
回答者：243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 157 65% 73%
３世代世帯 68 28% 19%
その他 15 6% 7%
無回答 3 1% 1%
合計 243 100% 100%
その他の内訳
　４世代世帯　　5
　その他　　　　 4
　未記入他　　　6

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 20% 21%
80 14% 15%

181 31% 31%
124 21% 21%
76 13% 11%
5 1% 1%

580 100% 100%

その他の内訳
・本の貸し出し
・図書館の帰りに寄る
・集団の慣らし
・サークル活動の支援
・同じ地区のママさんとの交流

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

84 13% 11%
93 14% 14%

140 22% 22%
214 33% 32%
110 17% 20%

8 1% 1%
649 100% 100%

その他の内訳
・グループ活動、サークル活動
・ママ友と情報交換（イベント、講習など） ・子供が行きたいというので
・悩み相談 ・子供の遊ぶ場所として利用
・祖母の交流があっていい ・家と違う環境で遊ばせたい
・ヨガの実践のため ・沢山のおもちゃと遊びたい

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
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
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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 46 19% 28%
週１回 94 39% 43%
月１～２回 84 35% 23%
その他 11 4% 5.6%
無回答 8 3% 0.4%
合計 243 100% 100%

その他の内訳
・毎日、週５回
・初めて
・週1～月１、２回
・里帰りのとき ・悩んだとき ・外で遊べないとき

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

206 85% 92%
6 2.5% 3%

25 10% 3%
6 2.5% 2%

243 100% 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

96 39.5% 40%
113 46.5% 43%
22 9% 16%
12 5% 1%

243 100% 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）

回答数 割合
前回調査
の割合

99 19% -
117 22.5% -
131 25.2% -
88 16.9% -
64 12% -
2 0.4% -

19 4% -
520 100% -

その他の内訳
・授乳室があると良い
・篠山市にも、丹波市の情報をしらせる案内掲示

選択肢

子育てや悩みの相談
グループ支援
情報の提供
講座等学習会
事業の内容や回数
その他
特にない
合計

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

19%
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35%

4%

3%
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問８　子育て学習センターの全体的な満足度

選択肢 回答数 割合
前回調査
の割合

高い 111 46% -
やや高い 97 40% -
どちらでもない 22 9% -
やや低い 0 0% -
低い 0 0% -
無回答 13 5% -
合計 243 100% -

問９　「すくすくポケット」の利用について

回答数 割合
前回調査
の割合

73 30% -
83 34% -
75 31% -
12 5% -

243 100% -

問10　「すくすくポケット」の情報提供の満足度について

回答数 割合
前回調査
の割合

73 30% -
41 17% -
97 40% -
32 13% -

243 100% -

問11　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 23 9% 19%
やや高い 119 49% 36%
どちらでもない 70 29% 35%
やや低い 15 6% 6%
低い 4 2% 0.4%
無回答 12 5% 3.6%
合計 243 100% 100%

どちらでもない
無回答
合計

選択肢

よく利用している
あまり利用していない
よく知らない
無回答
合計

選択肢

どちらかといえば満足
どちらかといえば不満

46%

40%

9% 0%

0%
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どちらでもない

やや低い

低い

無回答

9%

49%

29%

6%

2% 5%

子育て環境や支援への満足度

高い

やや高い

どちらでもない

やや低い

低い

無回答

30%

34%

31%

5%

「すくすくポケット」の利用について

よく利用している

あまり利用していな

い

よく知らない

無回答

30%

17%

40%

13%

「すくすくポケット」の情報提供の満足度につ

いて

どちらかといえば満

足

どちらかといえば不

満

どちらでもない

無回答



問12　ご意見（自由記述）
丹波市は各町とも子育て学習センターがあり、同じ年代の子供や親同士の交流もしやすいので、これがこれから
も続いていったらと思います。

ゆめわあくに週2回サークル活動に参加していてとても充実しています。ゆめわあくが無ければ出かける機会も
少なく、子育ても楽しんで出来ていないかもしれません。これからも存続していって欲しい施設ですしこれから
も利用したいです。

