
回答者：433人

問１　世帯構成について
選択肢 回答数 割合

２世代世帯 324 75%
３世代世帯 81 19%
その他 19 4%
無回答 9 2%
合計 433 100%

その他の内訳
　４世代世帯　　16
　敷地内同居　1
　未記入　2

問２　園の教育･保育は保護者の期待に応えているか
選択肢

回答数 割合
386 89%
41 9%
5 1%
1 0%

433 100%

問３　園に対して意見や意向を伝えることができるか
選択肢 回答数 割合
できる 332 77%
できない 12 3%
どちらともいない 87 20%
無回答 2 0%
合計 433 100%

問４　就学前教育・保育に対して期待すること（複数回答）
回答数 割合

347 27%
304 24%
377 29%
236 18%
19 1%

1,283 100%
その他の内訳
　遊びを通して健康な心身を育てること
　友達をたくさん作ってほしい
　健康な体力づくり
　人間関係の信頼の築き（子ども同志）

選択肢

合計
その他
小学校へのスムーズな接続

集団生活への対応力を培う
基本的生活習慣を習得
遊びを通して学びの基礎を培う

合計

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（認定こども園・保育園・幼稚園）

選択肢
どちらかといえば応えている

どちらともいえない
どちらかといえば応えていない

無回答
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　自主的にできるようになる。自立。
　友達や先生との色々なかかわりを通して自己発揮する事
　他者への思いやりある言動を身につけてほしい（年齢相応の）
　様々なルールや相手を大切にすることなどを学ぶこと
　あいさつや小学生との交流をもっと深める
　田舎の環境を生かした様々な体験
　保育よりも教育
　年長クラスでの早い時期からのひらがな・カタカナの学習
　英語の遊びの時間
　希望制での〝習い事″事業、ピアノ、スポーツなど放課後の時間での対応
　お友達と関わることで競争心・向上心・がんばろうという気持ちを持つこと。
　子供同士、先生方とのコミュニケーションをとれること。

問５　子どもさんが楽しく園に通っていますか
選択肢 回答数 割合

はい 417 96%
いいえ 2 0%
どちらともいえない 14 3%
合計 433 100%

問６　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 24 6%
やや高い 76 18%
普通 251 58%
やや低い 59 14%
低い 19 4%
無回答 4 1%
合計 433 100%

問７　ご意見（自由記述）

不満は何もありません。

毎日充実した保育をして頂いているので親子共に満足しています。園以外でも子育て支援センターの活動も充
実しており、平日、休日共に充実した日々が過ごせています。

丹波市の自然いっぱいにふれて、その中で成長できるように関わっていただいていること、うれしく思ってい
ます。これからもよろしくお願いします。

丹波市は凄く良い環境だと思います。自然にも恵まれてのびのびと生活が出来て幸せだと思います。都会なら
畑や散歩など難しいと思うので園児達も喜んでると思います。

とても充実した内容で保育していただいていると思います。園外に出ることも多く、自然やいろんな世界に触
れることで子供にも良い刺激になっていると思います。地域の大人（おじいちゃん、おばあちゃん世代）と接
する機会がもっとあってもよいかなと思います。また、最近では特に「先生の話を聞く」「大事なことを家で
伝える」ということもしっかり教えて頂いているようで、これから幼稚園、学校、社会と進んでいく中でとて
も大切なことだと思います。これについてはもう少し家庭と連携があればより効果が高いものになるのではと
思います。

こども園ではよくして下さっており子供も楽しく通っております。

十分に満足しています。園でもとてもよくしてもらいうれしいです。
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朝、忙しい時間で子供を預けるのに、けっこう大きな声であいさつをしないと先生は気づいてくれないので、
もう少し配慮してもらえたらうれしいです。

前年までの園では、お迎えの時に園内によく出入りしていたので、先生とのコミュニケーションもよくとれて
いましたが、今は門前の担当先生のみなのでコミュニケーションがとりづらいです。

