
保育料第３子以降無料化に関するアンケート調査結果まとめ 

 

アンケート回答者数・・・・ 314 /357 （ 回収率＝88.0% ）   

※アンケート対象者・・・市の独自の減免制度により無料となっている保護者   

   

１ お子さんが通っている保育園名をご記入ください。       

－            

 

２ 保育料の第３子以降無料化について、知っていましたか。当てはまるものに○をしてください。 

① 平成２８年４月より前に無料化について知っていた      

（年度途中からの入所で、入所前から無料化について知っていた）  

②  平成２８年４月以降に無料化を知った       

（年度途中からの入所で、入所後に無料化を知った）     

    

回答         

① ・・・・・203人 64.6%      

② ・・・・・109人 34.7%      

未回答・・・・・2人 0.6%      

         

３ 無料化対象となる第３子以降のお子さんの入所について、当てはまるものに○をしてください。

①  継続入所         

②  新規入所（複数のお子さんがおり、いずれかのお子さんが新規入所の場合も含む） 

        

回答         

① ・・・・・255人 81.2%      

② ・・・・・53人 16.9%      

未回答・・・6人     1.9%      

         

設問３で ②新規入所 を選んだ方のみ、３－１をご回答ください。    

     

３－１ 保育料無料化の実施は、お子さんの保育園への入所に関して影響が有りましたか。  

        当てはまるものに○をしてください。（①を選んだ方は、Ⅰ～Ⅳにも○をしてください。） 

        

① 保育料が無料になったので、子どもを保育園に預け、     

Ⅰ 育休期間を短縮して職場復帰した   Ⅱ 求職活動をして仕事に就いた   

Ⅲ 自営業、農業に従事した       Ⅳ 求職活動をしている    

② 子どもの保育園への入所に関して、無料化は特に関係ない     

③ その他（                            ）   



回答         

① ・・・・・25人   47.2%      

 Ⅰ・・・2人       

 Ⅱ・・・10人       

 Ⅲ・・・5人       

 Ⅳ・・・5人       

Ⅰ～Ⅳの回答なし・・・3人       

② ・・・・・23人   43.4%      

③・・・・・5人    9.4%      

③ その他の内容         

・医師に子供の集団生活を勧められ、預ける決心をした。 

・産休明けは託児所に預けていたが、体調を崩しほとんど通えなかったため、保育園に変えた。 

・入所する保育園の選択が変わった。 

・一時保育でお願いしていたが、その方がお金がかかるので預けた。    

           

４ 保育料無料化によって生活に影響は有りましたか。当てはまるものに○をしてください。   

（①を選んだ方は、どのような影響か内容をご記入ください。）     

① 有り（内容：               ）       

② 無し         

 

回答         

①・・・・・259 人 82.5%      

②・・・・・51人 16.2%      

未回答・・・・・4人 1.3%      

①有りの内容（抜粋）         

・経済的に楽になった。 

・貯金に回すことができた。 

・子育てへの不安が軽減した。 

・仕事に出れるようになった。 

・子供の物をそろえるのに充てることができた。また、外出し、子供たちを連れて遊びに行く回数が増え

た。 

・保育料は意外とかかるので、約 30万円/年を、家庭のほかの部分に回せる。 

・とても助かっている実感はあるが、生活の変化は少ない。 

・気持ちに余裕ができた。 

・学資保険、遊び、洋服などに子供の費用に回せる。 

・育休を半年短縮したので、母以外の育児時間が増えた。 

・今までは自分（母）が働いた分がほとんど保育料に消えていたが、負担がすごく軽くなった。 

・育休明けすぐに復帰できた。 



・第４子も妊娠できるという気持ちになった。 

・育休期間を短縮して復帰できた 

・フルタイムでなく、無理なく仕事ができている。 

・保育料と給与の兼ね合いを考えなくて済む。 

・長時間保育も料金を気にせず仕事に就けた。 

・仕事を始める良いきっかけになった。 

・ローンが払えるようになり車を購入した。 

・無理に長時間働かなくてもよく、子供との時間を増やせた。 

・経済的にゆとりが生まれ、所得制限を気にしないで働けるようになった。 

・新聞を取ることができるようになった。 

 

５ 保育料無料化の実施が、少子化対策に有効であると思いますか。     

①  非常に有効である ② 多少は有効である ③ あまり有効ではない ④ 全く有効ではない 

 

