
回答者：341人

問１　世帯構成について
選択肢 回答数 割合

２世代世帯 239 70%
３世代世帯 74 22%
その他 21 6%
無回答 7 2%
合計 341 100%

その他の内訳
　４世代世帯　　11
　未記入　10

問２　子育て学習センターの利用目的について①（複数回答）
回答数 割合

166 20%
106 13%
256 31%
189 23%
105 13%
13 2%

835 100%

その他の内訳
　子どもの友達作り
　こども園等、図書館、おはなし会の帰りにあそばせる
　ママ友との会話、情報交換
　息抜き!!ストレス解消!!
　友達づくり
　地域での活動の打合せ（母親同士）をする際、子供を遊ばせておく
　調べもの
　栄養相談の相談員として　など

問３　子育て学習センターの利用目的について②（複数回答）
回答数 割合

104 11%
118 13%
203 22%
302 33%
172 19%
16 2%

915 100%

その他の内訳
　子どものストレス解放
　子どもが行きたがる
　本、絵本の読み聞かせ
　ヨガ、体を動かしたい
　気分転換
　子育てイベントのスタッフ
　人の役に立ちたい　など

丹波市子ども・子育て支援事業に関するアンケート集計結果（子育て学習センター）

子育て支援に関する情報収集

自由来館
グループ活動
子育て相談
事業参加

選択肢

その他
合計

合計
その他
家から出て開放感を得たい

同じ年頃の子ども同士遊ばせたい

友達と話がしたい
指導員と話がしたい
誰かに話を聞いて欲しい
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問４　子育て学習センターの利用頻度について
選択肢 回答数 割合

週２～３回 63 18%
週１回 115 34%
月１～２回 147 43%
その他 12 4%
無回答 4 1%
合計 341 100%

その他の内訳
　年に１回程
　実家に帰ってきたとき
　イベントの時ぐらい
　週4～5回
　週５
　ほぼ毎日

問５　子育て学習センターにおける情報提供の満足度について
回答数 割合

300 88%
13 4%
20 6%
8 2%

341 100%

問６　認定こども園等の子育て広場の利用について
回答数 割合

150 44%
145 43%
39 11%
7 2%

341 100%

問７　子育て学習センターに対して充実を求める内容について（複数回答）
選択肢 回答数 割合

事業内容 131 23%
事業回数 72 13%
相談体制 59 10%
グループ支援 106 19%
情報提供 117 21%
その他 6 1%
特にない 77 14%
合計 568 100%

その他の内訳
　いつでも遊びに行ける、相談できる場
　月のふれあい教室が楽しみなので増やしてほしい
　今で十分だけどクリスマス会は復活してほしい
　家庭訪問

選択肢

無回答
今後利用を予定している
利用していない
利用している

合計

選択肢

無回答
どちらでもない
どちらかといえば不満
どちらかといえば満足

合計
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問８　丹波市における子育て環境や支援への満足度
選択肢 回答数 割合

高い 40 12%
やや高い 105 31%
普通 141 41%
やや低い 42 12%
低い 3 1%
無回答 10 3%
合計 341 100%

問９　ご意見（自由記述）

気軽に来れる、気軽に参加できる、他の親子の皆さんと話できるのがいいです。

いつも気軽にプレイルームを利用させていただきありがとうございます。先生方にいろいろ話を聞いてもらえて
いつも行ってよかったと思います。これからもいつまでも気軽に行けるプレイルームであってほしいと思いま
す。

いつも本当に助けてもらってます。安全に遊べることもありがたいです。今後利用させてもらいたいです。
いつもお世話になっている。来るととても楽しいです。

同じ年頃のお友達と遊べる事がとてもありがたいです。

同じ年頃のお友達と遊ばせることが出来て嬉しいです。

同じ年頃のお友達が出来たり同じ悩みをもつお母さんと知り合えるこの場所がとてもありがたいです。手遊びや
子どもの歌などを教えてもらえるのも親子とも嬉しいです。

昔に比べ子供の数が少なく学習センターに行くと子供もいるので一緒に遊ばせるのに良い所だと思います。ま
た、違う母親との交流にもなり輪が広がり地域密着でいいと思います。

