河南 

0才児の保育所の受入れについて考えてほしい。4月生まれと 3月生まれで

差がある。うちは 5月生まれで、1年の育休明けで 0才児の枠で入った為、兄

と同じ保育所に通う事ができず 2年間別のところにいる。 

1歳 河南 

保育所って働く親の為の施設ですよね？3人目は無料だと思ったら収入で

ひっかかりました。高収入とはどの基準か分かりませんが、決して生活楽では

ありません。何のために働いているのか分かりませんよ。誰も 2歳の子を預け

て働きたい人なんていませんよ。色々なアンケートを書く機会はありますが、

石巻は子育てに関して全てがにぶい。何のためのアンケート。 

1歳 河南 

鹿又地区に住んでいますが、小学校への通学路の交通量が多く、1年生から

1人で通学は考えられない。働く予定でいるのでその辺りを考えていただきた

い。公園など遊ぶ場所が全くないのでぜひ作って下さい。 

1歳 河南 
河南中央公園の遊具が古い。蛇田地区の公園のような新しい遊具が欲しい。

河南地区で須江小学校だけが古い。新生児訪問だけではなく悩んでいるママ
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の話を聞いてくれるカウンセラーのような方が訪問してくれたらいいなと思う。

子育て支援センターに行けば聞いてくれるけど実際足を運べないママもいると

思う。 

1歳 河南 
まだまだ待機児童の問題はありますが、もっと保育園へ入園出来る様な環境

になって欲しい。保育士さん達への対応も少し考えた方が良いのかな…。 

1歳 河南 

保育料金の見直し（もっと安くしてもらいたい）子育て支援センターにもっと行

きやすい環境作り。（人間関係が出来ており、なかなかその中に入っていきに

くい）（行くのがおっくうになっていく）子育てについて、もっとたくさん相談が気

軽にできる手段があるといい。（相談したいと思っても、一体どこに相談したら

いいのか明確ではない状況）。 

1歳 桃生 

子供の医療費の補助がとてもありがたく、石巻市でも子育てがし易くなった。

経済的な理由で子供の数が少ない家庭も多くあり、将来的な人口の減少を抑

えるために、子どもを育て易い環境の整備が絶対的に必要だと思う。石巻市

は土日に小さい子を遊ばせる無料の施設がないので作っていただきたい。 

1歳 桃生 

現在、子供が 3人とも保育所に入所していれば、3人目無料だが、戸籍上 3

人目であれば無料に変わって欲しい。色々な遊具のある公園が、石巻は少な

いと思う。国で児童手当を夫婦の所得制限にしようとしているが、絶対にやめ

て欲しい。大学等の学費は、児童手当をあてにして、貯蓄している部分もあ

る。 

1歳 北上 
体そうクラブやスポーツ系のならい事が近くにないので、あって欲しいと思い

ました。幼児でもできるならい事があって欲しいです。 

1歳 北上 近くに幼稚園が欲しい。 

1歳 牡鹿 

シングルマザーに優しい子育て社会になってほしいです。仕事と育児を両立

する自信がなく、また会社の理解が得られるかが不安で仕事に就けていない

ので、これからシングルの親にも安心して働ける社会になってほしいです。 

1歳 - 

転入者だが転入手続きで役所を訪ねた際に、子育て支援や施設についての

情報をもっと詳しく分かりやすく説明、提示して欲しかった。地元ではない為、

場所や具体的なアドバイス的な話をして欲しい。 

2歳 石巻 

共働きで子供が学校等を休まなければならない時、まず女性が会社を休むと

いう雰囲気が当たり前のように社会にある。男性が働く会社がもっと寛容に

なってくれたらと思う。 

2歳 石巻 

公園や道路では自転車の練習ができないので、どこで練習すればいいのか

わからない・・・。大型遊具がある公園（あゆみ野公園）は人気で混み合うの

で、もう少し増えた方が嬉しい。石巻ハロウィンなど商店街を歩くイベントは色

んなお店を知ることができ、楽しかった。 

2歳 石巻 

主人が単身赴任のため、育休中他県で子育て支援をうけました。サポートが

しっかりしている県では、65才以上の方にボランティアスタップになってもら

い、保護者が病院や美容院に行ったりできていてとてもたすかりました。その
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ようなサービスが「わかりやすく、うけやすい」ことがとても大切だと思いまし

た。石巻市は地域が広すぎるので、「まとめる」ことは無理なので、その地域ご

とで求められているニーズをさがして、支援いただければと思います。ただ、

本当に支援を必要としている方は、このアンケートにもこたえられないぐらい

体も心もつかれていると思います。かくれている人をさがすことが大切か

と・・・。 

2歳 石巻 子どもの教育は親が行うもの。通常の保育所のみでよろしいと考える。 

2歳 石巻 

子どもが歩いて行ける範囲に児童館や図書館がないことに、県外出身の私は

おどろきました。すぐに作るのは難しいかもしれませんが、公民館を週に数

回、開放するなどして、昼間は乳児親子、放課後は小学生～高校生の居場所

を作ってほしいです。公園が広いのはいいのですが、緑がなく、夏は暑すぎま

す。中瀬公園につながる新しい橋が車両通行できないと聞きましたが、子ども

がいると駐車場がすぐ近くにある公園はとても助かります。ぜひ通行できるよ

うにしてください。 

2歳 石巻 

一時預かり保育の窓口を一番はじめは市にしてほしい。直接電話すると保育

園の都合で断られたり、嫌な思いをしました。どのようなこどもなら預けられる

かをもっと細かく記載してほしい。母親がリフレッシュする為に預けられたら最

高ですが、本当にどうしても預けたい時に預けられる先がなく本当に困った時

はどこも頼れる所がありませんでした。 

2歳 石巻 
石巻市内に幼児（小さい子供）が遊べる市営のプールが欲しいです。水遊び

できる公園など。切実にお願いします。 

2歳 石巻 幼児教育の無償化よりも、待機児童の問題を解決して下さい。 

2歳 石巻 
国は高齢者にお金を使わないで子育て世帯にお金を使え！こんな世の中

（国）じゃ子育てに不安しかない。子どもを産めば産むほど経済的に辛くなる。 

2歳 石巻 

子育てをしている親は、共働きが多いように思います。職場に負担をかけたく

ない思いから、子供の急な体調不良の際はいつもどうしようか悩んでしまいま

す。子にとって、親は自分しかいないので、ケアは自分を中心に進めたい思い

は強いですが、サポート体制が整うことを祈ります。 

2歳 石巻 山形県にあるような無料で遊べる大きな屋内施設が、石巻市にもほしい。 

2歳 石巻 

専業主婦でおりますが、その間、体調が悪かったり、私用冠婚葬祭等で、何

度か臨時で保育事業を利用したいと思いましたが、どこにどの様な保育サー

ビスがあるのかわからず、大変な思いをしておりました。子の定期検診の案内

と一緒に、クーポンのような形で保育利用ができる形まで示していただける

と、忙しい専業主婦の方も大変助かるのではと思います。 

2歳 石巻 

以前住んでいた所は、平日毎日夕方まで支援センターを利用する事ができて

いたが、石巻市はそのようなところが少ない。子育て支援としながらも、利用

日数や時間が限られていて残念。 

2歳 石巻 保育所へ入所できるのか、兄弟で同じ施設に入れるか等、職場復帰にあたり
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不安があります。安心して仕事を再開できる環境作りを希望します。 

2歳 石巻 
幼稚園や保育園に入れずに育てる選択をした人への助けがない。保育園の

決定が遅い。 

2歳 石巻 

自宅近くの公園（新栄、東公園）は、震災後仮設住宅、駐車場となっていまし

た。それは致し方ないと思いますが、とりこわし後さら地になり、そのままで

す。仮設からもとの公園に戻す、それも復興の一つではないのでしょうか、近

くに遊ぶ場所がなく、蛇田まで通う人が多くいます。 

2歳 石巻 

2年ほど前に転入してきました。まず驚いたのが、図書館が全く充実していな

く、周囲でも利用する人が全くいないこと。以前いた自治体では図書館での幼

児向けイベントコーナーの充実、遊び場の併設などがあり、いつもにぎわって

いた。幼児期から図書館に慣れ親しむためにも、もっと充実した施設にできな

いものか…。 

2歳 石巻 
保育所等の待機児童を無くし、全ての保育施設等（児童クラブ含む）を無償化

にしてほしいと願います。子育てをしやすい環境にしてほしいと思います。 

2歳 石巻 

被災していない子供、家族と、被災している家庭との差が大きすぎる。保育

料、児童クラブ料など各家庭の収入に応じて、免除をしてほしい。復興住宅の

まわり、代替え地の充実、公園などの整備ばかりで、今まで、公園に仮設が

建っていて、公園で走り回って遊べなかった子供達の地域は、ないがしろにさ

れている。新栄地区の公園は、いまだに、更地のまま。公園を奪われた子供

達がかわいそう。 

2歳 石巻 

待機児童になり、2回目の通知が届いた時には、さすがに落ち込み、職場か

らは復帰の配置部署の調整の為、返答もせがまれて、でも保育園は入れな

い。どうしようかとすごく悩んで大変だった分、2人目を産むのをためらってし

まっている。産んだとしても 1人目と別の保育所にしか入れなければ自分の首

を自分で締めるようなものになり、子供や自分の睡眠不足にもつながりかね

ないし、移動に時間がかかるなら、なおさら家族がそろっている時間が減りか

ねない。家庭崩壊につながりかねないと思ってしまう。なんとかならないので

しょうか。 

2歳 石巻 

保育所などの利用する為。説明をもっと大々的にしてほしい（幼稚園）周りの

ママ友などから聞いて焦って動くと、どこの保育所が良いかなど、見学もあま

りできない。私達、転勤族のご家庭などで困っている人もいると思う。各保育

所に電話をするのも気を遣うので、市役所などでの説明が少しあると助かる。

もう少し預かる児童の人数を増やしてほしい。 

2歳 石巻 

いつも子育て支援センターを利用しており、子供も行くのを楽しみにしていま

す。月、水、金が利用できる日になっていますが、習い事をはじめたりして行

けない日もあるので、できれば火、木も開けてもらえたらいいなと思っていま

す。下の子もいるので、遊べる所が多くなるとうれしいです。 

2歳 石巻 子供はちいさいほど手もかかり、母親だけの子育てはなかなか出来ません。
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まわりの助けが必要です。仕事を持つ母親も多く、子育て支援が増えていけ