ゆめわあくに通っていますが、こういう場所があることはとてもありがたいです。子供はもちろん親も色々と話
をしながら交流できるので親子共々楽しく参加させてもらっています。

子育てセンターでは何でも相談できる先生と友達がおり、サークルも充実していて大変助かっています。ただ、
市内の子育て環境はもう少し充実して欲しいなあ・・。

これからも色々な活動に参加させて頂きたいと思っています。お世話になりますが、よろしくお願いいたしま
気軽に来れていろんな人との出会いがありとてもうれしいです。
たくさんの友達が出来て嬉しい。
グループ活動の行事が盛りだくさんで、いろんなことに参加できるのが嬉しい。

いつも利用させて頂き、楽しい時間を過ごさせて頂いています。ありがとうございます。

他市に在住でヨーガの為にお世話になっています。施設等充実していて良いと思います。

ちーたんルームのひよこクラスに参加させていただいていますが、色んな交流が出来て息子も楽しんでいるの
で、これからも続けて欲しいです。

子育て学習センターでなかなか同じ年頃のお友達と遊ぶ機会や子育てをしている母親同士など情報など交換する
ことが出来てうれしいです

いつもセンターにはお世話になっています。センターがなければなかなか子供同士で遊ばせる場所もなく大変あ
りがたい場所です。いつも有難うございます。子供達もセンターでお友達と生き生きして遊んでいてとても嬉し
いです。

気軽に参加できる内容が嬉しい。講演会などなかなか機会がないのであれば嬉しい。

託児付きの講演会や勉強会など、ママの息抜きになるし勉強もできるのでとても助かります。もっと増やして欲
しいです。

私は子育て学習センターは母親としての質を高めてくれる場所だと思います。思うようにいかないことが連続す
る子育てですが、もっと楽しく子育てをしたいと思い、子育て学習センターを利用している人が多いと思いま
す。プレイルームに行くと先生、指導員やママ友と輪になって悩みを相談できたり、情報交換が出来て悩んでい
た気持にも少し余欲が出てくる良い場所になっています。子供同士の遊びのやりとりを見守り、親同士も学習し
ながらそれぞれの子供の成長を感じられる場所にもなっていて、プレイルームは親として本当にありがたい場所
です。また、山南町の子育て学習センターの「親子ふれあい」行事には毎回楽しく参加させてもらっています。
先生手作りのリサイクルおもちゃはじめ、季節の行事、人形劇、時には昼食まで支援して下さり、毎回たくさん
の心のこもったプレゼントをいただいて帰り、心が温かくなります。子供達は胸いっぱいのたくさんのプレゼン
トを抱いて成長していると感じます。その事にたくさんの親子が感謝していることと思います。丹波市の子育て
学習センターが各町にあるのは、とても有り難い事で、小さな子供を連れて行くにはとても行きやすいです。そ
して、全ての親子にとって子育て学習センターはなくてはならない所となっています。

サークル活動やプレイルーム等での遊び指導員の方々には、本当に良くして頂いて大満足です。

ぴよぴよサークルの存在を知って一緒にお出かけし、他のママさん交流出来るようになりました。そんな機会は
どんどんあると嬉しいです。いつでも来れる場所があるというのは嬉しいことなので、出来ればたくさん利用し
たいと思います。

子育てセンターは、我が家（実家）のように毎日通っています。大切な心が落ち着く場所です。自分も子供もた
くさん友達が出来たし、感謝しています（笑）

センター主催での活動やグループ活動などがあり、同年代の子をもつ母親と関わる事が嬉しいです。アパート暮
らしなのでこういったセンターで地域の方子どもと関わる事が有り難いです。子供も家の中だけでは、体力を持
て余すので子供が遊べる場として、センターも利用させてもらっています。おもちゃも豊富で子供もよく遊んで
います。

