
回答者：332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 241 73% 75%
３世代世帯 68 20% 19%
その他 14 4% 4%
無回答 9 3% 2%
合計 332 100% 100%

その他の内訳
４世代世帯　 　6
未記入　　　　　8

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
前回調査の

割合
285 86% 89%
32 9.7% 9.6%
14 4% 1.2%
1 0.3% 0.2%

332 100% 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
前回調査の

割合
できる 214 64% 77%
できない 17 5% 3%
どちらともいない 76 23% 20%
無回答 25 8% 0%
合計 332 100% 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
前回調査の

割合
264 27% 27%
246 25% 24%
293 29% 29%
181 18% 18%
14 1% 2%

998 100% 100%

　その他の内訳

人間関係、人と人との関わり方

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

お友だちの良い所、悪い所を見て、友達同士で色々とやりとり
して、自分で良し悪しの判断が出きるようになってほしい。園の
先生方のサポートも受けつつ、人として成長していって欲しい。

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

73% 

20% 

4% 

3% 

世帯構成について 

２世代世帯 

３世代世帯 

その他 

無回答 

86% 

10% 
4% 

0% 

保護者の期待に応えているか 

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 

64% 5% 

23% 

8% 

意見や意向を伝えることができるか 

できる 

できない 

どちらともい

ない 
無回答 

264 

246 

293 

181 

14 

0 100 200 300 400

遊びを通して学びの基礎を培

う 

基本的生活習慣を習得 

集団生活への対応力を培う 

小学校へのスムーズな接続 

その他 

就学前教育・保育に対して期待すること 



身内以外の大人（先生や友達の親などとの関わり方)
協調性を培う
子供の限界を考えずにどんどんチャレンジさせてほしいです
自分で考え、行動出来る体験の場であって欲しい
人や命を大切にすることを学ぶこと
環境教育（川遊びや昆虫採集等自然を体験できるような教育
音楽、体操など子供の才能を引き出す
体力づくり（2名）
最低限のマナー
親への子供の成長への対応教育

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
前回調査の

割合
はい 319 96% 96.5%
いいえ 0 0% 0.5%
どちらともいえない 12 3.7% 3%
未記入 1 0.3% 0%
合計 332 100% 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
前回調査の

割合
高い 24 7% 5%
やや高い 66 20% 18%
普通 168 50% 58%
やや低い 50 15% 14%
低い 22 7% 4%
無回答 2 1% 1%
合計 332 100% 100%

問７　ご意見（自由記述）
十分満足しています。

保育園での様子、成長をもっと写真撮ってほしいです。1日中仕事しているので、どうしてるかなー？とか気になります。

園での生活をもう少し見たいので、小学校などで行われているオープンスクールのように、1日自由参観みたいなのがあれば
なあと思う。（昼寝などあるのでむずかしいかな??)

親が参加できる保育日をもっと多くしてほしい。夏まつりなどが小さくなっている。（保育園の）毎年あった夏まつりがうち
のこども園だけ祖父母参観になり、先生方が楽したいようにしか思えません。（他の保育園ではあるのに）

家以上に教育や保育に力を入れていただいており本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

我が子が通うこども園では、いつもよくサポートしていただき本当に感謝しています。季節ごとのイベント、給食、手作りの
おやつすべてを楽しみに通っています。遊びながら友達とのかかわり方や共調性も家では身につけられないことも学んできて
くれてうれしいです。

毎日子供は楽しく園に通っています。給食やおやつのアレルギーにも配慮して頂き、助かっています。

保育所に関しては、設備もきれいで、環境も良く、広々とした空間で保育してもらえて嬉しいです。先生方の対応も丁寧で安
心しています。田舎で育つのだから、田舎の良いところを十分に活かした教育を望みます。

いろいろ目が行き届いてて感謝しています。

音楽や体操、作物を植え、育てることなど、様々な体験をさせてもらっていて、とても感謝しています。
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祖父母参観は地元出身の方には良いが、他市にいるが勤めている祖父母は参加できないので、もっと敷居の低い祖父母参観に
して欲しい。土日とか自由参加を強調するとか、父母でも参加をＯＫにするとか。「祖父母参観に祖父母が参加してないのは
お宅だけ。お子さんがかわいそう」と以前の担任に言われた事がある。（今の先生ではない）

14：00までの子と16：00やそれ以降の子とで保育内容が違うののはどうかなと思います。14：00以降に行事予定を入れるのは
おかしいと思います。

4月当初、一日保育になるまでの間、仕事との兼ね合いが難しい。

丹波市内統一（ある程度）された保育環境ではないと思います。地域性や人数により難しい点もあると思いますが、各園の特
性を活かしつつ偏りのない保育・教育をして頂けるとうれしく思います。

園の先生のクオリティの低さ。間違いが多い。

平日の行事はひかえてほしい。仕事をしていることが条件で受け付ける限り、仕事を優先したスケジュールをくむべき!!