人数が多い分子どもへの目がいきとどいていないとよく聞く。

保育の際に保育士の先生方と連絡をとる手法としての連絡帳の充実（現連絡帳はページ数が少ないように思い
ます）

自由時間を多くし、園児一人一人、好きな事を出来る時間を増やしてやって欲しい。（自分の子供だけでなく
他のお子さんの話も聞いていてそう思います。）

責任社会になり、なにかと難しいですが、なにより子供を一番に考えた教育であってほしいです。

子どもの心をぐっとつかんでくれる様な教育・保育をしてほしいな～と思います。今通っている園はあたたか
く見守っていただいております。

こども園（就学前）は、子どもが伸び伸び過ごせることが一番と思います。教育とは何なのか？がもっと考え
られてもよいのではないでしょうか。園でたくさんの事を子どもは学んできます。感心する反面、今の子供は
大変だなとも思います。お友達と楽しく遊ぶ、就学前にはそれが一番大切ではないでしょうか。その中で子供
はいろんな経験をし、自ら学ぶと思います。ただ、園以外ではお友達と遊ぶことも少ない（近くに子どもがい
ない）ので、3才以上では希望すれば入園できるのはとてもありがたいです。ただ、0、1才での入園は定員の
関係で厳しいものがあり、就労を断念したり（特に第3子以降）出産前後に大変な思いをしたりといったこと
もあるので、一時預かりを含め、どの施設でももう少し定員が増えると良いと思います。

中々難しいのですが、小学校との交流がもっとあったら良いなぁと思います。園生活はとても楽しそうです。
異年齢児との交流の話を家で色々話してくれます。小さいクラスに遊びに行くそうでとても聞いていてほほえ
ましいです。

緑豊かな田舎町だから出来る保育、少人数だから出来る教育、学力のレベル向上を考え環境を整え支援して頂
きたいです。そうする事で魅力的な町になり人口も増えるのではないでしょうか？

学校との交流はもちろんですが、上の子の時にはあまりなかった他の幼稚園との交流がとてもいいと思いま
す。

現在通っている幼稚園におきましては子どもも楽しく日々、色々と学べていますし先生方もしっかりみて下
さっているのがわかるので安心しています。保育園(こども園）の時は人数も多ければ保育時間も長く、先生
方も大変だと思います。色々と先生方に思う事が多々ありましたし周りの保護者からも不満や不安をきいてい
ました。保・幼・小かかわらず全ての教育にたずさわる方への手厚いフォローや先生方の気持ちなどを聞き、
とり入れることが教育・保育の充実にもつながるのでは？と思います。

現在通っている幼稚園での教育・保育内容にはたいへん満足しています。（昨年保育園に通っていましたが、
その点で感じていたことを当該計画の評価、検証ということで記入します)。市内の保育園、認定こども園の
教育・保育の質に格差がありすぎます。「園の個性」「特色ある保育」というように利点のように見えます
が、実際は市内すべての園でそれぞれが思い思いの保育を実践している状況で、ただ子どもを預かるという考
えの園から、理念に基づく保育を行う園まで、質が違いすぎます。画一化するという意味ではなく、実践すべ
き保育や園運営の基本ラインは行政側で基準なり指針を示す必要もあるのではないでしょうか。

子供が自分の発想で遊び、学べる環境を作って頂き幼稚園にはとても感謝しています。

子どもが自由にのびのびと好きなことをしてすごせる時間と集団で決まりを守り行動しなければならない時間
があり、就学前の準備として家庭ではできない事ができる利点があり良いと思う。現在多くの箇所で幼稚園か
らこども園への移行が完了もしくは進んでおり、共働きの家庭においては夏季休暇もなく保育の面で非常に助
かるが、教育面ではやはり保育園と幼稚園では行うことが異なるため学校生活へのスムーズな接続ができるの
かという不安がある。

本年度からこども園になり不安がいっぱいでしたが、子供がたくさんいるのに園の先生方には名前もすぐに覚
えていただいて担任の先生方にはよくしていただき毎日楽しんで行ってくれています。しいていえば行事の
時、学年が多いので長くなり人も多く少し大変です。運動会は野外なのでいいですが音楽会は午前・午後とか
で2回にわけていただけるとたすかります。

新しい園で試行錯誤だと思いますが、一生けんめい子どもたちと向き合って下さっています。今後、園ならで
はのカラーが出てくるのを楽しみにしています。

就学前教育・保育に対して各町によってバラつきがあると思います。こども園は新しい施設になりとてもよく
なったと思います。

教育・保育内容については大変満足をしていますが、子育ての支援に対して、もう少し融通をきかしてほしい
面もあると思います。

子どものありのままを大切にして頂ければと思います。いつもありがとうございます。

環境面ではとてもよいように感じています。しかし、現在２児の父親として少子高齢化とはいえ、３人目の出
産に対しては少し消極的になってしまうのが現状です。



通学路（通園・通学時間）なのに他県のトラックが多く走っているので不安な通園になる。

今迄楽しみにしていた子供のお誕生会を見る事が出来なくなったのは寂しい感じがします。後、支援は、子供
の数が増えたら、例えば４人目～月々いくらか商品券がもらえるとか、５人目からは更に倍とか何か市に貢献
している分援助してもらえたらまた丹波市にも子供が増えると思う。

