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・親類ならば自分の子供を預かってもらう機会も多く、お互い様だから(30代女性) 

・特に大変だとは思わない(30代女性) 

・赤ん坊なら寝ている時間の方が多く対して手もかかりません。大変なのはちょこちょこ歩き回る且つ言語理解も乏しい年齢は逆に預かり辛

い。(30代女性) 

・相手が自分に預けても大丈夫と思っていたり、仕方ない事情があって困っているのであれば、出来るだけ協力したい(30代女性) 

・特別こだわりが無いのであれば子育て経験はあるので預かれる(30代女性) 

・保育士なのである程度は預かれるが、関係性にもよる(30代女性) 

・保育士の資格を持っているため(30代女性) 

・夫婦で子供が好きだし、妻は保育士なので歓迎(30代男性) 

・保育士である(30代男性) 

・何歳でも預かるのは変わらない(40代女性) 

・慣れているので(40代女性) 

・困っている時はお互い様なので出来るだけ協力したい。子育てをしているので何歳だから無理とはならないと思う。(40代女性) 

・孫なら大丈夫(40代女性) 

・保育教諭で働いているので、どの年齢でも大丈夫です！(40代女性) 

・歩くようになったお子さんの方が、ケガの心配があるので不安です。(40代女性) 

・預けたい理由次第では何歳でも問題ない。(40代女性) 

・どうしても仕方ない理由なら産まれたてでも預かる(40代男性) 

・子どもを預けなければならない、やむにやまれない理由があるのだから、年齢は関係ない。(40代男性) 

・経験があるのでできると思う。但し、やり方を全て聞いて確認する。(50代女性) 

・母親が入院することになり 預ける施設も無く 父親は仕事を休めないので その子を預かった経験がある(50代女性) 

・子育てし、保育園で仕事をしているので(50代女性) 

・色々な子供を預かった経験があるため特に年代や時間帯は気にならない(50代女性) 

・多少の知識と育児経験から(50代女性) 

・必要とされれば、できる限りの事に協力したいので(50代女性) 

・付き合いが有り、何度も会っているなら 大丈夫。(50代女性) 

・できるだけ協力したいと考えている(60代女性) 

・年齢的に動き回る子供は大変(70代女性) 

 

▼[4～5時間程度の預かり]：乳児(0~1歳)以上 ※母乳・ミルク、離乳食などが必要 

[宿泊を伴った預かり]：幼児(2~3歳)以上 ※離乳が完了し、幼児食が食べられる 

・まだ自分も小さい子を育ててる最中で育児慣れしているから。乳児は母乳の子であれば宿泊での預かりは厳しいと思う。(20代女性) 

・宿泊の場合、夜中に起きることがあるかないか(20代女性) 

・発語の少ない 2歳以前の子は、自身に子育て経験がないので痛みなどの訴えに気づけない可能性があり怖い。4〜5時間程度であればず

っと起きて見守ることができるのであまり心配はない。(20代女性) 

・乳児の寝かしつけは難しいが、それ以上ならできそうな気がするから。(30代女性) 

・乳児は急な対応ができないため。その他の場合はなんとかするしか無い。(30代男性) 

・孫はいつでも預かります(40代女性) 

・乳幼児の場合は授乳間隔等の関係で負担が大きい為(40代女性) 

・自分しか頼る人がいないなら預かるしかない。(50代女性) 
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・実際に、孫を預かってるから(50代女性) 

・乳児は、常に危険があるから心配(50代女性) 

・乳児の場合、突発的な事が起こるケースが多く考えられるため(50代男性) 

・やむを得ない事情があればどんなに小さくても大きくても預かると思います。(60代女性) 

・出来る事はしてあげたい(60代男性) 

・2歳の孫がいて、できそうなので。(70代女性) 

・過去に経験があるから(70代男性) 

 

▼[4～5時間程度の預かり]：乳児(0~1歳)以上 ※母乳・ミルク、離乳食などが必要 

[宿泊を伴った預かり]：年少(3~4歳)以上 

・3歳くらいまでは親と離れての宿泊は精神的に不安になるかと。(30代女性) 

・3歳以下は、夜は両親どちらかがいないと寝れないと思うから。(30代女性) 

・ある程度の意思疎通ができる方が夜間の預りが安心。(30代女性) 

・言葉を話せる歳になると訴えている事など理解してあげれるから。赤ちゃん過ぎると夜中のミルクとか起きれなさそうだから(30代女性) 

・離乳食を完了していないと、泣くことも多く可哀そうだから(30代女性) 

・宿泊は明確に意思疎通が取れないときびしい(30代男性) 

・会う機会のない孫には他人と認識される為理解できないうちの宿泊は無理(40代女性) 

・寝る時に、親がいないのは不安に感じると思うから。(40代女性) 

・子育てはそれくらい、自分の時間も奪うしすごい大変、だけどかわいいし自分も成長する(40代男性) 

・子供が嫌がらなければ、何歳でもいいと思う(50代女性) 

・短時間の預かりなら、こなせると思うが、宿泊になると、夜中に親を求めて泣いたり、急に具合が悪くなったりした時、きちんと対応できるか不

安だから。(50代女性) 

・乳児の時寝ている時間（お昼寝含む）があるのでその間に家事などができるので預かりやすい(50代女性) 

・乳児は基本、親と過ごすことがであると考える。幼児も基本はそうだがそれにプラスして親から離れての宿泊経験により、得るものが多いと思

われるため。(50代女性) 

・子供が かわいそう(60代女性) 

 

▼[4～5時間程度の預かり]：乳児(0~1歳)以上 ※母乳・ミルク、離乳食などが必要 

[宿泊を伴った預かり]：年中(4~5歳)以上 

・4歳ぐらいからだとひとりで歩けたり出来て手が少しかからないから。(10代女性) 

・自分の子供も小さいので、宿泊ともなるとある程度自分のことができて、コミュニケーションがある程度成り立つ年齢でないと長時間預かるの

は厳しい。(20代女性) 

・子育て経験があるので 4から 5時間ならなんとかなると思う。ただし、家にも小さい子供がいるので今は無理です。(30代女性) 

・1番の心配は食事(アレルギー等)(40代女性) 

・自分が大変な育児をしていた時たくさん助けてもらったので、今のお母さんの手伝いができるなら。(40代女性) 

・夜間は小さな子は普段と様子が変わる事が理解出来ないから(40代女性) 

・基本的には何歳からでも大丈夫だが、宿泊は子どもの成長度合いや思いに沿う必要があるため。(40代男性) 

・経験上扱いがわかる(40代男性) 

・短時間であれば、新鮮で楽しいと思います(50代女性) 

・乳幼児は夜間に体調不良を起こすことがあり体調が悪い事を言葉で伝える事ができないため短時間での預かり以外は考えられません(50
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代女性) 

 

▼[4～5時間程度の預かり]：乳児(0~1歳)以上 ※母乳・ミルク、離乳食などが必要 

[宿泊を伴った預かり]：年長(5~6歳)以上 

・ミルク、離乳食など必要な物を用意してもらえるなら日中預かる分にはどの年齢でも問題はない。宿泊はどうしても親がいないと夜間不安に

なる子も多いので、状況を把握できる年長くらいになってからがいいかと思った。(30代女性) 

・宿泊はできれば預かりたくない(30代女性) 

・年長さんからなら話が通じると思うから(30代女性) 

・良い子ならいいけど、とんでもない子なら何歳でもバツ。(40代女性) 

 

▼[4～5時間程度の預かり]：乳児(0~1歳)以上 ※母乳・ミルク、離乳食などが必要 

[宿泊を伴った預かり]：小学生以上 

・宿泊を伴う預かりはしたくない(20代女性) 