山南の子育てセンターは充実しているので意見はありません。

いつ行っても先生方に温かく迎えてもらって行く度ほっとします。子供にとっても楽しく遊べてお友達とも触れ
合える大切な場所です。

これからもお世話になりたいので、色々な取り組みを楽しみにしています。

グループ活動（それぞれの）情報をもっとたくさんの人に知ってもらえたら良いなと思う。

「ばあちゃんず」で毎月１回お世話になっています。祖父母が集まる機会もなく、月１回の他の方や孫とのふれ
あいを十分に味あわせて頂いています。大切な時間です。情報や色々なお話もきかせて頂いて生活にもはりが出
ます。又、嫁も遠くから嫁いでいるため、大変お世話になり、友達や地域の皆さんとの関わりもできた様子で
す。そんな大事な場所先生がおられるセンターです。これからもよろしくお願い致します。

子育てセンターがあるから子供たちの交流の場があり、親も子も楽しんでいられる場になっていて、これからも
いろいろと連携が図れる場所であってほしい。

子育てセンターは大事なことだと思います。色々な事件があるこの世の中、地域のみんなが集まり悩みごとなど
話し合うということが大切だと思います。続けて頂きますようよろしくお願いします。



もっとたくさんの情報がほしい。（市からの）いつまでも続けて欲しい。今と昔では育児も違ってきているの
で、こういう場所はとても大切。

いつでも気軽に利用出来、先生方のアドバイスもいただき嬉しく思います。同年代の子供さんと一緒に遊べる事
がありがたいです

里帰り中でも自由に利用できるのでとても満足しています
氷上子育てセンターの施設の充実（トイレの設備など）市民プラザの実現。子育て事業の減少。児童館閉鎖。

子育て学習センターの利用が18歳に引き上げられたことにより、小さな子供向け講座が減ったかなという気がす
る。昼からの講座が多くて出にくい。

リサイクルのおもちゃ、服などゆめわあくのように置いて欲しいです。

それぞれの学習センターを知るにはホームページなどあればいいなと思います。電話しかないので、子が寝た後
でも調べられるような体制を整えて欲しい。嫁いで来たので、土地勘も土地名もわからないので、特に。

子育て学習センター、子育て広場を利用できて同じ年齢のお友達と遊べたり、ふれあい遊び、楽しめる事業を利
用できて助かります。英語とふれあえるような活動を増やして欲しいです。

子育て学習センターを知らない人が結構居る。もっと周知させるべきだと思う

母親が子供を育てるのは、当り前のことですがそれでもやっぱりしんどいものはしんどいです。お母さん達が
もっと息抜きしたりリフレッシュしたり（罪悪感を感じずに）できる環境になればいいなと思います。

プロの方の講演会がもっともっとあれば育児のヒントや息抜きになるのにな・・と思います。（楽しみにしてい
ても、こどもが熱などで欠席になると次回がなかったり、次回まですごく期間があいたりする）

3歳からでもこども園へ入園できるようになったけれど、先生不足であったりするし、まだまだ子育て頑張りた
い、楽しみたいと思うお母さんもいるので、子育てセンターや今までの支援はずっと継続させて欲しいです。こ
れらを無くしてしまうと行く所がないし心の行きどころもありません。過疎化が進む中、なおさら無くせないと
思います。

先生たちが具体物を使い小さい子も目でわかるように導いて下さり喜んでいます。時間をかけての教材作り、た
いへんだろうなと思います。おばあちゃん同士の話す場があり、親とはまた違った目線で話が出来ていいと思い
ます。たくさんの参加する人があればいいなと思います。長くこのような会が続くことを願います。