就労を理由に保育にあずかっているが、平日の行事が多く、行事のあり方について考えて欲しい。

こども園になり、幼稚園部になると、平日でも保護者が参加する行事が増え、仕事を休んだりしないといけないので、幼稚園
部でも仕事をしている親が多い事を、もう少し考慮して欲しいです。

働く家庭があずけているのに参観日など行事が平日にあること。

運動会延期　、入園式（進級式など親の参加をなしにしてほしい）　毎年行く必要はないかと思います。

こども園と保育園がある中で、こども園に対して満足していない親子さんがたくさんいるので少し残念です。

不満は無いのですが、矛盾を感じる事は多々あります。こども園、保育園、幼稚園で各園特色がある一方、実態は、居住する
校区の園を選ぶしか無く、他地域の園の教育方針に共感したとしても、実質的に通わせるのは無理です。「のびのびと自然の
中で遊ばせたい」「早くから英語など教えて欲しい」等々、保護者により求めるものは違うと思います。しかし選択肢は無
い。一方、定員の都合で兄弟で別々の園に通わせなければいけない等の不利益もあります。特に低年齢でのきめ細かな保育が
もっとあればと思います。教育には長い期間での計画が必要かと思いますが、場当たり的なものが多いと思います。市内全て
こども園にするのであれば、どこに住んでいても同じような保育、教育が受けられて当然ではないでしょうか。現状では、統
一されているのは保育料くらいで、その他は各園バラバラです。教育・保育の内容・理念、送迎時間のルール（4時迎えに厳
しい園とそうでない園があるようです）。細かい所では、米代などの各園独自で徴収する費用（米代が園によって違うのはな
ぜでしょうか・・？）挙げればキリがありません。ある程度の統一は必要かと思います。また、こども園の幼稚園部で、給食
後～降園まで、単にビデオを見せているだけだったり、単に預っているだけ状態なのはどうかと思います。こども園の子育て
支援や異年齢の交流、小学校との連携は、とても良いと思います。もっと先生方の待遇が良くなればいいと思います。丹波市
が、政策としてこども園を推進している以上、こういうものがあると、市のＨＰや赤ちゃん訪問時（検診の時など）を利用し
て、もっとＰＲすべき。現状では、口コミでおそるおそる園に電話をして利用してみる・・・・という感じです。口コミで情
報をもらえないような、孤立した状況のお母さんこそ、こども園の子育て支援が必要と思います。単に未就園児が園庭等で楽
しく遊ばせてもらうだけでなく（それも大切ですが）、育児の不安、発達に問題がある子供を、プロである保育士さんがいち
早く発見できる、相談できる貴重な場と思います。

まったく不満はないけど、これと言った満足もない。園に特長がない。

認定保育園もいいかもしれませんが、保育園は保育園、幼稚園は幼稚園とわけといた方がいいと思います。認定にする意味が
よくわかりません。

認定こども園になってから行事の内容など保育園の時の方が良かったとよく耳にします。今の保育園の保育のあり方や行事な
ど細かな部分も気に入っているので今後こども園に変わった後が心配です。それからきちんと就業している家庭が保育園に入
れず本当に困っているのに対し、ほとんど働かず（病気などの理由もなく）実家のお世話になりながら無料で優先的に保育園
に入れるのはなぜですか？専業主婦なのに自営業というだけで入れているのはなぜですか？調査はしないのでしょうか？実家
や自営業で金銭的余裕があり、昼間や夜に遊び歩いているシングルマザーや専業主婦が子供を預けられている中で本当に困っ
ている家庭があることきちんと考えてください。きちんとされてる方もいますが現状↑多いです。