回答 

①・・・・・147 人 46.8%      

② ・・・・・143人 45.5%      

③ ・・・・・14人 4.5%      

④ ・・・・・4人 1.3%      

未回答・・・・6 人 1.9%      

         

６ 保育料無料化について、またはその他ご意見が有ればご記入ください。   

      

回答         

・もう少し早く実施してほしかった。 

・少子化対策にも多少なりとも有効である。 

・佐久市は子供が 3,4人という家庭が多いので、これからもこのような制度は続けていってほしい。 

・引き続き無料化とともに働く環境を増やしてほしい。 

・「無料だから」と保育園に預ければ良いという考えの人が多くなると思う。園にまかせっきりの親が増

加しなければ良いが。 

・医療費の窓口無料化になるととても助かる。ぜひ検討してほしい。 

・3人いる世帯はメリットがあるが、2人の世帯はあまりメリットがない。2人目くらいからもう少し保

育料の負担を考えてほしい。 

・無料になるから「生むか」とはならないと思う。その先、進学などでお金がかかる。保育園のみ無料に

なっても・・・と思う。 

・無料化はとても良いと思うが、3人目から無料なので、少子化対策にはならないと思う。 

・以前 2 人保育園に通っていたときは、働いた分が保育料で消えていく感覚だったが、今は別の教育面

にお金が使える。今後もこの制度が続いていけば 3人目を持つ家庭が増えると思う。 



・子供が 2人の家庭が周りに多い。第 3子無料化はとてもありがたい。 

・無料化は家計的に助かった感はあるが、子供を持たない人たちが、第 3 子以降無料になるからといっ

て、子供を作ろうとなるとは思えない。そういう人たちが子供を持とうという気持ちにさせる施策が必

要だと思う。 

・無料化はとても良いが、第 3子以降がいる家庭にもっと支援していった良いと思う。 

・もっと広くアピールする必要がある。実施後、日が浅いこともあるが、3人目以降の妊娠を考える材料

にはなり得るので周知するべきだと思う。 

・高校の学費を補助してほしい。 

・保育や学校教育の現場において、発達障害や家庭状況の多様化に伴う子供の精神状態の変化など、個別

的な対応がより必要だと思う。そのための質の向上と十分な人員確保をお願いしたい。 

・もっと早くから無料化にしてほしかった。今後も続けてほしい。3人目を考えている方は大勢いると思

う。経済的に余裕が出てくれば、4人目、5人目と考える方も増えると思う。 

・まだ知らない方もいると思うので周知していくとよいと思う。 

・仕事はしたいけど、「保育料が高くて」と思っている親も多い中、無料化にしてもらい、仕事ができる

ことをありがたく思っている。 

・無料化になったので未満児から預け、仕事をすることができる。 

・少子化対策や子育て支援をもっと考えるのであれば、出産祝い金や子供医療費窓口無料化、給食費の無

料化など、更に出産・子育ての負担を軽減させるような対策を希望する。 

・平等という面では、小中学校の給食費無料化という方法も良いのではないかと思う。   

・無料化になったので、少しは子供たちがやりたいと思うことに応えることができる。 

・3人目を迷っている人にとっては後押しになる。 

・職場の保育所に預けようか迷っていたが、無料化になることを知り、市立の保育園を選択した。しかし、

少子化対策に有効かといえば、少し物足りなさを感じる。それ以外の環境もとても大きく関わっている。

育児しやすい（ハード面もソフト面も）風潮が拡がって欲しい。 

・まだ仕組みがよく分かっていなかったり知らない人もいるので、もっと広まれば、2人の子持ちの家庭

はもう１人と思うのでは。 

・すごく助かる、ありがたい。 

・今後も継続してほしい。 

・とても助かる。佐久の活性化のためにも今後も頑張ってもらいたい。 

・未満児は無料でなくても良いと思う。母親とのコミュニケーション不足も心配。 

・4人目が生まれたが、未満児から預けようか考えている。 

・保育士の給料ＵＰ⇒保育の質のＵＰにするべき。 

・第 3子以降、「出産祝い金などとして 100万円もらえる」など、出産に対する金銭的な不安に対して後

押しする必要がある。 

・少子化対策のためにもっと多くの世帯で無料化が進めば良いと思う。    

