
回答者：541人

問１　世帯構成について
選択肢 回答数 割合

２世代世帯 402 74%
３世代世帯 90 17%
その他 31 6%
無回答 18 3%
合計 541 100%

その他の内訳
　４世代世帯　　12
　未記入　19

問２　通常利用、長期休業中利用、一時預かりの利用区分を設けたことについて
回答数 割合

211 39%
73 13%
248 46%
9 2%

541 100%

問３　入所要件を変更したことについて
回答数 割合

219 40%
15 3%
288 53%
19 4%
541 100%

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（アフタースクール）

選択肢
利用しやすくなった
利用しにくくなった
変わらない
無回答

変わらない
無回答
合計

合計
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問４　アフタースクールに対してどのようなことを期待されているか（複数回答）
回答数 割合

225 19%
314 26%
286 24%
325 27%
18 2%
21 2%

1,189 100%
その他の内訳
　安全に過ごせる場所であること
　友達とのかかわり方
　先生以外の大人とのかかわり　など

問５　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 16 3%
やや高い 86 16%
普通 339 63%
やや低い 71 13%
低い 22 4%
無回答 7 1%
合計 541 100%

問６　ご意見（自由記述）
いつもありがとうございます。

遊びを通じた健全育成

今のアフタースクールに大変満足しています。子供も楽しいと通わせて頂いております。親も子も安心できる
アフタースクールだと思います。

通常の利用については満足し、他の学年の子どもさんとも関わる事ができるので良かったと思っております。

アフタースクールは、他の学年の子と遊べたり先生から色んなことを教えてもらえとてもよいと思います。

育休特例が始まってとてもありがたいです。アフタースクールでも色々な遊びをしたり他の学年の子とも交流
できるので、学校とはまた違った関わりができているのも良いと思います。

下校後、一人で家においておくのが不安なのでアフタースクールを利用させてもらってます。仕事中でも安心
していられるので助かっています。

私個人としてはアフタースクールで子供を見て頂いているおかげで安心して仕事ができるのでいつも感謝して
います。入所当初は親の都合で学校が終わったらアフターへ行く、夏休みもアフターへ行くというのが正直子
供に対して「ごめんね。」という気持ちがありました。でもアフターの先生方も親切ですし、細かいことも気
にかけて下さりいろんな友達と関わって、時にはけんかすることもあるかもしれませんが、とても楽しく過ご
しているようなので本当に良かったと思っています。

満足しています。ありがとうございます。

特に問題はありません。大変役に立っています。

アフタースクールには大変お世話になり本当に感謝しています。

預り保育とても喜んで利用できているのでうれしい。

いつもありがとうございます。毎日楽しく通っていますので安心して預けられています。

いつもお世話になりありがとうございます。子供の放課後を安心して過ごせることができて感謝しています。

子育て世代のことを考えてくださっていると思います。ありがとうございます。

アフタースクールの先生方にはお世話になっております。

いつも優しく見守って下さりありがとうございます。
アフターの先生方にはいつも子供をあたたかい目で見守り、時にはしっかりと話して下さりとても感謝してい
ます。

選択肢
基本的生活習慣の習得
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自学自習の習慣づけ
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工作や色々なイベントなどしていただき、いつも子供も楽しそうでありがたく思っています。

預かりだけでなく季節の行事や料理等、色々企画していただき有難うございます。

先生達も子供達に接して一緒に遊んだり勉強みて下さりで助かります。放課後のアフターの利用時間少ないけ
ど長期の休みの利用はいろんな行事にも参加できて子供達も喜んでます。異年齢の子とも遊んだり、時にはも
め事にまきこまれたりもありますがアフターに利用してよかったと思います。これかｆらもよろしくお願いし
ます。（親子共々）

南アフタースクールの先生方はとても楽しく上手に子供達と遊んでくださいます。とてもうれしく思っていま
す。ありがとうございます。

現在私の子供達が利用させていただいているアフタースクール及び認定こども園の先生方は大変熱心で安心し
て子供達を預けさせてもらっています。子供達はそれぞれの施設で毎日楽しく過ごしているようで感謝をして
います。