・乳児の扱いは慣れてるから数時間の預かりは可能だが、泊まりで預かるのは夜泣きなどもする為自分の子供たちの睡眠不足につながるから

なるべくしたくない。(30代女性) 

・預かることがないのでよく分からない(30代女性) 

・宿泊は小さい子は不安だと思うし、自分も心配だから。(40代女性) 

・泊まりは、ある程度、自分の事が、自分でできないと、無理だと思う。(40代女性) 

・普段小さい子がいないから、部屋から片付けしないといこない。危険なものがたくさんあり、なんでも口にしてしまう。お泊まりまでして、預ける

理由がない。小学生以下なら会社が、配慮するべきだ。(50代女性) 

 

▼[4～5時間程度の預かり]：幼児(2~3歳)以上 ※離乳が完了し、幼児食が食べられる 

[宿泊を伴った預かり]：幼児(2~3歳)以上 ※離乳が完了し、幼児食が食べられる 

・私自身ゼロ歳の子がいるので 2、3歳の子くらいから大丈夫かなと、(20代女性) 

・ミルクを卒業してれば大丈夫かな(30代女性) 

・兄弟・姉妹の子供限定(30代女性) 

・離乳食もお風呂も大変、母乳が必要なら尚更預かれない(30代女性) 

・食事に気を遣わなくて良いなら問題無し(40代女性) 

・母乳が出ない。睡眠不足確定。(40代女性) 

・乳児期は、夜泣きや授乳の時間など、肉体的・精神的にも緊張が多いため(40代男性) 

・困っていて自分の今の生活で対応できる(50代女性) 

・2番目の孫が生まれる時に、親子共宿泊。(60代女性) 

・ある程度遊べるから。(60代女性) 

・乳児は難しい(60代男性) 

 

▼[4～5時間程度の預かり]：幼児(2~3歳)以上 ※離乳が完了し、幼児食が食べられる 

[宿泊を伴った預かり]：年少(3~4歳)以上 

・0〜1歳はアレルギーなど不明な点も多く、4〜5時間は食事も含む時間帯なので、なるべく預かりたくないです。幼児食まで進んでたらある

程度アレルギーの事わかってますし取り分けもしやすいので、4〜5時間なら預かることができると感じます。お泊まりは、親と長時間離れたこと

があるかないかが大きなポイントで、年少まで大きくなったら安心して預かることができます。また、おむつはずれもしてるはずなので、そこも考
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慮してます。(20代女性) 

・突発など、身体が未熟なほど何があるか分からない(20代男性) 

・ご飯は家庭のこだわりがあると思うのである程度なんでも食べられるなら預かっても問題ないです(30代女性) 

・小さいと夜泣きしたときに親が 1番安心すると思うから(30代女性) 

・赤ちゃんはアレルギーとかがあるのでご飯など用意してくれれば預かる！(30代女性) 

・短時間ならいいが宿泊もとなると長すぎる(30代女性) 

・乳児はムリ(30代女性) 

・生まれたばかりの子を預かるのは不安(30代男性) 

・意思疎通が出来ないとなかなか難しい(40代女性) 

・同じ年頃のコがいるから面倒見やすい(40代女性) 

・泊まりとなると、子供自身もハードル上がると思う(40代女性) 

・それ以下の年齢だと有事に意志の疎通が出来ないから(40代男性) 

・乳児は手がかかる(40代男性) 

・きょうだいの乳児を預かったが余りにも大変だったから。(50代女性) 

・以前、妻は保育士、自分は学童保育の先生の経験があり、未経験者ではないため。(50代男性) 

・自分は子どもがいないので赤ちゃんを預かるのは怖い。(50代男性) 

・体に障害があるから(50代男性) 

・宿泊ならおしめが取れてから(60代女性) 

・どのように過ごしたらいいか心配。(70代男性) 

 

▼[4～5時間程度の預かり]：幼児(2~3歳)以上 ※離乳が完了し、幼児食が食べられる 

[宿泊を伴った預かり]：年中(4~5歳)以上 

・自分の子供も小さいので、安全に配慮して一緒に面倒をみるとしたら上記の年齢が限度(30代女性) 

・親から離れる不安がある程度無くなった年齢だと思うから。宿泊を伴うとなると、自分のことを自分でできる年齢でないと見きれないから(30代

女性) 

・夜はなんとか子供のために一緒にいてほしい。(30代女性) 

・幼児食が大丈夫でアレルギーが無ければ OK。宿泊は小さいと夜泣き等考慮して年長児から預かり。可哀想だし。(30代女性) 

・ある程度扱いに不安がないくらいの子供でなければ何かあった時に困るから(40代女性) 

・自分の負担感を考えて、なんとなく。(40代女性) 

・なんとなく(40代男性) 

・ある程度のコミュニケーションが取れるから(50代女性) 

・離乳食作るのが大変(50代女性) 

 

▼[4～5時間程度の預かり]：幼児(2~3歳)以上 ※離乳が完了し、幼児食が食べられる 

[宿泊を伴った預かり]：年長(5~6歳)以上 

・幼児は付きっきりで面倒が見れる時間。宿泊は夜泣きやおねしょがなくなってからでないと、いろいろ心配がある。(30代女性) 

・乳児は数時間でもちょっと怖い。(40代女性) 

 

▼[4～5時間程度の預かり]：幼児(2~3歳)以上 ※離乳が完了し、幼児食が食べられる 

[宿泊を伴った預かり]：小学生以上 
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・まだ幼い時期は親から離れてしまうと子供が困ってしまうと思う。(20代男性) 

・宿泊は本人の意思がはっきりし、夜泣きが完全になくなる年齢の方がふさわしいと思う(30代女性) 

・おむつの対応、食事の対応等を考慮して(30代男性) 

・宿泊はある程度、大きくないと大変(40代男性) 

・年齢と共に体力がなくなった。(50代女性) 

 

▼[4～5時間程度の預かり]：年少(3~4歳)以上 

[宿泊を伴った預かり]：年少(3~4歳)以上 

・自分自身に子どもがいないので、ある程度の年齢じゃないと対応の仕方がわからない(20代女性) 

・言葉が通じるようになり、意思疎通ができないと泣いたりしていてもわからないから(20代男性) 

・自分にも子供がいる為、自分自身でご飯を食べれる年齢だと助かる(30代女性) 

・他の年代の扱い方がわからないから(30代女性) 

・意思疎通ができる位の年齢だから(40代女性) 

・幼稚園等に通える年齢以下の扱い方に困る(40代男性) 

・食事面が多少の留意で良く、言葉が通じやすくなるから。(50代女性) 

・乳幼児の扱いがわからない(50代女性) 

・なんとか対応できそうだから(50代男性) 

・意思表示の有無(60代男性) 

・会話が成り立つ年齢(60代男性) 

・3.4才になると、自分の意志を相手に伝えられる。嫌だった事を他の人に話す事が出来る。(70代女性) 

・娘が 預ける所がないから(70代女性) 

 

▼[4～5時間程度の預かり]：年少(3~4歳)以上 

[宿泊を伴った預かり]：年中(4~5歳)以上 

・ある程度意思疎通ができないと難しいと思う。(20代男性) 

・3.4歳までは夜は親といた方が良い(30代女性) 

・理由にもよりますがそれ以下で預けてくるのは親としてどうなのか。(30代男性) 

・幼児は何が起きるかわからなくて怖いからです(40代女性) 

・泣くし、可哀想(40代男性) 

・ある程度コミュニケーションが取れる年代でないと不安だから。(50代男性) 

・言葉で説明してわかる年齢(50代答えない) 

・乳児や幼児は負担が大きい(60代男性) 

 

▼[4～5時間程度の預かり]：年少(3~4歳)以上 

[宿泊を伴った預かり]：年長(5~6歳)以上 

・責任がとれないから、ある程度自分でできるようになってる年齢のほうがいい。(20代女性) 