・保育料の見直しがあるとはいえ、前年度の所得によって決まるので、前年度より所得が下がれば、生活

も厳しくなる中、更に保育料の負担も増える。給与の中でも手取りが一気に増えるわけではないし、小学

生の上の子たちにもお金はかかるので、３人目無料の実施はずっと続けてほしい。そうすればもう少し



子供も増えるかも。 

・第３子以降の無料化は、他市町村ではかなり早くからやっていた。佐久市もそうなると良いなと思って

いたので助かっている。 

・他県の友人にも、「佐久市はいいよ」と勧めた。 

・保育料が無料になるということは、預けて働こうとする母親が増えるのは間違いないのに、保育園の受

け入れの態勢ができていない（空いていない）。まず、先に保育士の対応を良くして保育士を増やす等の

取り組みが必要ではないか。 

・まだ第３子無料化を知らない友達がいたので、もっと周知してもらいたい。（母子手帳をもらった時や

出産して検診の時にでも） 

・予防接種の自費（ロタウィルス・Ｂ型肝炎・おたふく）が、とても高すぎて摂取していない方が多いと

思う。この先少しずつでもいいので自費をなくしてほしい。 

・知人からも、無料化により早めに保育園に預け、職場復帰したいという声を何人か耳にした。 

・子供への投資はイコール未来への投資だと思うので、継続して実施してほしい。 

・幼稚園でも無料化になってほしい。 

・保育料無料イコール少子化対策ならば、せめて第２子からにした方が、有効的だと思う。  

・保育園に預けた。無料なのに良くみていただきありがたい。 

・南相木の方では早くから第３子以降無料化が始まっていたが、佐久市はやることが遅い。今１年生の第

３子がいるが、もっと早く始まっていればよかったのにと思って仕方がない。 

・子供を預けて働くことが、親子のふれあいを減らすことにならぬよう、他のサービスや視点が必要。 

・まだ子育て世代に知られていないような気がするので、もっとアピールすると良い。また、がんばって

働いて子育てしているのに保育料が高くてがっかり。もっともっと子育てしやすくしてほしい。 

・子供にお金がかかるのは保育園の時より大学だと思う。保育料が無料だからという理由で２人以上の

子供は産まないと考える。無料化はとてもありがたいが、タダだからという理由で保育園に子供を預け

ている親がいないか心配。園や保育士の負担も増える一方だと思うので、保育士の賃金アップ、人員増加

の方に予算を回した方が良いと思う。 

・現在、未満児での入所、以前は一時保育を利用し仕事（自営）をしていた。保育料無料化の影響なのか、

Ｈ27.11から一時保育の受け入れを断られた経緯があり、一時保育は仕事の有無に関係なく利用できるも

ののはずなので、預ける人がいなくて本当に困っている人も多くいたと思う。その点については、保育園

と連携して制度化してほしかった。 

・未満児保育利用が増え、家庭での育児が減ってきていると思う。このままだと、かわいい赤ちゃんの成

長を、お母さんたちは知らない時代が来ると思う。そのことをもう少し考えた方が良いと思う。早朝、長

時間利用も同じ。 

・預けて仕事に出ても、保育料に見合う給与でなければ、わざわざ保育園に入園させる理由が見つからな

かったが、無料化になったので、預けるのに抵抗がなくなった。仕事をすれば市民税も収めることができ

る。子供を産んでもお金がかかるからとあきらめる女性も多いはず。子供の医療費窓口無料化を期待し

ている。 

・無料化が少子化対策に結びつくとは思えない。 

・都市部では子供医療費無料化（窓口での支払いなし）になっており、佐久市もそうなってほしい。 



・病児・病後保育を小学校低学年も対象にしてほしい。もしくは児童対象の同じサービスが欲しい。 

・長くつづけてほしい。だが、少子化対策に一番なのは専門学校や大学の授業料を安くすることだと思

う。また、佐久市に戻れば、奨学金を返さなくても良い、金額が減るなどの仕組みが有ると嬉しい。 

・そもそも第 3 子以降の家庭が少ないので、保育料そのものを無料化してもらった方が良いと思う。特

に未満児保育は高額なので効果があると思う。 

・積極的に進めるべき、遅いくらい。子供が多い家庭の暮らしが良くならなければ、少子化は改善されな

い。第 3子以降の児童手当も増やせるよう改善していってほしい。   

・他の市では実施されていないところもあり、ありがたい。佐久市で先に始めて、他の市でも実施される