ば大変助かります。 

2歳 石巻 
子供の事件が多くなっている今、子供には親（母）が側にいる環境が一番いい

と思います。共働きにならなくて良い世の中が理想だと思います。 

2歳 石巻 

近くの公園は古くて、サビていたりして、正直遊びたくありません。遊具も少な

く、新しくしてもらいたいし、増やしてもらいたいです。支給額（子育て支援の）、

もう少し値上げしてもらいたい。 

2歳 石巻 
予防接種が遅れがちになってしまいます。どうしたらいいのかと毎回悩みま

す。 

2歳 石巻 幼稚園の預かり保育料が高い。公園が少ない。子供が遊べる施設がない。 

2歳 石巻 

子育て支援センターのお蔭で子供は保育園生活に早くなじんでくれました。支

援センターで先生や民生委員さんとお話もできて私も子育ての支えになりまし

た。今年、渡波地区に保留になった保育園に入園できて良かったです。公立

ではなく私立ですがとても手厚く保育して頂いている様で親の負担も減るよう

なサービスがあり感謝しています。渡波地区に保育園増やしてもらいありがと

うございます。 

2歳 石巻 

石巻市は公園や施設がとても充実していて子育てしやすいエリアだと思いま

す。ただそれがどこにあるのか利用条件などの情報が入ってきづらいので、

冊子などにまとめて配布してほしいです。役所に置いていてもらうシステムだ

と、それにも気付けないことがあるので郵送してもらうと、家から出て活動する

きっかけになると思います。6才、3才、0才の子育てしていて強く思っていま

す。 

2歳 石巻 

市立病院に小児科がほしい。未来のための子供ならもっと分かりやすく支援

してほしい。小さい子どもがいるということで解雇された。子供や仕事をしてい

る側の人数に対して保育所の数が少ない。市の子育て環境がよく分からな

い。税金を何に使っているのか分からない。子育て支援等もうたっていても利

用できるのはほんのわずか。 

2歳 石巻 
休日保育、病後児保育の整備を早急にすすめていただきたい。他市町村より

遅れていると感じます。 

2歳 石巻 

あゆみ野には公園が有るのに小さい子が遊べる柵の中にたくさんの犬のフン

があり、汚いです。ダミーで良いのでカメラをつけてほしいです。せっかくの場

なのに遊ばせられないです。 

2歳 石巻 
来年の 1月に多賀城に引っ越します。この 2年近く「スマイル」にお世話になり

ました。これからも親子が行きやすい所が石巻に増えていけばと思います。 

2歳 石巻 

小さい子が安心して遊べる公園があったらいいと思います。新しい公園は遊

具が少なく、小さい子用遊具が少なく感じます。また、幼児教育無償化は 4月

から行ってほしいと思っています。 
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2歳 石巻 

保育園を利用して、18時半、19時まで預かってもらえるが、小学校になると放

課後児童クラブは 18時までと聞いている。迎えにいくのが困難。延長してもら

えるととても助かる。なぜ、短縮されてしまうのか疑問を感じる。 

2歳 石巻 

公園が蛇田地区に新設されることが多いので、日和山、泉町など山の上にも

あると良い。何をするにも車で行かなければならないので、子どもに歩かせな

がら活動することができない。 

2歳 石巻 

1人目の出産のときよりも今は職場もかなり子育て中の者に配慮してくれて変

わったと感じるが、周りが同じく子育て世代ばかりなので早く帰宅できていな

い状況である。夜早く寝かせてあげられないのが子どもに申し訳ないと感じ

る。 

2歳 石巻 

現在放課後児童クラブが 18：00までとなっていますが、フルタイムで働いてい

るとお迎えが難しいので、保育所の延長時間と同じくらいまで利用できるよう

にしていただきたい。 

2歳 石巻 子供たちが気軽に遊べる公園をもっと増やしてほしいです。 

2歳 石巻 

家から蛇田小学校まで 3ｋｍ以上もあります。共働きで送り迎えが出来なく交

通量の多い通学をさせるのは不安です。新しく出来た住宅地で子供もそこそ

こいると思います。新しく小学校を作るか、スクールバスを出してくれるか考え

てもらえないですか。 

2歳 石巻 

下の子が 1才前に保育所申込みをしないと、上の子達退所とのことだが、年

中年長（可能なら年少以上）のタイミングで退所は困る。職場は 3年育休取得

できるのにこのような条件があると、子育てに専念できる期間が短くなってし

まい残念である。 

2歳 石巻 
若いお父さん、お母さんのために子育て支援事業（親の学び、子育て講座、

情報交換の場の設定等）は、とても大切だと思いました。 

2歳 石巻 

2人目不妊の為現在は仙台の病院へ通院中です。病院は原則子どもを連れ

ての受診ができません。託児所を利用しようとしたことが何度かありましたが

予約がいっぱいだったり預かり時間帯が合わず、なかなか利用できていませ

ん。又、仙台までの往復で 2時間はかかるので、その間の保育料がかかって

しまうのももったいない…と言うのもあり、仙台の託児に預けたりしています。

不妊治療はとてもお金がかかります。パートの時間を増やしたくても治療で急

に休まなければならないこともある為なかなか働けません。助成金をいただけ

るだけでもありがたいのですが、市独自の支援があるととても助かります。 

2歳 石巻 

働いて収入を増やしたいが、兄の幼稚園が 13時半までなので、働けても、10

時から 13時と 1日 3時間しか働けず、収入が少なく生活をするのもやっとで

す。（保育園は落ちて、昨年から幼稚園に通っています。）預かり保育に預け

るとまたお金がかかるし…若年層の貧困化が問題視されていると聞きまし

た。子育て世帯への補助をもう少し上げてほしいです。働きたいけど、働けな

い…お金がない…辛いです。 



 

35 

年齢 
居住

地区 
問 30 子ども・子育て環境や子育て支援に関する自由意見 

2歳 石巻 

保育料の無償化は実施していただけると嬉しいです。子どもが 1歳になる前

の母乳をあげていた時期に市役所でやっていた助産師さんの母乳相談は、

利用して良かったので今後もつづけて欲しいなあと思います。 

2歳 石巻 

近所に支援センターができてからは良く利用させていただいています。蛇田地

区には広く大きい公園もできて遊び場所が増えてうれしいのですが、公園がこ

こにありますといったマップ（パンフレット）を見たことがなく、知人から教えても

らい行きました。検診の時などに公園マップも入れてもらえるとうれしいです。

（すでにあるかもしれませんが）遠くはどうしても車が必要になるので、日々近

所の公園に行きたいのですが、近所の公園遊具の劣化がひどく、子供が行き

たがりません。大きい所の整備もですが、小さい所も見ていただけたら…と期

待しています。 

2歳 石巻 

子育て支援センターやサークルなどは充実していると思うが、私は子供を預

けて 1人になる時間が欲しい（＝心身の回復につながる）保育所や幼稚園で

はなく、もっと気軽に預けられるセンターがあれば嬉しい（例えば、予約なしＯ

Ｋ、時間帯のしばりがないなど）預ける時の利用料がもっと安くなると助かる

（ファミサポなど）私は人の輪に入っていくのが苦手なので、子育て支援セン

ター積極的利用のアナウンスはきつい。 

2歳 石巻 

石巻は、子ども園が1つしかないので、仕事している家庭の選択肢が少ないと

思う。また、保育園は栄養士がいて、栄養バランスのとれた食事だが幼稚園

がコンビニのような食事なのが気になる。幼稚園もセンター給食にするか、き

ちんと認定のとおった業者のみ使用するなどしてほしい。支援センターと他事

業の日程がかぶると両方利用できない。もう少し共通理解の場があってもい

いのでは？（ベビスマ、いしっこ、なかよし、らいつｅｔｃ）。 

2歳 石巻 

子どもを信頼できる場所に気軽に預けられるような場所があると良い。働いて

いる、働いていないにかかわらず、預けられるようになるといい。子どもが遊

べる場所、親子で行ける場所がふえるといい。子どもを連れての公共交通機

関の利用、飲食店やジム美容室等の利用があたり前になってほしい。 

2歳 石巻 

現在、兄弟で別の保育園に通園している。現在は妊娠中から申込ができたり

と、入園（兄弟）について改善されているようだが、兄弟で入園できなかった不

自由さを感じている親子は実際いると思うが、それぞれの保育園では兄弟で

利用しているのを前提としたような対応を取られるのでとても困り、また不快に

思う。 

2歳 石巻 

・近くに公園もない、児童館もない。どこか他へ行くとしたら車になる。そうする

と駐車場とかの心配もでてくる。なかなか出歩けない。 

・小学校の卒業式のはかまは市で禁止にしてほしい。 

2歳 河北 

私は祖母の協力を得て仕事を続けることができていましたが、保育所に入れ

るまでは祖母の負担が大きく、仕事を辞めることも考えました。未満児を受け

入れる施設が増えたり、定員が増えれば、より働きやすい環境になるのでは



 

36 

年齢 
居住

地区 
問 30 子ども・子育て環境や子育て支援に関する自由意見 

ないかと思います。 

2歳 河北 

保育所の利用料も高く、経済的に負担になる。経済的にもゆとりができる何か

子育て支援の制度を作って欲しいです。また、子育てに良い職場づくりや、子

育てしやすい施設を増やして欲しいです。 

2歳 河北 児童手当の金額を増やしてほしい。 

2歳 河北 

石巻では市立の幼稚園が年中から入学のみなのに、4才以下の子が遊べる

ような場所が少ない。公園も蛇田等の中心部にばかりあり、河北や雄勝、桃

生などは手入れされていない小さな公園ばかりで不便です。 

2歳 河北 

医療負担については、とても助かっていますが、上の子どもたちも、できれば

公立幼稚園に通園させたかったです。しかし、保育時間が短いことで、諦める

ことにしました。教育もしっかり力を入れてほしいです。私立よりも公立の方が

計画性のある幼児教育に取り組んでいると感じています。3歳児保育、公立

幼稚園の延長保育を強く希望します。 

2歳 河北 早く 20歳になってほしい。 

2歳 河南 

子供食堂を是非定期的に週 2～3程度やってほしい！！仕事から帰ってき

て、ごはんを作るのが大変です。忙しくてイライラしてしまいます。気持ちに余

裕もなく、時間におわれます。作る気力もなく、毎日作る物も同じになってしま

います。コンビニ惣菜もあきてしまい、手作りではないので罪悪感も感じます。

偏食もひどいです。地域のつながりも欲しいです。ぜひ検討下さい。 

2歳 河南 

子供達が安心して遊べる室内（プレーパーク？）や遊具が無い（少ない）為、

体を持て余しているとても不憫だ。遊び場があまりにも無くて、こまっていま

す。 

2歳 河南 

経済的に余裕がないので、来年度からの幼児教育無償化はとても助かる。鹿

又に住んでいますが、この辺には蛇田方面と違って近くに公園がなく、不満で

す。こちらにも気軽に行ける様に、造ってほしいです。 

2歳 河南 

鹿又に住んでいるのですが、歩いて行ける範囲に公園を。歩道の整備も早急

にして頂きたいです。それと、幼稚園の助成金を一律、全世帯対象にして下さ

い。 

2歳 河南 

河南地区には幼稚園がなく困る。保育所はあるが入所条件などのため、遠く

の幼稚園を選択しなければならない。震災を経験し、子供を遠くの施設に行

かせるのには抵抗がある。旧市内にくらべ、旧河南地区は取り残されている

感がある。 

2歳 河南 

何をするにも車の必要な所ですので、駐車場があって遊具がいっぱいあると

ころができたらいいなと思います。イオン周囲にはキライな公園がたくさんあっ

てうらやましいです。もっと郊外にも目を向けて頂きたいです。子育て支援はと

ても助かっています。 

2歳 河南 石巻市の保育所の障害児の受入れの人数や受入れしてくれる保育所をふや
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してほしいです。近くの保育所にかようことができません。 