・会話ができる程度であれば預かれると思う(30代女性) 

・子育て経験がないため、幼少児の面倒を見るのが不安なため(30代女性) 

・自分の子でその年齢の扱いがわかるから(30代男性) 

・自分もそうやって預かってもらってたから(40代女性) 
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・泊まりは、泣かれたりすると対処できないので、話しが解る年齢(60代女性) 

・今まで預かったことが無い為。(60代男性) 

 

▼[4～5時間程度の預かり]：年少(3~4歳)以上 

[宿泊を伴った預かり]：小学生以上 

・ある程度自分のことができる年齢でないと預かれる自信がないから。(30代女性) 

・乳幼児は預かれる自信がない(30代女性) 

・幼稚園以上であれば意思疎通もある程度できて、食べられるものも増えている。小学生以上であればおむつも取れて夜もしっかり寝られると

思うので。(30代女性) 

・年齢が若いほど、とっさの対応に困る(40代女性) 

・普段どの程度のことまで危なくなく出来るのか、普段と様子が違わないか、といったことが、危険や病気の気付きになります。普段の様子を知

らない子を預かる際には、自分のことをちゃんと伝えられるまで発育していないと、責任を持てません。(40代女性) 

・自信がないので(50代女性) 

 

▼[4～5時間程度の預かり]：年中(4~5歳)以上 

[宿泊を伴った預かり]：年中(4~5歳)以上 

・ご飯が食べられて、かつお母さんから離れても大丈夫ならその歳から預かれると思う。(30代女性) 

・すこし大人の話が理解してくれると思います。(30代女性) 

・言葉が通じて排泄が自分で出来るから(30代女性) 

・話して分かるようになってくる年頃からならしぶしぶ。よく泣く子や言う事の聞かない子は何歳であっても無理。(30代女性) 

・理由はない(30代男性) 

・ある程度のコミュニケーションが取れる年齢から(40代女性) 

・ある程度自分の事が出来るなら気持ちに余裕を持って接してあげられるから。(40代女性) 

・ある程度理解出来る年齢だから(40代女性) 

・我が子以外の小さい子を預かる自信がない為(40代女性) 

・心配なのでできれば預かりたくない(40代女性) 

・預けるということは命を預けることに関わることだから。(40代女性) 

・子育て経験がないため(50代女性) 

・小さすぎると、健康状態が分からない。(60代男性) 

・幼児の扱いから時間がたっている。(60代男性) 

 

▼[4～5時間程度の預かり]：年中(4~5歳)以上 

[宿泊を伴った預かり]：年長(5~6歳)以上 

・あまり小さな子供たちと接したことが無いから。(20代男性) 

 

▼[4～5時間程度の預かり]：年中(4~5歳)以上 

[宿泊を伴った預かり]：小学生以上 

・意思疎通がしっかりできるか(30代女性) 

・集団生活に慣れている年齢なら、預かれると思う。宿泊伴う場合は自分の子供の友達だけに限る。(30代女性) 

・年少以下は、急な体調の変化や、親と離れることで不安になることもあるので、預かれない。(30代女性) 
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・何かあっても、責任を負えないから(40代女性) 

・自信がないので(40代女性) 

・宿泊を伴う預かりは難しい。(40代男性) 

・預かりはイヤイヤ期が過ぎてないと難しい。宿泊は夜不安になるので小学生以上(40代男性) 

・子供が、親に会いたくなると思うから。と自分の体力が持たない。(50代女性) 

・責任が負えないので、こちらの話が理解できる年齢が望ましい(50代女性) 

 

▼[4～5時間程度の預かり]：年長(5~6歳)以上 

[宿泊を伴った預かり]：年長(5~6歳)以上 

・何かあった時に責任が持てない為(20代女性) 

・基本的には預かりたくはない(30代女性) 

・生活のリズムが整っている子じゃないと対応しにくいから(30代女性) 

・判断は出来ないが、自分の気持ちをある程度言えるため(40代女性) 

・経験ないので不安(40代男性) 

・あんまり小さいと扱い方が分からない(50代女性) 

 

▼[4～5時間程度の預かり]：年長(5~6歳)以上 

[宿泊を伴った預かり]：小学生以上 

・本人と会話ができる年齢かどうか。(30代その他) 

・意思疎通可能か。宿泊に関しては夜親から離れても平気な年齢かどうか。(30代女性) 

・会話が出来るのが最低条件(30代女性) 

・小さい子供は事故などの危険が多く、責任を取りきれないから(30代女性) 

・小さい子は目か話せない。姪を乳児期に預かったけど親が恋しいのかずっと泣かれた 保育園の時も預かったけど飽きっぽくて暇をさせな

いように大変だった(40代女性) 

・小学校に上がるまでは宿泊を伴う用事は作らない。もしどうしても外せない用事なら子供も連れて行く。子供を連れて行けない用事なら作ら

ない。(40代女性) 

・ママにべったりな子は難しい(40代男性) 

・年齢的に大きい方が手がかからないから。(40代男性) 

・イヤイヤ時期の扱いが大変だから(50代女性) 

・目が離せないため(50代女性) 

 

▼[4～5時間程度の預かり]：小学生以上 

[宿泊を伴った預かり]：小学生以上 

・あんまり小さいとどう接していいかわからないから(20代女性) 

・その子の特徴や、好き嫌い、アレルギーの有無、家庭のルールなど、わからないと預かるのにも困ってしまう。小学生以上であればそれら

はある程度自分で判断できる年頃になっていると思うため。(20代女性) 

・どちらにせよ自分の自由意志でこちらに来てもらいたいから(20代男性) 

・きちんと自分の意思を伝えられない年齢はこわい(30代女性) 

・意思疎通ができるから(30代女性) 

・子どもがいないので何をしていいか全く分からず何歳でも預かりたくはない(30代女性) 



68 

 

・子育ての経験がない為(30代女性) 

・自分に子どもが居ないので何かあったらと思うと不安。小学生以上と回答しましたが、預かること自体責任がもてないので嫌です。(30代女

性) 

・小さい子への対応がわからないから。(30代女性) 

・小学生になったら、話ができるから。痛いところや何を感じてるか。(30代女性) 

・小学生以上でも預かりたくない(30代女性) 

・孫は別としてそもそも親戚の子供を預かりたくない。預けるなら然るべきプロにお願いしてお金を払って欲しい。(30代女性) 

・未就学児よりはコミュニケーションが取りやすいから(30代女性) 

・何かあった場合の状況把握ができる年齢(30代男性) 

・何事においても責任が伴います。預ける方も預かる側も本心は不安が伴うと思います。(40代女性) 

・最初にルールを教えておけば、あとは勝手に過ごしてくれる。(40代女性) 

・自分の子供と同年代なら預かりやすい(40代女性) 

・小さすぎる子どもは、一瞬でトラブルが起きる可能性がある(40代女性) 

・保育のプロでないのなら子供が意志疎通がある程度出来ないと厳しい(40代女性) 

・何かあった時に申し訳無い(40代男性) 

・基本、預からない(40代男性) 

・親と離れても問題ない年齢又は精神の成長度合いによる。(40代男性) 

・責任が持てないので預からない(40代男性) 

・一応つけましたが人をあてにするなと思っている(50代女性) 

・自分の健康状態と体に自信がないがら(50代女性) 

・身内以外嫌(50代女性) 

・特に無し(50代女性) 

・行動に付いて行けない(60代男性) 

・小さい子供は、万が一のことを考えると不安の為。(60代男性) 

・意思疎通ができる限度か？(70代男性) 

・現在の自分の状況では考えられない。(70代男性) 

 

 

 

年少(3~4歳)

0%
年中(4~5歳)

1%

年長(5~6歳)

