
回答者：352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 274 78% 74%
３世代世帯 64 18% 17%
その他 11 3% 6%
無回答 3 1% 3%
合計 352 100% 100%
その他の内訳
　４世代世帯　5
　未記入　     6

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
前回調査
の割合

161 46% 39%
8 2% 13%

175 50% 46%
8 2% 2%

352 100% 100%

問３　入所要件を変更したことについて

回答数 割合
前回調査
の割合

171 49% 40%
3 1% 3%

167 47% 53%
11 3% 4%

352 100% 100%

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
前回調査
の割合

160 19% 19%
225 27% 26%
198 24% 24%
231 27% 27%
17 2% 2%
10 1% 2%

841 100% 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

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

遊びを通じた健全育成

合計

選択肢

利用しやすくなった
利用しにくくなった

選択肢

基本的生活習慣の習得

合計
特にない
その他
自学自習の習慣づけ
異学年の交流
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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
前回調査
の割合

高い 14 4% 3%
やや高い 59 17% 16%
普通 210 60% 63%
やや低い 53 15% 13%
低い 13 3% 4%
無回答 3 1% 1%
合計 352 99% 100%

問６　ご意見（自由記述）
いつもお世話になっています。

いつも大変お世話になっております。今後ともよろしくお願いします。

いつも感謝しています。ありがとうございます。

いつもありがとうございます。感謝しております。

アフタースクールに行くのが楽しいと子どもが言うので安心しています。

アフターの長時間保育など共働きの私たちは本当に助かっています。

アフターでは、あみ物、工作など宿題以外になかなか家では教えてあげられない遊びを教えていただき親子で
楽しい会話やコミュニケーションの１つになっており、とても感謝しています。これからも勉強だけでなく
色々な経験をさせてもらえたら嬉しく思います。

家の近所には子どもが少ないのでアフターでお友だちと一緒に過ごせるのを子どもはとても楽しみにしていま
す。いつもありがとうございます。

家が事業をしているし、周りに子どもと同世代の友人がないのでアフタースクールで預かって頂ける環境は大
変助かる。市はそういう細部にも目を向けるべき。

アフタースクールの先生の指導により教室内での遊びが楽しいようです。季節にもよるのですが外で遊ぶ時間
がもうすこし増えると嬉しく思います。

アフターは地域により内容のばらつきがあると思う。アフターによっては外遊びの機会が少なく子どもは不満
に思っているようです。

いつもおそくまで見守っていただいてとても助かっています。

アフタースクールの先生方には、よく遊んでいただき、のびのび育てて下さって感謝でいっぱいです。

子どもの数が少なく、安全、安心に子どもが遊べる場所が少なくなったと感じています。アフターの先生方に
は負担をかけることが多いですが一緒に遊んでいただきありがたく思っています。

1人ひとりの個性を考え尊重してもらえる事もありがたいです。何でも相談できるのでうれしいです。何より
子どもがアフターを楽しめている事が一番です。

アフタースクールの先生方は子どもの事をよく見て下さっているので、親の知らなかった姿を聞くととてもう
れしいし、その姿を子どもが見せているという事は先生と子どもとの信頼関係が築かれている事がよく分かる
のでアフターに入れて本当によかった。

いつもお世話になりありがとうございます。とてもアットホームで、その月ならではの楽しい壁紙、楽しいイ
ベント、いつも楽しく時には厳しく、子どもも喜んで行ってくれるので私もとても働きやすく助かっていま
す。

仕事の量により月に働く日数が変わります。一昨年度までのように一日￥00という日割の利用をぜひ再考して
いただきたいです。

アフターに関してはもう少し子どもに遊びを教えてもらいたい。あみものやおりがみ、工作など、先生に教え
てもらえたら嬉しい。子どもも望んでいます。

他のアフタースクールで行われると聞いたのですが、地域の方から勉強を教えてもらったり昔の遊びなど色ん
な体験が出来ると嬉しいです。また、希望者に習い事の様な事が出来るといいなと思います。そろばん、習
字、音楽、運動など…。習い事へ行かせる時間が少ないのでお金を払ってでも放課後の時間を有効利用したい
です。