クラス名簿がないのが残念です。

保育園での職員配置（担任）をする時に、年齢、経験等を考慮して頂きたい。

認定こども園、民営化傾向の中、特に4,5歳児の就学前教育の質が気になります。外部機関による評価・公表
は必要だと思います。

働く女性が増え小さな頃から保育所やこども園へ預ける子ども達は小学校の義務教育の次に長い間子どもの成
長を培う場となりました。小学校と違うところは〝話すことができない″〝よく病気をする″〝基本的な生活
習慣ができない″等、人間形成に大切な役割を保育士に求められています。そのような状況で親子遠足の強制
的な行事は疑問です。

田舎での子育てなので、ご近所のうわさ話など、ある程度は仕方がないと思っていますが、園の先生方や従事
されている方は、やはり守秘義務を徹底して欲しいです。息子について「あの子はアレルギーがあっ
て・・・。」「よく風で休んでや～。」という話を他の方に園の職員がしていると私の耳に入ってきました。
先生方との信頼関係にも関わることだと思いますので気持ちよく園生活を送るためにも、そういった部分は大
切にして頂きたいです。

子供の成長で一番大切な時期を園に預けているので出来る事であればより良いサービスがあると嬉しいです。
幼稚園部と保育園部のあるこども園で難しいのも承知ですが、保育のみで教育の部分がほぼないのが気がかり
です。なら、こども園にしなければ良いのに。ただでさえ学力水準が低いと懸念されている丹波市なので、
もっとこの時期に出来る事があるのではと思います。

丹波市教育委員会、今の現教育の実情に直接的間接的に携わる市の職員の方々については、現場で教育を施さ
れていらっしゃる専門職の方々を除いて、幼児の教育については何もわかっていないように感じられます。丹
波市教育委員会は、教育を知らない方々が大きな顔をしてのさばっておられるので丹波市の教育環境はとても
遅れていて子どもたちがかわいそうに思います。もっと、専門で現場にたたれて経験も豊かな先生方のご意見
や知識を真摯に受け止め、大切にしながら、この変動の時期を乗り切っていくべきだと私は思います。

春日町には2施設しか子ども園がなく、定員数が多く各クラスの人数が多すぎて子供達にとって良い環境とは
思えません。施設の面でも保育の面でも行事の面でも子ども園になってから良いと思ったことがなく、心配が
増えました。他の保護者と話をしていても同じ意見をよく聞きます。

2号認定のお迎えは4時まで。バス通の2番バスで帰るのとでは1時間程度の差があるので、お迎えの時間にゆと
りがない。　5分遅れて延長保育になるのは分からないでもないですが、仕事をしている立場で4時までのお迎
えは難しい時もある。

1号認定の夏休みが長いので、夏休み中に園のプールに入れる日を作って頂けるとありがたいです。母親一人
で子供全員を連れて市営プール等に行くのは手が足りず、無理があります。夏らしい遊びにふれる機会がある
と助かります。

預かりの時間が短いので仕事がせまい視野になる。

年度末、年度はじめのなどの保育時間短縮などは困っています。仕事時間は園に合わせて短縮できないのが現
状です。

短時間部にもバスを出して欲しい。

難しいとは思いますが、スクールバスの乗車時間を30分以内になるような運行があると嬉しいです。

行事が保育園、幼稚園と一緒なのはいいのですが、全て別のために親が１人の時など、どちらかはみてあげれ
ない時があります。一緒にするなら何かもう少し考えてもらえたらと思います。

新制度が始まり自分の住んでいる地区の園に通うことが出来なくなり残念です。今通っている園のお友達とお
別れし幼稚園に行くことになるので友だちが出来るか心配。

３才になる子供が現在満足に会話できていない。障がいの有無や治療の必要性の有無について知りたいが、す
てっぷ教室の対応ではあいまいで不安になる。対応が出来ない場合は、他の専門機関への紹介をしてほしい。