保育園、幼稚園が統合し、認定こども園になったが、メリットがいまいち伝わらない。幼稚園教育ももっと取り入れてほし
い。

いつもいちじま子ども園の先生方には子ども達、親とも支えていただいています。その中でも、保育士の質の高い方、低い方
の差が大きいと思います。高い方には安心して相談までできますが…保育士の教育、ケア→子どもの教育、保護者の安心→子
どもの健やかな成長につながるのではないでしょうか！

生活面、健康面での（子ども達の）事を統一して理解してほしい。（市と園・所や先生同志で）同じ質問・内容を何度も別々
の先生から聞くのは、園・所で連絡がとれているのか、不安に感じることがある。市の幼児健診などでも同じように感じる。

親や大人の立場や意見ばかりでなく子ども自身の声に耳をかたむけ聞こうとしてほしい。また体や表情がどう動いているか”
言葉”にたよりすぎずよく感じてほしい。

子供達が生き生きと、笑顔あふれる環境であってほしいと思います。子供だけでなく、親同士ももっと交流のある（できる）
機会があってはどうでしょう？子育ては1人では決して出来ません。

保育園からこども園になったがあまりメリットが感じられない。就学に向けた教育にもう少し力を入れてもよいのではないか
と思います。



春日の時は認定こども園になる際、説明会等何度かきちんとした形で設けられていましたが、東はとくにそういった機会もな
く、入園式や行事の時に話をされる。（質疑応答の時間もなく一方的に）それは違うと思います。行事は行事であってこども
たちをまきこむことではないし、保護者に対して時間をとるべきです。

もう少し広い園庭だったら、子どもたちがゆったり遊んだり活動したりできると思います。

新しいこども園はきれいだけど、”木かげ”がない、とママ友から聞きました。仕方のないことかもしれません。柏原西保育
所の新築の際に今あるたくさんの樹木を生かした園庭園舎にしてもらいたいです。”木かげ”は数年ではできません。

セキュリティ面に不安を感じずにいられません。インターフォンを押して名乗ってから開錠してもらう。保護者はネームプ
レートつける、門や塀を高くする、数台の防犯カメラを付ける。今、誰でも侵入できる状態だとは思いませんか!?

幼稚園があった時には小学校への準備がしっかりできていたのですが、こども園になってからはできていないように思いま
す。そのため体力の低下、上級生への態度、学力的な低下などが気になります。今の1年生、2年生に多いのだそうですが年上
を年上と思わず、登校時など高学年が今まで以上に苦労しているそうです。今回の事は私の意見でもあり、現1年、2年、5
年、6年生の親と小学校の先生の意見も含まれています。今回のアンケートと違う事を意見しているのでしたら申し訳ありま
せん。幼稚園の時は比較的に軽い荷物の時に歩く練習をできていたのに対し、歩く練習もできていない状態で重いランドセル
をしょっての通学は大変だと思います。5才児さんだけでも歩いての通学を検討していただけたらうれしいです。今年度は残
りわずかですが、3学期からでもいいので5才児さんを小学校と一緒に歩かせてほしいです。2～3回歩いても歩かないのとかわ
りません。意味がありません。よろしくおねがいします。

幼稚園の先生方は厳しい面もあり、集団生活で静かにすることや、先生方の話を聞くこと、いろいろ学んだと思います。こど
も園の先生方は優しいのですが、もっと厳しくしてもらってもいいと思います。こども園になって良かったのか分かりません
が、地元の地区の子が入れないということもよく聞きます。長男は、地元の幼稚園に通い、小学校に入学したので、スムーズ
に学習が登校していけましたが、次男はこども園で「○○ちゃん」と呼ばれて先生方は優しいだけで、いろいろ心配です。

柏原町は公立幼稚園があり、充実した教育が受けられ、大変満足しています。朝、小学生と一緒に歩いて登園できることも、
大事なことと考えます。

幼稚園が1年なのに制服やその他費用、預りなど余分な費用が大きい。私服でもよいのでは？と思う。

勉強をすることはとても大切なことだと思いますが、子どもたちにもっと人に対する思いやりや優しさも伝えることが大事な
ことだと思います。

祖父母がいる家庭といない家庭、色々あると思います。祖父母からの学びは非常に大きいと思います。祖父母から学べる教育
が大切では？環境（自然）にふれあう学習が大事であると思います。絵本や学習を導入して下さい。

