
回答者：226人

問１　世帯構成について

選択肢 回答数 割合
前回調査
の割合

２世代世帯 166 73% 70%
３世代世帯 43 19% 22%
その他 15 7% 6%
無回答 2 1% 2%
合計 226 100% 100%
その他の内訳
　４世代世帯　　8
　未記入他　　　7

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
前回調査
の割合

114 21% 20%
85 15% 13%

174 31% 31%
119 21% 22%
60 11% 12%
5 1% 2%

557 100% 100%

その他の内訳

子どもの遊び場
お友達、先生に会いに
ついでに図書館
ストレス発散、いやし

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
前回調査
の割合

69 11% 11%
90 14% 13%

143 22% 22%
203 32% 33%
125 20% 19%

9 1% 2%
639 100% 100%

その他の内訳
子どもの遊ぶ場
子どもが家だと退屈してしまうので
家以外で遊ばせたい
色々なおもちゃ、遊具で遊ばせたい
雨天時でも遊びに行ける
いろんな体験をさせたい、したい
パパが夜勤で家におれない時
図書館帰りにいつもいっぷくする場所になっているため

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

選択肢
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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
前回調査
の割合

週２～３回 63 28% 18%
週１回 97 43% 34%
月１～２回 52 23% 43%
その他 13 5.6% 4%
無回答 1 0.4% 1%
合計 226 100% 100%

その他の内訳
毎日
ほぼ毎日
毎日行く時もあれば月1のときもある
週4～5日
帰省時のみ
初めて　など

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
前回調査
の割合

209 92% 88%
6 3% 4%
7 3% 6%
4 2% 2%

226 100% 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
前回調査
の割合

89 40% 44%
98 43% 43%
36 16% 11%
3 1% 2%

226 100% 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
前回調査
の割合

事業内容 81 21% 23%
事業回数 41 11% 13%
相談体制 38 10% 10%
グループ支援 69 18% 19%
情報提供 79 21% 21%
その他 13 4% 1%
特にない 57 15% 13%
合計 378 100% 100%

その他の内訳
子育て講演会(託児付き)
施設の移転
現状維持 など

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
前回調査
の割合

高い 44 19% 12%
やや高い 82 36% 31%
普通 78 35% 41%
やや低い 13 6% 12%
低い 1 0.4% 1%
無回答 8 3.6% 3%
合計 226 100% 100%

問９　ご意見（自由記述）

子育てセンターの先生や園庭開放があるので、自宅での育児も楽しんでできています。いつもありがとうござい
ます。

毎回子育て支援センターの活動を参加させてもらい、楽しく子育て出来る環境がある丹波市は、子育て世代に
とっても住みやすいと思います。この支援センターの活動とプレイルームの自由来館などが無くならない事を
願ってます。

私は丹波市で子育てしていてとても楽しいです。学習センターがあるのもその一つで、先生やそこで知り合った
友だちとの話がとっても楽しいのがあります。グループ活動も内容が充実していてこれからも続けていってほし
いです。

6歳の息子が6ヶ月の時から下の子（1歳）も大変お世話になり、生活の上でなくてはならない場所となっていま
す。毎月曜が利用できないのが、それすら惜しい感じです。小さな子どもを安全に遊ばせられ、たくさんのお友
達やお母さんと触れ合えるとても貴重な場所を提供して頂け、とても嬉しく思います。他市では絶対にない丹波
市ならではの良いシステムだとも感じます。「他市では無理だけど丹波市なら・・・」と他のお母さんにもすす
められる良い場所です。

子育てをするのに学習センターがなかったら私は子育て出来てなかったと思います。たくさんの友達が出来た
り、悩みを相談したり、色々な体験が出来たりと私も子どももとても楽しんでいます。