子育て学習センターにはとてもお世話になっています。近所に子どもがいない中、子ども同士で遊ばせたり親同
士の情報交換をしたり、さらには様々な事業を通して親子ともども学びがあります。小さい子に触れることなく
成人して親となり、子育て知識ゼロで出産したので、親が学ぶ、相談する場は重要と思います。

遊び場があってうれしい。

近くに集まれる場所があってうれしい。

近くにこのような施設があるのはうれしい。もっと早くから利用していればよかった。

子育てセンターがあることで同じ年頃の子どもを持つママさん達と出会う機会を得て、とても充実した時間をす
ごせています。また、グループで活動するときに無料で施設を使用できるのもとても助かります。町に1つずつ
あることが大切だなと思います。保育園でお世話になるまでの数年間、先生方とお話してアドバイスをいただき
友達ができ、そういう親子共々充実した時間がすごせることがその後の子ども達の成長に大きく影響してくると
思います。そのような方面で今後もご支援いただけると嬉しいです。

上の子が2歳、下の子が10ヶ月でグループ活動に楽しく参加させていただいています。上の子が0か月の頃、勇気
がなく参加していなかったのですが、下の子が産まれてから上の子の遊びに迷っていて山南の支援室のことを聞
き行ってみたら先生も楽しくおもちゃもたくさんあり楽しかったです。この先もずっとこの活動が続くことをね
がっています。

今、子供が小学生と中学生になりますが子育て学習センターには本当にお世話になりました。センターなしでは
子育ては大変です。今まで通り親子で楽しんだり相談できる場所であってほしいです。こども園の子育て広場と
は違うので一緒にしてほしくないです。

長女（８歳）は保育所入園前まで約３年、昨年からは長男（１歳）もグループ活動でお世話になっています。グ
ループ活動では同じ年代の子どもさんと交流でき私自身も気分転換に良い場となっています。これからも「ゆめ
わあく」がたくさんの子どもさんとお母さんの笑顔の場として続いていって欲しいと思います。

たまにくると先生やママ達と話せるので心が楽になります。

いろいろな支援をされていてどこへ行くのか迷ってしまいますが子どもはとてもうれしそうです。

いろいろなイベントがあって楽しいと思います。

子育て学習センターのおかげでいろいろなイベントに参加できてうれしい。

市島のわかば教室はおもちゃもたくさんありイベントも充実しているので今後も続けてほしい。

事業やグループ活動をとおして同学年のお友達と季節を感じられる遊びができて、環境に恵まれていると思いま
す。活動以外でも自由に利用できるプレイルームで遊ばせていただきありがたいと思っています。

子育て支援施設のおかげで私も子どももとっても楽しませてもらってるのと、たくさんの情報交換ができる場な
のでとってもありがたいです。
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丹波市に来て3年がたちました。初めての場所での生活、妊娠、出産、子育て、とても不安だったときに、ここ
のゆめわあく柏原の先生方と出会いとても親身に相談にのって下さいました。そのおかげで私も子供も楽しくす
ごすことが出来ています。子どもは思いっきり体を動かせて遊ぶことが出来るし他のお母さん方ともコミュニ
ケーションがとれて助かります。これからも変わらずゆめわあくを利用していきたいと思っています。

第一子出産前に丹波に越してきて友達もいない中の子育てはとても大変でしたが、ゆめわあくのサークルに入っ
て友達もでき子供同士も友というものを知ることができたし子育ての相談もできてとても救われました。ゆめわ
あくがなかったら第二子も孤独な子育てでうつになっていたかもしれないし、ぎゃくたいをしていたかもしれな
いと思います。大変感謝しています。いつか恩返ししたいです。

子育て学習センターには大変お世話になっています。親が家にいて保育園にあずけられないため子育ての話が家
庭以外でできる場がなく子育て学習センターが貴重な場となってます。子育てに関する情報も学習センターに行
かないとなかなか手に入らないので他にも気軽に情報を得ることができたらいいな。（マンションのため広報も
入らず…）

