
問１　あなたの年齢をおしえてください。

１.20代 51 ２.30代 211 ３.40代以上 80

問２　あなたの性別をおしえてください。

１.男性　　 255 ２.女性 88

問３　配偶者の有無をおしえてください。

１.有　　 321 ２.無 22

問４　あなたが現在同居している家族をおしえてください。（複数回答可）

15 12

1

１.配偶者　 310 ２.実父母　 ３.義父母４.兄弟

姉妹　　　　 2 ５.祖父母 ６.子ども 259

７．その他（ ）

問５　あなたの現在の雇用形態をおしえてください。

4 ３.パートタイマー 41１.正社員　　　244 ２.契約社員

４．その他（ ）

問６　あなたの平均的な帰宅時間はどのくらいですか？

時　　　分頃

問7　現在保育施設を利用していますか？

１.はい　　　 158 ２.いいえ 178

問8　現在利用している保育施設の種類をおしえてください。

３.待機中 0１.認可　　　　　153 ２.認可外 

9４．その他（幼稚園 ）

問9　土曜・日曜・祝日の保育ニーズについてお答えください。
（1）土曜日の保育は…

1.利用しない 219 2.毎週利用 40 3.月に1～2回 60

（2）日曜日の保育は…

1.利用しない 259 2.毎週利用 16 3.月に1～2回 45

（3）祝日の保育は…

1.利用しない 218 2.毎週利用 53 3.月に1～2回 51

問10　問９（1）～（3）で「3.月に1～2回は利用したい」に〇をつけた方に伺います。

1.仕事 71 2.用事 26 3.手伝い 6

）4.息抜き 15 5その他（有給を使い切らない

問11　夏休み・冬休みなど長期休暇期間中の保育の利用についてお尋ねします。

1.利用しない 194 2.毎日利用 62 3.週に1～2回 65

問12　問11で「3.週に1～2回は利用したい」に〇をつけた方に伺います。

21.仕事 48 2.用事 35 3.手伝い

4.息抜き 23 5その他（ ）
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問13 休日保育についてのその他

スギ薬局 6 子育てイベントが平日開催のものが多いので、土日にも参加で
きるものがあると嬉しいです。

スギ薬局 7 地域により幼稚園や保育園での保育内容に関して格差を感じる
ことが有り、私は私立幼稚園を選択しました。是非地方行政に
方には、その件についても見直して頂きたいです。

アイシン 11 認可保育所で、祝日保育を検討して頂きたいです。祝日は会社
休業日ではないため、有給休暇となり、子どもの体調不良、園
行事等も休まなければならず、子育てと仕事の両立が難しいで
す。代休出来ない等の課題があると聞きますが、園行事を平日
固定の見直しをお願いしたいです。

アイシン 12 役員の会合が平日午後に設定されており、かすまなければいけ
ない。働いているから預けているのに、平日に設定するのはや
めてほしい。

アイシン 18 保育所の休日開所を希望しますが、1人で留守番がまだできな
い小学低学年の学童も開所してほしいです。保育所だけ楷書が
実現された時、1人預ければ1人預ける事ができない場合、ど
ちみち仕事を休まなければならなくなる為、同時進行で改革を
進めて欲しいです。

アイシン 19 一年で祝日が10日位あるので、それで有休が半分無くなって
しまいます。祝日、保育園かやってくれたらすごい助かりま
す。

エディオン 3 どうしても子育てをしていると土日の仕事が世のにある以上,休
日保育はこれからも必要ですので宜しくお願いします。

中京医薬品 3 病児病後児保育についても、利用しやすい環境整備をお願いし
ます。

中京医薬品 4 子育て支援制度はあると思うのですが、実用的なものにして欲
しい。例：レンタル自転車　小さな子どもを連れて借りに行く
にも大変です。タクシーの乗車優待や割引制度(妊婦含む)があ
れば、自動車が無くても移動し易い。

中京医薬品 5 今の半田の病児保育所は全く意味がない。(事前予約、医師の
証明、ひどい症状はだめ、医師が診察してくれない)前もって
病気は分からない、朝熱がありすぐ病児に預けたい結局病気の
時は常滑のタキタ病児に預けに行っているので時間がかかる。
半田もタキタのような病児が欲しい。

中京医薬品 6 共働き世帯が主の世の中で、しかも土日祝が休みの職場は限り
があるので、できれば、土日祝日も安心して子供も預かっても
らえる環境が欲しい。

中京医薬品 9 小学生の子どもがいる為、オンライン学習や環境の整備を早急
にお願いします。

中京医薬品 10 現在、認可保育所を使用中。老朽化があり、早く新しくして欲
しい

カーマ 1 現在、3か月の子どもを育てています。お風呂、寝かしつけ、
授乳などすべてのお世話に戸惑いながら日々過ごしています。
半田市では、助産師が自宅へ訪問するサービスがあるが、コロ
ナが流行ったり、他者を自宅へ入れることも抵抗が在り利用で
きなかった。保健センターに電話したこともあるが助産師が不
在で相談できなかった。対応を考えて欲しいと思う。ベビー
ベットやチャイルドシート、バウンサーなど無料や格安でレン
タル、購入補助もあると子育てに前無垢になれると思う。