保護者の教育方針を優先してほしい。

２歳児クラスでこども園に通っていますが、誕生日が早いので早めに２号認定に変わりますが、幼稚園部には
年度が変わらないとなれないので２号に変るとすぐに幼稚園部に変わる事が出来るといいなと思います。

総じて丹波市の子育て環境は良いと感じていますが、今年度から始まった新しい制度には大きく不満を感じて
います。特に保育短時間部（8ｈ保育）利用の基準を16：00という時間で切っていることが解せません。昼～
夜、フレックスタイム、様々な働き方がある最近のパート勤務者に合っておらず利用しにくいです。

園庭が芝生であることで園庭で遊ぶ機会が減っています。一番気候の良い時期に芝生の育成の為、園庭で遊べ
ないというのはどうなのでしょう。子ども達は様々なものを目で見たり耳できいたり肌で感じたりして成長す
ると思います。園外活動を多くして補って下さっているようでしたが、やはりすぐに出られる園庭とは違い回
数も少ないです。これからまた新しくこども園もできていくと思いますが芝生についてはよく考えていただき
たいです。



５才児の保育において認定こども園だと標準で長期休暇（夏・冬休み）時にも給食がある（保育料に含まれて
いる）。幼稚園だと別料金になっているにもかかわらず夏・冬休み等はお弁当というのも疑問だ。

もう少し保育料を市が負担していただければ家計もとても助かります。

保育料が高すぎます。頑張って働けば保育料が高くなるのはおかしいと思う。同じ子供３人でも、私の子供は
年が離れているせいで保育料を払っているが、年が近いと３人目は無料になっている家庭があるのはどうかと
思う。こんな状態で子育て支援課って意味があるのでしょうか？

今年9月？から保育料が大幅に上がりダメージが大きい。1万円以上上がるのなら前もって連絡がほしかった。
引き落とし後の通帳で金額を知りビックリした。今までの金額に戻してほしい。

母子家庭で子供と2人生活をしているのですが、正社員で働くことになって収入が増えると母子手当も半分に
減り（全額から）保育料も発生してくる…との声も聞いています。正社員になっても月々の生活はとても苦し
いです。もう少し見直して頂けると助かります。実家などで同居されてる母子の方が手当てが多いのも納得い
きません。

幼稚園の時より金額が高くなり認定の良さがよく分からない。

3人目、上の子と年齢が離れているので保育料の多子軽減がうけれず負担が大きい

園の継続利用手続きの煩雑さがもう少し軽減されると助かります。

転勤や移住等の核家族や共働き家族等、祖父母に頼れない子育て家族は数少ないでしょうが、子育てしながら
暮らしていきやすい支援や利用しやすい制度はまだ充実とは言えないように感じます。（他市と比べると）

子育てをしている親の支援（核家族や地域との繋がりが薄いなど色々と抱え込んでしまう方達へ）

妊娠出産で保育を利用できる期間が短すぎる。特に大変な産後を長く利用できるようにしてほしい。一人で子
供達をみるのは大変でもう子供は欲しくないと思ってしまう。（2世代世帯で親・協力者がいないと特に思
う）

保育料をもっと安くしてほしい。

都心では24時間保育が可能な私立保育園(幼児園）があるが、田舎に無い事。夜も預けられる施設が市内に一
カ所あると、親は非常に助かると思います。

家庭の事情で急な入所をお願いしなければいけなくなったのですが、早急に対応して頂き大変たすかりまし
た。

就業が決まってすぐに延長保育を対応してくれなかった事はすごく困りました。子育てに困っている人にすぐ
に手をさしのべる事をしてくれないと２人目を産みたいとも思いません。先生達が対応して下さっても上が対
応してくれないと祖父母の手助けがないと子育てができないのはどれだけ大変かと思いました。すごく不便!!
教育面では色々と工夫して下さり子供が考える視野が広がったと思います。成長はあっという間です。良くも
悪くも…

年度途中からの新規入園や転園は希望通りとならず仕事をする上でとても負担になっています。丹波市独自の
子育ての給付金等の一時的な現金支給などではなく、働く人や働きたい人が安心して希望通りの保育が受けれ
るよう、改善してほしいと思います。そうすれば、子供の数も少し増えるのでは…