アフタースクールの先生には大変お世話になっています。子どもが楽しい、色々教えてもらうので行きたいと
言ってくれて嬉しく思っています。中央幼稚園のあとにアフタースクールが入ったので利用しやすいです。

いつもアフターの先生方にはお世話になっています。子どもも楽しく利用できていますので良かったです。
ルールばかりではなくアフタースクールとしてアットホームな雰囲気に安心感があります。
自主学習、遊び等メリハリをつけていただき、なにより楽しんで行ってくれる事と安心して仕事が出来る事に
ありがとうございます。

アフタースクールに通える学年が上がり、今後とても助かります。長期休業中こそ利用させてほしいのに年中
利用でないとダメという項目がなくなりとてもよくなりました。助かります。パートといえど働いている者に
とりますと子供を見守っていただき、自主学習の時間も設けていただき、異学年とも交流できアフタースクー
ルのありがたさを強く感じています。アフターの先生方もとてもよくして下さいます。

宿題をすませて帰ってくるのでとても助かります。

宿題をきっちりしてきてくれるので大変たすかっています。

アフタースクールで宿題をしてくれるのでとても助かっています。ありがとうございます。

毎日のアフター生活の間に宿題が終わるように勉強の時間をきびしくしてほしい。家に帰って来てから宿題の
残りが多く毎日寝る時間が遅くなってしまう。

認定こども園が増える中、使わなくなった園舎をどのようにしていくか疑問の中、船城幼稚園はアフタース
クールとして利用していくことが良いと感じた。反面、黒井の友だちとのかかわりが減り、子どもからさみし
いとの声も聞きました。アフタースクールの先生方には、いつも子どもも親へも様々な事を協力して下さり助
かっています。

アフタースクールの年齢制限が変わったり、時間の事など利用しやすいように支援が充実しており良いと思い
ました。何かを作ったり色んな場所で体験させてもらったり子どももとても喜んでいるので親としても嬉しい
です。

4年以上もみて頂いてとても助かっています。

アフタースクール対象を6年生までにしてもらって大助かりです。（上の子どもは4年生からカギっ子でいろい
ろ不都合があったので）いつもありがとうございます。夏休みにバスで植野記念美術館に連れて行ってもらっ
たりカレーパーティーで楽しませていただいたりとても喜んでいました。

今年度から4年生から6年生のアフターの利用も出来るようにしていただいて1人で夏休みなど家で過ごさなく
てもよくなり本人にとって楽しい長期休暇にもなりましたし親も安心して働けるので助かりました。夕方も息
子がお世話になり先生にもよくしていただいております。ありがとうございます。

アフタースクール大変助かっています。小学4年生以上もおせわになれるようになり、核家族で今後どうしよ
うか（仕事）を迷うこともあったので有難いです。また、アフターの先生方も子供たちをよくみていて（観察
して）頂き感謝しています。

小学6年生までのアフター利用もありがたいですが、サービス業をしている保護者の方がけっこういらっしゃ
ると思います。土曜日も実施していただきたい。
アフタースクールですが土曜日も利用できればと思います。（仕事の為）

土曜日の預かりを増やしてほしい。（通常利用）

土曜日に働く人も多いので日額1,000円でもいいので預りをしてほしい。

病児保育を実施してほしいです。

病児保育ができる施設をつくってほしい。

いつも思うのは病中病後児保育の手薄さです。田舎という土地柄でしょうか？祖父母のマンパワーに期待して
いるところがあるのかもしれませんが今や核家族も増え雇用年齢の変化から以前なら手助けをお願いできてい
た祖父母も就労している場合が少なくありません。症状が1日、2日の短期なら仕事も休めますが法定伝染症の
場合、指定の日数が経過するまで何数間も家で養生させるのはさすがに難しいです。あと一応病児保育は青垣
にあるみたいですがなぜ青垣なんですか?利便性が悪すぎます。病中病後児は園児だけでなく小学生でも必要
です。安心して働けるようによろしくご検討願います。

病児保育の充実。長期休業中等のアフタースクールの開始時間を早くしてほしい。



夏休み中に土曜日も預かっていただけるのはありがたい。
夏休みの間、土曜日も利用できたので良かったです。土曜日が仕事になる時があるので夏休みの間だけではな
く利用出来ると良いと思います。