2歳 河南 

近くに公園や広場など遊ぶところが何もなく、これでは子供は外で遊ばなく

なってしまいます。石巻に肥満児が多い一因でもあると思います。ぜひ遊ぶ場

所を作ってあげて下さい。児童クラブの終了時間が 18時ではフルタイムで働く

ことが難しいと思います。定時に終わる仕事は少ないと思いますので、19時ま

で延長を希望します。子育てにはお金も時間もかかります。ぜひご検討下さ

い。 

2歳 河南 母子家庭でも、働きやすい支援をもっとしてほしい。 

2歳 河南 
子供を育てるのが大変、お金がかかる。幼稚園、保育園等、行事があると仕

事を休まなくてはいけないので、金銭的に負担がかかる。 

2歳 河南 

周りの子供がいる人と話をして出てくるのは、お金です。会社は子育てに理解

があり、仕事面では大変ありがたい所ではありますが、介護ということもあり、

お金があればねとなるのが現実です。 

2歳 河南 

以前勤めていた会社は子育て中の母にとって働きづらかったです。理解のな

い職場だと、子供の急な熱などで休みづらい代わりに出られる人がいないな

ど、ストレスのかたまりでした。核家族だとむずかしいなというのが現状です。

もっと理解があり、子育て中のママでもストレス少なく働ける職場が増えるとい

いなと思います。子連れで行けるカフェスペースも増えてほしい。 

2歳 河南 

現在 3才と 1才の 2児の子育てのために育休中で、来年復帰予定で上の子

の保育所を見学したり申込み予定でしたが、思いがけず 3人目を妊娠し、また

4月から産休になるため、保育園に入れるか、周りのママ友に相談したところ

同じような状況で、3人目出産時、上の子たちを保育園に入れたかったけど、

申し込み後に難しいと市からＴＥＬがあり入所できなかったと聞き、今回は私も

最初からあきらめ、仕方なく、幼稚園を選び、申し込みました。育休中でも、3

人家庭で育児するのは大変なことが多いので、保育所の入園枠をもう少し広

げて欲しいです。 

2歳 河南 

働きたくても保育所に入れない。保育所から最初に決めたくても働いていない

からなかなか入れない。近所に公園もあるが古くて遊具も少ないのでもう少し

整備していただけたらなと思う。 

2歳 桃生 

桃生地区は小さな子どもが遊べる遊具や公園が少ない。保育園なども少な

い、増やして頂きたいです。幼児教育無償化との事ですが、入園できた児童と

待機児童との格差、待機児童が不利にならないのか不安があります。待機し

ている子にも、対策を考えて頂きたいです。 

2歳 桃生 

石巻市内の保育所は、利用料は高いですが、標準時間で預けていても時間

どおり見てもらえずに「おじいちゃんおばあちゃんがいるなら見て下さい」と平

気な顔で言われます。これは桃生地区に限った内容ではありません。土曜日

も夏、冬も本来保育所が休みでない日も仕事もあるのに家で見るように言わ

れるのはおかしいと思います。仕事があるから子を預ける場所のはずが、そう
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でないのが現状です。保育士の数が足りていないのであればもっと好条件の

求人内容にする。そのために財源が必要なのであれば震災による減免措置

ももうやめてもいいのではないでしょうか？ 

2歳 桃生 

公園の遊具の整備や無料で利用出来る市の施設など親子に優しい市（子育

てしやすい環境）になってほしい。石巻地区以外は道路の安全性が十分でな

いため、小学生低学年では遊びに行くのに危険なこともある。安全、安心に遊

べ、土日も利用出来る施設が各地区に 1つあると助かる。 

2歳 桃生 

自分も祖母や母にたたかれて育ってきたせいもあるのか、自分の子供にも

多々手をあげる事がある。自分の気持ちに余裕の持てる母親に成長したい。

保育料無料はとても助かるが、幼稚園バス代をもう少し安くしてもらうと助かり

ます。 

2歳 桃生 

来年で 4歳になるが近くの幼稚園は 2年保育で入れない。小学校に入った際

スムーズに生活が移行出来るよう、幼稚園で教育を受けさせたいので保育所

入所は考えていません。支援センターに行くが、同じ年頃の子が少なくかわい

そうに思う。違う地域（県外や仙台など）に住む方が子供のために良いのかも

と考えてしまいます。また、小学生が安全に遊ぶ場がないのが問題だと思う。

マレットゴルフ場ばかり整備され、子供たちがかわいそうに思う。放課後児童

クラブの子どもたちと遊べる施設を支所単位学校単位で設けて欲しい。らいつ

は遠く子だけでは行けません。（移動らいつは別ですが）。山形県東根市のよ

うな子供のための施設を望みます。またゲームなどの危険性をもっと取り上げ

小さいうち（健診などで）から真剣に考えるべきだと思います。 

2歳 牡鹿 

保育所の先生方には大変お世話になり、よく子どものことも見てくれていると

思うので感謝しています。できれば、公立保育所の給食は 3歳児以上も毎日

完全給食にしてほしいです。朝忙しいのに、炊き立てのご飯を冷ましてから

持って来てというのはなかなか手間です。鮎川公園の遊具のすべり台（ぞうさ

んでない方）は急すぎて危険に感じます。娘も何度か途中のこぶのところから

体重が軽く、吹っ飛ばされました。 

2歳 - 
山形県天童市にある施設のような（げんきっず）のような、無料で遊べるような

大型の施設があるといいです。他県からもたくさん来てくれると思います。 

3歳 石巻 

パートで働いていて、出産のため仕事をやめざるを得なかった。1人目が市の

保育所に通っており、4月までに私が仕事みつからないとやめなきゃないと。

こちらだって早く働けるものなら働きたい！！下の子も預け先が決まるかわか

らないのに厳しすぎるのでは？保育所の願書（4月からの入所）出したのが休

職中で出したが、そうすると点数が下がると。少子高齢化でさわいでいるのな

ら、もっとママたちが働きやすく見直した方がいいのでは？1人でも保育所に

入れなかったら私は仕事できなくなる＝生活できない。 

3歳 石巻 
屋内で遊べる施設を充実させてほしいです。子どもの運動不足が気になりま

す。 
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3歳 石巻 

母親が子育てをしながら就労できるように整備してもらいたいです。夏休み等

は自宅で子どもを見る必要がある為（頼れる人がいない為）仕事をしたくても

なかなか 1歩がふみだせない状況です。 

3歳 石巻 

大学の学費などが安くなる方がありがたい。保育士に復帰したいが、給料が

安いし、持ち帰りも多く、子どもを預けていいとなると保育料のこともあり働くな

ら他の仕事で・・・と思ってしまう。 

3歳 石巻 
多くの子供が欲しいのに、共働きではないと生活していけない。子育ての環境

はととのってきてはいるが金銭面で厳しい部分がある。 

3歳 石巻 

やはり、男性と女性ではそれぞれ適材適所があると思うので、多少子供の事

や家事が女性に多く比重がいくのは仕方のないことと思います。でも母親ば

かりが仕事もして子育てもすることが女性が輝くこととは思いません。求めら

れるものが多すぎです。色々さけばれてはいますが、父親の関わりがあまり

に少なすぎる！仕事漬けで見るのは子供の寝顔だけという方も多いのではな

いでしょうか？母親が仕事をすることだけを推進するのではなく、父親側も関

われる休みをつくれること。休み返上で働かなくても生活していける環境に

なってほしいです。時間的、経済的に余裕があってこそ豊かな子育てができる

のだと思います。 

3歳 石巻 

あて名の子どもは現在 4歳、幼稚園では別途保育料を払えば、預かり保育も

受けてくれるが、自分の希望の職種（パート勤務）では、その保育料も高く感じ

る。それよりも、小学生の上の子どもが、学童保育が定員いっぱいで入れない

と聞いた。すぐにでも、少しでも良いから働きたいと長年思っていただけに、働

けないかもしれない現実にショックだった。何処もかしこも人手不足は重々承

知しているが、預け先がなければ、ずっと家に居るしかとここ最近は特に悶々

とした気持ちでいる。 

3歳 石巻 
保育所を 7：00～預けられるようにしてほしい。フルタイムの保育士をしている

ので、朝、早番ができずにとても困っている。 

3歳 石巻 
冬の寒い時期、天気の悪い時に、土日でも遊べる場所がもっとあると良いと

思います。らいつしかないので。 

3歳 石巻 

天気の悪い日にあそべる場所がなく不便。東松島のキボッチャを利用するよ

うになった。石巻市は子育てしている家族には、あまり優しい市ではない。復

興よりも、これからの子供たちに優しい場所作りに力を入れて欲しいです。 

3歳 石巻 

児童発達支援についての一般的な認知度が低いと思います。家も子供の症

状や状態があり、医師や病院のソーシャルワーカーさんにすすめられ、相談

支援員さんを紹介され、その方に教えていただいて初めて事業所の存在を

知ったくらいなので、もっと広く知られるべきだと思います。 

3歳 石巻 

もっと子育てしている人たちに開かれた市であって欲しいです。天気が悪かっ

たり、寒くて外であそべない日、まだあるけなくて外で遊べない子が皆で遊べ

る楽しい施設が欲しいです。 
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3歳 石巻 

震災後、新しい公園は増えていますが、以前あった女川運動公園や矢本の海

ひん公園のような大きい公園があったらいいのにと、本当に思います。あと、

うちは蛇小学区なので、マンモス人数をなんとかしてほしい。 

3歳 石巻 

子供がいる母親が働きやすい環境も大切だとは思いますが、子供がいる母親

が働かなくても良い生活、子供と一緒にいられる時間を大切にできる環境づく

りも大切だと思います。 

3歳 石巻 公園などの公共施設の質が悪すぎる。 

3歳 石巻 

子連れランチやカフェができる所が、増えて欲しいです。家で遊ぶのもいい

が、出掛けておいしいものが食べられると気分転換になると思います。アスレ

チックも早くできてほしいなぁ。 

3歳 石巻 

子育て支援と言っても形ばかりでは意味がない。公園は新しい復興住宅周辺

にずいぶんできたが、駐車場が無い所がほとんどで、車をとめられないので

遊びに行けない。障害児を預かってくれるところがほとんど無い。親族にしか

預けられないので本当に困っています。 

3歳 石巻 

もっと大型室内パークがほしいです。名取エアリにあるピュアキッズみたいな

仙台に居た時は週 1であそびに行っていましたが石巻に来てから、そういう場

がなく（イオンのも小さいスペースしかない）あまり外に出なくなりました。特に

これから寒くなるのでそういう親も子もリフレッシュする場がほしいですね。 

3歳 石巻 駐車場がある公園がもっと増えたらいいなあと思います。 

3歳 石巻 

仕事が店長という立場で、なかなか時間に融通がきかない。子育てもしっかり

したいと思うが仕事中心になっていて、祖母に任せきりになる事がしばしばあ

る。家族の協力はあるが、職場環境がもっと充実していたら良いなとしばしば

感じる。 

3歳 石巻 

保育料が高すぎるので早く無償化にしてもらいたい。子供をたくさん産んでも

経済的に厳しくなるばかり。たくさん産んでも、経済的に苦しくならないような

支援を！（今のままでは産みたくても産めない環境だと思う）子供が安全に町

を歩けるように事故率をひくくする努力を！（特に高齢者の運転をやめさせて

ほしい…この前も信号無視している高齢者がいた。市で対策はたてられない

ものなのか！？）。 

3歳 石巻 

未就園児に対する支援や支援センターの増加を嬉しく思いますが、就園児が

帰宅後に利用できるセンターがなかなか近場にないのが残念です。（閉館時

間が早いなどで使えない）また、小学校の児童の人数に差がありすぎるように

感じます。学区の再検討などして小学校の差をなくしてもらいたいです。 

3歳 石巻 

保育料が年 2回の見直しで急にアップしたりして家計が苦しい。共働きしなけ

れば生活がきびしい…。そのために子供とゆっくり余裕をもって遊んだりして

あげることができない。時間に追われ朝などはきびしく接してしまうことが多く

心苦しく辛い。子育て支援施設など石巻は充実してはいるが、利用できる人、

している人は時間のある人なのではと思う。行くことすらできない人がいること
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を知ってほしい。 