ようになれば良いと思う。他の市の方に羨ましがられる。佐久市に住んでいてよかったと思える。 

・インフルエンザの予防接種も、少しで良いから補助してもらいたい。 

・少子化効果のためなら、2人目から無料化にすれば効果が出ると思う。3人目が無料だから 3人目を作

ろうと考えるかは疑問。1人目を産み、2人産んでも生活に負担にならないと思ってもらえれば少子化効

果があると思う。 

・土日の利用強化をお願いしたい。（土曜日は昼食付や日曜日に利用できる施設を増やすなど）  

・保育料のみならず、妊婦健診等に係る費用が無料化になっているのは大変ありがたいが、社会保障の財

源確保についてはどのように・・・と思ってしまう。ますます高齢化が懸念されるので、このような制度

によって少子化の歯止めになれば良いと思う。 

・利用者としては歓迎している。気になるのは、利用者へのサービス向上と同時に、保育士の先生方の待

遇も向上させてほしい。両者が「とても良い」と思えるバランスのとれた保育行政を願っている。 

・特に未満児の時は、「何のために働いているのだろう」と思うことも多かったが、この措置により、よ

り一生懸命働く気持ちになれた気がする。2人と 3人の子育ては大違い。ありがたい限り。自分の周りで

は、3人目を産んだ方がとても増えたように思う。 

・小学校に 1学年ごとに補助教員を付けることはできないか。 

・同時期に入所していなくても、子が複数いれば同じように教育費はかかる。保育料の家計にしめる割合

は結構大きいので、本当に助かる。市や社会のみなさんも一緒に子育てを応援してもらっているような

気がして精神的にも大きな援助をいただいていると思う。より大切に子供を育み大きくしていきたいと

思う。         

・子供を育てやすい環境づくりを実施してほしい。 

・保育料が無料だから 3人目を作ろうとはならないと思う。それより医療費の完全無料化をしてほしい。

自分の実家は東京だが、いとこの子供は産まれた時から病院の窓口無料だった。佐久市は東京の 20年遅

れている。 

・このような制度が継続していけば、第 3 子まで子育てをしようという方も増えてくるのではないかと

思う。今後も継続してもらえるとありがたい。また、広報等でこのようなことを取組んでいることを広く

知ってもらうと良い。 

・第 2 子から無料にしてもらえたら更に家計にやさしくありがたい。子供を産もうと思う人もいると思

う。ただ、保育の受け皿がなければ意味がない。待機児童が出ないようにしてもらいたい。 

・医療費の窓口無料にしてほしい。家庭も事務もその方が楽だと思う。子育て家庭は忙しいのに、なぜわ

ざわざ大変にしているのか。 



・保育園の新規入所で第一希望の保育園に入所することができないことがある。   

・保育料無料化以降（卒園後）も何か実施してほしい。 

・第 3子以降は継続した支援があるとより一層有効だと思う。（費用が掛かるのは保育園だけではないか

ら）多子世帯でも安心して、保育、教育を受けさせられる体制が整ってほしい。 

・無料化がなければ、保育料を気にして仕事量もなかなか増やせないが、このおかげでとても助かった。

多子世帯としてはありがたい。 

・第 1 子から実施されることが少子化対策としては有効だと考える。子のいるどの世帯にも恩恵が行き

渡ることが、全体として少子化を食い止めることになると思う。 

・第 2子から保育料を無料にすると、子供 3人目が欲しいなと思うかもしれない。 

・私はこの地に来て、「3 人も子供を産むなんてバカじゃない」と息子の同級生の親に言われたり、年配

の人に「3人も～」と嫌な顔されたりした。以前住んでいた場所では、3人目無料とか半額とか優遇され

ていることが多かったため、誰もそんなことは言わなかった。3人目以上が色々な場面で優遇されていけ

ば、そういうことを言う人も減り、育てやすくなると思う。 

・子育て支援課の方は、子育て中の方や子育てを終えた方など、しっかり子育てをした方を配属してもら

わないと困る。 

・夫婦で子供が何人欲しいか考える時に、「3人目は無料だから 3 人欲しいね」という話にはならない。

３人いて保育園に預けた時になって初めてありがたいなと思う制度である。 

・病児保育もしかり、産んで預ける場所をやみくもに増やすだけでは少子化対策になるとは思えない。産