幼児期におけるフッ素洗口を強く希望します。研修会等でもフッ素の安全性はよくお分かりのことと思います。むし歯罹患率
低下の為市からの働きかけを希望します。

そもそもこのようなアンケートをする意味あるんですか？丹波市の年少人口が減少しているのにもかかわらず保育園に入れに
くくなっているのはなぜですか？認定こども園になる前の方がよかったとよくききます。昨年のアンケートの答えにある検討
しますは、検討された結果どうなって、どこで結果が見れるのですか？産前産後利用できると書いてありながら実際は入れま
せんでした。一時保育も無理でした。これはどうなっているのですか？あと意見・質問が多数あるのにたいし答えの少なさに
はビックリしました。誰が回答されているのですか？

希望の園に入れず（学校区内の）最低限校区内の園に入りたいです。バス登園とか兄弟とかの関係で校区内が入れない事が不
満です。

親のマナーが少し悪い人が目立ちます。もう少し園から注意していただきたいです。

駐車場が不便、特に雨の日

もう少し学習（ひらがな等）を取り入れて欲しい。一人っ子とそうでない子（兄弟がいる）との差が出来る様に思う。

英語教育を充実させてほしい　幼稚園ぐらいから月1ぐらいで

周りの方に兄弟で別々の園に通わせている家庭があり、やむをえなくても働くのが条件で入れる園ですが、親の負担は相当だ
と思う。

もう少し多くの子供を（0才～の子でも）いつでも預ってもらえる環境がないと仕事もできない。

育休中の保育時間（短時間に変わる）

保育時間が短いので、仕事の幅が広げられない。こども園は人数が多いのでなかなか目がいきとどかない。

短時間と標準時間の違いが分かりにくい。パートでも17：00まで仕事があるのに、区切られる意味が分からない。働きやすく
預けやすい環境が充実したらいいなあと思う。

居住している小学校区のこども園に入れない。今は他校区のこども園にいますが、小学校に入学した時に、できあがっている
友だちの輪に入れるのか心配。子どものコミュニティは、残酷なので、いじめにつながる可能性があるので不安。

保育の必要性に応じて入園できる園が決定されていると思いますが、地域の園（住んでいる）に入園を配慮して頂けると有難
く思います。

年度途中での保育所への入所がきびいしいことが困ります。

子供をあずけないと働けないのに、働いていないと園にあずけられない。近所の園に入れない。保育園の枠が少ない。一時保
育が高い。児童館が町中にない。（下小倉の田んぼの中では遠すぎる）

就労形態も様々だと思います　保育の時間（幼稚園の預り）が18時というものが少ししんどいです。



タイムカードできっちり管理されるのもよいですが、もう少し融通をきかせてくれてもよいのにと思います。

保育士さんの給与ＵＰを希望します。（私は保育士ではありません）気持ちの良い対応をして頂き、本当に感謝しています。

送迎バスの利用について、自由度を高くしてほしい。行きだけ利用するなど。

バスについて、朝の送迎は、全員に対してあるのに、14：00降園の1号認定の子にはバスの送迎がない。毎日の送り迎えが大
変です。どうにかしてください!!

保育士さんが大変になるかとは思いますが、年々働く女性も増えて、標準労働8時間程度求められる会社も増えているので、
迎えが遅くなっても預けやすい保育が出来ると働く方は助かると思います。

時々6時をすぎての迎えになるのですが…延長料金のこともありとてもあわただしいです。アフターに姉がいるので特に。も
う少し考えて頂けたらな…と思ってます。

保育時間を7：00～18：00を7：30～18：30に変えてほしい。

夕方～夜にかけての時間は延長保育などの制度がありみてもらえるのでありがたいですが、何となく利用しにくい感じがす
る。

土、日、祝日に仕事の人も多いと思うので、土日祝日でも預り保育があると、とても助かる。

土曜日も仕事があるにも関わらず、預けにくい。一緒に住んでいる人にお願いできないかと言われるが、一緒に住んでいても
お願いしにくいこともある。子どもと一緒に過ごすことも大切だが、無理な職業でもあるためもっと考えてほしい。