私自身初めての子育てで不安いっぱいの時に子育て学習センターを利用するようになりました。今年で３年目に
なりますが子供は友達とのびのびと遊びまわって親はママ友と楽しくおしゃべりしたり相談し合ったり充実した
時間を過ごせています。家で子供と２人きりだと息が詰まってしまいそうになるけど、こういう場があってとて
も助かっています。今後もどんどん利用していこうと思います。

丹波に引越してきたばかりで友だちもおらず子ども同士、親同士が関わることができる学習センターのプレイ
ルームやグループ活動の存在が子育ての孤独感からくる不安を解消してくれました。地域の子どもは地域の皆で
育てるという雰囲気がとても良いなと思います。

市外から結婚で丹波市に来ました。子供が生まれても友だちもいない中“子育てセンター”というところがある
のを知り、恐る恐る事務所に声をかけました。先生方がとても親身になって話を聞いてくださり初めて話をした
のに安心したのを覚えています。それから、家の中での子育てに煮つまる前にはセンターに来て気晴らしをする
ようになりました。サークルなどにも参加するようになり（親子で）友だちが増えました。子育ての悩みから家
族とのかかわりの悩み、保育園のこと、将来のことなど、市外から来たことも忘れるくらい、いろんな話ができ
るようになりました。これから丹波市で子育てをする私にとって子育てセンターが自信と基盤を作る機会を作っ
てくださったんだなぁと、いつも感謝の気持ちです。これから自分と同じような人がいたら「山南子育て学習セ
ンターには楽しい先生方と新しい出会いがあるよ～。」と伝えようと思います。

他県からひっこしてきたので住民センターがあることによって地域との関わりをもつこともできたし子供を同年
代の子と遊ばすこともできるので、お母さん達にとってとても大切な場所だと思います。もっといろんなイベン
トがふえるといいなーと思います。

山南子育て学習センターは私や子供にとって本当に必要な場所です。親せきも近所にいない丹波に引越してきて
不安だらけの子育ての中、清水先生、横山先生、ここで出会う友達があったからこそ楽しく子育て出来ている毎
日です。絶対に必要な場所です!!

私は別の市から丹波市に来たので友人がいなかったが学習センターへのグループ参加のおかげで知り合いも増え
楽しく子育てができています。息子にとってもたくさんのおもちゃや同じ年の子に囲まれて遊ぶことはプラスに
なっていると思うので子育て支援を充実させてもらうのは本当にありがたいです。

初めての子育て、知人も少ない土地でゆめわあくでの活動は友人も増え色々な情報交換のできる貴重な場です。
今後もこのような場は子育てをするママ達には必要な所だと考えます。

丹波に来て初めての友達が出来た場です。とても助かり感謝しています。もう少し子供をあずかってもらえる所
がふえたらいいなと思います。

現状は満足しています。子育て支援室（学習センターの先生ら）のおかげでママ友＆子供らのお友達も増えたし
日々のストレスやグチ（相談）を聞いてもらえるので本当にありがたいです!!　山南（丹波市）に嫁いでよかっ
たです。月曜日、プレイルームが休みなので残念ですが…。プレイルーム＆先生達のおかげで色々助けられてま
す。

今、すごく良くしてもらえています。（親子ふれあい、ひよこクラス、ピヨピヨサークル等）　このまま継続さ
せていただきたいし、して行きたい!!