保育継続希望で毎年書類を提出しているが現状に変わりが無い場合の申請書と新規での希望については、わけ
たものを要望します！また、継続（希望）であるのに第2、第3希望まで保育園を書くのはどうかと思います！
何も現状に変化もないのに別の保育園へと言われる場合、働いている親は働けなくなることも十二分にあるの
です。変に不安をあおるような申請方法はいかがかと思います。　子育て支援課を通じて方針を園に伝えられ
る際、お互いの疎通がうまくいくようにお願いしたい。どちらもちぐはぐでは親は分からない。

現在土曜日が半日保育なのが非常に不便に感じます。せめて16,17時頃まで預かっていただけないとサービス
業ではシフトの調整が難しいです。

夫婦共にフルタイムで働いています（もちろん正社員同志です）土曜日も毎週仕事ですが保育園は16：00まで
しか預かってもらえず（16：00までになった当初はうちの子だけ希望していた様で出来たら遠慮してほしいと
言われました…）今はおばあちゃんと留守番をさせていますがおばちゃんも70才を過ぎた高齢ですので負担に
なってきています。共働きの子育てが出来なくなります。すべての共働きの家庭が週休2日ではないことをわ
かってほしいです。高額な保育料を毎月支払っています。先生方も負担になるかとは思いますが子育て支援と
言いながら協力してもらえないのはどうかと思います。

土曜日でも夕方５時まで保育してもらえるのがとても助かります。土日とも仕事の私達にするともの凄く助か
ります!!　子供達と先生方のコミュニケーションもとても良いと思います。

預かりも振替日行けるようになり助かっていますが、土曜日出勤の時には誰かに預けるか、自分が仕事を休む
かとスケジュールをくむのにこまっています…

難しいとは思いますが…。土日も気軽に子どもをあずけられるところがあるといいなと思います。また病児保
育をしてくれるところもあると働く母親は助かります。

土曜、日曜日に仕事をしている両親のため、土日に預けやすい所があると助かるなと思います。毎週でなくて
も良いので、子供がたのしく土日を過ごせる所、欲しいです。

行事ごとの駐車場に役員優先がおかしい。先生同様、別の駐車場に置くべき。行事の時ほど子どもが多いので
中に入れるのはやめてほしい。



こども園になるのかならないのかはっきりしてほしい。市が地元に丸投げしすぎて全く進捗していない。もと
はといえば国の補助ほしさに市が無理やり進めた施策ではないのですか？今の園舎では老朽化で危険ですが
はっきりしないために補修もしっかりできません。

今の保育園でとても満足している為、こども園の変更はやめて欲しい。

子どもはとても楽しんで園に通わせて頂いています。先生方も丁寧でとても感謝しています。今後、こども園
になると先生方が新しくなったりどうなるのかなぁーと少し不安もあります。

認定こども園に切り替わることに反対します。大人数の子供が大部屋に入れられているという話を聞きまし
た。保育所のままの方が安心できます。保育の質には不満足な面があります。以前通っていた保育園の方が何
かとゆき届いていたという印象です。(食事で使用したスプーンやフォークはごはん粒やおかずが付着したま
まになっていることが多いです。前の園では、ごはんは、ごはん粒一つ残さず食べることを徹底しておられま
したし、そうしているとも話しておられました。また、着替えもこまめにしてくれていました。洗濯物やもた
せる量は多かったですが、清潔にしてくれていたのだと思いました。こちらは夏場はＴシャツ1枚を余分に持
たせることになっていますが、ズボンをはきかえることはあまりないですし…。荷物の入れまちがいや行き違
いのトラブル等も何度もあったので不信感もつのります。制服の販売サイズが95（90？）からというのも気に
なりました。1歳児クラスから制服着用なのに80サイズ、90サイズがないというのは疑問です。制服を購入し
た時の外袋には体に合ったサイズを着用するように書いてあるのに（サイズが合っていないと危険を伴う、と
いうことが書いてありましたし、その通りだと思います）そでやすそをたくさん折って着せるしかないという
のはどうかなと思いました。うちの子は体格が良い方なのに制服がだぼだぼで入園しましたが、もっと小さい
子がたくさんいるはずなのになぜ？と思います。

無理に認定こども園にしなくても、今の小学校の隣の幼稚園通園スタイルが良いなあと日々感じています。

市内に保育園、幼稚園、子供園と色々あるが、市内で旧町によって対応する園が違うのは不公平感があるので
市内全部子供園で統一してほしい。各町によって幼稚園教育の年数が違うのも疑問があった。