すみません。別に生活しているので何もわかりません。一緒に住むようになれば、色々と参加していきたいと思
います。わからないことばかりです。

講演会等子育ての話を聞く機会がもっと欲しい。情報（子育て、求人）色々場所を変えなくても１ヶ所で得られ
たらうれしい。

おもちゃがもう少しきれいだと嬉しいです！！
サークルへの助成金の充実や継続を求めます。丹波市は充実している方だと思うので大変ありがたいと思いま

今のままで十分満足しています。ただ、市外から引っ越してきた私はお兄ちゃんの時参加しづらっかたので、そ
の辺改善してほしいです。

こども園に入園すると、平日の事業に参加できないので、土日の講演会、講座を開催してほしい
いろんな事業に参加したい。講演会などもしたいが託児が出来るか気になる。

駐車場が少ないのが残念です。近くにもう少し場所があれば嬉しいです。

今年からお金が下りてこなくて青垣との合同イベントがなくなり、楽しみにしていた分残念です。また、来年か
らはサークルへの3万円のお金もなくなるかもと噂が出ていてとても残念に思ってます。田舎なのにどこに力を
いれているのかわかりません。子育てに力を入れなくなった市は終わりだと思います。

氷上子育て学習センターのトイレに子供を座らせる椅子を設置してほしいです。（親がトイレに行きたいとき、
子供一人を広場に置いておけないので）駐車場（下の）からセンターに上がるのに階段を使っていますができれ
ばエレベーターがあればお年寄りの方も子供も使いやすいと思う。（たくさんの子供連れの方は特に不便で危な
いと思います）

もっと楽しいイベントを増やしてほしい。子供同士関わる機会が増えるので嬉しい。

お母さん達みんな子育て頑張っています。これから講演会がなくなりさみしく思います。市の予算などがあると
思いますが、講演会は勉強になるし、お母さん達もこれでいいんだと自信になったり子育てにおいても良いと思
います。また、講演会を復活させてほしいです。

子育てに対する相談にのってほしい（個人的に）。サークルを増やして欲しい。電話とかでも子育て相談してほ
しい。

市内のセンターが一斉に日、祝、月曜に休みなので子連れで行き場所がなくなってしまうので困る事が多いで
す。自由来館できるセンターがどこか開いていてくれると助かります。

小学生ももっと遊べる場所（集える場所）にしてほしい。

０歳児が参加できるイベント等をもっと増やして欲しい。現在月に１回程度しかないのでもっとあれば親、子供
同士のつながりが増えると思う。

３人子供がいます。一番辛かったのは、第１子出産から６カ月までです。妊娠中から子育て支援センターに行っ
て新生児の悩みをメールで相談し合う友達作りのサークルが欲しかったです。同居ですがとても孤独でした。

お忙しいと思いますが、年齢別活動（０歳児）が月に１回なのをもう少し回数が増えると嬉しいです。（準備
etcお忙しいと思いますが、外出するきっかけになるので）山南の指導員さんは本当にいい方で山南でよかった
とつくづくおもいます。これからもこのお二人ずっといてください。

子育て学習センターへは気軽に行けるが、認定こども園へは行きにくい。休日等も全ての町で休みではなく、ど
こか１ヶ所ローテーションで行って欲しい。（月曜日とか）

車でしか行けないような場所でのイベントの時は、各子育てセンターから送迎バスを出して欲しい。（車でいく
のが大変。パーキングがない。渋滞する。）



子育て中のママさんとよく話をします。出てくる内容は、子供の発達障害の子についての周りの見方や関わり方
です。保育所で見つけられる子は目立つ子ばかりです。本当に知識のある先生もおられますが、まだ、先生方に
は理解してもらっていないのが現状です。お母さんも悩んで相談受けますが、先生には言われないのですが病院
で診てもらうと発達障害だと言われその対応の仕方を教えてもらっています。発達障害は本当に様々です。先生
方の知識の低さに悩んでいます。丹波市の方で研修やそういった子への療育を検討して下さい。
また、その子が幼稚園、小学校へと行くのに先生に繋げて行ってもらえばと思います。加配も目立つ子ばかりつ
くのではなく、しっかりと現状を聞いて必要な子供さんには付いてあげてほしいです。よろしくお願いします。