子育てセンターの存続ありがとうございます。いつもセンターの先生にはお世話になって、どんな話でも聞いて
もらえてとても心が軽くなります。最近、4歳児クラスの娘の保育時間が4時から２時になって、２時間何して過
ごそうと思っていましたがプレイルームがあるお陰で毎日のように通い、あっという間に時間が過ぎていくの
で、やはりプレイルームは私の生活の中でなくてはならない場所だと思います。インフルエンザの補助金が上が
ると嬉しい。（２人いると結構かかるので）　子育てセンターの先生方が私達を楽しませてたり、居心地のよい
場所にしてくれようと一生懸命仕事されているので自分も働き出したら先生方のように一生懸命になりたい。

ゆめわあくがあることは親にとっても子どもにとってもとても有意義なものです。お金の面でも支援してもらっ
たりしていて、まだ保育園に入れていない、うちにとってすごくありがたい場所です。

毎日のように子育て学習センターに通わせてもらっています。子育てに不安や悩みがある時でも、先生や周りの
お母さん達に話を聞いてもらえるのでとても有り難く思っています。また、子供も2才ですが仲の良いお友達が
でき学習センターへ行くのを毎日楽しみにしています。母も子もたくさんのことを学べる場所なのでこれからも
ずっと通わせてもらいたいと思います。

子育て学習センターがあるおかげで子育てでつらい時も乗りこえて今までこられました。園の先生に育児の相談
などはなかなかできません。子育て学習センターがこれからもお母さん達の身近にあって充実していってほしい
と思います。大きな行事や施設を充実させるより身近にこのセンターを残すことが重要だと思います。



何もかも合同でするというのは、なかなか利用できない事もあるので近くでしてほしい。

学習センターにはいつもお世話になっています。環境に地域差があるので一度見直してもよいかもしれません
…。春日、山南などは利用しやすい環境ですが氷上は無理があります。指導員室と離れている軽運動室で専有化
できない（おもちゃを部屋から出して使用する必要がある）等、不都合が多い。

町ごとに活動の幅があるので平均にしてほしい。

山南子育て学習センターはとても居心地が良くて毎日の様に利用させていただいていました。昔は、子育て事業
も毎月あり、それがとても楽しみでしたが、数年前より２ヶ月に１度です。季節を感じられるもよおしもので、
とても良い事だったので今後再び毎月あるといいなあと思います。

ふれあい教室など、こども、親両方が楽しみにしています。思い出にもなるし増やしてほしいです。子育てで悩
んだ時、子育てセンターに行って、人に話を聞いてもらう事で本当に安心しました。センターは子育てをする中
で必要です。センターに行く事で他の親子と知り合うきっかけになり、後に、子どもが大きくなってもつきあい
が続き、いい関係が築けています。センターがあるおかげです。保育園に行く前の子にとって他の子ども達と触
れあう場としてセンターをよく活用しています。公園などもありますが、けんかしたり仲良くなったり成長の場
としてとてもいい所です。

逆になぜこの場所がいらなくなるのかふしぎです。他府県からこられた方や同居でつらい方、子育てで悩んでお
られる方がどれだけセンター、センターの横山先生、清水先生に救われたか。私は出産してセンターにかようの
が夢でした。今、それが叶ってとてもうれしい。たくさんのおともだちができて泣くことが少なくなりました。
何かつらいことがあったら先生方に、うれしいことがあったら先生方に、そう思える場所があることがとても幸
せです。本当にありがとうございます。

丹波市は県外から嫁いで来られた方がたくさんいます。そういう方からすれば子育て学習センターがなければ不
安でたまりません。

子育て学習センターは永遠にあってほしいです。

子どもは将来丹波市を担う地域の宝です。親、地域の方々で大切に育てていきたいです。子育て学習センターは
重要な所です。これからもすっとあり続けてほしいです。

今まで通りでいいです。何もかえないで。

学習センター（プレイルーム）は存続して欲しいです。

子育て学習センターは必要なのでなくさないで下さい。

いつも利用させていただいています。今後も利用したいと思います。

子ども園ができてもゆめわあくを残してほしいです。母、子達の交流の場です。

今の環境で十分満足しています。いつも協力してくださる先生方に感謝しています。

現状に満足しています。

今のままで良い。多くをもとめない。

すくすく相談で時々話を聞いてもらってます。不安に思っている事や悩んでいることを親身になって聞いてくれ
るし自分の考えを肯定してもらえるし、いつもスッキリして元気をもらっています。児童館や学習センターでも
気軽に話ができる環境なので子育て支援については充実していると思います。スーパーやバスではよく声をかけ
てもらったり助けてもらったりと子育てする様になってから丹波市が好きになりました。