3歳 石巻 

このようなアンケートで子育て世代の声に耳を傾けてもらえることはとてもあり

がたいです。室内遊具のある施設や公園等が増えると嬉しいです。（市内に

少ないので近県まで遊びに行っています。市内にあればいろんな意味で経済

効果も上がる気もしますが）。 

3歳 石巻 

仕事と子育ての両立は難しい。共働きは本当に難しい。昔の時代の様には

母、父の親世代に子供のことを世話してもらいづらい。祖父、祖母の世代は仕

事ばっかりやってきた時代の人だから、子供の世話は苦手だし、できればした

くない様だし、あてにならない。 

3歳 石巻 

県外から来て子供が 1才の時に支援センタースマイルがあるのを知ってから

ずっと通わせてもらっています。来年から幼稚園に入園させるのでそれまでは

お世話になりたいと思っています。スマイルの存在は本当に大きいです。これ

からもいろんな親子が楽しめる場所があってほしいと思います。 

3歳 石巻 

簡単な公園はたくさんあるが、思いきり体を動かして遊べるような大きな公

園、遊具も充実していて楽しめるような所が近場にあればと思う。（山形などで

はよく見かける・・・）（白い大きなトランポリンのようなものがあったりするような

所）若林地区の海岸公園冒険広場のような・・・室内で遊べる施設もあると良

い。 

3歳 石巻 

1歳児は祖父母に、2歳で家庭の事情で小規模保育を利用した 3歳で新規保

育園に入園しています。自宅近くの保育園は定員も少なく 2歳での入園がで

きず、運良く小規模保育を利用できましたが、3歳の保育園探しに苦労しまし

た。小規模保育園は家庭的で良かったですが提携先の保育園が勤務先と真

逆。保育士不足は身にしみて日々感じていますが、タイミングよく開園した保

育園が無ければ今現在仕事をしていられなかったと思います。小規模保育園

利用の子供達の卒園後についてどうなっていくのかなと感じています。 

3歳 石巻 
放課後児童クラブの時間を 18：30までにのばしてほしい。保育所は 18：30ま

で利用ができるのに、児童クラブは 18：00までというのはおかしい。 

3歳 石巻 

黄金浜のプレーパークをよく利用しています。子供が思いっきり自由に遊ぶこ

とがしにくいと感じる現代の社会において、親自身もおだやかな気持ちで見守

ることのできるプレーパークは本当にありがたい空間です。このような施設、

場所が増えてほしいと思います。 

3歳 石巻 
車がなかったり、交通の便が不便。住んでいる地域に子育て支援場がない。

もう少し情報が欲しい。 

3歳 石巻 行政は結構がんばっていると思います。 

3歳 石巻 

兄妹で行ける子育て支援センターがすくない。ほとんどの支援センターで 0歳

以下はこの曜日、0歳以上はこの曜日ときまっていて、2人を一緒に連れてい

けなくて不便。河南のパプラだけはどっちに連れてきてもいいと言われたの

で、2才と 4才を連れて行ける。市立の幼稚園に入れるつもりだが、ネットの
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ホームページがないので、どんな活動をしているのか分かりづらい。今どき新

聞でしか分からないなんて不便。 

3歳 石巻 

病児保育について、通い慣れていない場所へ預ける事に不安を感じます。各

施設内に病後スペースを置き、看護師も常勤していただけると利用しやすくな

ると思います。 

3歳 石巻 子供に会いたい。手元に戻してほしい。 

3歳 石巻 

保育料が高いな…とはいつも思います。2人目が半額…3人目は無料とは

言っても、また 1人増えれば、また高くなるのか…と思うと中々作れず…という

感じでもありますし、住宅ローンなどの出費も考えると、働かない訳にもいか

ず、毎月悩む所です。給料が上がれば上がっただけ保育料が高くなるのも、

納得いかないですかね。 

3歳 石巻 子供手当てが少ない。 

3歳 石巻 

支援センター、先生も大好きなのですが子どもが大きくなるにつれ午前中だけ

では遊びきれなくて行く回数が減ってしまいました。もう少し時間がのびたら

なぁ（せめてお昼を食べて帰れると嬉しい！）今は近くにプレーパークがある

のでこどもを3人連れて遊びに行っています。地域の方、小中学校のお兄さん

お姉さん達に囲まれて親子で楽しんでいます。こういう場所が増えて子どもが

大きくなった時に自分の足で自由に遊びにいけるといいなと思っています。 

3歳 石巻 

保育料が高いと思います。フルタイムで働いても、働いた分、保育料が高くな

る。あたり前のことかもしれないが、働いた分の半分くらいは保育料に出てい

く。何のためにフルタイムで働いているのか分からなくなる。 

3歳 石巻 
双子、三つ子など多胎児向けの支援がもっとあってもいいのでは？と（経済的

負担が大きい）。 

3歳 石巻 

保育所を利用しています。被災していないため保育料を支払っています。早く

無償化にして欲しかったです。又、保育料は引き落としなのに延長料金は銀

行支払なのでしょうか？働いている時間内、休憩時に行かなければならなくと

ても困っています。せめてコンビニ支払いがあれば…市に問い合わせしたら

保育所に納める事もできると言われましたが？保育所側も預かっても私たち

が市に持っていかなければ…と言っていました。何とかしてほしい。 

3歳 石巻 
保育料無料にするより、保育士さんたちの給料等上げてなど待機児童が出な

いようにしてほしい。 

3歳 石巻 

子どもが増えてきている中、遊べる施設が少ないように思います。山形にあっ

た巨大な施設はとても楽しかったので石巻にも出来たら良いなあと思います。

（べにっこひろば）病院も仙台などはスマホで予約できて感染も防げるのに

ずっと具合悪い中待たなくてはないので導入してほしいです。 

3歳 石巻 保育料無料を早めにお願いします。 

3歳 石巻 まずはこのアンケートについてですが、現在のことのみでなく、それ以前どうし
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ていたのか問う必要もあるのでは？と思いました。保育園の一時預かりを利

用していましたが、予約を取るのがむずかしく、急な用事や体調不良の際に

は利用できませんでした。もっと利用しやすいよう施設を増やす、定員を増や

すなどのことをしてほしい。公園の遊び場が足りていないと感じます。新たな

住宅地などでは公園の整備がされていますが、古くからの住宅地にも子供は

いるし、作ってほしいです。新しい公園がどこも同じような遊具であることも気

になります。現代的な公園（カラフルな遊具に転ぶと痛い砂利）ばかりではなく

土で土管やタイヤのとびばこのような公園があってもいいのでは？個性あふ

れる子供を育てるには、公園もいろいろ選択肢があっていいと思います。各地

区に歩いて行ける公園、あそび場がほしいです。 

3歳 石巻 
保育園の短時間保育と標準保育を自分で選べるようにしてほしい。毎日延長

料金かかるのは大変です。 

3歳 河北 

福島県本宮市にあるプリンス・ウィリアムズ・パーク（本宮スマイルキッズパー

ク）のように無料で屋内外子供がのびのび遊べる施設が欲しいです。（屋内に

は監視の方が付いています）石巻市には昔からそのような施設が無いのでい

つも遠出していました。 

3歳 河北 

初めての出産で不安の事が多く、出産後病院で授乳方法などを詳しく教えて

もらえず、どんどん不安が大きくなっていった。生まれた後の保育園情報だけ

でなく、出産後すぐの母親のへのケアを、今より充実してほしいなと思いまし

た。保健師さんに、もっと早く訪問して欲しかったです。 

3歳 河北 

石巻は子育てするのに、とても悪い町です。少子化といい子供を産めば産む

ほどキツイ町。あまり金のかからない 0才～2才に金をバラまき、一番かかる

中学、高校、大学、専門に対しての支援が無さすぎ。行かせたくても、子どもを

大学に行かせられないのが現実。 

3歳 河北 質問の内容が理解しづらかった。 

3歳 河北 
子育て支援センターの利用方法が、よくわからない。保育施設に兄弟が一緒

に入園できない。 

3歳 河南 

核家族、父親不在時が多く基本 1人で子育てしています。年少になり保育所

の先生方に助けていただき、だいぶ落ち着いてきました。第二子を希望中で

すが、第二子の生まれ月によっては 1歳未満での入所を考えると思います。

本音としては 1才まで一緒にいたいところです（年度初めの入所が確実な事

や育休のかねあいの問題がありますが、母親みんながこのかねあいに悩ん

でいるのだと感じています）アンケートを記入していて、高学年の放課後の過

ごし方など、深く考えておらずハッとさせられました。アンケートを通して働きな

がらの子育てがしやすい環境になる事、子供がいっぱいの石巻市になったら

うれしく思います。子供は 2人希望していますが本音は 3人なのです・・・。 

3歳 河南 
保育時間。土曜日の正午までを 12：30までにしてほしい！！それか 18：00ま

での保育にしてほしい。なかなか働く時間がのばせない。放課後児童クラブ。
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小学校の人数の少ない所で 30人も預かっているのに預けたくても 10人くらい

しか預かってもらえず、高学年になるとやめるか抜けるかになるので困ってい

ます！保育所も小学校も時間をのばしてほしい！小学校は土曜日もやってほ

しい！！授業日数がたらないならぜひそうしてほしい。 

3歳 河南 新しい団地などに、子供達がよろこぶ公園に、遊具を作ってほしい。 

3歳 河南 

就業日数や時間によって、優先順位をつけて待機状態になることに関して、

ちょっと不満です。学校や幼稚園に行っている間は仕事できても、夏休みや冬

休みといった長期の休みになると困るので、働きたくても働けない。 

3歳 河南 

防犯、道路整備が不十分な所が多く、子供だけで遊びに行かせるのが不安。

企業側で子育てに対しての理解を深めて欲しい。病気などになっても、休みに

くい。生活する為に収入を増やしても、保育料が増えてしまい意味がない。保

育士が少ない。 

3歳 河南 

子育て支援センターでは、自分もボランティアとして参加していますが、職員

の先生方の雇用制度やお給料など、少し見直してほしいです。大変な仕事な

のに安すぎる、もう少ししっかりとした雇用制度を！ボランティアにも、もう少し

助成金を増やしてあげてほしい。 

3歳 河南 

決まっている保育所以外でも土曜、祝日の 1日保育をしてほしい。保育料も利

用日数が病気等で少なかった時基本料金よりマイナスにしてほしい。（0歳 1

歳児は手がかかり料金が高いのは理解できるが、まだ抵抗力も少なく、休み

がちなことも多いのに、利用料金が一律なのは疑問です）。 

3歳 河南 
近くに子供が遊べる公園が無い。近所の子ども達は道路で遊んでいる。危な

いので子供達の居場所を作って欲しい。 

3歳 河南 

両親ともに接客業のため、土日の休みはほとんどありません。祖父母とも仕

事のため小学校入学以降働きにくくなるのは確実です。母は美容師をしてお

り休む＝失客につながり不安ばかりです。東松島市では土曜日の学童がある

のに石巻市がないのはなぜかと思ってしまいます。行政の方たちの苦労も

重々承知しておりますが、もっと働きやすい世の中になってほしいものです。 

3歳 河南 

子ども達が遊ぶ近所の公園にある遊具の管理が行き届いていないし、数が

少ないので遊びにくい。ゲートボールをしている老人とのかねあいもむずかし

い。公園などの広い場所で遊べないので、ゲームばかりになってしまうのもお

かしいと思う。市内の新しい公園の環境ばかりではなく、旧市外の方の環境も

気にして欲しい！インフルエンザの予防接種の費用もいくらか負担して欲し

い。子どもの数増える。その接種費用も大変です。家の近くに街灯も少ないの

で、これからが心配でしょうがない。 

3歳 河南 

高齢者に対する支援も必要かと思いますが、未来を担う子供たちが子供らしく

母親も周りに気を使ったり、悩むことを 1人でしなくなるような環境づくりをして

もらいたいです。子供たちの笑顔が増える街づくりをして下さい。市内だけで

なく、市外地区の子供にも目を向けて下さい。大人の都合で子供をふりまわす
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ことないよう、小学校の合併やその他、もっと今いる子供たちだけでなく、これ