アフタースクールの朝8：00～の時間をもう少し早くしてほしい。8：00からだと仕事に遅刻してしまいます。
特に夏休み、冬休み、春休みは30分早くしてほしいです。

アフタースクールに関してですが一日預かりの日に8時～なので不便に思います。夏休みの期間だけでも早め
てもらえると助かる家庭が多いかと思います。

アフタースクール長期休業中利用では7:30頃より登園可にしてもらえるとありがたいと思います。

春、夏、冬休みは朝7時半ごろから開けて欲しいと思います。

冬季・夏季休暇についての利用開始時間が8時というのは遅いのではないでしょうか。送迎をする時間を考え
るとせめて7時半からにして頂けるとありがたいです。

夏休み、冬休み時、朝8時をもう少し5分でも10分でも早く開けてほしい。仕事に行くのがギリギリなので助け
てもらいたい…

夏休みには土曜日の利用があるのに普段はなぜ無いのかわからない。仕事がある時などたのみたい時もある。
利用した日数を後で支払うパターンがあってもよいのでは…と思う。

土曜日もやってほしい。年末、年始もやってほしい。

もう少し休みの月の利用をもうけてほしい。

勤務時間の多様化を考慮した預かり時間の対応。　◦8時出勤の場合、学校休業日の8時からの預かりでは出勤
時間に間に合わない。個人的に今後困る。今は時短勤務制度でやりくりしているが利用できる期間が過ぎると
職場と交渉。勤務時間が遅くなるか退職をしないといけなくなります。　◦土日勤務の場合、預け先がない。
◦また、週○日以上等条件があるがそれ未満の勤務の場合通常利用ができず不便。

8時からの勤務なのに8時からしかアフターをあけてくれないのは働く親の支援になっていない。夏休み中は利
用料も上がるうえに毎朝アフターが8時からということで仕事にも遅れて出勤しないといけないので正職員と
しては毎日の遅刻はキツイ。

6：30までの保育

以前は18：30まで利用できたのに突然18：00になったのは何のためか知りたい。「他の施設と合わせ平等にし
た」などの時代錯誤な理由は通用しないと思う。「女性活躍推進法」が出きた上、政権がこれだけ女性活躍社
会と言っているのに末端で起こっていることがおかしすぎる。

開放時間を7：00くらいまでにしてほしい。（時間外1日800円は高いと思う）　おじいちゃんおばあちゃんと
同居していない家庭で共働きの家庭（特に母親は仕事を探すのも大変だと思う）は特に。

一時預かりがとても助かっています。今後もひき続きお願いしたいです。

一時預かりの費用がもうすこし安いとうれしいです。

長期アフタースクールが8：00以降しか開かず長期休暇など早く出勤しなければいけない時困ります。

平日18時まで預かっていただけるので大変ありがたく思っています。

夕方6時までという時間は短いと思います。今現在自分は足りているが一緒に働いている方でも6時までに帰れ
ないという方も多くいらっしゃるので。

夕方18時までに芦田まで迎えに行くのが少しきつい。延長料金が高い。土曜日も利用できるようになってほし
い。

お迎え時間帯も勤務時間及び通勤距離から考えるとかなり厳しいものがあります。

利用料が高い。子供が多い家は負担が大きい。

利用回数から考えるとこれまでより負担が大きくなりました。

金額を安くして頂けたらうれしく思いますが…。
保育料があまりに高く生活に影響しています。所得差は分かりますがあまりにも格差があるのではないでしょ
うか。
月に10日間利用しない者にとっては以前より料金が高くなり負担が増えた。なので以前の方が良いと思う。

一時預かりの1日1,000円は高いと思う。利用したくてもこの金額だと預けにくい。

（例）週に3日15：00まで勤務。普段は下校時までに帰れるが、半日で下校、代休、長期休み時の利用が必
要。　◦一時預かりの時、わざわざ手続きしなければならない。1日1,000円の負担が大きい。年間の保険は
入っているのにその都度払わなければならない。　◦長期休（8月） 12日間の利用だけなのに月額10,000円の
負担は大きすぎる。