こども園の子育て広場を利用させて頂いていますが自由な時間に行けて子育ての相談をいつでもできる子育てセ
ンターはとても貴重な場所です。これからも続けて行って欲しいです。

親子で過ごす時間は有限だけど24時間子どもとむきあうのは楽しくもあり大変なことです。子育て学習センター
に来れば同じように子育てをしている仲間や子育て終わった先輩ママやセンターの先生がいてくださって子ども
も親もリフレッシュできます。子育て学習センターは憩いの場であるとともに病院のように心を癒してくれる場
所です。

意見は特にありませんが、今も、これからのママたちのためにも子育てセンターはずっとあり続けてほしいで
す。

他市から越して来た時、子育て支援の充実さに感激しました。今のままのスタイルを続けていただけたら助かり
ます。他町にまたがるイベントの時、車での移動が必要なので徒歩しかない方は乗り合わせの仕方を提案してい
ただいたり学習センター毎にバス停をもうけたりシャトルバスなどがあればもっと参加しやすいと思います。

丹波市は子育て支援が手厚いと思います。町をまたがる行事の時、車移動できない方へのサポートがあると、
もっと参加しやすくなると思います。

子供が少なくなっていっているのと逆に１人の子供に対しての支援や子供が育ちやすくなる環境も少なくなって
いると思う。地域で子供を育てていた昔のやり方の方が良かった気がします。

他県から引越してきたので他県より丹波市の子育て活動が充実していることを感じる。今後も様々な活動がある
と嬉しいです。

親以外の支援（地域やセンター等）が厚く、子育てしやすいです。ありがたいなあとつくづく感じます。

市外から来ています。（加東市） 丹波市の子育て支援施設についてはとても充実していると思います。いつも
ママさんのグループ活動でお世話になっていますが小さなお子さんとママさんが会うたびに笑顔でおられるのに
とても感心します。

西脇市からヨガサークルで利用させてもらっていますが丹波市は子育ての環境が整備されているなあといつも感
心しています。



公園が少ない。近くに遊べる環境がもう少しあればうれしいです。

日曜日と月曜日、市内どこか1ヵ所でよいので開館してもらえるとうれしい。

月曜日に使える施設が少ないので、利用できる場がほしいです。（児童館も午前だけなので…）

室内で遊べる広い施設があればうれしいです。

雨の日にあそべる場所をふやしてほしい。

屋内・屋外ともに遊べる子育てセンターがほしい。金銭的な支援、増税etcにともないもう少しあるとありがた
い。認定こども園、幼稚園部のお迎え時間が14：00となっているが家に下の子がいるとお昼寝時間とかさなるこ
とが多くいちばんでにくい時間。もう少し時間にはばをもたせてもらえるとありがたい。

室内ではなくて外遊びをしたい。のびのびと遊ばせたい。

公園をたくさんつくってほしい。雨でもあそべる場所がほしい。買い物がしやすい所をつくってほしい。

公園がほしい。

公園を作ってほしい。

こども園に行く前の障がい児の親への相談・交流の充実をはかってほしい。
ゆめわあくの１つの部屋は遊べるように空けていてほしいです。

子どもが子ども園に行ってますが、降園後に利用させてもらっています。また、サークル活動等によく参加させ
ていただいています。以前に比べて丹波市内での全体での活動（クリスマスコンサート等）が少なくなっていっ
ているのが残念です。復活を望みます!いつも子育ての先生には話を聞いてもらったりお世話になっています。
子どももセンターや先生のことが大好きです。たくさん利用していきたいと思います。