休日、夜間保育がなく不便。ファミサポは長時間だと高額で利用しにくい。一時保育も各園の都合で断られることが多
い・・・

医療関係（特に夜間）の充実をもっと危機感をもって何とかして欲しい。

土曜日の保育時間が、1日の園と半日の園がありますが、どうしてですか？

土曜保育の充実。柏原保育園は4時まで、森の子園は4：30（実際5時すぎ）まで見てもらえますが、仕事が5時までなのでせめ
て5時半までみてもらえると助かる。

土よう保育（給食からおにぎりになった）

土曜保育に関して事業主の証明が毎月必要であるが、他の保育園は無いため、提出についてどうかと思う（急な変更もあるた
め）

土曜日保育の申請について。急に仕事になることにあるので、1カ月まえではなく、1週間前までなどになるととても助かりま
す。

病児保育可能な施設が増えると働く親の負担が減りうれしいと思います。

丹波市は、ほかの市に比べ子育て支援が充実しているのでとても満足しています。ただ、子ども園になると看護士が1人在中
してもらえるという話を聞いていたのですが、その点はどうなっているのでしょうか。

病児保育の充実、一人親家庭のサポート

保育士の方々には毎日とてもお世話になっており、感謝しています。市内の保育士の人数も充実させていただき、負担を減ら
すことはもちろんですが、病後保育の実現に向けても期待しています。

兄弟姉妹で通っている場合、１人が病気などで休む場合、家にお母さんがいるからということで他の子も家で見て下さいとい
うのはおかしいと思います。そういう時こそ園で預ってあげるべきだと思います。（一部の園でそういうことがあるようで
す）

病児保育を増やしてほしい

病児保育ができる園を増やしてほしい

どこの園でも病児保育をしてもらえたら助かります。

病児保育があまり整備されていない。

病児保育を青垣だけでなく市島でもしてほしい。

丹波市内、全園病児保育を実施してほしい。制服を丹波市で統一してほしい。

保育料が高いのでもう少し安くして欲しい。

保育料をもう少し安くしてほしいです。

保育料が高いです。パートで働いていますが高すぎて働いている意味があるのか・・もう少し安くしてほしいです。

夫婦共働き。保育料をもう少し安くしてほしい。もう１人子どもを考えているが、現実２人で精一杯。ベビーシッターなど安
くて気軽に頼める社会、地域を求む。

仕事を休める時は休んで体調をくずした子どもをみていますが、病児後保育をどの園でも取り入れていただけると助かるなと
思います。（子育てサポートサービスだと子どもも慣れていないので安心して利用できないです。園の先生なら毎日お会いで
きるので安心です。

子どもが病気になった時どうしても仕事を休まなければならず、長時間になるととても仕事に影響したりします。病児保育は
丹波市にはないのでしょうか？福知山市民病院では病児保育ありますが、丹波市在住では利用できなくて残念でした。場所が
近くなので利用できるようにしていただきたいです。

共働き世帯がもっと働きやすい保育環境を希望します。病児保育がもっと充実してほしいです。三田市は病院と一緒になって
いる。市として設備、補助は可能？

ファミサポの制度は有難いが、預け先の選択肢が少なく、やや利用しにくい。

年2回保育料の査定があって後半に保育料があがる理由が分かりません　ちゃんとした説明がほしいです。

4人目（1人目が何歳であろうとも）なので保育料を無料にしてほしい。3人目無料の所得制限を無しにしてほしい。



ゆうぐがある公園がもう少しあればよいと思います

子供が4人います。（中1、小4、幼6才、2才）。末子の2才が来春保育園入園を考えています。多子制度を利用したいと思いま
したが、兄弟間の年が離れすぎていて、2人目半額、3人目無料等適用できません。年が離れていてもお金がかかることは変わ
りありません。どうして年の近い兄弟がある場合しか保育料の免除がないのですか？不公平さを感じます。以前telで問い合
わせした際、ぶっきらぼうに「ありません!」と言われました。兄弟間の差を小さくなるように産む方が、保育料の免除を受
けられることを、もっと早く知っていれば、がんばって1～2年間かくで産んでいたのに・・・と考えるのは少しおかしな話し
だと思います。何人目であれ何才あいていても、子を出産するのは奇跡の連続の先にあることです。年が離れていても、3人
目、4人目であれば免除を受けれるようにして下さい。今免除を受けれない理由もホームページで知らせて下さい。

子育て世代への子供の医療保険の年れいがひきあげられたり、とても助かっています、が・・・国は子育て世代よりも高齢者
に多くの給付金をくばったり、子育て世代の支援が国としては低いので、丹波市独自の子育て世代への給付や、保育料の引き
下げなど子供を多く産んで育てたいと思える市政策を考えてほしいです。