振替休業日のアフター・預りの利用ができるようになり大変助かっています。

長期休業中になった事で学校の振替休日の利用がしにくくなり（出来なくなり）会社を休んだり早退したりし
なければならなくなった…という人をよく見かける。

アフタースクールの利用料については通常利用の料金が高いと思います。毎日利用と何日以内利用の料金は差
をつけてもらいたいです。利用料金システムは以前の方がよいと思います。利用料の点からみれば「利用しに
くい。」です。

昨年のアフターのように短期間（10日未満）は、1日400円でやってほしい。



アフタースクール利用日数に応じて利用料を決定するほうが利用しやすいのでは？と思います。一律5,000円
だと月数回の利用ができにくいので。

長期休業中は日割（利用日数）にしてほしい。

アフタースクールに契約できるのが1ヵ月ずつなら助かる。（行かない月もやめてない限り5,000円なので）
◦行かないことにしてた日も連絡すれば行けるところは大変助かっている。

子供の長期休業と関係なく仕事は通常どおりあるので値段が10,000円にもなるのは困ります。また、久下アフ
ターは学校から歩いて移動がある為アフターで過ごす時間も少ない日もあるようです。地区水泳も他の学校は
アフターから通えると聞いたので何か策があれば嬉しいです。

アフタースクールの夏休み等、長期休業中の利用料が高く負担が大きいです。もう少し利用料を安くして頂き
たいです。

長期休業中（8月）の料金10,000円の内訳が知りたい。

通常利用、長期休業中利用区分はとても良かったです。前年度のように１０回までの利用は回数計算の方が良
かったかな？と思うところです。上の子と下校時間が一緒であるとアフターを利用しないこともあるので…。
アフターの先生はとても話しやすく子供を安心して預けられます。ありがとうございます。

アフタースクールの通常利用ですが、１回でも5,000円一律は厳しいです。1回1,000円というのも納得いきに
くい。　◦前のままが非常にありがたかった。長期利用の1万円も少し厳しいと思います。　◦おやつも何日分
か持っていけたらうれしいと思います。

出来ればアフターも御世話になった日わり計算にしていただけたらうれしく思います。

通常利用の料金体制を以前の日額計算に戻してもらいたいです。（夏休みを含め）

学童部活を作ってほしい。

アフタースクールの施設を利用してそろばんや習字又は学習じゅくのような習い事ができると大変ありがたい
のですが。帰宅後に通うのはたいへん難しいので。

夏休み等、地域の方高齢者の方や第一線を退いた方、余裕がある方がいらっしゃったら昔の遊びや物作りある
いは学習等指導していただけたら嬉しい。（寺子屋のような）

アフタースクールに図書館からの読み聞かせや近くの施設の開放などしていただくと長期休み中でも楽しく過
ごすことができるのでは…と思っています。よろしくお願いします。

今後アフタースクールの需要が高まると思うが、学年によっては違う施設に行っているという現状の大きさで
は無理があると思われる。

夏休み、家族、本人とおたふくかぜにかかり、結局一度も利用できないままでしたが1万円かかりました。伝
染性の病気などの場合、料金の配慮等あれば嬉しいです。

子育て支援の割に延長料金が高すぎる。

アフタースクール利用学年の延長や長期のみの利用が可能になり助かりましたが8月や一時預かりの利用料が
ちょっと高いかな…と思います。我が家は長期休業中のみの利用ですがアフターに行くと楽しいと言って、行
くのを楽しみにしています。子供が行きたいと思ってくれる環境を作って下さり感謝しております。

保育園利用とアフター利用の併用なら保育料かアフターの料金を減額をして頂くと助かる。

保育料無料化、アフターも無料化をお願いします。

長期休暇中のお弁当作りは母親にとって負担になります。特に夏は食中毒の心配もあります。

アフタースクール入所条件等が厳しすぎると思います。

兄弟が多いので大変です。少しでも働きたいが少しではアフターの利用は出来なかったり…。SOS!!!