3%

小学校1~2年生

(6~8歳)

17%

小学校3~4年生

(8~10歳)

41%

小学校5~6年生

(10~12歳)

26%

中学生(13歳)以上
10%

何歳になっても1人で留守番させ

るべきではない
1%

その他
1%

問30.子どもが何歳になれば、家で1人、4～5時間程

度留守番をさせても良いと思いますか
n=855

分析コメント 

▼小学校 3～4 年生(8~10

歳)が４割で最多です。 
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問 31.上記問 30の理由があれば教えてください（N＝229） 

▼年少(3~4歳) 

・実際に留守番させていたから(30代女性) 

・子供でも早くから自分で考えて行動できるようにしたほうがいい(40代女性) 

・自分は 2,3歳の頃から一人きりで留守番させられていました。(40代女性)  

 

▼年中(4~5歳) 

・ある程度の年齢で留守番させないのはおかしい(20代女性) 

 

▼年長(5~6歳) 

・自身がそうだったため。年長くらいになると、留守番中してはいけないことの理解がある程度できる 

と思う。(20代女性) 

・子どもではなく 1人の人として、見て判断になるので何歳という判断は難しい。(30代女性) 

・我が子は年中で、頑張って留守番できたので。(40代女性) 

・自分がそうだったから(40代男性) 

・ある程度言う事がきけるとしだから(50代女性) 

・自分で食べてトイレもできるから(50代女性) 

・自分の事をある程度出来る頃だと思うから。(50代女性) 

 

▼小学校 1~2年生(6~8歳) 

・学校に通うようになればある程度の教養が身につき始めると思うので(20代女性) 

・危ない事がわかる年齢になってから(20代女性) 

・自分がその頃からしていたから(20代女性) 

・集団生活が出来るような年齢から一人で行動出来る様にしたいから。(20代女性) 

・家には危険なものがたくさんあり、ある程度の分別がないと自宅に置いておくことは危険だから(20代男性) 

・自分がそうだったから。(20代男性) 

・自分がそうだった気がするため。(20代男性) 

・自分自身がしていたから(20代男性) 

・小学生ぐらいならばダメなことなどわかってきたり、スマホなども普及して何かあったら連絡してと伝えればそれも実行できると思うから(20代

男性) 

・4-5時間となると食事がありそうだから、自分で用意できる年齢から 1人でも大丈夫かと思う(30代女性) 

・自分がそうだったから(30代女性) 

・自分がそうだったので(30代女性) 

・自分が小学生になったときはもう 1人だったから、できるだろうと言う感覚。(30代女性) 

・自分は留守番していたから(30代女性) 

・自分もそうだったから(30代女性) 

・実際にさせた。ただし、発達障害 ADHD もっていて本人の興味をひく物を与えていて且つ危険な物を出来るだけ排除(炎のあるストーブ禁

止、部分的にブレーカーを落とすなど)した場合。下の子は小 1でも本人が嫌がる以上無理なときは無理。(30代女性) 

・昔自分もこの年代頃に家で 1人でゲーム等していた記憶があるので、昼の間であれば大丈夫だと思う(30代女性) 

・知識がついてきてるから。(30代女性) 

分析コメント 

▼「危機管理ができる」「約

束が守れる」といったコメ

ントの他、「自身がそうだ

ったため」という理由も多

くみられます。 
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・約束事を理解できるのが小学生くらいからだと思うから(30代女性) 

・何かあった場合の状況把握ができる年齢(30代男性) 

・1人で出来そうでも、火事など思わぬ事故が起こりそう(40代女性) 

・その年齢であれば、自分の身を守る安全やルールを教えることが可能なので。(40代女性) 

・ルールを理解出来る年齢だから。(40代女性) 

・子どもの性格などにもよる。(40代女性) 

・自覚を持った行動を教える一環として留守中のルールをしっかり決めて準備も整えた上でお留守番させる。例 人が訪ねてきても出ない。電

話にも出ない。お腹が空いたら食べられるように準備もしておく。困った事があったら親に電話する等。(40代女性) 

・本人がさみしがるようなら無理はしない(40代女性) 

・トイレ(大)が、問題なく一人で出来る。(40代男性) 

・個々によってかなり違いがでる。(40代男性) 

・小学生になれば通学等で家族から離れる時間が多くなる為(40代男性) 

・何歳でも 1人で留守番はさせたくないが預ける所が無い時 仕方なく留守番をさせて仕事したから(50代女性) 

・急な出来事に対応できるか心配なので(50代女性) 

・経験があるので。うちの子はこのくらいで大丈夫でした。(50代女性) 

・子供１人でも、遊べるようになるから。(50代女性) 

・自分は出来た為(50代女性) 

・自分自身留守電していたから(50代女性) 

・小さいうちは心配だから(50代女性) 

・小学生で線引きする。一人で登下校もしているわけだから。(50代女性) 

・年齢よりその子供の成長次第だと思う(50代女性) 

・自分が鍵っ子だったので以外と大丈夫なのではと考えていますが、近所に住んでいるのでなるべく一人にはしたくない気もします(60代女

性) 

・預かりして、誰もいない間約束出来る年齢はそのくらいかと。今の世は色々あり、子供一人にしては怖いと考える。(60代女性) 

・学校に上がるまでは、子供だけ、置いて、出かけることは、心配で可愛そう。(60代男性) 

・小学校低学年は、留守家庭学級？見たいなところは 15時くらいまでと思うので、家の鍵を預けるしかない。（30年以上前の話です）(60代男

性) 

 

▼小学校 3~4年生(8~10歳) 

・3年生くらいから危険な事も分かっていると思うから(10代女性) 

・私がそうだったから(20代女性) 

・自分もそのくらいからひとりで留守番していて、できていたから。(20代女性) 

・善悪の判断がある程度できるようになる年齢だとかんがえるため(20代女性) 

・物心がついて親がいなくても多少のことは自分でできる力がつく頃だと思うから(20代女性) 

・危機管理能力が付き始める頃(20代男性) 

・危機管理能力が付き始める頃(20代男性) 

・自分がそうだったし、今思っても危険だとは感じないので。(30代その他) 

・ある程度の知識が持てて親との約束を守ろうとしてくれる歳だと思うから(30代女性) 

・ある程度危険なことが自己判断できる年齢だから。(30代女性) 

・ある程度自分で出来るのかなあと思う(30代女性) 
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・してはダメな事が理解できるかどうかの年齢だと個人的に思うから(30代女性) 

・やってはいけないことや、危険なことの判断がある程度できるのが、三年生より上だと思うから。(30代女性) 

・一人でも留守番ができる年齢だから(30代女性) 

・何をしたら危ないかがしっかり伝わる年齢だから(30代女性) 

・何事にも分別がつく年頃だといいと思う。(30代女性) 

・我が家がそうだから(30代女性) 

・危ないが分かるようになるから！(30代女性) 

・緊急時対応できる年齢だと考えらるから(30代女性) 

・携帯など発信出来るようになってから(30代女性) 

・今はラインがあるからある程度時間を空けても良いかなとは思うが、4〜5時間は少し不安になる。このご時世何があるかわからない。(30代

女性) 

・三年生になれば決まり事も守れるし、良い悪いの判断もしっかりできるから(30代女性) 

・子供の成長や様子にもよる(30代女性) 

・私自身、小学生に入ってから少しの留守番はしていた。ただ心配なので 3年生までは出来るだけさせる気はない。(30代女性) 

・自分がそうだったから(30代女性) 

・自分がそうだったから(30代女性) 

・自分がそうだったから(30代女性) 

・自分が子どもの頃そうだったから。(30代女性) 

・自分自身が例えですが火の危険さを認識したのがこの辺りの年齢だったと思うので(30代女性) 