児童館・こども園の充実を図って欲しい。施設によっては差がないようにしてもらいたい（設備・先生等）

キッズスペースのある飲食店を増やして欲しい

篠山市の子育てセンターを利用しているが未就学の子だけです。就学後は利用出来ず、中野の児童館は古い設備
でトイレも大変汚く廊下までトイレの臭いが匂ってきます。お年寄りも使うので、利用者のことを考えたきれい
な設備を整えて欲しい。篠山市には就学後室内用の遊び場がない。就学後の子供たちが利用できるキッズスペー
ス作りをしてほしい。又、小学校、中学校の校庭の開放をお願いしたい。

初めて参加するときかなり勇気がいりました。昨年は楽しい行事が多く参加しやすかったのですが、今年は七夕
や夏祭りお月見とか初めての親子が参加しやすい行事がなくなり、子育てセンターに近所の乳児を誘いにくいで
す。いきなり、グループに誘うより、行事で楽しんでプレイルームを見て先生たちと話してからの方が絶対いい
と思います。

いつも有難うございます。足育講座とても勉強になりました。ちょうど歩くタイミングで聞けたので良かったで
す。もっとこういった講座があれば嬉しいです。年齢別にお合ったもの等

市からの仕事案内が広報、チラシ、などありますが、子育て中のママさんが自らアンテナ（友達から聞いたり自
分で調べたり）を張っていると入ったり、情報収集出来、行事など参加できますが、不注意だと逃してしまう行
事もあると思います。

おじいちゃん、おばあちゃんが身近にいない預けられないｅｔｃの理由で子供をみてもらう事が出来ない人もい
ると思うので、気軽に子供をみてもらえるような支援があれば嬉しい。

病気など緊急時に子供を預かってもらえる場所があればと思います。仕事をもつ人優先ではない、家で子育てし
ている人も平等にサービスを受けられるようにして欲しい。

在宅の親への支援が少ないと思う。３歳までは自分で見たいと思うのに。センターのイベントも減り、グループ
活動も入りにくい私には気軽に来られ、楽しめるセンターであってほしいです。

子育ての空いた時間にできる内職や働き口などが市の管理であると嬉しい（安心）です。

まだ使えそうだけどサイズが合わない靴などを海外で使ってもらえるのなら・・・と思って調べようとしたが怖
くて不安で断念。そのような窓口が市にあればよいなあ。

私は、母子家庭で子育てをしています。子供が小さい頃に、何度か子育てセンターを訪ねました。また、指導員
さんよりグループへの誘いもありその時はグループに入り子育て中のお母さん達と話が出来ればと思い１～２度
参加しましたが、やはり肩身が狭く話にも入れず辞めました。同じような方とも話をし、その人も同じく辞めら
れたようです。情報や友達は欲しいけど、働きにもいかなくてはならない環境ですが、そのような人たちにとっ
てもう少し入りやすい会であったり、出会って話が出来る場が欲しいです。子育ても情報がないと分らない事だ
らけです。保育所に預けても親友達はそのセンターのグループの中で固まっておられなかなか入りにくい状況で
す。

すくすくポケットが見づらい。欲しい情報が見つからない。更新日が古すぎて、信用していいかわからない。

市役所（春日庁舎）の周辺道路や施設内などの利便性を向上して欲しい。（ベビーカーでは反応しない自動ド
アーがあったり、道路が斜めでベビーカーが走りづらいなど）

すくすくポケットの充実さと認知度の向上を高めて頂きたい。また、全体的にもっとみんなに参加してもらえる
ようお知らせなどたくさん発行して欲しい。（手紙郵送を都度）

センターは相談もでき何でも話せてよく利用してます。ただグループが使うと部屋が利用出来ない。ゆっくり利
用できる部屋がもうひとつお願いしたいです。（別の部屋を利用したがおもちゃも少なく、子供も落ち着かない
会議室だった！！）