多様な特徴を持つ子どもが個性を認め合いながら同じ環境の中で育ち合うための支援が弱い気がします。特に
中学校で感じることですが、「同じである」ことが大事にされすぎなのではないでしょうか？

前と同じ様に10日未満は日単位で支払したい。
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利用回数に応じて料金を支払うなら良いが一律5千円、一律1万円には疑問に思います。

利用料金が高い。特に6時以降の料金が高く利用できない。

18：00以降の利用料を下げて欲しい。1人800円/1時間では利用できません!!高すぎて…。

料金がもう少し安くなればうれしいです。（長期休業中）

こども園で今の労働時間だと短時間保育になると言われ、そのため3時で仕事を終わり4時のバスを待つように
すればアフターからおおむね4時まで仕事をしてもらわないと…と言われた。何だかおかしいです。

土曜日のアフタースクールの開所

土曜日の預かりがあれば仕事に行ける事ができるので助かるのですが…

土曜日もアフターが利用できると安心して仕事が出来る。土曜日も利用できたら利用したい。

土曜、祝日にも子どもをみてもらえる所を作ってほしい。

アフタースクール継続の場合はもっと簡単に手続きできないものでしょうか。（仕事を休んで市役所へ行かな
ければならないので）希望により、1年更新～2年更新などできないでしょうか。

アフタースクール…夏季休業中の利用料金が倍になるのがつらいです。（保育料も同様ですが…。）家庭に
よってはアフタースクールへ預ける安心と、家で一人で留守番させる不安ですごく悩みます。（来年4月から
は2人預けるので…）

アフタースクールの夏休みの利用料金が非常に高い。今までは一律だったはず。高いので、夏休みは利用しな
いようにしようと思ったら、一度退所して再度入所手続きをしないといけないと言われ、非常に不便。年間通
して利用し、退所せずに夏休みだけ利用しないという区分があってもいいのでは。

4年～もっと利用する親が増えるように4年～はかなり安くして頂けたら…どうかな?!うちは預けたいけど同学
年の友だちがいないという理由で諦めています。

家の者が1人入院をして、仕事が出来なくなった時、昨年の年収で保育料、学校、アフターなどの支援がほし
い。生活がなりたたず借金がすぐふくらんでしんどい!!

仕事をしていないとアフターを利用できないわりに、長期休業中などは朝8時からの預かりだと仕事に間に合
わず不便。夏休み以外も土曜日のアフターをしてもらいたい。正社員（8時～5時）で働く人にとっては支援し
てもらえてる!!とは思えない。役場からの説明もあいまいすぎて説明不足だと思います。

長期休暇の開始時間を早めてほしい。

夏休みとか朝の預かりを7：30～とかにして欲しいです。10,000円も払っているのに!!　8：00～仕事の場合困
ります。青垣～山南に仕事へ行っているのでが、通勤時間もかかるので毎日遅刻になり困ります。もう少しこ
の様な意見に耳を傾けて考えて欲しいです。延長の料金も高いです。5：15定時でも夕方の交通量で早く帰れ
ません。もう少し安く料金を考えて欲しいです。問5の満足度、まったく満足してません。

長期休みの朝の開始が8時からなので仕事の時間と合いません。

8時から出勤の者には8時開所が厳しく感じます。8時以前、別料金がかかってもあれば非常に嬉しく思いま
す。

土、日の子どもの預かりも今の親の就業事情によっては必要と思う。

働く選択肢の多い今の時代に対応した支援策の増強。土、日に働くことのある飲食業、美容関係、お店関係は
核家族だと預けるところなく大変。各町に…と言わなくても、どこかに１つでもそういう預ける場所があると
いいのではと思う。