１ヶ月利用しないので休止にしてもらいたかったが、手続きは一度退所して、又、入所手続きをするなど無駄
な手続きに感じます。わざわざ職場に就労証明も書いてもらわないといけないし、もうすこし考えていただき
たいです。

長期休暇時などは狭い部屋に長時間いるので疲れたりイライラして帰るように思います。とにかく外遊びをさ
せてほしい。校庭が横にあるのになぜ利用できないのですか？安心して預けたいので要望聞いてほしいです。
ご検討ください。

アフタースクールの利用学年が6年生までになったのはとてもよかったのですが、全学年が一緒の教室で行動
するのが低学年の子がうるさかったりでおちついて勉強できなかったようです。長期休み利用でしたが8月は
嫌がってほとんど行きませんでした。学年ごとに教室を何個かにわけていただきたかったです。

高学年の利用者が減って子どもを預けたいのに「同じ年齢がいないしつまらない。」という理由で「止めた
い。」と言うので困っています。高学年と低学年の部屋を普段は分けて成長に合わせた遊びや学習（DVD内容
も含）にしてもらえたら子どもが満足してくれる気がします。たまに低学年とも交流有（一緒に何か作ったり
etc）。高学年というプライドもあるようで…1年生とアニメを観たりするのが恥ずかしいのかもしれません。
高学年の利用料金を下げるなどして利用者を増やして欲しいです。

アフタースクールなど他市とくらべて時間も短いので、もう少し金額が安くなったりおやつがでたりするとさ
らに利用しやすい。
アフタースクールのおやつは地域によって1日1回だったり2回であったりするようですが1日1回で充分ではな
いかと思う。午前中おやつを食べるせいかお弁当がしっかり食べれないように思う。



施策や支援とは違いますが、仕事をしているのでアフタースクールへ預けているのですが書類等の提出先が市
役所となっているため、申込書、手当て等の現況届等の提出をする為に仕事を早退しなくてはならない事が非
常に困ります。郵送や時間外など他の方法も考えて頂けると助かります。

登下校のスクールバス　◦語学教育の充実（英語）　ネイティブ教師　◦学習塾並みの教育環境レベル

公園が近くにない！

最近不審者情報が多く心配です。アフターなので安心ですが…。

インフルエンザの予防接種の助成は高齢者と比べてとても少ないと思います。2度も接種しないといけないの
で子供がたくさんいると受けさせれません。それなら、インフルエンザにかかった場合、乳児医療で0円で治
療しようと考えます。　◦登下校の見守りが少ないです。１人で下校している子を時々見かけます。山南町が
行っている地域の見守り隊を他の地域でもして欲しいです。どの地域にも家に居るお年寄り（？）はたくさん
居られます。是非、その方たちに当番で見守り隊の協力をして頂きたいです。

アフタースクールとは直接関係のないことですが、良い小児科が少なく、その小児科も待ち時間が長いことが
残念です。

アフターでは仕事をしているため子供をみていただけて大変助かっています。しかし、子育て支援を丹波市で
はどのような事をされているのかはっきり知らない部分がある。もっと子育て世代に向けた情報を発信してほ
しい。

産みやすく育てやすい環境を求めます。子どもの人口が減少していることが、これからの丹波市を支える人口
の減少をあらわしていると思うので不安です。

母子家庭、預かり場所がない方、家族と離れて外国の方とか、仕事して困っている方について考えてほしいで
す。

子どもにかかる費用の補助を増やしてほしい。

給食費をもう少し市で負担してほしい。

医療費の無料化に関しとても助かっている。

遊具の充実した公園がもっと欲しいと思います。

新井地区には地区ごとに公園があるけど柏原（崇広）地区にも公園を作ってほしい。

雨天時の休日（特に日曜日）に、屋内で遊べる場所があれば嬉しいです。

高学年の子も自由に遊びに行ける児童館がほしいです。

丹波市には子どもが遊べる公園（自由に遊べる場所）が少ない様に思う。安全に遊べる場所、そこでの交流
（子ども同士、親同士）が出来ればと思う。

子供が第一子ならこども園は（土、日参観など）大変うれしいが小学校以上の子がいる家庭では幼稚園は小学
校行事と一緒だったので休みを取ると両方参加しやすい。土曜参観など休みを２回とらないといけない事があ
るのでこまる。アフタースクールは仕事をしている家庭にはとてもありがたいです。