子供が大きくなっても利用したい。相談など話を聞いてもらいたいが、大きい子と幼児が一緒ではゆっくりでき
ないのではと思います。柏原や山南のように２部屋欲しいです。

グループ参加を途中から入りましたが、やはり子供を産んで子育てで大変で少し不安定な時期に人とは関わりた
いですがなかなか入りにくいです。2～４月頃に楽しい催し物をして下さると親子で行きやすくグループの様子
も見させてもらえて入りやすくなると思いました。又、グループでの行事は出来て楽しいのですが、もっとたく
さんの人たちとも関わりたいと思いますので（先輩ママさんの子育て情報も聞きたいのもあり）行事を増やして
もらえると嬉しいです。保育所に行くまで２～3年ですが、親子で楽しめたら保育所も友達も増え、親子とも楽
しく通えると思いますので、是非検討して下さい。

子供専用の病院。歯科などがあれば嬉しい。公園も少ない。ごみ袋が高すぎる。
子供と一緒に利用できる施設を紹介したりしてほしい。（割引等もしてもらいたい）



保育料。多子割引を小６（１番上が）までにしてほしい。年が離れて産んだら結構負担になる。

こども園の情報をもっと分かりやすく子育て家庭に届くようにしてほしい。保育料をもっと見直してほしい。3
人4人子供がいても歳が離れているとあまり支援受けれない現状。欲しくてもとんとんと子供は授かれないので
す。

こども園が出来ても希望の園に入れないや幼稚園部に入れないなど、何のためにこども園になるのかわからな
い。もっと子育て世代に手厚い支援を希望します。

危険なく遊ぶ事ができる場所を増やしてほしい
公園が欲しい。日曜日遊べる場所がない。
身近に子供でも安全な遊ぶ場所が欲しい。

車も気にせず遊べる公園が欲しい（町内に安全な遊具で）
公園が欲しいです

児童館が廃止になり子供を連れて過ごせる場所が減ったのが残念です。ゆめタウンが事業をされていますが、他
にも「場所」という意味で気軽に入って遊べる児童館のようなものは必要だと思います。（西脇のミライエみた
いな、福井の子ども家族館）

西脇にある”ミライエ”のような施設があると嬉しい。日曜など関係なく雨の日や歩けない赤ちゃんが遊べるた
め。

公園でお店のカート（キャラクターや2人乗り）・・必要です。
遊具が充実した安全な公園などを増やしてほしい。

保育園（子ども園）に入園する際のサポートを充実してほしいです。

こども園への入園がしにくい（市島）途中入園にも応じてくれるくらいキャパを広げて欲しい。何のために認定
こども園として１つにしたのか子供が増えて喜ばしいことなのに、将来的に減るかもしれないが今！なんとかし
てほしい。

小学校入学以降のアフタースクールの増設、充実を願います。
丹波市においても「保育料４，５歳児無料化」を早く実施していただきたいです。よろしくお願いいたします。

遊具が充実した公園が丹波市内にあったら嬉しい
雨の日に遊べるところをもっと作って欲しい。
近くに公園を作って欲しい

最近、発達障害の子供が増えている中、丹波市の子育て支援センターであっても、誰から見ても分かる子供さん
しか支援をしてもらえないレベルの低い状況だと思います。保育所の先生も含め、時代は進んでいる中で昔なが
らの感覚で話をされるのはどうなのかな・・と思います。（聞いていてこれでどうなのか？と思います）これは
多くの子育て中の人が思われています。もう少し勉強してもらって知識を上げていただきたいです。子供たちが
不安やストレスを抱えているのに理解してもらえないのが不満です。その点、子育てセンターの先生方はよく勉
強されていて知識もあります。本当に感謝する位、心の中まで沁みる言葉をかけて頂いています。それを保育所
や幼稚園に引き継いで欲しいですし、より良く環境を整え支援して欲しいです。また、療育を受けられる様にし
て下さい。小・中学校でも不登校の子供が多いです。このような状況をほっておかれるのでしょうか？保育所、
幼稚園等の知識の向上をよろしくお願いします。

雨でも日曜でも開いている施設の充実。アスレチックのある大きな公園などの充実。
　（無理なことばかりかもしれませんが）

子育てセンター以外にスーパーなどの施設にも遊具やおもちゃなど、買い物をしている間利用出来、気軽に遊べ
る無料施設があれば有り難い。