こども園は3年間幼児教育が受けられるのにこども園になっていない地域では1年間しか幼児教育が受けられな
いことに不平等さを感じます。保育料もかなり差が出ていることにも納得できません。丹波市全体の子ども達
が同じ環境、支援の中で過ごせるようにしてもらいたいです。でも、自分の子どもが通っている園はとても
しっかり保育されているのでありがたく思っています。

現在、３年保育が主流となりつつあることに対して、いまだに柏原では親が働いていないければ１年保育（幼
稚園のみ）になっているので、なるべく早くどの子にも平等に保育ができるようになって欲しいです。

柏原地区だけ認定こども園ができないので、他の地区と同じように認定こども園を早くつくってほしい。障が
いや病気のある子が安心して通えるよう園に看護師さんにいてもらいたい。

認定こども園の開園に伴い、西小学校・中央小学校の統合・合併を実現化していただきたい。　子供（児童）
の安全性を考えた通学路や通学方法の検討をしていただきたいと思います。

認定こども園になるかならないかでゆれている時期ですが、定期的にどの様にすすんでいるのか知らせてほし
いです。（今までの様に）

病児保育もあるとどうしても仕事を休めない時があっても安心だなと思います。

いつも良くしてもらっているのでありがたいです。要望があるとすれば病児保育もあると嬉しいです。

病児保育を行ってほしい。保育時間（通常の利用時間を）あずかり時間を延長してほしい。認定こども園と保
育園、幼稚園の不平等さを感じる。

早く氷上の南と東の保育園を認定こども園にしてほしい。

東・南のこども園の話を進めてほしい。同じ丹波市でこども園や保育園など違う教育を受けているのは何か差
もでるだろうし同じにした方がいいと思う。

医療などの支援もあり、とても助かっています。保育内容に関しても、とても満足していますし、子供も楽し
く登園させてもらっています。

十分充実しているとは思いますが、やっぱり一番は子供が急な病気になった時に、仕事をしているとすぐに帰
れない場合があるので、そういう時の保育がもう少し充実していればとは思います。

多少の病気であれば別の部屋で預けれる所があればうれしい。仕事を休みすぎると仕事がしにくい…

病児病後児保育を進めて欲しいこと。母親が病気の時に入院まででなくても、食事の用意や育児の支援をして
もらえる制度（年3回まで無料等）があればもっと安心して育児ができると思います。

共働きの家庭も多く、土曜日、日曜日、祝日の保育や看護体制が整っていると非常にありがたく思います。共
働きしつつも両親が必ずしも健在とは限らず、どちらかが仕事を辞めざるをえないのもどうかと思います。

例えばＡさん・Ｂさん共に１６時までの勤務でＡさんは通園バスの到着時刻までに帰宅できるので短時間認定
でバス利用です。Ｂさんはバス到着に間に合わないので標準時間で送迎しています。という状況に不平等さを
感じる。

延長保育が1人300円…もう少し安くならないかなと思います。

バスに乗せてもらったり公園に行ったり子供にとってはすごい楽しい行事もあったりと楽しんで通ってくれて
いるので安心しています。来年、上の子が幼稚園に行くにあたり、延長保育の時間、金額を何通りかあればい
いのになと思いました。

一時保育の料金が高くなってこまった。急きょパートの時間を変更してもらって対応したが料金が高いと利用
する気になれない。

支援金増やしてください。



何かしらの支援が必要になった時、知りたい情報等も自分から意見を言ったり聞かないと知り得ない事も多
く、情報を知りたいと思っている人にはもっと情報提供をしてほしい。

他県・他市に行かなくても身近にもっと専門機関も増え、支援に対する勉強ができたり交流ができる場があれ
ば嬉しい。そして親自身の心のケアをしてくれる事も重要だと考えている。

インフルエンザが流行してくるので補助金をもっと増やしてもらってどの家庭も受けるようにしてほしい。

一歩足を外へふみだすと、わくわく広場などでまわりに住む同じように子育てしているママさんに出会うこと
ができますが、家から出れず子供とずーっと家にこもっているママさんがたくさんいるのではないかなぁと思
います。そういったママさん達のかかわりあえる場所があったらいいなぁと思います。