日曜日や祝日の天気が悪い日に室内で遊べる施設があるとうれしい。

休日にも支援センターの遊び場（室内）を使えるようにしてもらえたら助かります。（片親が仕事で不在な時があるので）

特にありませんが、子育てに関しては、子供を出産することに不安がある為、支援に力を入れてほしい。

第2子が産まれ、上の子が退園しなくてはいけなくなり、家ですごす中、近場に2～3才の子がのびのびと遊べる環境が少ない
と思った。また小さい子を連れて遊べる場も。

医療費についてはとても助かっております。保育料では上の子と年が離れてしまっているので、軽減が受けられず困っていま
す。負担が少なくなるといいのですが。

近隣に住む他市の友人に医療費が中3になるまで無料であることを話すととてもうらやましがります。大変ありがたいことと
感謝しています。新市長になられても、前市長がしてこられたことを継続して頂けますように。

子供にかかる医療費は、所得に関係なく全員無料にしてほしい。

子育て環境で一番不安なことは、医療が充実していないことです。いくら医療費が無料と言っても、小児科が少なかったり夜
間の医療が充実していないとなと思います。

子どもに対応する夜間急救の少なさ。健診する場所が遠い（各支所でしてほしい）

インフルエンザの予防接種の補助をもう少しお願いしたい。金銭的に受けるのを悩んでしまう。

集団予防接種の設定も平日の17時までとか対応がしにくい設定だったりするので

もっと小さい子供でも遊べるような施設がほしい。室内施設ならなおよい。休日も使用できると良い。

言葉や発達遅れをサポートしてもらえる（できるようにしていく）所、学校的な所が丹波市にない気がします。相談だけでは
親ばかりがしてくださいになり大変になる。仕事や家のことでいっぱいいっぱいでできない人もいる。

園に入るまでと入ってからとで支援の利用の仕方（親の方が）が変わり、ゆっくりと悩みを聞いて下さる所はと・・・考え、
ちょっとした気がかり悩みなので、聞くのためらったりと思う時がありました。でも発達支援センターの事を知り助けて頂き
ました。お子さんが長期小学校をお休みされたお母さんにも伝えた事があり、気軽に相談出来る事のアピールをして頂けたら
と願います。

いろいろな事（保育時間等）について多数派を基本に決められていて柔軟性に欠ける事が多いと感じる。また、核家族ベース
でなく、同居や祖父母の援助ありきな事も多い。例えば、夏休みの水泳。平日の昼間にずっと休んでつれていけるわけがな
い。が、学校ではなるべく出席するように指導されるため子どもは行かないといけないと思っている。アフターから行ってア
フターへ帰れるようにしてほしいし、アフターの先生に送迎してほしい。低学年において付きそいをなくしてほしい。何のた
めに監視員がいるのか。アフタースクールにおいて、代休や長期休みで1日預かりのとき、8時からではなく、せめて7時半く
らいにしてほしい。8時では出勤時間に間に合わない。

出産時に市から配布されたエコ石ケンをもっと市が市民にＰＲしてほしい。本当に良い商品だからこそ市が力を入れて伝えて
いくべきだと思う。いつも春日まで買いに行っているので、各支所の窓口で購入できるようにしてもらえたら嬉しい。ＰＲに
もなると思う。

園児以外と触れあう機会があるのは良い経験になり学びになっています。入園前に子育て学習センターで会っていた子と園が
同じなのは通園をスムーズにしました。小学校との交流会があるのは入学後に対応しやすくなり良いと思います。

子育て支援のための制度を整えている企業に支援、補助をしてほしい。そういう企業が少ないので、女性の就労、正社員が少
ないように思う。

育児休暇の長期化。1年は短すぎる。3年が許される職場もあるが少ない。

あずかりや学童をせめて19：00までしてほしいです。児童手当ももう少し上げてほしいです。

市内に大きな公園（幼児～小学生くらいが遊べる遊具や広場）を増やしてほしい。いつも車で市外に行っています。

村の中に子供たちが集まって遊べるグランドがない。私の村ではサッカーゴールやバスケットゴールなどの設置が全くないた
だのグランドで高速道路の近くの為、ボール遊びも禁止のグランドしかありません。

行政が管理されてる施設など、無料で利用できることを知らない家庭は多いと思います。定期的な情報の発信。自然は豊かだ
が子供向けの公園などは少ないと思います。（福知山　三段池公園　三田　有馬富士公園　西脇　へそ公園　中町　）

児童館を増やしてほしい。