・小学１～２年だと鍵を持たせてもなくしそうだから(30代女性) 

・小学生中学年になれば、ある程度の分別がつき、留守番できると思うから。(30代女性) 

・小学生低学年のうちはまだ危険なこともあったり、判断できないことや言いつけを守れないこともあるかと思う。(30代女性) 

・親との約束を忠実に守れると判断できる年頃だから(30代女性) 

・段々と付いて歩かなくなるのど、自分で考えて過ごせるようになる為。(30代女性) 

・低学年だと勝手に家から出たりフラフラしそう(30代女性) 

・低学年以下の子の留守番は 何かあった時の対処がまだ不十分だと感じるので怖いです。まだ 3年生でも 1時間くらいなら 留守番させれ

ますが 4~5時間は無理です。(30代女性) 

・年齢で区切るのは変だと思うが、私自身が 1人で留守番してたのは、小学校中学年(30代女性) 

・不審者、郵便屋等の判断ができる年齢。あとは、周りに助けを求めることができる年齢に達しているか。(30代女性) 

・物事も自分で出来る様になったのと、児童センターなど預け先が満員で断られたため(30代女性) 

・約束を守れる頃かなと。(30代女性) 

・良いこと悪いことの区別がつけれるから(30代女性) 

・ある程度自分のことはできるようになっている(30代男性) 

・何が危ないかを認識して実践できる年齢だと想定するから。また、何かあった時も親に連絡可能な年齢であるから。(30代男性) 

・自分の子育ての経験上(30代男性) 

・自分の小さい時の記憶(30代男性) 

・1〜2時間なら小学校低学年から出来そうな気がするけれど、子供は何か突発のことが起きた時に対応できる力が未熟だと思うから。(40代

女性) 

・お出かけについて来なくなる(40代女性) 

・このぐらいの歳だと親の言いつけも理解出来そうだから(40代女性) 
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・一人で出来る事の割合が増えて、物事の善悪の判断も教えればしっかりできるようになってくるから。(40代女性) 

・何かあった時の判断力があるかどうか(40代女性) 

・何が危険かを伝えておけば理解出来る年齢(40代女性) 

"・自分の子ども達が放課後児童センターを利用してきましたが、3年生になるとなんとなく人数も減り 

我が子もまた自宅へ帰り、本人の不安なく留守番ができるようになったので。(40代女性)" 

・自分の子供時代の経験から、危険な事の判断や身の回りの事が一人でできる位になってからでなければ危険だから。(40代女性) 

・善悪の判断ができる年齢(40代女性) 

・留守中の色々な約束事を忘れなくなる年頃だから。(40代女性) 

・良い悪いの判断ができるころ(40代女性) 

・ある程度、分別がつく歳だから。(40代男性) 

・ある程度危険が分かり、一人でゲームなどして居ることが出来るから。(40代男性) 

・うちがそうだから(40代男性) 

・なんとなく。実際は成長にあわせて(40代男性) 

・家のルールを理解し、ルールを守れる年齢と考えているから(40代男性) 

・空腹時、カップ麺など食べようとお湯沸かす可能性が有り。危険を予想します。(40代男性) 

・経験上(40代男性) 

・自分がそうだった(40代男性) 

・自分で身の回りの事を出来る様になってから(40代男性) 

・自分のことが一人でできると思われる年齢だから。(40代男性) 

・自分の経験から(40代男性) 

・非常時の対応が理解出来る。(40代男性) 

・文字が問題なく読め、電話を使い、必要であれば近所に助けを求める事のできる年齢と判断(40代男性) 

・危険な事や、してはいけない事、生活においてのルールを理解できる年齢だと思うから(50代女性) 

・子どもが自立して育つために留守番も必要。急な時にどうしたら良いかをしっかりその度に話し合える家族環境を作る。(50代女性) 

・子ども自身が 1人でも大丈夫と思える年齢かと思います(50代女性) 

・自分を振り返って考えると(50代女性) 

・親との約束も大体守れるし、電話もできる(50代女性) 

・想定外のことが起こった時に対応できそうだから。(50代女性) 

・ある程度感情のコントロールが必要だから。(50代男性) 

・自分もそうで、何の問題もなかったから。(50代男性) 

・親との約束を守れるから(50代男性) 

・親の言うことが理解できる年齢だと思うから(50代男性) 

・何かあったら連絡などができる年齢(60代女性) 

・電話したり判断できる年齢かと思う(60代女性) 

・友達と遊んだり、ある程度状況判断できるのでは？(60代女性) 

・兄弟・兄妹のいるいないにもよりますが、1~2年生までは学童に預け、3~4年生位からは、ある程度自覚ができてくる年代であると思います。

(60代男性) 

・自分がそうだった(60代男性) 

・特にないがこの位かな(60代男性) 

・良し悪しをある程度判断出来ると思う。(60代男性) 
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・物事の善悪が解る年齢だから(70代女性) 

・来訪者や電話への応対が可能なレベル(70代男性) 

・留守にする時間にもよるのではないか。(70代男性) 

 

▼小学校 5~6年生(10~12歳) 

・何かあった時正確な連絡を取れるか(20代女性) 

・緊急時(火事や地震)に自分 1人で安全が確保できるかどうかが基準。(20代女性) 

・子供が急に起きた出来事に対応できるような年齢まで行っていないと心配だから(20代女性) 

・子供にもよるが、しっかり戸締まりができてある程度危険なことを自分で判断できるようになる年齢かなと思うから。(20代女性) 

・小学校高学年になれば、自分で食事の準備、宿題などのスケジュール管理もでき始める頃だと思います。それなら、安心してお留守番させ

ることができます。(20代女性) 

・ある程度のことが出来るようになるから基本普通は未成年のうちは子供置いて 4時間も 5時間も家を空けるのはありえないと思います。(30

代女性) 

・ある程度の分別はつくと思うから。だが、よほどのことがない限り一人にはしたくない(30代女性) 

・ある程度知識を付けていることご大前提だが、それを理解できる年がこのくらいだと思うから(30代女性) 

・いい事や悪い事が判断つくから？(30代女性) 

・何かあったときに家族や消防警察等に緊急の連絡が出来る程度の分別が欲しいので(30代女性) 

・危ないことはしないと思えるから(30代女性) 

・高学年になると先を予想できたり責任感ができてくることが多いとおもうから。(30代女性) 

・高学年になれば良い悪いの区別はつくと思うので。言ったことも守れそう。(30代女性) 

・自分で判断できる年齢にならないと犯罪に巻き込まれる可能性が高い(30代女性) 

・自分の経験上(30代女性) 

・自分の子供の頃を思い出したら、これくらいの年齢だと電話や来客に対応出来ていたから。(30代女性) 

・昔は自分が 3〜4年生の頃から留守番していた気がするが、今の世の中は危ないことが多いから。(30代女性) 

・約束事が守れて、緊急時に連絡などとる事が出来たり周りに助けを求められる年齢かと思うから(30代女性) 

・あまり小さすぎると防犯面や火の元、誤飲等が心配(30代男性) 

・小学校高学年以上であれば善悪の判断が出来るから(30代男性) 

・防犯面を考慮して(30代男性) 

・理由はない(30代男性) 

・じぶんで最低限の判断ができるから(40代女性) 

・なんとなく。その辺なら危ないこともわかってくるから(40代女性) 

・何するかわからないから(40代女性) 

・何もなければ小さい子でも留守番はできると思うが、何か突発的なことが起きたときに対応できるのは高学年ぐらいからだと思うので。(40代

女性) 

・火の始末が確実にできて、もし出火しても隣近所への声がけと 119ができるのは高学年からだとおもいます。(40代女性) 

・学童が必要ない学年であれば留守番は出来る(40代女性) 

・緊急事態に対処できるかどうか(近所に知らせる、通報するなど)(40代女性) 