今のままで充分です。

いつもよくしていただいてありがとうございます。

特に不自由を感じたことがないので、今のままでも満足しています。いつもありがとうございます。

満足です。

とても満足しています。先生方もとても親切で、子育てに関して相談できるので有難いです。

よく支援していただいています。ありがたいです。

第2の我が家のように、利用させていただいて、ありがとうございます。

いろいろな事業に参加させてもらってます。今後も子ども、私たちの為によろしくお願いします。

子育て学習センターを利用するようになって子どもも自分もとても成長できました。これからもどんどん利用さ
せていただきます。

親子でたのしくあそべる所や、子ども同士、親同士で話ができる場所は必要だと思います。

子育て学習センターや、そこで行われているグループ活動を通して同じ学年（子どもと）のふれあえていると思
うので、これからも続けていってほしいです。

子育てセンターに行かせてもらうことで、母も子も充実し、楽しませてもらってます。同じ年頃の子どもさんや
少し大きいお兄ちゃん、お姉ちゃんと接することが出来、子どもにとっていい場になってます。

いろんなイベントをしてもらえるので、参加していきたいと思います。

温かい支援をしていただいています。これからも色々なイベントや支援活動お願いします。

他の市に比べるといろんな手厚い事業があると思う。保育園に入れなくなった分、たくさん参加できるようなイ
ベントがあればうれしい。

他市の子育て環境と比べると、丹波市は充実していると感じてありがたいです。

いろんな行事をしていただける丹波市。福知山からですが心良く受け入れてもらえてうれしいです。

とても満足しています。家の中ではできないような体験をいっぱいさせてもらえたり子どもも行くのをとても楽
しみにしています。こういった場所がなくなると母親は子育てするのがしんどくなるのでいつまでも残して欲し
いです。

グループ活動はとても楽しく参加させてもらっています。同じ悩みを持つ仲間がいる場に来れるのは心強いで
す。

19% 

36% 

35% 

6% 0% 

4% 

子育て環境や支援への満足度 

高い 

やや高い 

普通 

やや低い 

低い 

無回答 



市外から転入してきましたが、こんなに充実していないのでこれからもこの状態で利用させていただけたら嬉し
いです。先生達も親切で、子どもの事も可愛がってくれますし、色々お話も聞いていただけるのでありがたいで
す。子どもも広々したお部屋で、たくさんのおもちゃに囲まれていつも楽しんでいるので、助かっています。こ
れからもどんどん利用したいと思います。

他の支援センターは分かりませんが、あおがきの支援センターでは先生が親身になって話を聞いてくれ、アドバ
イスもくれて、本当助かっています。青垣に来て良かったと思います。妊婦検診の助成券もすごく助かりまし
た。しかし、おつりが出なかったり、1回につき1枚と少し使いにくかったです。

我が家は年長と2歳の男の子がいます。私も地方から越してきてママ友もいなく、お兄ちゃん2歳でこちらに越し
てきた時は1年前プレイルームやサークル活動に参加して、丹波市の病院で遊ぶところ、子連れでご飯できると
こ、なによりママ友がたくさんでき、色々悩みを聞いてもらったり、本当にプレイルーム、サークル活動、講演
会毎日とても勉強になります。これからもよろしくお願いします。

学習センターはよく利用しています。日中、子ども2人の世話してると買い物にも行けないし、家を出る機会も
ありません。近くに公園がなく、車で出ないと遊べません。学習センターは唯一出かけられる場です。上の子の
トイレ、食事などしているとき、下の子が泣いていると先生にみてもらえて、ホントに助かっています。自宅で
はパニックになって、2人ともが泣いてしまって、どうすることもできなくなったりします。先生や他のお母さ
ん方の手助けでなんとか子育てができているという状況です。

各町センターがあり手厚くうれしいです。やっぱり近い所にあるのがうれしい。

市内に6ヶ所の子育て学習センターがあるのは大変助かります。土地柄、有料の遊び施設もありませんし、子ど
も連れが行ける場所があるのは嬉しいです。

柏原子育てセンターは、地域に密着していて情報提供も十分にしてくれるので、利用させてもらってる私として
はすごく良い所です。今後も楽しませてもらいたいと思います。

学習センターがあったから、子育てに対してイライラ、ストレスとかあまりかからずのびのびとした子育てがで
きているんだと思います。園に入るまで子ども同士で関わる場所はほとんど無いので子どもにとっても子どもに
もなれるし大人にもなれる場所になっていると思います。