未就園児の遊べる施せつがもうすこし充実してもよいのかな？っと思います。今ある施せつは小さい子の為にも
ずっと残っていてほしいです。

子供つれて遊びに行く所が少ない。補助用便座、オムツかえが出来ない。

住民センターのトイレの手洗いの下に台を置いてほしい。子どもの手洗いがとどかないから。

休日の次の日がセンターお休みなのはなぜですか？（月曜日が休日の場合、火曜日はセンターが休館になってい
る。）

平日の保育園帰りにも来たいのですが。

保育園に行っていますが土曜日に利用させていただいています。このような場があってうれしいです。

とても子育てしやすい環境です。こども園と住民センターのイベントが重ならないようにしてほしいです。

保育園との連携なども含めて子育てセンターをもっと活用できるような場にしていってもらいたいです。

子供の事で不安な事や心配事がある時に相談しやすいようにしてほしいです。子供が２人いるとなかなかゆっく
り相談できなかったりするので。
発達の相談もしたいので保健士や栄養士に月1回でもセンターに来てほしいです。

子育ての環境や支援の満足度を「やや高い」にしたのは以前に比べて事業の回数が減ったからです。（山南町）
以前の月1回のペースの時はとても満足でした。季節の行事を考えて頂き子供たちのつながりも回数を重ねるた
びに深まり、親同士の交流もでき、とても良い環境でした。現在は、丹波市全体での事業もありますが、それは
それで楽しませてもらいますが各町ごとの事業が充実してこそのもののような気がします。毎月の事業をぜひ復
活してほしいと思います。

山南町は他の町に比べ支援が少ないように思います。

子育てグループに属していなくても子育てセンターの事業などに親子で気軽に参加できる体制にしてほしいで
す。

子育て世代の親だけでなく祖父母が孫を連れてこれるような雰囲気がセンターには足りない。今、共働きの所が
多くなりつつ、子どもを祖父母が見ているところも増えたが、どうも子育て広場や学習センターに連れていきに
くいという声やどうやって日中を過ごそうかという声をよく聞く。そういう親の親の世代との交流も昔と今の子
育ての知恵や情報が交換でき、お互いによい機会となるのでは？もちろん核家族が増える中で子どもにとっても
いい刺激になると思う。

60才以上の高齢者に呼びかけ子育て支援にかかわり、幼児園、認定子ども園の負担を軽くしてあげる方法もある
のではないでしょうか。核家族化で受け継がれていかなくなった郷土料理を作るお手伝いをするなど食育も大切
な子育て環境づくりだと思います。

病気や食事やトイレのことや、お母さんたちが必ず通る悩みがあると思うのですが、テーマをもうけたりして相
談できる機会があると嬉しく思います。

市内のセンターの開放情報がくわしく知りたい。グループ、イベントで、行っても使えない事があります。

情報提供の充実（子育てのイベント等がみにくい。支援センターや市役所にいって用紙をみて知ることが多いた
め、ネット、HPに定期的にアップしてほしい）

手当など福祉の情報がもっとほしい。



現在住んでいる市は未就園児への支援がさかんで毎日のように出かけリフレッシュできます。丹波市もぜひ…。

丹波市にも大きな児童館を作ってほしい。（各町の学習センターも残しておいたままで）

1人っ子でも多子家庭のような支援がほしい。

子どもを2人以上育てようと思ったら経済力のある家庭は別として、母親以外で子どもの面倒を見てくれるしっ
かりした人が必要です。現状では、そんな人はいないので2人目を産むことができません。「保育ママさん」の
ような制度の充実を望みます。また、子どもをこども園に預けながらできる仕事がほとんどないので、それもま
た、2人目を産む支障になります。

子どもの健診について各支所で行って欲しいと思います。その他の支援においてはおおむね満足しています。

自然が豊かで子連れでも温かい目で見守ってもらえて子育てには良い環境ですが小児科（病院）やこども園など
の施設は少なく不便も感じます。その中で子育て学習センターにはとてもお世話になっています。近所に子ども
がいない中、子ども同士で遊ばせたり親同士の情報交換をしたり、さらには様々な事業を通して親子ともども学
びがあります。小さい子に触れることなく成人して親となり、子育て知識ゼロで出産したので、親が学ぶ、相談
する場は重要と思います。