・子供によると思いますが、いま小学 2年の我が子は昼間 2時間程度が限界と感じる。少なくとも高学年にならないと、不測の事態には対処

できないと考えます。(40代女性) 

・自発行動に思考がついてきたなとおもったのがこの位だった(40代女性) 
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・小学校高学年であれば、留守番はできると思う。ただし、親が不在の間は誰か来ても出ないように話しておくし、友達を家に入れたりはさせま

せん。(40代女性) 

・不測の事態にも対応できそうだから(40代女性) 

・留守番中のルールがしっかり守れる年齢(40代女性) 

・ある程度の教育ができていて、理解できるため(40代男性) 

・外出時の火事や訪問が心配(40代男性) 

・自分がそうだった。(40代男性) 

・状況を判断出来る歳だと思う(40代男性) 

・普段どのような教え方をしているかにもよるが、自分の子の場合は小 5程度から。(40代男性) 

・2、3時間なら小学中学年は留守番が出来た満足感が出来て次回に繋げられるますが 4、5時間になると飽きてしまい親が考えつかないよう

な事をしてしまう事があると思うから(50代女性) 

・お留守番も勉強。ただ、低学年は 危険が伴うので危ない。(50代女性) 

・ひとり遊びが出来る頃合い(50代女性) 

・危機管理能力がしっかり身についてから(50代女性) 

・経験から(50代女性) 

・高学年でも、半日近く留守番させるのは不安だが、何かあっても意外と対応できそうだから。（訪問者が来てもドアを開けないなど）(50代女

性) 

・高学年は、危険な事の判断が出来るので(50代女性) 

・自分の行いを正しく伝えられる年齢(50代女性) 

・上の子が、6年生の時、仕事に行って夏休みとか、留守番させていたから(50代女性) 

・半成人、ある程度の分別がある(50代女性) 

・有るていど子供が対応出き判断力も有る年齢だと感じる(50代女性) 

・今の時代、悪質な訪問者等がいるから？(50代男性) 

・自分がそうだったから(50代男性) 

・食事の時間を除く４～５時間であればある程度の自己管理ができる年齢のため(50代男性) 

・子供の家庭環境に違いがあると思うけど兄弟がいて年上の子が下の子を見るようなら少し安心だけれど一人っ子ならば不安でならない。(60

代女性) 

・自分である程度判断できるから(60代男性) 

・小学生の低学年では何か起きた時の判断が出来ない(60代男性) 

・体力的に付いて行けそう(60代男性) 

・説明して、理解してくれそう。(70代女性) 

・自分で考えて行動できると思うから(70代男性) 

 

▼中学生(13歳)以上 

・まだ子どもが小さいので、何歳になれば 1人で留守番ができるようになるのか、まだ想像がつかないが、やんちゃな男の子なので中学生ま

では 1人には出来ないと思った。(30代女性) 

・自己判断がしっかり出来るようになってから(30代女性) 

・小学生のうちはまだ社会のことがわからないと思う(30代女性) 

・小学生のうちは心配だから(30代女性) 

・小学生を卒業したまえ､安全意識はまた足りないと思います。(30代女性) 
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分析コメント 

▼「怪我や急病に対応でき

るか」「何かあったときの責

任問題」や、「預け先が少な

い」「預け先の利便性の向

上、厳しい条件を緩和して

ほしい」といったコメント

が多く寄せられています 

・小学生高学年が居ますが、まだ 1人で 4時間は不安だというので。(30代女性) 

・防犯意識がしっかりしてないと不安(30代女性) 

・ある程度 自分の世話ができ、困った時に他者に助けを求める事ができる年齢だと思う(40代女性) 

・ティーンエイジャーならばある程度の分別を伴う意志疎通が可能と考える為(40代女性) 

・やって良い事悪い事の区別が付くならその時間帯に留守番を頼めると思います。(40代女性) 

・火の元や不審者の判断が出来る最低限(40代女性) 

・環境や時間帯にもよりますが、中学生なら突発的な何かが起こっても、判断したり親に連絡したりできますね。(40代女性) 

・急な災害時が心配(40代女性) 

・勤務場所が遠いため、災害などあった場合すぐに駆けつけられないから。(40代女性) 

・災害時などの万が一のときの判断は、小学生ではまだ正確には出来ないと思うから。(40代女性) 

・中学くらいから自立に向けて少しずつ親離れを経験させてもいいのかなと。(40代女性) 

・中学生っていうより、１４歳以上かな？働ける年齢だったら、保護者が働いてる意味がわかると思う(40代女性) 

・昼間なら高学年から可。暗くなっていたら、中学生でも不可。自分の親は働いていなかったが、PTAの集まりで夜に月一くらいで居なかっ

た。とても寂しかった記憶がある為。(40代女性) 

・時間帯にもよる(40代男性) 

・自然災害がいつ起きるかわからないから心配(50代女性) 

・小学生のうちは自分を守ることの判断経験が充実とはいえないと考える。中学生では自分の行動に対して、正しいかどうかは的確に判断で

きかねるとしても、考え判断する経験が必要だと思われる。4〜5時間はちょうど良いと感じる。(50代女性) 

・戻る時間を伝えておけば、不安にならずに一人で過ごせる年頃だから。戻る時間を必ず伝え、その時間を守ればお互いの信用も成り立つ。

小学生ではまだ早いと思う。(50代女性) 

・ひとりである程度対応できると思う。(70代男性) 

 

▼何歳になっても 1人で留守番させるべきではない 

・何かあってからでは遅いですので(50代女性) 

・親は子供と一緒に育ちます(50代女性) 

 

▼その他 

・その子の性格や注意力などにもよる(20代女性) 

・年齢にかかわらず留守番は早いうちから経験した方がよい(30代女性) 

・火の危険があるか、昼ごはんの時間を跨ぐかなど家の中の環境にもよる(40代女性) 

・高校生以上(40代女性) 

・規定はない(60代男性) 

・今の 子供たちは ゲームばかりするからと後は人間関係(70代女性) 

 

 

問 32.子どもを「預ける」もしくは「預かる」ことについて、 

不便に思っていること・不満や不安に感じる事を教えてください(N=240) 

・大怪我だけが心配 (10代女性)  

・もう少し安くて気軽に預かってもらえる施設がほしい。 (20代女性) 

・怪我の有無 (20代女性) 

・怪我や事故がないか (20代女性) 
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・核家族なので、預かってもらうことが難しい (20代女性) 

・緊急で預けたい時に対応してくれるところがない。 (20代女性) 

・子どもが悲しんだり不安になったりせず過ごせるかどうか (20代女性) 

・情報量が少ない (20代女性) 

・子供同士のトラブルなどが心配 (20代女性) 

・子供が通う幼稚園の預かり保育は、原則共働きで原則 3日前までに申請となっているが、 

共働き等関係なく当日でも気軽にお願い出来る環境が整っているといいのになと思います。 

急な場合は担任に相談してくださいとなっているが、原則 3日前となっている以上気軽には相談できない。 (20代女性) 

・自分が見ていないところで怪我や急病が起こること、その責任は誰が取るのかと言うこと。 (20代女性) 

・子供のアレルギーや、飲まないといけない薬など生死に関わる持病を持つ子供が近年増えているため、預けるにも相手の理解が得られるか

心配。逆にそういった子を預かった時きちんと監督できるかな不安。 (20代女性) 

・保育園にシフトを渡さないと行けない事。仕事が終わったらすぐに迎えに行かないと行けない事。勤務時間が保育園側は知っているから仕

事が終わったら早く迎えに行かないといけないと急いでしまう。仕事が休日の日たまには保育園にあずけて 1人で息抜きの時間を作りたいと

思う。 (20代女性) 