サービス業が増えている中、土曜日のアフターを実施して欲しい!!なぜ長期休業中のみ実施しているのか。

夏休み期間にはアフタースクール、土曜日の受入れをされていますが、ニーズがあるのなら他の期間にも土曜
の受入れ態勢ができると良いと思います。

近年の昼夜や休祝日を問わない勤務条件が多くなっている中でアフタースクールの受け入れ時間、開所日の拡
大も検討してほしい。

小学校のホームページがあるようにアフタースクールのホームページがあったら良いなあと思いました。

病児保育の充実

病児、病後児の受け入れがない。相生市のような施策があれば新しい移住者も増えると思う。

祖父母の支援なしでは子育てができない現状がある。感染症などの出席停止になるような発病時や発熱時にも
保育できる病児保育所の設置。

通常利用している施設内に病児保育の受け入れが可能であれば親も安心して預けられると思う。

丹波市は夫婦共働きによる所得向上を推進する考えはないのか？8時からの利用で7時50分に職員が来られては
会社の始業時間に間に合わない（市役所のように8時30分始業ばかりではない）。時間外手数料を払ってでも
検討できないのか。アフターの職員のレベルが低すぎる。マナー（態度）がなっていない。研修等実施する必
要があるのでは。

お迎えが18時半～19時でも安心して預けられる延長保育の実施を望む。

お迎えが６時までというのは非常に厳しいです。仕事をしている世帯が利用するアフターなのに仕事を終え、
お迎えに行くまでの時間（通勤時間）を考えると厳しいものがある。どうにか３０分でものばすことができな
いでしょうか。切に願います。



アフタースクールを利用しています。おおまかなタイムスケジュール的な物があれば一つ安心だと感じます。
アフタースクールから出ることはほとんどないでしょうが。自習や外遊び掃除をしているなど生活が見てみた
いと思います。

丹波市が子どもを育てやすい町だとは思えない。

どのような子育て支援があるのか教えてほしい!　母子家庭への支援が低い。中学生まで医療費無料だと母子
優遇されていない…など。

母子家庭で収入が低いのに加えてパート（短時間）にせざるをえなくなる場合もあります。（送迎を頼める人
は良いですが）　行政に頼りすぎるのも申し訳ないですが、生活、就業と単身親家庭もちろん働かざるを得な
い状態の世の中になっています。子どもがかわいそうですが、生活のために頼らざるを得ず子も親も辛いで
す。

こども園の時は病欠で看護休がとれたのに、就学してからは看護休がありません。せめて高学年になるまでは
取れるようにしてほしいです。

インフルエンザの予防接種など学校又はアフターで一斉に接種できるようにしてほしい。（希望する家庭だけ
でもよいので）

通っているアフタースクールでは無いのですが、他のアフターでは上級生が下級生をいじめるということがあ
ると聞きました。そのあたりの指導はどういうふうになっているのでしょうか。

朝、預ける際に伝えた事が（翌日の事も）引き継がれておらず、迎えに行った際、困ったり不安になったりし
た事がありました。AM、PMのスタッフが代わるなら申し送りはしっかりやっていただきたいです。

アフターの職員について、子どもを見ているだけの様に感じる!!〝先生〟と呼ばれている以上、アフター内で
すべき事、規則でしばるのではなく学年に応じて学習時間を変えたり、確保したりして工夫する必要があると
思う。1～6年生をあずかってもらっているのはありがたいが、職員としての先生と呼ばれる事の責任を持って
欲しい。笛をふいて子どもを静かにさせる様なやり方に怒りを感じる。子どもを静かにさせたいのであれば職
員の私語を何とかして欲しい。小学生はよく見て家で疑問に思う事を素直に話している。職業としての規則や
責任をもって教育にあたって欲しい。ただ預かっているだけ…では、〝先生〟と呼ばれるにふさわしくない。

誰が聞いているか分からない場所で預かっている子どもの話をされている先生がおられたと聞きました。これ
はどういう事なのかと思いました。

例えば兄弟がいて下の子のみアフタースクールを利用する場合、上の子の帰宅時に一緒に下の子も帰る事が出
来たら家までの帰路を安心して帰る事ができると思います。（兄弟共に）

子どもが普段使って遊べる場所が少ない。

子どもと一緒に体を動かせる様な場（環境）を作ってほしい。（バレー、バトミントン、テニスなど）子ども
と一緒に汗を流してストレス発散出来れば嬉しい。