からの子供たちのことも考えて下さい。 

3歳 桃生 
桃生町に、子供が集まれる公園を作って欲しいです。ファミリーサポートも桃

生町内に事務所ができたら嬉しいです。 

3歳 桃生 
地区に公園がない為、遊ぶ場所がない。旧市内外にもそういう場所を増やし

て欲しい。 

3歳 桃生 

療育施設や保育園の障害児枠が少ないように感じます。発達障害やその可

能性のあるグレーゾーンの子供に一番大切なのは早期支援です。質の良いＩ

Ｑが上がる可能性のあるカリキュラム（ＡＢＡや四谷学院さんなど）を取り入れ

た療養施設があったり、ノウハウを身につけている先生が増えれば小学校入

学の頃には普通級に入れる子も増えるのではないでしょうか。特にＩＱの低い

子は市外転出する可能性が低いのですから長い目で見て小さな頃から投資

しておくべきではないかと思います。必ずこれからの分野のニーズは増えま

す。仙台市では療育に通いさえできない子も多いそうです。一時預かりなどの

サービスを利用するのに遠すぎる。 

3歳 桃生 

石巻市は桃生地区に住んでいると、祖父母の協力が無いと女性が働きづらい

と感じます。保育園は 1つしかなく、そこに入れないと遠くの保育園しかない。

幼稚園は 4才からしか入れない（せめて 3才から入れるようにしてほしい）桃

生地区で保育園に入れなかったら子供が 4才になるまで、安心して働くことが

できない。登米市は子育て支援がとても充実しているので見習ってほしいで

す。 

3歳 桃生 子どもが小さいうちは残業しなくてよいなど、職場環境の改善をのぞみます。 

3歳 桃生 

祖父母と同居していて、日中子どもの面倒を見られる環境であっても、保育所

の入所希望があれば、入所出来るようにしてほしい。祖父母にも趣味や用事

があり、常にお願い出来るとは限らないし、祖父母自身の時間も大切にしてほ

しい為。 

3歳 北上 

まわりに同じくらいの子供がいないので、少子化感でさびしい環境ですが、お

年寄りの方々に良くして頂いているので、元気に育ってくれたらと思っていま

す。 

3歳 北上 

北上町には近くに公園がありません。今はダンプも多く、とても環境が悪いで

す。子供が土日に遊べる所もなく、家の前の道路が遊び場になっています。と

ても危なく、本当は嫌ですがそこしか遊ぶ場所がないので仕方がないです。子

供にお金が掛かりすぎて貧困です。保育所のお金もかなりの負担です。子供

が入院した時、親が仕事休める（有給）などなく、経済的にも大変です。 

3歳 牡鹿 
子どもに習い事をさせたいと思うけど、僻地に住んでいるため通うことが困難

なので、市の事業で習い事のようなものがあれば助かります。 

3歳 - 
子ども手当のような経済的支援を増やしてほしい。子どもを預ける所が増えて

ほしい。子ども達の事をもっと考えていろいろやってほしい。 
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4歳 石巻 
屋内で遊べる施設（大きめ）が欲しい。公園も大きなものがもっとあればいい。

駐車場付き。 

4歳 石巻 

石巻にこして 2年になります。その以前は仙台市や名取市で住み、働いてい

ました。はっきり言って石巻市は子育てが大きく遅れています。一年待機児童

になったとき、「復興支援の方が大切だから」というような事も言われました。し

かし、保育施設、時間の拡大、病児保育を行い、フルタイムを行える環境を整

えないかぎり、人々は石巻市外へ流出します。「おじいちゃん、おばあちゃん

が近くにいなければフルタイムでもない」石巻市から早く発展して下さい。仙台

市のまねだっていい、早くして下さい。 

4歳 石巻 

地域によって選べる施設が偏っていると感じます。私立は料金的に高く、保育

園は就労者優先で利用しづらく仕事がしたくとも条件が整う間どうしようもでき

ず。現状維持的に私立を利用せざるおえないことを解消してほしい。 

4歳 石巻 
子供がのびのびと遊べる公園や遊具がもっとほしい。海浜公園みたいな施設

がほしいです。 

4歳 石巻 
朝、職場まで遠く、少しでも早くから保育園等を利用したいが延長保育を行っ

ている園が少なく不便。7時から利用できるようにしてもらいたい。 

4歳 石巻 

夫が平日休みのため、子どもたちと休日は遠出せず市内で過ごすことが多い

が、遊べる場所が少なく、週末が苦痛に感じてしまう。特に、天候に左右され

ることなく遊べる施設が石巻にはほとんどなく、切実にそのような場を作って

欲しいと思う。また、親子で気軽に行ける大型プール施設や文化施設も石巻

にはないため、他所へ行かなければ経験させてあげられないことも多くあり、

子育てしやすいまちになることを願います。 

4歳 石巻 

仕事をし、収入等を上げ、子育てにいかしたいのですが、病気になり、休みを

とりすぎ仕事ができず、クビになったりする事が今までにも多々ありました。保

育園も仕事をしたい意思はあると伝えても、入りづらいので、子育てがとても

苦痛に感じ、泣く事もありました。もう少し、いろいろな施設がある事なども教

えてもらいたいです。子育てにお金がかかりすぎてこまります。 

4歳 石巻 

情報があふれている現代にあり、選択肢が増えているように見えて、少子化

のあおりを受けて、やりたい事ができない状況です。せっかく幼児時代に、親

の手や先生、地域の大人がいくら教えてあげても、中学での部活が廃部と

なっていたりで、好きな事が続けられない。全ての子どもたちに、活躍の機会

を与えて下さい。 

4歳 石巻 
ファミリーサポートや一時預かり事業など、知らなかったので知ることができて

良かった。 

4歳 石巻 

子どもに対して怒りすぎたり、母親の心に余裕がない時、気軽に電話できるダ

イヤルがあったらいいのになぁと、いつも思います。常に子供と向き合ってい

る現場の家庭の中と直接つながってくれる、心のより所となる窓口ができる事

を願います。 
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4歳 石巻 

上司は男性のため、妊娠に理解が得られず、妊婦には優しくない職場であ

る。小学校の児童クラブも 19時までにして欲しい。18時 1分でもすぎると、市

役所から苦情が来る。こちらも一生懸命働いているので、理解をお願いした

い。 

4歳 石巻 

子供が遊べる公園が少なく、あっても遊具が小学生向けのところが多く、屋内

施設も極端に少ないと思う。手当等も高所得者でなく、低所得者にも分類され

ず、ギリギリで生活している中間所得者にも恩恵があれば良いのにとつくづく

思います。 

4歳 石巻 子供の遊ぶ場所が少ない。休みが多くて、同じ保育料を出すのが大変不満。 

4歳 石巻 

現在、公立保育園を利用しているが、時間外、延長保育料を支払うのが、銀

行か市役所でしか納付できないのが不便です。翌月の保育料に加算する、も

しくはインターネットバンキングなどを利用したい。 

4歳 石巻 
家から歩いていける距離に、公園がありません。昔からの地区にも、公園など

があると近所のお付き合いもできて、良いと思います。 

4歳 石巻 

子育て支援事業があり、子供の居場所があることで子も安心し、親も安心して

働ける、ありがたい事業です。全ての人が笑顔になれる場所作り、頑張ってく

ださい。 

4歳 石巻 

別居による母子家庭や離婚の調停中だと、市で受けられる支援が無いため、

解決するまで多面で苦労する事が多い。（住まいや金銭面）石巻は子どもを遊

ばせたり運動させるには、十分な環境を作ってくれていると思う。 

4歳 石巻 
放課後児童クラブの春・夏・冬休みの開始時間を 8：00→7：30にしていただき

たいです。毎日、会社に遅刻していくことになります。 

4歳 石巻 

遊ぶ公園の分布にバラツキがあると思います。もっと子どもがのびのびと外で

簡単に遊べる様にして欲しいと思います。インドア中心ですと、体力低下や視

力低下等にもつながると考えています。 

4歳 石巻 

国の政策ではありますが、幼稚園等保育料は無償でなくてかまいません、預

かって頂いている分は支払うのが当然だと思います。そのかわりに、小学校

からの給食を無償化する、全教育施設の全教室にエアコンを設置することの

方が、大切だと思います。子どもを育てやすい環境というのは、快適に効率よ

く勉強させてあげる事ができるという事だと思います。 

4歳 石巻 1番は、子供が病気やカゼになった時に預ける場所があるといいです。 

4歳 石巻 

来年小学生入学予定の子どもがいます。周りに助けてもらえる親族がおら

ず、学校が終わった後の時間の過ごさせ方について悩んでいます。児童クラ

ブに入所させたいとは思っていますが、入所出来なかった場合はどうなるの

か。また、児童クラブに入所させたいとは思っていますが、入所出来なかった

場合はどうなるのか。また、児童クラブは 18時までですが、急な残業等がある

場合、18時以降子どもは誰に預けられるのかとても不安です。他県では、児

童クラブの延長が出来たり、遅い時間になる際は別施設へ移動し、他事業者
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に預けられる制度もあると聞きました。共働きの家族は仕事を制限しなければ