・保育士の配置人数の少なさ (20代女性) 

・預かるための練習や勉強ができれば良い(独学よりも、簡易な賞状などで勉強した証拠が残ると預ける側が預けやすいと思う) (20代女性) 

・預け先が少ない (20代女性) 

・預け先が少ない。東西に広い市内で、やむを得ず遠くの保育園に通うことになったら、近くに預けられる家庭よりガソリン代が大幅に嵩むの

で、補助金がほしい。 (20代女性) 

・オヤツの準備など、色々と気やお金を使う (20代男性) 

・短時間で最低限の時間ならいいと思うが、必要以上に預けるのは良くないと思う (20代男性) 

・老朽化する児童クラブ・センターなど児童福祉施設の増改築が進んでいないことが不満 (20代男性) 

・周りに子どもがいないからわからない。 (30代その他) 

・1日だけ預けたい時に預けられる施設などがない (30代女性) 

・アレルギー対応や、怪我について等後々うるさくならないか、毎回預かりを希望されて自分の家族が疎かにならないか。 (30代女性) 

・お菓子 ジュースの与えすぎ (30代女性) 

・お金かかる。制約厳しい。(30代女性) 

・お互いに気を使ってしまうこと(30代女性) 

・ギャーと泣いた時に虐待されないか不安 (30代女性) 

・ケガ、病気の心配 (30代女性) 

・ケガしたら心配。子供がかわいそう。 (30代女性) 

・ケガとか怖い (30代女性) 

・コロナ禍はどこに預けるにも不安しかない。もし、働くなら幼稚園に迎えに行く事を考え勤務地を決めなければならない。その間、上の子は、

1人の時間が多くなりそれはかわいそう。 (30代女性) 

・どこまで怒っていいものかと悩むときはあります。 (30代女性) 

・ひとり親だと預ける場所が限られる。 (30代女性) 

・ワンオペ育児なので平日に私自身の息抜きの買い物の時に手軽に預けられる先がないのが辛い。休日も主人と二人で出掛けたい（赤ちゃ

んを連れて行く事が困難な場所）が、娯楽の為に預かってくれる保育先が苫小牧にはない。札幌には何件もそういう保育先があるから苫小牧

にもできて欲しい。 (30代女性) 

・何かあったときの咄嗟の対応ができるか不安。 (30代女性) 
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・何かあった時の責任がとれない (30代女性) 

・怪我、病気。 (30代女性) 

・怪我とかさせた時の責任がおもい (30代女性) 

・怪我や病気に対すること (30代女性) 

・怪我をした時など病院はどうしたらいいか考えてしまう。預かり保育を明野保育園に頼んだ時に子どもの接し方に問題がある人がいて信用出

来なくなり、謝ってももらえなかった事があった。 (30代女性) 

・学童がつまらなさすぎる (30代女性) 

・気軽にお願い出来る環境ではない (30代女性) 

・気軽に預けることができない。 (30代女性) 

・急な預りに対応できる施設やサービスがないこと、気軽に短時間でも預かってくれる場所があると助かる。 (30代女性) 

・交流があまりない子供、人見知りが激しい子だと不安 (30代女性) 

・公機関も認めているところなら安心できる (30代女性) 

・今現在利用中の保育園は時間が決められているし、ファミサポは助かるが、下の子が小さい為、兄弟バラバラに預ける必要があったり、急な

預かりの手続きが面倒だったり厳しかったりなど、利用しづらい (30代女性) 

・在宅仕事がある場合に預ける施設への送り迎えや食事の用意が大変なので、自宅に来て子供を見ていてくれる人やサービスがあると嬉し

い (30代女性) 

・雑に扱われていないか、容態を聞けるか (30代女性) 

・子どもが言うことを聞かない時が嫌 (30代女性) 

・子どもが淋しい思いをしていないかが 1番気になる。 (30代女性) 

・子どもにケガなどをさせないように、注意深く見守ることが自分にできるかどうかに不安を感じる (30代女性) 

・子どもは、親からより他者から学ぶことが多いと思うので、特に不満や不安はない。そこで体験した事全てが子ども成長になると思います。 

(30代女性) 

・子育てしている人に対する視線が昔に比べて格段に厳しくなっているように感じる。 

私が育ってきた時代と全然違い、過保護な親が多いので預けるのも預かるのも気をつかう。 (30代女性) 

・資格を持っていても問題を起こす人がいる。 (30代女性) 

・事故や怪我などの対応に責任を持てるかが不安。 (30代女性) 

・事故や病気 (30代女性) 

・事前の予約が必要だったり、準備が多いこと。 (30代女性) 

・児童クラブの先生が厳しすぎて子供がいきたくなくなってしまったことがあるので預けれなくなった (30代女性) 

・自分で産んだのだから極力自分達の力でなんとかするべき (30代女性) 

・自分の子供を他人だけに預けられない。何かあった時に後悔したくない。信頼できる人でも絶対はない。 (30代女性) 

・実家がないと病気になったときに預け先がない。 (30代女性) 

・周りに親以外の任せられる知り合いがいない (30代女性) 

・準備が面倒 (30代女性) 

・"信用してる身内ならいいけどそれ以外に預ける場合は子供が何かされてないか心配です。信用出来ないです。預かる際にはこちらが気を

つけていてなにもなっていなくても後々因縁付けられることもあるかもしれないので、そこが不安なところです (30代女性) 

・親と離れることでの子供への精神的影響 (30代女性) 

・世の中の雰囲気 (30代女性) 

・騒がしくしてイライラさせてないか (30代女性) 

・定員があったり、急な予約ができない。 (30代女性) 
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・転勤族なので、周りに祖母家や親戚などはいません。預けることができない。 (30代女性) 

・転勤族なので親戚も近くにいないし、ちょっとした用事でも子供を連れていかなくてはならない (30代女性) 

・突発的な用事に対して予約無しでパッと預かってもらえるサービスや場所が増えると嬉しい (30代女性) 

・乳児期の保育料が高すぎる (30代女性) 

・犯罪も多いので預けるのが不安 (30代女性) 

・不慮の怪我の責任をとる事に不満。普段のしつけがなされていなければ、お互いに嫌な気持ちになる (30代女性) 

・保育園等の預かる体制に柔軟性がない。制度があるので利用しようとしたら、現実にはそぐわず、利用できなかった。 (30代女性) 

・遊びものや知識が少ない人が長時間子供が飽きずに安全に遊んでてくれるような場所、施設が本当に少ない。 (30代女性) 

・預かる事に関してはなるべくならしたくない。 (30代女性) 

・預けたくても預けるところがないので働く場所が相当限られて子供が大きくならないと働けない (30代女性) 

・預ける→うるさいので迷惑になりそう。預かる→そこまで、親身な方が居ない (30代女性) 

・預けることに関しては、親又は、それを仕事にしている方にしか預けたことがないので不安はない。預かることに関しては何かあったときに困

る。(30代女性) 

・預けることに関しては年齢が小さいうちはある程度、親も我慢したり諦めることも多いと思うがたまの息抜きができれは良いと思う 

預かることに関しては責任が生じるので気楽に他人の子を預かるというのは難しいが短時間だったり年齢が大きくなれば可能だと思う(30代女

性) 

・預けるところが少ない、高い、気軽に頼めないので不便に思います。(30代女性) 

・預け先が少ない。 (30代女性) 

・預け先が少なすぎる、預けたいと思った時に預けられる場所がない(手続きを通して後日預かりが殆ど) (30代女性) 

・料金が高過ぎる (30代女性) 

・ケガや病気の対応 (30代男性) 

・気を遣うこと。近所付き合いが深ければよいと思う。でも今の情勢ではなかなか難しい。町内会をもっと活発化させたい (30代男性) 

・急な体調不良、怪我 (30代男性) 