東レ 1 保育園にはお世話になっています。ありがとうございます。半
田市の保育園が一部民営化される話の進捗があればお聞きした
いです。子どもが2人いて、下の子を産んで上の子は保育のた
めの退園になったのですが、2歳クラスになると少しきついも
のがあるのです。保育退園の年齢を緩和して頂けないでしょう
か。(例えば1ッ歳)クラスまでとか）先ほど述べたことと矛盾
してしまいますが、令和2年度の4月一斉入園の申込みの保育
施設の利用調整で保育退園児の再入園の加点が大きかったのは
助かりました。ただ、加点されるのは上野子だけで下の子は何
もないので、兄弟別園のリスクが高くなると思います。育休退
園の制度を継続するのであれば、4月一斉入園申し込みにおい
て利用調整が派生したときに（点数づけになったとき）、保育
退園のこの点数は大きいままにして頂いて、下の子もそれに
伴った加点を1・2点くらいいただけると良いかなと思いま
す。（兄弟同時入園の加点はあります）

東レ 4 現在市外の保育所を利用しているが、今後市内を利用を考えて
いるが、市内の保育時間が、18:00までに迎えに行けないこと
が考えっれる、19:00まで実施できる園を増やして欲しい。

デンソーダイシン 32 わが家は、両親が近くにいないため、親だけで子どもを見なけ
ればなりません。1人目出産して仕事復帰後パパも忙しく、そ
れは苦労しました。せめて、土曜も仕事なくても預けられたら
いいなと強く思っていました。保育所も条件付きでいいので、
息抜きでも預けをOKしてくれたら気持ち的にもすごく楽にな
れると思います。やはり親の余裕がないと健全な育児は出来ま
せん。

デンソーダイシン 34 今は、医療費免除でかなり助かっている。このまま続けて欲し
い。

イオン 3 夜間保育・時間外保育・病児保育を扱う施設があればよかった
と思う。

イオン 12 もう少し子育て世代が働きやすい（特に土日）環境を整えて頂
けるとありがたいです。

イオン 19 イオン保育園をもっと増やして欲しい。

イオン 23 仕事があるのでなかなか習い事に行けません。保育所で少しで
も習い事レベル（ピアノをやりたいそうなど）のことをさせて
頂けるとありがたいです。

ユニー 11 中2・小5・小3の子どもがいますが、小学生だけの留守番は不
安です。義母は宛にならない。実家は遠い。学童はあります
が、長期休暇だけの利用は出来ない。

JFEスチール3 1 （問11は、「利用しないように頑張っている」と回答）半田
市の保育園は、年少組の秋からお昼寝がなくなるが、３歳児は
まだ、必要だと感じます。年中まであっていい気がします。

JFEスチール17 3 学童保育に関して、①半田市内のどの小学校にも学童を設置し
てほしい。②半田市内の児童館と小学校が連携して、早帰りの
日の居場所として検討してほしい。③夏休み・冬休みなどの長
期休暇のみ預けれられる学童も増やしてほしい。（現状、平日
は短時間勤務を利用しているため、学童に通わなくてもいいの
ですが、通年でないと多くの学童は受け入れてもらえないた
め、長期休暇中の受け入れ先確保のため、毎日通わせていま
す。

JFEスチール20 6 １９時まで延長保育してくれる保育施設を増やしてほしい。

豊田自動織機 1 祝日保育に合わせて、学童の方も祝日に開所して頂けるとあり
がたいです。又、住吉区乙川辺りに保育園が少ないので増やし
て欲しいなと思います。



問13 その他

スギ薬局 10 公園に砂場がないところが多いので作ってもらえるとありがた
い‼

アイシン 4 児童手当の支給額を増加

カーマ 2 分譲住宅が増え子ども達がいるご家庭が多くなる中、後援では
なく道路・住宅周りで遊ぶ子が多く危ない、スケートボードで
お互きまわったり車や家にボールなども当り不快に感じること
も多々…。子ども達が安全に思い切って遊べる環境整備やお八
重のガイドラインを明確に示して欲しい。

JFEスチール23 9
育休が３年取れたので、初めての子どもでしたので、、３歳に
なるまで自分で見ようと思ったのですが、手当てがＭＡＸ２歳
まで（産後手当）なので、正直しんどいです。次の子は、早め
に仕事復帰しないと生活が厳しいので、もう少し、手当てを考
えてくれると助かります。
不妊治療で、体外受精をしているのですが、採卵からの補助金
（３０万円）を、子ども一人一回にしてもらえると助かる。現
在、第２子の治療をしているのですが、第１子の時の凍結卵が
なくなり、また、採卵からとなると補助金（７万５千円のみ）
が出ますが、実際３０万円以上かかるので、とても負担金が多
いので、育休中ということもあり、厳しい。

JFEスチール24 10
半田市は、工場勤めの方が多く、交代勤務の方が多いと認識し
ています。そこでそういった家庭への住みやすい街づくりを進
めてほしいと思います。例えば、育児の負担が自然と妻に多く
なることから、子供の遊べる場を増やす（公園）や母親同士の
話し合いのしやすいコミュニティーなどを充実させるなど、コ
ロナ対策で忙しい中とは思いますが、少しでも参考になればと
思います。
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