子育て出来ないのでしょうか？また、小学生の病児、病後保育はないのでしょ

うか？ 

4歳 石巻 

もっと教育に力を入れてほしいです。家庭が教育の基盤であると思いますが、

その家庭自体が機能していないと教育の場で働く者として感じています。この

ままでは石巻の未来を担っていくはずの子どもたちが常識ある大人になれる

か心配です。また、市民のニーズも現場の声も把握せず老朽化だけで統合し

たり、民営化にしたりするのは、子どもたちのことを何も考えていないと思いま

す。幼児教育に力を入れない限り学力も低下すると思います。 

4歳 石巻 
雨の日でも遊べる大きな室内施設や、市民プールなど、早く作ってほしい。石

巻は遊ばせる場所がないので、他県まで行って遊ばせています。 

4歳 石巻 
子供に厳しいと思う。老人は色々優遇されるのに子供にはあまりない。インフ

ルエンザの予防接種などが特に。 

4歳 石巻 

楽しく遊べる公園等の施設が、蛇田地区に集中していて、車で行かないと子

どもを遊ばせることができない。支援センターも近隣の子ども達は自由に行き

来できるか少し離れた場所に住んでいる場合にはなかなか利用する機会は

ない。 

4歳 石巻 

石巻に、もっともっと屋内での子供達の遊具場施設低料金で、施設で買い物

中のみ預かってくれる遊具場所、屋外プール、室内プールなどを作っていただ

きたいと強く願望しています。 

4歳 石巻 
家の近くの保育園には入れなかったので、毎日車で 15分の所にかよっていま

す。保育園も希望のところに入れるようになるといいなと思います。 

4歳 石巻 

核家族で 2人とも両親居ないか死亡しているので 5人の子供を育てるのに苦

労します。長女が 15才なので何かと力にはなってくれますが、経済面では毎

月共働きでもきついです。保育所は近くにかえたいのに入れないし、確実に入

れるところでずっと遠くに通っています。祖父母いる人も記入するところがあり

ますが、放課後児童クラブも核家族で就労している母親が優先ではありませ

ん。近所の人も震災後はかかわりがない人たちで安心して育てられず子供が

さわいでいすだけでうるさいとどなられます。警察にも相談しました。 

4歳 石巻 

子どもが 3才になるまでが、すぐ体調を崩したりすることが多く、仕事との両立

が大変でした。その頃は病後保育がなかったので・・・。未満児に対する病後

保育ができる施設がもっと増えればいいと思います。児童クラブが 18時まで

だとお迎えがとても大変です。18時半まで開設されるといいと思います。 

4歳 石巻 子供が 3人いる家庭への支援をもう少ししてほしい。 

4歳 石巻 無料の屋内の遊びが場があるといい。 

4歳 石巻 

蛇田地区にも「ライツ」のような施設を作ってほしい。岩手県に「子どもの森」と

言う施設があるのですがあのような施設があると、観光施設として石巻にたく

さん人が来ると思います。 
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4歳 石巻 

保育所の土曜保育ですが、半日ではなく 1日にして欲しい。保育所の延長保

育の施設をもっとふやして欲しい。放課後児童クラブの利用時間をのばして欲

しい。放課後児童クラブですが、学校が休みでも（休校）おこなって欲しい。今

の就労条件では、児童クラブの迎え時間にはまに合わず、どうしたら良いもの

かと悩んでいます。18：00から 19：00までの間、ファミサポ利用ではご迷惑に

なってしまうのでは・・・と思っています。 

4歳 石巻 

保育所に入所出来ず就業出来なかった。ひとり親家庭で経済的にとても苦し

い。就業出来ない期間、国民年金や健康保険料を払えなくて困りました。もっ

と厚い手当てが受けられたらと思います。 

4歳 石巻 
小学校の人数のバランスのバラつきを解消してほしい。学力の低下も心配で

す。 

4歳 石巻 
子供と遊べる公園がなく、利府や仙台等石巻圏域外までいっている。早く市内

で遊べる公園がほしい。 

4歳 石巻 

震災後遊べる公園などがなかったが、今は少しずつ新しくできてきている。で

も、家の近くに安全に遊べる場所がなく、車で行かなければならない。安全に

遊べる場所がほしいと思う。 

4歳 石巻 
発達障害の子どもも遊べたりする場所がほしい。この先小学校に行けたとし

ても心配もある。 

4歳 石巻 

外でのびのびと遊んでいる子どもたちの声が聞こえなくなった。遊んでいれば

混ぜてもらって子ども同士で上手に遊び方を作っていけるのに、子どもがいそ

うな所に連れて行かなくてはならない環境は少しさみしいなと思う。自由に遊

べる子どもの居場所がもっとあればいいな。 

4歳 石巻 歩いて行ける場所の公園を増やしてほしい。 

4歳 石巻 

市内に大きな公園がないため、遊びに行くとなると遠出になってしまう。プール

もない。休みの日にどこで遊ぶか毎回悩む。多少料金がかかっても大きな施

設があればいいと思います。 

4歳 石巻 教育に差別がなく皆平等にして下さい。 

4歳 石巻 

子育て支援センターの開放時間が短いので利用しづらいです。子どもとよく公

園に遊びに行きますが、公園内にゴミがよく散乱していて、小さい子供はゴミ

をくわえたり食べようとしてしまうので、なんとかして欲しいといつも思います。

犬のフンもよく落ちています。安心して外遊びができる場所を増やして欲しい

です。 

4歳 石巻 

私は現在 2人の子供の母親です。上の子は大学進学に向けて勉強中の受験

生です。本当は子供をたくさん授かりたかったのですが、肉体的にも精神的に

も経済的にも余裕がないと育てられないと感じました。幸い今の環境は、恵ま

れており、3人目を考えているところですが、体力的な年齢と、子育てのしにく

い世の中、そして上の子を育てた経験から経済的に教育費にお金がかかるこ

とが、3人目に対して二の足をふんでいるところです。子育てしにくい世の中と
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いうのは、近所の公園の整備がされていない（雑草が生えたまま）周囲に同世

代の子があまりいないため、子供会がない。町内会の活動もない地域である

こと。 

4歳 石巻 

保育園へ入園ができず半年ほど家から 30分ほどの祖祖父の家へ送りに行っ

たりと体力的につらいじきがあったり、子育ては女の仕事という考えがまだま

だ男性は強いと思います。急な発熱時に対応できる施設がもっとみぢかにあ

ると女性も仕事が休みがちにならず仕事場へ気まずさも少なくなると思いま

す。 

4歳 石巻 
学校にもよるけど、ＰＴＡ会費とかやめて欲しい。公立の幼稚園も毎日弁当

じゃなく、週 2～3回は給食にして欲しい。どうせ学校に行ったら給食なので。 

4歳 石巻 
小学生の児童クラブ以外の児童館又は一時預かりのできる場所を作ってほし

い。きんきゅうで預かってほしい時の預け先がなくてこまる。 

4歳 石巻 

最近は東松島市はステキだなと思います。小さい子もそうですが中学生以上

の子供にも支援してほしい（医療費など）今の支援ではなかなか石巻に人が

入ってこないと思う。もっと子供に支援するべきです。年よりにお金を使わない

で。 

4歳 石巻 雨の日や冬期間でも遊ぶことのできる屋内施設が欲しい。 

4歳 石巻 

石巻市の子育て支援センター設備や内容等もう少し充実させてほしい。山形

県を例にすると、各市町村、子育てに関する施設内容が素晴らしくとても魅力

的です。そういう場所を利用し経験すると、石巻では利用したいと感じない。駐

車場等もなく不便。赤ちゃんの頃にある程度ひと通り子育て支援施設をめぐっ

てみたことありましたが、満足できず、また利用したいとは思えなかった。女川

町の子育て支援は好きだったので女川を利用していた。 

4歳 石巻 保育園等の無償化だけでなく、小中高の学費なども援助してほしい。 

4歳 石巻 

新しい地域には、それに合わせて公園がたくさん出来ていますが、元からの

地域に全然公園がありません。遊ぶ所が無いです。あっても古いし誰も来な

いような公園、公園とも言えないような場所しかありません。なので平等に

作って下さい。保育園が少ないし、もしくは、定員が少人数すぎて入れない気

がします。 

4歳 石巻 

2人目の子供を出産した場合、1人目が保育所に入っていると 1人目も家庭保

育できるということで、退所か2人目が7ヶ月で仕事復帰しなければならないと

聞き、「せめて 1年間は育休を取得したい」と思いました。正確な情報か不確

かではありますが、もう少し子育てに余裕が欲しいと思いました。 

4歳 石巻 
10年ぶりの子育て（出産）約 20年前から子育てしていますが、サポート面や

子育て環境など手厚くなっていて驚きました。 

4歳 石巻 

石巻の会社は給料が安いが、子供を預けるのにも何をするのにも物価料金

が高いので利用出来ない。用事があって市役所に行けばボーッとして仕事を

していない様に見える方々が多数いるが、ボーッとしている人の分子育て支
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援などにあててくれればいいのではないかと思う。人件費の削減も時には必

要なのではないのか。不審者をなんとかして欲しい。家の外で遊ばせるにして

も、家の前の人通りが多いので逆に何か声をかけられたり連れて行かれたり

しても不自然ではない感じがするので安心出来ない。 

4歳 石巻 もっともっと子育てしやすい環境になってほしい。 

4歳 石巻 保育所利用料を無料にしてほしい。 

4歳 雄勝 

家から一番近い所には、保育所しかなく、集団生活や子供同士の交流等をす

るには入所させるしかなく、そのために仕事を探すのにとても苦労しました。な

かなか時間的に合う仕事もなく、来年度も仕事があるか不安です。幼稚園か

こども園か近くにあったら良かったなと思いました。習い事も遠くなかなか大変

です。市内の子供と教育的に差が出ないか心配です。 

4歳 河南 

理想は全部とは言わないけど、職場に託児できる所をもうけて頂き、親が働き

やすく、なおかつ、子供にもすぐ会える環境が整えば良いなと思います。仕事

をする必要がないお母さんで、人と接することが嫌じゃない人は、ボランティア

で自分の子供も一緒にみられて、他の子を遊ばせることができる施設でめん

どうをみてくれたりするといいと思う。 

4歳 河南 

子供が 6 ヶ月の時に就業したのですが、子どもの看護休暇を利用した人がい

なかった為、制度の認知度の低さにおどろきました。残業も断れないような感

じが続き、以前は、圧力的な態度をされた事もありました。今はだいぶ落ち着

きましたが・・・。仕事と子育ての両立は周囲の理解とサポートが必要だと思い

ます。看護休暇は就学前までに限定されていますが、小学校までに広げてほ

しいです。ケガや病気は小学校で減るわけではなく、むしろけがは多くなるよう

に感じるからです。有給が多くある人ばかりではないので、看護休暇が取れる

と助かります。 

4歳 河南 
週に数回の仕事の時など、気軽に子どもを預けられる施設があればいいなと

思う。 

4歳 河南 
石巻は保育所の時間が、7：30～18：00までと他の市よりも預かり時間が短い

と思います。フルタイムで働いている人からすると、とてもふべんです。 

4歳 河南 
収入によりますが、保育料が高い。散歩しながら、遊びに行ける公園がほし

い。 

4歳 河南 

市立保育所の時間外保育を拡大してもらえればもっと多くの家庭が助かると

思います。新しく宅地等が整備されている地域には遊具がたくさんある公園が

あるが河南地区等昔からある公園は遊具が老朽化して使用できなくなってい

たり、格差を感じる。もっと充実した公園が近くに欲しいです。 

4歳 河南 
自分が利用できる施設の情報をどこから得たらいいのか分かりません。市役

所のホームページなどでも、もっと情報を分かりやすく探せたらと思います。 

4歳 河南 
河南地区には大きな公園がなく、1番近い蛇田地区まで行っている。近くに子

供が思いきり遊べる公園が欲しい。所得に合わせた保育料ではあるが高すぎ
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る。また仕事の都合上、延長保育を利用している為、保育料プラス延長料で、