・個人間の話のはずなのに、状況によって社会的責任に話が及ぶのが煩わしい (30代男性) 

・時間が取れない (30代男性) 

・相手に迷惑を掛ける、相手の子が食べ物などでアレルギーを起こす心配 (30代男性) 

・誰に預けることを想定しているのかわからないため答えられない (30代男性) 

・突然の怪我や病気の面で不安 (30代男性) 

・普段どおりができるか（or してもらえるか）が不安、＆急な病気などが不安 (30代男性) 

・お金 (40代女性) 

・ケガの心配 (40代女性) 

・その子や家庭環境をよく知らないと預かるとは言えない (40代女性) 

・どちらにも、申し訳なさが常にある (40代女性) 

・もっと気軽に預けたり預かったり出来る様に、そういうマッチングが出来るサイトが有ればいいと思う。もちろん、事前に入念な審査をした上で

登録するような形で。 (40代女性) 

・何かあっても責任が取れない (40代女性) 

・家庭のルールが分からない (40代女性) 

・怪我や事故 (40代女性) 

・間が持たない (40代女性) 

・気を遣ってしまう。 (40代女性) 
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・気軽に預けたり預かったりできない。子供が何をするかわからないし、何かあったらどうしようと思う。 (40代女性) 

・気軽に預けられるところはなかなかない (40代女性) 

・急な休校になると、放課後児童クラブを、普段から利用している人は朝から預けられるが、長期間休みのときしか利用していないと、預け先

がないこと。仕事を休むか親や友人に頼まなくてはいえないこと。急な休校時、児童クラブを、利用できたらいいと思っている。 (40代女性) 

・公的保育園の一時預かりを、利用したいと思ったのですが、急な預かりには対応出来ず、また、預けるための用品の準備もたくさんあり、とて

もハードルが高く諦めたことがあります。(40代女性) 

・今はコロナが不安です。他に事故や怪我が心配です。 (40代女性) 

・子供の親…安易に子供を預けるとの考えがある場合は、ちょっと気がかり。子供…自分がなぜ、預かり先で待っていなくてはならないのか親

がちゃんと子供に伝えられているか。(子供が理解出来る年頃)(40代女性) 

・子供はうるさくて当たりまえ。うるさくしたら虐待と言われる世の中では安心して、「預けて預かって」はできないと思います。(40代女性) 

・子供預けるのも預かるのも、めを離して何かあった時を考えると不安。 (40代女性) 

・思い付かない (40代女性) 

・児童クラブの終了時間が早すぎです。 (40代女性) 

・自分の不注意でケガや事故にあわないかどうか。 (40代女性) 

・叱り方 (40代女性) 

・車で急に出かける場合ベビーシートがない (40代女性) 

・重大な事故などが心配 (40代女性) 

・信用できる 専門機関がない (40代女性) 

・親の協力がある家庭だけが仕事を続けられて不公平だと思う。私の実家が遠方で協力的ではあるのに、近くの旦那の実家は嫁の子は見な

いと言われ、息子が働いてるのだから仕事しなくてもいいと抑制されている。 (40代女性) 

・身内付き合いが全くないし、お金をかけて預けようとも思わない。(40代女性) 

・世間の目 (40代女性) 

・昔あったはずの「常識」が育児においても崩壊し、各家庭で様々なルールやこだわりが存在しています。個人的には気軽に預ける、預かれ

る時代ではないと思う。事故件数も昔のほうが多かったはずなのに、今のほうが不安を感じる。事故の責任を誰が負うのか、国や地方行政で

負ってくれるのでしょうか？ (40代女性) 

・責任問題 (40代女性) 

・全ての保育園や学校が病児対応可能なら多分親たちはもっと働きやすいはず (40代女性) 

・相手に怪我させたりしないか心配です (40代女性) 

・相手の時間を奪うのは申し訳ないと思う。 (40代女性) 

・相手の責任や自分の責任が生じるので、あまり安易に預けたり預かったりできない (40代女性) 

・知識が無い (40代女性) 

・特にない、預かる時は細かいくらい指示してくれた方が助かる (40代女性) 

・病気はの子は無理。自分の子供と相性が良くない子も難ししう。息子と仲良しの友達なら大丈夫かかな。自分と仲良しのママ友の子も預か

れるかも (40代女性) 

・普段から密に関わってるなら預かれるが、そうでなければ難しい (40代女性) 

・保育園以外の方に預けたことがないので（したくなかったので）、わかりません。預かったときは、とにかく全てに置いて不安でした (40代女

性) 

・保育所の定員、保育料の支払い (40代女性) 

・保護者との関係によりけり (40代女性) 

・母親が入院するとき預ける施設がなかった (40代女性) 
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・預かることについて、やはり、ケガなどが心配です。 (40代女性) 

・預かるなら、万が一の際に、連絡が必ずつくこと。 (40代女性) 

・預けるとして、色々迷惑かけないか心配。 (40代女性) 

・預け先がない (40代女性) 

・SOS を出せない保護者が居ることに不安を感じる。やむを得ずそうした状況に置かれた人とつながる仕組みが弱い。 (40代男性) 

・ちょっとした事で直ぐ迎えに来させられる。 (40代男性) 

・悪い習慣を教えてしまう (40代男性) 

・何かあったら困る (40代男性) 

・急な用事(身内に事故)とかがあった場合に困る (40代男性) 

・近所に親族が居ない (40代男性) 

・経済的理由と場所を知らない (40代男性) 

・最近は女性も働くことが美徳とされるが、夫婦ともに子どもを預けてまで働き続けることにどれほどの意味があるのか。誰のために、何のため

に働くのか。 (40代男性) 

・子どもが大人しくしているかどうか (40代男性) 

・子どもにとって安心感を持てる相手や場所かどうか (40代男性) 

・子供の相手が出来ない (40代男性) 

・事故や急病への対応とその責任 (40代男性) 

・持病、発作、アレルギー (40代男性) 

・申し訳無い (40代男性) 

・晴れているのに室内でテレビゲームをすること。 (40代男性) 

・預けるときは相手の負担にならないかが心配。預かるときはこちらの都合も考慮してほしい。(40代男性) 

・預けるのは仕方ないが、ちょっとした外出でもすぐ預けるのはいかがなものか？子供産んでまでまだ両親に飲み会だからとかで預けて甘え

てるようだから、自覚のない大人が増えてると思う (40代男性) 

・「預かる」では、子育ての経験はあるが、保育の資格、勉強を、した訳ではないので 1人で預かるのは病気やケガなど心配で不安がある。 

(50代女性) 

・アレルギーや病気の有無等が分かれば良いと思います (50代女性) 

・アレルギー等、その子供の事を知った上でが条件となると思う (50代女性) 

・いつでも気軽にお願いできない (50代女性) 

・お互いの信用がないとそもそもムリ、何をしてるか不安になるため。 (50代女性) 

・その子のことがよくわからないので。 (50代女性) 

・その様な場所が少ない (50代女性) 

・それぞれの家庭の考えがあり何が常識か多様過ぎるため (50代女性) 

・どちらも、よほど親しくないと出来ない (50代女性) 

・やはりケンカなどで怪我したらの不安 (50代女性) 

・やはり急な体調の変化や怪我 (50代女性) 

・やんちゃなうちは人に任せないし、任されたくない。家をぐちゃぐちゃにするようなことをするから。 (50代女性) 

・悪いことをした時の叱り方。 (50代女性) 

・以前、お隣の奥さんに何度も子守りを押し付けられて理不尽に感じた。（小さい社宅なので断りづらいのを見透かされた感じ）緊急なら、いく

らでも対応するが、大した理由もないのに、図々しく預ける人には不満を感じる。（こちらから預けたことは一度もない） (50代女性) 

・意志疎通(50代女性) 