山南子育て学習センターを利用しています。各地域のセンターはなくてはならないもので、私はセンターとセン
ターの先生がいなかったら、これまですがるところがなく途方にくれていたと思います。毎日の活動も、普段の
自由来館もなくてはならないものになっています。園に通わせず、悩みながらも家で子育て出来ているのはセン
ターのおかげです。これからもこの体制がしっかり続いてくれることを強く強く望みます。

丹波出身ではない私にとって子育てセンターの存在は本当に大切なものです。この場所が無かったら友人もでき
ず、家の中に閉じこもっていたかもしれません。ですので、これからも事業を続けてもらって参加させてもらえ
たらと思います。よろしくお願いします。

県外出身で誰も丹波市に知り合いがいなかったので、支援センターのグループ活動で知り合いができ、子どもも
友達ができて、すごく助かりました。自由に遊べるので、支援センターのような場所があって嬉しいです。

氷上子育て学習センターで遊んでいます。センターの部屋にいくまでに時間がかかります。荷物や子どもを連れ
ての何段もの階段はつらいです。また施設の古さや使い勝手の悪さなど、他のセンターとの違いに何とかならな
いものかと思います。特にトイレなど数が少なく和式なので子どもはこわがります。

氷上の施設が暗い。寒い。他の地区はきれいなのに・・・。

氷上学習センターをきれいな所にして欲しい。外遊びもさせたい。

氷上子育てセンター、子ども同士の交流や親同士の関わり、先生方にもとてもよくしていただき、ありがたく
思っています。駐車場の少なさ、子どもとたくさんの荷物、また妊婦さんもおられるので、なかなかきびしいで
す。施設も1Ｆであったり、外遊びできる環境であったりそのような場所への移転を希望します。

知り合いがいない状況だったので、ゆめわあくに来てたくさんの知り合いができて、とてもよかったです。これ
からもいろんな事業に参加させてもらいたいです。

初めてゆめわあくを利用させていただき、とてもいい施設だと思いました。これから子育てしていく子もこうい
う施設があるとありがたいと思います。とても息抜きになるので、毎週楽しみにしてます。

ゆめわあくでのグループ活動に大変満足しています。イベントもたくさんあり、季節の行事をいろいろ体験でき
るのが、家ではなかなかできないこともたくさんあり、親子共々楽しませてもらってます。

柏原には子どもを連れて行ける市の施設がゆめわあくしかないので、子どもができてから、通わせてもらえるよ
うになり、他のママさんたちと友達になったり、子どもも同世代の子と一緒に遊べ、とてもありがたいです。
サークル活動も充実していて毎週ゆめわあくへ行くのが親子共々とても楽しみです。ゆめわあくがあって本当に
良かったなと常々思っているので、今後もゆめわあくでいろんなイベントがあったら嬉しいです。

ゆめわあく柏原をサークル活動などで楽しく利用しています。サークルなどの活動をするのにはとても満足して
いますが、自分（母）が病院へ行ったり、美容院へ行ったりする時の一時あずかりのような事もできるとうれし
いです。ファミリーサポートなどもあるのも知っていますが、子どもが顔見知りの方がないので敷居が高いで
す。普段利用しているゆめわあくでそういう事が出来ればうれしいです。

サークルでママ友もたくさんでき、子どもも一年間を通して徐々に友達との関わりを持ち出し成長を感じられて
嬉しく思います。料理・お菓子作りetc…調理の場も充実していてありがたいです。



父親向きの講演会とかして欲しい。

こども園ではなくてずっと幼稚園のままであって欲しい。

近隣市では3歳児以上保育料無料のところがあるようなので、丹波市にも検討してほしい。

医療費無料制度の制限をなくして欲しい。

託児して子育てのプロの話を聞く講演会という場は非常に有難い場ですし増やしてほしいです。煮詰まった頭を
リフレッシュできる所です。ぜひ続けて欲しい！

講演会や子ども（小さい子）に対しての勉強する所を増やしてほしい。

子育てセンターがあるおかげで、たくさんの方とお話することができ、楽しく過ごせています。緊急で子どもを
預けられる所がもう少し安かったら良いなと思います。（子どもが多いので。）