就学前、子育てセンターにはとても助けてもらいました。小学生になった子供の相談を今でも聞いてもらって
います。どうかなくさないで下さい。

家庭保育中の未就園児向けのサークル・イベントがもう少し充実していると助かります。

地域に子育てサークル的なものが１つしか見つからない。そこに就園前の親子が多く集まるが途中から入って
も、すでにグループができあがっているので、なかなかなじみにくかった。もう少し小規模の、母親主体の
サークルがあればいいなあと思いました。

児童館・学習センターを利用していたが、場所によって室内環境や職員が全然違う。子育てをしている上で何
かしらの心配・相談ごとが常にあると思うので、話しやすい人、環境を整えてほしい。人生経験がある程度あ
る人

児童館ではなく屋内施設（おもちゃや遊具やボール遊び）がほしいです。雨の日など近くに遊ばせる広い所が
丹波にはない、不便です。

子育て支援（わくわく広場）があまり認知されてなくて、必要としてそうな母親はたくさんいるのでもっと周
知してあげたらいいと思う。

医療費や子育てセンター等の支援は充実しており核家族でも良い環境だと感じています。

任意の予防接種に対して市独自で支援していただけるとすごく助かります。

インフルエンザの自己負担額をかるくしてほしいです。

児童館や子育てセンター（閉鎖的です）ではなく、もっと開放的で丹波人なら誰でも知ってるゆめタウンポッ
プアップホールとかで、コンサートとか劇とか子供達が喜ぶことがあれば良いのになと思います。

無料で安心・安全に遊ぶことのできる、土日もある（大型の児童館などがない）場所が少ないかなと思いま
す。　◦0才～1才くらいの子が遊べる公園（遊具）が少ない。すべり台が高い、箱型？ブランコがない

氷上公民館の遊具をもっと増やして子供達が遊べる環境を作って欲しいです。公園がどこも遠いので…。

公園・運動場に幼児が遊べる遊具がほしいです。

丹波市内で親子で体験できる遊び、行事などが増えると嬉しいです。

休日に子どもが家族と楽しめる施設・イベントが少ないように思います。また、あったのだとしても分かりに
くいです。

丹波市の子育て環境や支援に関してよく知りません。社会資源が充実していても知らなければ利用がなかなか
出来ないと思います。保育園の先生方には本当によく教育して頂き、子どもが自活できるような指導をして頂
けていると思います。

幼稚園からでも、月１回程度英語とふれあう機会がもうけられるといいなと思います。

小学１年生から外国の先生で英語の授業をはじめてほしいです。

地域の方との交流。琴、太鼓、黒井踊り、竹馬、子供甲冑づくりなどしてほしい。

アフタースクールにそのまま園で習い事ができるような地域の連携があると嬉しい（体操や絵画教室等）。

まだ、こども園に入園していない子に対し、もっと気楽に預けられるサービスがあれば…と思う時がありま
す。上の子の用の為、親の体調や通院などの際、田舎ではありますが必ずしも周囲（家族）の助けがいつでも
ある環境の家ばかりではありません。木の根センターにサービスがあることは知っていますが利用しにくく感
じています。

小学校と同じ敷地内での幼児教育、異学年交流が、こども園になることで変わってしまうことになるのかと思
うと、こども園化に対して複雑な思いがあります。

今までの幼稚園が小学校の隣にあって就学前の一年間一緒に登園でき、その他にも幼・小の交流が充実してい
るところは子供にとって大変良い環境ですので、できることならこの環境は守っていただけたらと思います。

幼稚園に入り、あらためて小学生になるための準備段階がとても良いと思った。遠くまで歩く体力もつくし、
行事を一緒にできることで小学生になる期待やあこがれも持つことができ、スムーズに小学生になれると思う
ので、できるならこのままであってほしい。

乳児期からお世話になっている子育てセンターや現在通っている保育園での環境にはとても満足しています。
ただ、今検討されている柏原のこども園に関しては不安に思うことも多々あります。保育・教育のプロ、その
経営のプロが関わっているのか…地域の代表者だけに多くをまかされているように感じています。

英語にふれあう時間を作ってほしいです。外国人先生に来て頂きたいです。



もう少し小児科の対応などを充実させてほしい。柏原病院の夜間救急が電話してからでないと対応しないのは
おかしいと思います。他の市を見習って下さい。

教育や保育とは関係なくなってしまうのですが、子どもが病気になった時、(緊急を要するとき）に受け入れ
してくれる病院がなく困っています。すごく不安です。相談するところもわかりません。