出費が大きすぎて大変。 

4歳 河南 

河南地区には子供達が集まり遊べる公園が全然ないので、交流の場もなく、

小学校に幼稚園から入学する子達はほとんど友達がいないまま入学するの

で子供も親も不安です。身近に公園などがあれば子供達だけでなく親同士の

交流の場にもなり、少しでも入学する子供、親の不安が取りのぞけると思いま

す。それに子供達だって外で遊ぶようになると思います。今は遊べる所、皆が

集まる所がないのでコンビニに行ったり、学校に行って遊んだりと近場ばかり

でかわいそうに思っています。どこかに公園でも作って頂ければ子育てで悩ん

でいるお母さん達の交流の場も出来ると考えます。 

4歳 河南 

保育所の利用料が高く母親が仕事をしている意味がない。子ども手当も少な

い 1 ヶ月の保育料にもなりません。保育時間の短時間と標準時間の制度いら

ないと思います。1分または 30秒おそいはやいだけで延滞料？意味が分かり

ません。こまります！こちらも仕事をしています。 

4歳 河南 

シングルマザーに対する手当を充実させてほしい。収入が高くても、手当を削

らないでほしい。本当に急な事態で仕事を休めないのは辛いので、病児保育

事業をもっと増やしてほしい。 

4歳 桃生 
年のはなれた兄弟だと、保育料が第一子と同じ扱いなので、その制限がなく

なると良いなと思います。上の子が大きいほど、かかるお金も高くなるので。 

4歳 桃生 保育所を朝 7：00～預けられるようにしてほしい。希望 7：00～19：00まで。 

4歳 北上 

公園が少なすぎる。子どもがあそべる場所がなさすぎて連れて行く所にこま

る。仙台や県外に行くことが多くなってしまう。アスレチックや水あそびが出来

る公園が石巻にもほしい！！（前に矢本にあった海浜公園のような場所）。 

5歳 石巻 

現在は就労していませんが、子育て、家事、仕事の両立をムリなくしたいの

で、仕事の条件がなかなかあてはまらず、やっと就労時間、休日などの条件

があてはまり、ハローワークから希望する会社に聞いてもらうと、「小さいお子

さんがいる人は休まれると困るので・・・」と言われてしまいました。仕事や家事

に追われてしまうと、子どもとの時間もとれず、子どもに対してもイライラした

口調で話してしまうのが嫌なので、両立しながらの仕事は大変です。 

5歳 石巻 期待していません。何も変わらない。 

5歳 石巻 
子どもがのびのびと安全にあそべる広い公園がほしい。せまいしやでしかあ

そべない子供が多い。未来を明るくすごしてほしい。 

5歳 石巻 

石巻にも若林区にある海岸公園冒険広場みたいなのが出来たらいいのにな

といつも思っています。プレーパークへ行った日はスッキリして育児や家事も

楽しくこなせます。プレーパーク大賛成です。ＮＰＯ法人 こども感ぱにー、一

般社団法人 プレーワーカーズ、ＮＰＯ法人 冒険あそび場さんだいみやぎ

ネットワーク 大好きでよくお世話になっています。河北の冒険遊び場も（主催

亀が盛り地元有志の会）。 
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5歳 石巻 

今、子供は幼稚園に通っていますが、やはり、午前保育やお休みが多いで

す。仕事がしたいと母親も思いますが、小学校に入っておちつくまでは無理で

す。放課後も祝日以外は、園でも預かり保育が利用出来ると助かる方がたくさ

ん居ると思います。 

5歳 石巻 

小学生の兄弟もいますが、児童クラブの受け入れ人数をもっと増やしてほし

い。毎日働いていてもクラブに入れなかったりすると、仕事ができない。希望

する全ての子供が希望通りに入れる体制を整えてほしいです。 

5歳 石巻 
このアンケート長いです！疲れます！もう少し簡単でもいいでないですか！問

が多すぎる！つかれた。子育て支援課の方へ一言もっと短くして下さい。 

5歳 石巻 

子どもセンターらいつや、中瀬の公園をよく利用しています。我が家は幼稚園

の年長ですが、小学校の子が一緒に遊んでくれたり、うちの子も小さい子と遊

んであげたりと年齢に関係なく楽しく遊んでいます。こういう場がもっと増える

といいなと思います。錦ヶ丘ヒルサイドモールにあるＫｉｄ’ｓＵＳ．ＬＡＮＤや感性

の森のような施設があるとうれしい。 

5歳 石巻 

病院勤務しています。上司から夜勤をするようにくり返し話されますが、子ども

をみてくれる人がいないのでムリです。それなら他の夜勤のない病院をとすす

められている現状です。昔と違って核家族が多く祖父母も働いている今と昔が

変化していることを企業も市ももっと理解し、環境をかえてほしいと思っていま

す。 

5歳 石巻 

子育て支援に関しては、利用させて頂いているので、とても有難いです。た

だ、サービス業のパートに土日や決まった営業時間はありません。働きたい

のに働けないのが現状です。 

5歳 石巻 

急な用時等で子供を預けるところが、もっとあればいい。手続きや預けたくて

も急な時は無理など、いろいろ制限があると利用したくても利用できないと困

る。 

5歳 石巻 

子供たちが遊べる公園などを作ってほしいです。場所によって、野球ボールを

使ったり、のびのびとサッカーなど出来ないことがあります。小さい子、小学生

など歳に応じた遊べる場所を、それぞれ作ってほしいです。 

5歳 石巻 

保育所、幼稚園の無償化が実現すれば、ママさんたちもお金の面で保育所な

ど利用できないなどの不安も減り、預けられる場所があれば仕事が出来るの

で良いと思う。 

5歳 石巻 放課後児童クラブの利用可能時間と利用日を、増やしてほしい。 

5歳 石巻 

通っていた認可外保育園が急になくなり、保育所もなかなか決まらない不安も

ありましたが、何とか入所する事ができとても助かりました。預かってくれる所

があると、安心して働くこともでき、近くに頼れる人がいない人にとっては、とて

も助かります。ただ、もっと早く決定の結果が欲しいと思います。 

5歳 石巻 
児童クラブに来春からお世話になる予定ですが、18：00までとの事で、仕事を

やめる方向になっております。家計にとても苦しい状態です。児童クラブの延



 

54 

年齢 
居住

地区 
問 30 子ども・子育て環境や子育て支援に関する自由意見 

長を強く希望します。 

5歳 石巻 

石巻は他に比べると公園が多くて助かりますが、天気の悪い日や冬場遊ぶ所

が少ないと感じます。また、交通量の多い道路が子供達の通学路になってい

る率が高い、事故があってからでは遅いので、歩くことが楽になる様な対策が

必要。 

5歳 石巻 

石巻は子育てに積極的でないと感じます。石巻市は何事もムダが多く、亀山

市長がもっと子育てに力を入れるべきです。もっと直に子育て世代の声を生で

聞いて下さい。子供は大人を見て育ちます。 

5歳 石巻 
もっと気軽に子育ての相談がしやすいシステムを、つくってほしい。コミュニ

ティの場がふえればいい。 

5歳 石巻 
障害児の子を持つ親にとって、あまり関係のなさそうな内容でした。もう少し

「福祉」「支援」の事も、視野に入れていただきたいです。 

5歳 石巻 
土日に、支援センターを開ける日があっても良いと思う。雨の日に利用でき

る、室内遊戯場がほしい。学習のサポートとなる事業を増やすべき。 

5歳 石巻 

子供が帰宅後、友人と公園で遊ぶのも危険なので、プレーパークなど公園だ

けど大人の目がしっかりある所を、身近な所にあったら良いと思う。また公園

などに防犯カメラをつけるなど、子どもが安全に過ごせる環境づくりが大切だ

と思う。 

5歳 石巻 

4月から小学生になる息子がいます。今、一番心配なのは、子供の安全で

す。例えば道路、歩く所が狭い、狭い道でもスピードをあげて運転している方

がいる。そして、不審者など子供が巻き込まれる事件などが多い今、近くの公

園でも 1人で行かせるのは心配です。安心して遊ばせる事ができる環境がで

きればとても嬉しいです。 

5歳 石巻 
子供の遊ぶ広い公園と遊具がたくさんあると、楽しいかと思います。昔はもっ

と色々をあり、ゲーム等するよりみんなで遊んだような気がします。 

5歳 石巻 

娘は、現在保育所で障害者支援として、保育してもらっています。来年は小学

校ですが、地元の小学校には支援学級がないので、車で 30分の所の小学校

に入る予定です。アパートを借りてそこから通わせています。できればアパー

ト代の補助金とかがあれば、ありがたいです。 

5歳 石巻 

ひとり親だからこそフルタイムで勤務したいが、子の急な体調の変化等で仕事

を休むことが出来にくく、責任感の問題で、パートから中々フルタイム勤務へ

踏みだせずにいる。また、病児保育施設は少ないこと、利用料金が高いなど

の問題点がある。 

5歳 石巻 

公園にいつも見守っていてくれる大人がいると、安心して遊びに行かせること

ができていい。小さいネットワークでの情報をたくさんの方（転勤の多い方等）

に共有できるものがあるといいなあ（病院情報・遊び場情報など）介護資格者

が子どもをみられる分類に入ってもいいと思う！退職したけどまだまだ働き役

に立ちたい方々など、もっと子どもと接する場があればと思う。子どもたちに



 

55 

年齢 
居住

地区 
問 30 子ども・子育て環境や子育て支援に関する自由意見 

もっと地元の事、自然や食（添加物・農薬・遺伝子組み換え等）について詳しく

学習させた方がいい！もっと賢い石巻人を育てよう。 

5歳 石巻 
公園をつくるなら、駐車場、トイレを設置できる広さを確保してからにしてほし

い。中途半端なことはやめた方がいい。 

5歳 石巻 
屋内遊び場（身体を動かせるくらい広い）がほしい。雨など寒い日が続くと

中々身体を動かす機会をもてないため。 

5歳 石巻 

岩手のこどもの森、山形のタントクルセンター、福島のぺプキッズやこむこむ

など、東北では冬でも身体を動かせる大型の室内遊び場がありますが（しか

もほとんど無料）宮城県には小さなのびすくなどの施設しかない（石巻のらい

つも小さすぎる。年齢ごとに遊べると良いのですが…）宮城に不登校やいじ

め、自殺が多いのも子供たちがのびのび身体を動かせる場や気軽に集まれ

る場所が少ないからでは？と思います。また、保育園の入園に書類のボ

リュームが多く私立幼稚園と比べてハードルが高い 無償化するより入園しや

すくしてほしい。預けられれば働きたい母親は沢山います。 

5歳 石巻 
支援センターに行きたかったが、場所によってはもうグループみたいなのが出

来ていて、新しく入るのに入れないと言うか入りにくい雰囲気があった。 

5歳 石巻 

急な残業が多すぎる。夜勤回数が多く一緒にゆっくりいれない 自分のゆとり

もない 体やすめない。フルタイムでなく、1時間前後の開始時間帰宅時間に

してほしい。勉強会、研修会、委員会が多すぎる。小学生いるうちは十分な希

望を与えてほしい（3人いて大変体きつい）。 

5歳 石巻 

4歳（保育所）、小学生 2人の子育てをしていますが、子供が病気をした時に

面倒を見てくれる人がいなくパートを休まないといけないのが現状です。病気

をした時に預けられる場所があるとありがたいです。 

5歳 石巻 

現在 5才、3才の母です。5才の子は来春小学生、ワークバランスについて考

えている所です。小学校は保育園に比べ休み、振りかえ、学級閉鎖、天候に

よる休校があり、その際の預け先が児童クラブしかないと思うと不安でしかあ

りません。友人の市外地区では学校帰宅によれる児童館や学校の図書室を

解放しているなど児童クラブに入らなくても子どもたちの居場所があるようで

す。小学校地区児童クラブ以外の過ごし方もあってもよいのではないかと思い

ます。選択、柔軟な預け方あると嬉しいです。この意見が有効利用されると嬉

しい。すごくスキな街だけど子育てあまりしやすい街じゃない。子供を増やす

為には今の親達が子育てしやすい街にすることが必要ですね。 

5歳 石巻 子育てにはお金がかかるので、もっと支援をしてもらいたい。 

5歳 石巻 

子どもは私立幼稚園に通っています。補助金は 2月頃に出ますが、仙台の友

人が通う幼稚園は入園時から補助金差し引いた保育料を支払うと聞いて、石

巻もそうだったら良いと思います。 

5歳 石巻 
もう少し現実的な政策をお願いします。石巻市は全国的に遅れています。自

己満足な施策はいりません。 
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5歳 石巻 子供が遊べる公園が少ないので、もっとさまざまな所に増やして欲しい。 

5歳 石巻 

現時点で、ほとんどの保育所施設は、18：30までという所が多いと思います。

また、土日は開所していない所がほとんどです。しかし、実際、フルタイム勤務

や、不定休の仕事をしていて、土日預けられず、悩んでいる人も多いと思いま

す。保育所施設は、数年前からいくらか時間帯が長くなりましたが、小学校児

童クラブの時間帯はなぜずっと 18：00 というのは変わらないのでしょうか？今

まで保育所で 18：30や 19：00まで利用していた人は、小学校入学と同時に時

間内に迎えが間に合うか、不安に思う方も多いと思います。今一度時間の見

直しをお願いします。 

5歳 石巻 

未就学時は、仕事と子育ての両立は大変でしたが保育園の利用時間に関し

て不便なく過ごしてきました。ですが、4月から小学生になりますが、放課後児

童クラブの現在の施設なのに 18：00までしか開所していないことと、土曜日は

行っていないことが、4月以降の生活の 1番の悩みです。運営に難しい点があ

ることは承知の上で、延長と土曜日も利用可能を大いに望みます。 

5歳 石巻 

子どもを育てるのにベストな市、町づくりをしなくては、石巻はだめになってし

まいます。これから子どもを産む世代への働きかけをして暮らしやすい環境づ

くりをお願いします。子どもの年が離れてしまうと保育所申込みで、点数が加

わらないので困ります。第2子を保育所入れるのに不利になります。保育所増

やして下さい。 

5歳 石巻 

日常的に親族にみてもらえる訳ではなく、実家も遠いため母親の私の通院、

妊婦検診の時などに一時預かりを利用させてもらいましたが、仕事をしている

人が優先と何度も言われてなかなか予約がとれなくて大変なこともありまし

た。仕事をしている人が優先と言うのも痛い程分かりますが、仕事をしていな

い母親ももっと子供を預けられるそんな環境だったら子供を産みやすい、育て

やすいのかなぁと思い書かせてもらいました。 

5歳 石巻 
子どもが急な病気になった時に、面倒をみてくれる人がいると助かる。学童保

育は親が働いていなくとも、一時預かりをしてほしい。 

5歳 石巻 

震災後大きな公園や庭が蛇田方面に集中しすぎて沿岸部には発展がなく情

報も少ない。牧山市民の森の山道もいいのですがひと気のない時などは子供

と 2人で行くには不安な時もあるので車で近くまで行ける道（万葉パークやグ

ランディーの公園のように）があるともっともっと公園を利用できるのに…残念 

山道ものこしつつ車でも行きやすい道がるといいのですが。保育園など震災

後たくさんできていますが近隣住民のこともきちんと考えて頂きたい。 

5歳 石巻 

雨の日に遊ばせる場所がない（小学生が体を動かせる場所）総合体育館のア

リーナに幼児をつれていけないので、上の子の習い事の練習をみてあげられ

ない。また一緒にバドミントンが出来ない。父親と母親の格差を感じる。石巻

はまた、母親がやって当たりまえという意識がかなりあると思う。 

5歳 石巻 日曜日や祝日など、どうしても夫が仕事で休めない時などがあるので、無料で
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子供が自由に遊べる施設があるとうれしいです。デパートなどの遊ぶ所は有