広い場所で同じ年代の子と遊ばせれる所があって助かります。お弁当を作ってくるのが大変なのでお昼を毎日買
えるようにしてほしい。

小さい子が遊べる公園が少ない。

子どもと一緒に図書館を利用しています。図書館の中に子どもが靴をぬいで利用できるスペースがあればもっと
ゆっくりすごせるのになぁと思っています。

こども園、保育園にすぐ入れるようにしてほしい。

育休中でも保育園の通園ができるようにしてほしい（西宮や神戸はＯＫとのことなので）。

柏原だけ認定こども園がないので、つくるのであれば早く創立して欲しい。

色んなイベントをたくさんしてほしい。

児童館が減ってしまうのが残念です。駐車場の広い（台数が数台は止めれる）室内で遊べる場所が欲しい。

しろやま児童館が3月に閉館になると聞いたのでとても残念です。場所の問題もあると思いますが、残してもら
いたかったです。

日曜日にあいている施設がないのが残念。

子育て学習センターで手話グループを作って活動させてもらっているので、とてもよい勉強になります。市で行
われている講座は夜間のものが多くなかなか学習する機会がないので、昼間の時間帯に、近くの学習センターで
気軽に集まれるこのようなグループ活動があることはとても良いと思います。これからもずっと続けていきたい
活動です。

とても助かっています。子どもはかわいくていとおしいですが悩みはつきません。姑、大姑についてもです。心
のモヤモヤを先生に聞いてもらってどれだけ救われたか。泣きたい時に泣ける場所があるのは違う土地から来た
嫁にとってとてもありがたいです。今ここで子育てできるのは先生方のおかげです。

講演会など今でもよくしていただいてますが、もっともっと開催してもらいたい。もっともっと相談したりでき
やすい環境もほしい。どうしても丹波という土地は顔見知りが多く、相談することが恥ずかしいと思ってしま
う。

子育て講演会は（託児付きは必須です！）、親の息抜きと自分の子どもへの接し方を見直せる、よい機会ですの
で、今年のように開催してほしい。何せ託児付きでないと行こうと思えないので宜しくお願いします。

手話サークルに参加させていただいてます。子育て中も託児があるので勉強できる環境を作っていただき、とて
も充実しています。できれば週1回のペースで活動したいです。

講演会等の機会を増やしてほしい。

毎年の講演会は、とても勉強になるし、自身の子育てを見直すよい機会となっているので、今後も是非参加した
いです。

講演会は子育てについてのヒントをいただける貴重な機会なので、これからも続けて欲しいと思います。グルー
プ活動については、現在毎月1回なので無理なく参加できて良いです。出欠の申し込みをしていなくても行きた
い日に行って参加できる事業があれば良いなぁと思います。

施設の開放時間が長くて好きに利用しやすい。グループ活動で保護者が当番を担当することで意見を取り入れや
すい。先生方がすぐ名前を覚えてくださり話しやすい。月齢毎の成長がよくみえて勉強になる。全てにおいてあ
りがたいです。ＢＧＭをかけたり、ピアノで弾きうたいをしたりダンスの時間をつくったり…。音楽に親しむ時
間が毎回あればなお嬉しいです。

なかなか近所にお友達がいないので、子育てセンターは、すごくありがたいです。また、各地区の地域づくりセ
ンター等も、お母さん達のいこいの場として、週一程度でも開放していただけたら、悩みのあるお母さん達は、
救われるのではないでしょうか…。このような場を減らす事になると、うつっぽく気分が下がってしまい、子育
てを苦痛だと思われるお母さんがいらっしゃるかと思います。

結婚などで市外から来られたママさんなどは、なかなか子育て施設などを知らないのでその人たちにも情報が来
ればいいなと思います。

グループのリーダーになると大変そう。

学習センターに授乳室が欲しい。（男性も来られるので）

子どもの健診が10ヶ月の次は3歳など先になるのでもう少しこまめにしてほしい。

1歳半健診は午前にして欲しいです。子どもがねむい時間なので、すごく大変でした。



今年度子どもが1歳になり、職場復帰するためこども園に預けたかったのですが、保育士の方が足りず入れない
という状況でした。職場が育休延長してくれたので良かったものの、定員オーバーではなく保育士不足で入れな
いというのは困ります。保育士の方の処遇の改善を、市の方でも力を入れて頂きたい。