んで育休をとれる社会、子供が病気になったら気兼ねなく休めて、病気の子供に手をかけられる社会で

なければ子供を産みたいと思えないのではないか。子供が病気の時、幼い時に一緒に居たいと思うのが

母親である。それを取りあげては、さみしい心の子供を増やすだけである。子育てをしやすい社会づくり

（会社、勤務先への啓蒙活動）も同時に行うべである。 

・無料化によって保育園へ預ける人が増え、保育園が足りなくなることが心配。 

・未満児を保育園に預けなくても大丈夫なくらい育休を充実させてほしい。    

・年少からは助成金制度がある幼稚園への転園を考えていたが、おかげさまで、このまま卒園まで継続し

て通わせることができ、ありがたい。 

・入所児童が増え、保育士の目が行き届かなくなるのではないかと心配である。（特に未満児の入所で） 

・第 3 子以降無料化は子供の多い家庭ではとても助かるが、それによって仕事をしていないのに未満児

から預けて、本当に預ける必要がある家庭が預けることができないと意味がないと思う。 

・保育料が無料で助かる一方で、保育の質が気になる。無料ということで入所希望が増えると思うが、幼

児教育はとても重要なので、無料だからこれくらいしかできないということが無いようにしてほしい。

それならば、きちんと保育料は払うようにした方が良い。      

・保育園に限らず、第３子以降の優遇内容を増やしてほしい。２人⇒３人で悩むのは大学まで長期的にか

かる教育費が関係していると思う。 

・佐久市は子供が参加できるイベントなど力を入れていると思う。それは体験として子供にとても有効

だと思うので今後も活動をお願いしたい。        

・一人の子を育てる大変さを考えたら、保育料が無料になるだけでは、少子化対策にならないと思う。現

在の子育て支援は、「子供は保育園で預かるので、親は働いてください。」という親が働くための支援ばか



りで、「子供にとってはどうなんだろう？」と思う。子供が具合が悪ければ休める、子供と過ごす時間が

持てるよう早く帰れるといった親の働く環境を変えていってほしい。 

・我が家は同時入所のため、以前から無料となっていた。しかし、1ヶ月ほど、末っ子のクラスに空きが

ないと言われ、別の保育園にて一時保育で過ごした。その間の保育料が 45,000円。今考えてもその金額

は大きい。同じ園に入れれば無料なのに。保育料無料を謳うのであれば、この場合も補助があれば良いと

思う。 

・ずっと保育料が高かったので、第 3子以降でなくても、もう少し安くしてほしい。 

・少子化対策を考えるのであれば、保育園以後の対策も必要だと思う。 

・第 3子以降の支援も助かるが、第 1，2子を生む若い世代の人々への支援が大切に感じる。これから生

み育てる世代が、子育てしやすい施策の実施をお願いしたい。平等に保育料を下げるか、小学校の給食費

の無料化や中学に上がるときの学用品がとても高かったので、そこへの補助なり、２人しかいない家庭

でも実感できる補助があれば良いと思う。 

・第 1子、第 2子を対象とした対応をお願いしたい。      

・家庭だけで育児をしようとすると、どうしても親が精神的に追い詰められてくるので、子供と少し離れ

る時間があることで、一緒の時間を親密に過ごせるので、保育園の存在は子育てにおいてとても重要だ

と思う。親も子も心身共に豊かに育つと思う。 

・第 3 子無料化は助かるが、第 2 子の条件が悪すぎて、3 人産むというより 1 人でやめておこうと思う

人もいると思う。 

・周りのお母さん方や年代を超え、３子以降無料化の話題がよく出る。大変良いシステムだと思うので、

ぜひ継続を。 

・第 2 子については同時入園でないと保育料軽減されず、第 3 子との差が大きい。第 3 子以降でも全員

無料でなく、世帯収入によっては半額等でも良いと思う。産後の保育期間をもう少し長くしてほしい。 

・3人子供がいない人たちも多いので、全体的に保育料がもっと安ければ少子化対策になると思う。 

・第 3子以降というのはハードルが高く、2人いても無料化になるからと言って、子供を望む人は少ない

と思う。 

保育料の無料化だけでなく、子供の病院受診料を早めに無料化にしてほしい。1度払って戻すなら最初か

ら払う必要はない。早めに実施してほしい。 

・未満児の保育料が高いと思う。第 3子以降と言わずに平等に 1人目から無料に近づけてほしい。 

       