料なのでお金が結構かかる。 

5歳 石巻 

「あて名の子」にあたる息子に発達障害があり、利用している保育所では、加

配の先生に付いていただいて大変ありがたく感じています。もっと小さい頃か

ら、支援があると、うれしいと思いました。 

5歳 石巻 

石巻がもっと子育てに優しい町になればいいなと思います。市民個々の感賞

が子どもと子育て中の母さんに対して優しくなるような働きがけができないか

なと個人的に考えたりしますが、行政に対しても、市民の方にもっと耳を傾け

て、受け入れる姿勢を見せてもらえたらなあと思います。お母さんたちで話を

している時によくきくのは、「言っても変わらない」「きいてもらえない」行政に対

して要望を言ってもムダだと感じている人が多いようです。そんな関係性で

は、政治に対して無関心な人が育ってしまうことはムリないと思います。政治

への無関心は、市全体の衰退につながっていくことになってしまいます。だれ

もが市への愛着をもって、自分がよくしていくという意識をもってもらうことがい

い町になれる近道だと思います。よろしくお願い致します。 

5歳 石巻 

蛇田に住んでいますが子育ての環境は悪化しているように感じます。特に被

災された方々が近くに移ってきてから、親も親なら子供も子供といった方々が

多く目に付きます。（素行不良）価値観の違いや生活環境が大きく違う人たち

の流入で、治安や日常の生活で不安を感じるようになりました。地域性が失

われていくことでも、子育ての環境は今後変化していくと思うので、注視しなけ

ればならないと感じています。 

5歳 石巻 
蛇田地区は公園が多くあるが少ないもしくは全くない地区があるのでどうにか

公園増やしてほしい。 

5歳 石巻 
街灯が少なく、暗い中小中学校の下校を見ていて、来年から小学校に入るの

で心配。街灯を増やしてほしい。事件が起こってからでは遅いと思う。 

5歳 河北 

駐車場がある公園等を増やしてほしい。幼稚園の料金や預かり保育の料金を

もう少し安くしてほしい。パートで働いても殆ど支払いでなくなり、利用料を払う

為にだけ働いている感じがする。子育て家庭に対して、もっと助成してほしい。

そうすれば 2人目、3人目を産もうと思える。 

5歳 河北 

6才、4才、0才の 3人の子供の母です。子育て支援センターを普段利用して

いますが、園や学校に通っている子は一緒に利用できなくて、長期の夏休み

や冬休みはセンターを利用できなく困っています。少し遠くまでいけば、上の

子が一緒でも利用可の場所もあるのですが、小さく子もいると移動も授乳もで

大変です。外遊びや屋内遊びの場でサポートして見守ってくれるスタッフさん

がいると助かります。 

5歳 河北 

現在は保育所のため、仕事を続けていられますが、小学校の児童クラブだっ

て入れるかわからず、今後の仕事が心配です。家に祖父、祖母が居るから入

所が難しいとか、児童クラブに入るのは難しいとか、そういうのはやめてほし
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い。母親が出産しやすく、仕事があたり前にできるように考えてほしいです。 

5歳 河北 

都会と比べてこちらは子供達が歩いていける範囲に安心して遊べる公園が少

ないと思います。その為だけではありませんが家でゲームを持ってきてみんな

で遊ぶような実態になっていることも考えられます。子供達が安心して遊べる

公園などの整備をしていただけることを願っております。 

5歳 河南 

インフルエンザの予防接種も無料にしてほしい。特に子供は 2回接種しないと

いけないので、家族全員で接種すると、高額になる。せめて子供の予防接種

だけでも無料にしてほしい。 

5歳 河南 
育児と介護をしている現在です。同じ環境の方と話がしてみたいと思っていま

す。 

5歳 河南 

仕事内容もハードなため、片方の収入だけでもまかなえるような保育料になっ

てもらえると、就学前の子供にかける時間が十分とれるようになる気がしま

す。また、就学すると、時短勤務がなくなるので、児童クラブの 18時までの迎

えは、かなり大変です。長期休暇の開設時間も通勤を考えると間に合いませ

ん。 

5歳 河南 

石巻市は保育園入園時も放課後児童クラブ利用時も優先度が高い方から利

用可になるしくみを導入しているようですが、祖父母との同居をしていることが

優先度を低くするというのはいかがなものなのかと考えます。コミュニティの基

本は家庭内の助けあいであって、そこから地域、行政と広がると考えますが、

老齢の体力に自信のない弱者との同居が子育て施設利用を防げるのであれ

ば、同居をためらう者も増えると思います。多方面から市民サービスを検討し

ていただきたいものです。 

5歳 河南 

私は近くに両方の両親がいるので、不安を感じた事はありませんが、知人な

どで旦那さんの転勤により引っ越して来た方は本当に大変そうです。今後より

良くなっていく事を願います。 

5歳 河南 

江南地区に子供があそべる大きな公園が少ない。運動公園の遊具位しかな

い。公民館のような施設はたくさんあるので、子供が学んだり、体験できる教

室や講座があると良いと思います。（習い事などはどうしても市の中心にある

事が多く、親の送迎が必要な為）市立の保育所利用で、勤務時間で標準、短

時間とあるが、通勤にかかる時間も含めて標準、短時間を決めて欲しい。 

5歳 河南 

保育所の設定通知がもう少し早いと動きようがあるのに・・・と思う。本当は保

育所に預けたいが、勤務形態もフルではなかったので、入れるか不安だった

為、幼稚園に変更した。働きながらの入園、入所の準備は大変なので決定通

知が早い方にいってしまった。とても不安だった。放課後児童クラブも入れる

か分からないが、校庭で遊ぶ事も出来なくてどうしようかと思っている。 

5歳 河南 
旧市にばっかり公園が出来るのは不公平に思います。同じ石巻市なのだか

ら、平等に作って欲しい。子供達が安全に遊べる場所がないです。 

5歳 河南 蛇田地区には歩いて行ける公園が何カ所もあるのに、河南地区には全く公園
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がない。不平等に感じます。車で行かないと公園で遊ばせてあげられません。 

5歳 河南 
夏休み等の長期休みの時に児童クラブの利用人数が増やせる様にしてほし

いです。 

5歳 河南 
近くに子供が遊ぶ公園がないので外で遊ばせられる時間が少ない。子供同

士のコミュニケーションも少ない気がする。 

5歳 河南 
フルタイムで働くには土曜日も仕事の場合半日しか預けることができないのは

不便。土曜日夕方までやっている保育所が少ないし家から遠い。 

5歳 河南 

保育料が高すぎる！同居人数の多い家庭な我が家です。所得が多くないと 8

人家族でくらすのに大変ですが…税金によって、保育料が高くなるとかなり大

変です。市税金納入金額での保育料の決め方はまちがっています。その世帯

の人数の考慮してもらわないと、生活が大変です。かんじんな世帯数での計

算も出来ない市のやり方にとても頭にきています。不満だらけです。 

5歳 河南 

・河南前谷池地区に住んでいるが、古くて小さい公園が少ししかなく、遊具の

充実した公園があったらいいと思っている。 

・小学校の登下校が不安。スクールバスを運行してほしい。 

5歳 桃生 
幼児教育の早期無償化。安心して遊べる場所の設置、特に屋内施設、広く遊

具等が充実したものなどがあると良い。 

5歳 桃生 
桃生は 1つの学校に生徒数がとても少ないです。10人足らずで 6年間を過ご

させるのはどのようなものか…早目の統合をお願いします。 

5歳 桃生 

石巻市内で保育士として勤めていますが、上司から「家庭より仕事を優先させ

るべきだ」と言われ、子育てしにくい環境にあります。子育てしている人達が仕

事をしやすい環境になることを願っています。 

5歳 北上 子どもが歩いて遊ぶ場所が欲しい。 

その他 石巻 

土曜、日曜、祝日や年末年始に仕事があり、親族や知人、友人など子供をみ

てもらえる人がいない場合、利用できる施設がないので、日中利用できる施

設があればよいかと思います。 

その他 石巻 

公園が少なすぎる！図書館が古い。建物も置かれている本も古い。ちん列も

子供にとっては恐怖。土曜日に子供を預けられる施設が無い！横断歩道が

少ない！石巻はもっと他の市町村を訪れて、子育て施設、イベントについて学

び、改善すべき。税金を払っている意味が無い。 

その他 石巻 

宅地ばかりが増え、子供が安心してのびのびと遊べる場がない。そのため家

の中でゲームばかりになっている。もっと子供達が元気に遊びまわれる場を

増やしてほしい。 

その他 雄勝 

雨の日など遊べる屋内施設（なるべく料金のかからない）があれば良い。小学

生などの遊べる施設が知りたい（雨の日なども）幼児教育の無償化について

は対象者（家庭）にはとてもありがたい事ではあるが、待機児童は増えるので

は？ 
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- 石巻 

妊婦健診の補助について、子供 2人共に超過した為 3回分暗い自費で支払

い、納得がいかなかった（各 8000円位）。公園はほとんどの所が草だらけなの

が気になります。市の集団健診はプライバシーが守られていないと思う（話の

内容等、周囲に筒抜けかと・・・）。 

- 石巻 

来年度より放課後児童クラブを利用予定です。平日の受入れ時間の延長と、

土曜日の受入れを強く希望します。両親ともに土曜日は仕事が入っているし、

平日も職場が遠いので 18：00までのお迎えが大変になります。 

- 石巻 

にじいろクレヨン？の人達が復興住宅の集会所に来るのですが、たばこをふ

かしているので見ていて気分が悪い。子供達の為に子供の近くでたばこはす

わないでほしい。なんの為に来ているの？ぎもんです！小学校に通うのに、

バスを出してほしい。不審者が多いのに、なぜ歩き？中学校で先生による理

不尽な暴力がありましたが、小学校は大丈夫ですよね？それが怖くて、学校

に通わせるのも一生トラウマです。 

- 石巻 

扶養内で働くにあたって生活するには限度がある。今度、扶養からはずれて

収入が増えたとしても子供と接する時間も減るし、税金の面でも考えなくては

いけない。子供や家族が病気になったときの会社側のサポートやフォローも

気になる所。預かり保育を頻繁に利用する親は預かり保育の為に働いている

ようなものだ・・・といった声もよく聞きく。無料や料金が安いなど、もっと生活し

やすくして欲しい。親側も生活や気持ちに余裕がないと子に影響が出てくるの

ではないかと思う。 

- 石巻 

保育園の利用申し込みしてから結果が来るまでどうしてこんなにかかるので

すか。2月では遅すぎます。4月から仕事復帰するのに、2月に結果が来て入

れませんでは困ります。母子家庭への援助多すぎだと思います。生活保護に

も甘すぎ。共働き家庭の負担大きいです。同じことを思っている人は多数だと

思います。 

- 河南 

子供の子育て支援はもちろんだが、ほとんどの家庭が子育てをしながらの家

事なので、家事がしやすくなる環境を作ることが大事だと思う。例：粗大ゴミな

どが石巻は捨てにくい。 
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