認定になって入所していないとやはり園庭解放などがあっても参加しにくい。家で子育てしている立場としては
ゆめわあくのようなセンターは絶対に残してほしい。

子ども園、長時間部の子どもの活動について、午睡がない場合に視聴覚の時間としている（ビデオ視聴など）園
があった。活動的なあそびをとり入れてもらいたいと思った。幼稚園が担ってきた「教育」部分の充実を子ども
園でもとり入れて頂きたい。

今後、認定こども園へ移行するにあたり先生の低年齢化や経験不足が心配されます。また、新体制の中、目が行
き届いていないという現場の声も聞きますのでフォローされる機関として重要だと思います。

先日、西脇に新しくできたセンターへ遊びに行きました。遊具が充実していて外にもたくさん遊具がありまし
た。市外からもたくさん来館されていたようです。丹波市にも外でもあそべる遊具があれば今以上に楽しめる
な。と思いました。あと、イベントがもっと丹波市に多ければ気軽に参加できて心強く感じる方も多くなると思
います。（毎月ふれあい教室を開催してほしいです）

今、他市に住んでいますが子育て支援がとても充実しており子ども園でも月に１０回程、行事（未就学児）があ
ります。そしてゆめわあくにあたる各地域の子育てセンターも毎日あいており行事がない日はそこでのんびり子
どもをあそばせています。丹波市も子ども園での子育て支援をすすめられるのはとてもありがたいですが、ゆめ
わあくのような各地域のセンターもぜひ残しておいてほしいです！子ども園は行事をたのしむ所、センターは親
同士話をしたり悩み相談の場として…。

2012年に柏原に引越してきました。幼稚園が年長の１年しかないこと、年少や年中の年齢になるのに教育が受け
られないこと。本当に驚きました。祖父母が遠くに住んでいる為子供を見ることが出来るのが自分しかいない
今、なかなか仕事をするのも難しい状況です。保育所に入れたくても入れられない。子供も大きくなりずっと母
親と２人で過ごす日々にも限界を感じます。年少になったら親の仕事は関係なく誰でも教育が受けられる当たり
前の環境を望みます。
東地区の保育園からこども園への事、急いでください。おくれているならばバスなどのふりかえ等を考えるべ
き。交通の便等が不便なうえ子どもを通園させるのも不便だなんて理解できません。また、2時降園のおくりバ
スがないのも働いていない親へのぶじょくに感じます。

こども園のバスの利用の補助をしてほしい。

幼稚園の区域外のバスを考えて欲しい。こども園になっていない区域のフォローがない。

認定こども園の受け入れ児童数の確保、認定への早期切替えによる待機児童の対策、公園や施設の整備、西脇に
出来たミライエの様な施設があれば丹波の子育ても魅力的になる!!絶対に!!

思うように保育園などに入園できないとききました。改善されるとよいなと思います。

一時保育がもっとあれば良い。ファミリーサポートは利用しづらい。

すぐ当日でも大丈夫な一時預かりがあると助かります。2時間くらい。

子ども園に統一して欲しい。働いていなくても子供を預けられる施設があれば良い。

認定保育園の早期完了（待機児童対策）

青垣にも子供が（小さい子供が）遊べる公園が出来てほしい。

公園をもっと広く数も増やして欲しい。土日祝に遊べる場がほしい。子育てセンターで食事が出来るのはうれし
いがレンジがあると助かります。

公園で遊ばせていますがゴミが多かったりするのでもう少し気をつけてほしいです。夏場は草も長くなっている
ので大変ですが、お手入れをしてほしいです。

一時預かりが出来れば嬉しい。こども園等は登録など大変なのでサークルに登録していたら大丈夫ぐらいの楽さ
で預かってほしい。（病院へ行きたい時など）

託児ボランティア派遣事業をしてもらえると助かります。託児ボランティア登録制度があればよいナーと思いま
す。

小学校に入ってからの学童（アフタースクール）の時間を19：00までにしてほしい。保育園は19：00までで仕事
しやすいが子どもが小学校に入ると働きにくくなる。


