
回答者：275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 169 61% 78%
３世代世帯 95 35% 18%
その他 11 4% 3%
無回答 0 0% 1%
合計 275 100% 100%
その他の内訳
　４世代世帯　8
　その他　　　 2
　未記入　     1

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

138 50% 46%
13 5% 2%

118 43% 50%
6 2% 2%

275 100% 100%

問３　入所要件を平成27年度から変更したことについて

回答数 割合
前回調査
の割合

141 51.2% 49%
1 0.4% 1%

121 44.0% 47%
12 4.4% 3%

275 100% 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

109 17.4% 19%
158 25.2% 27%
164 26.2% 24%
180 28.8% 27%

7 1.1% 2%
8 1.3% 1%

626 100% 100%
その他の内訳
　安心して過ごせること、居場所
　友達とのコミュニケーション
　けがをしないこと、安全　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）
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問５　アフタースクールについての全体的な満足度

選択肢 回答数 割合
前回調査
の割合

高い 79 28.7% -
やや高い 134 48.7% -
どちらでもない 56 20.4% -
やや低い 2 0.7% -
低い 3 1.1% -
無回答 1 0.4% -
合計 275 100% -

問６　たんば子育てポータルサイト「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

14 5.1% -
92 33.5% -

168 61.0% -
1 0.4% -

275 100% -

問７　たんば子育てポータルサイト「すくすくポケット」の満足度について

回答数 割合
前回調査
の割合

18 6.5% -
13 5.0% -

215 78.0% -
29 10.5% -

275 100% -

問８　丹波市における子育ての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 19 7% 4%
やや高い 107 39% 17%
どちらでもない 108 39% 60%
やや低い 29 11% 15%
低い 8 3% 3%
無回答 4 1% 1%
合計 275 100% 100%
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問９　ご意見（自由記述）
アフタースクールではよい習慣をつけていただいています。助かっています。

働いているのでアフタースクールがあるのは本当に助かっています。バス遠足を企画していただいたりと楽し
く過ごさせている様でうれしく思います。

アフタースクールの先生方には、大変よくしていただいて感謝しています。今は利用していない兄弟の名前な
ど覚えてくださっていたり気にかけてくださり嬉しいです。

アフタースクールの6年生までの預かり保育はとても有り難いです。先生方も一人一人に声をかけて下さって
いるので安心しています。

いつもお世話になりありがとうございます。
子供からの情報が入り家庭内の話題作りが充実してありがたく感謝しています。

満足しております

アフターの入所申込みを郵送でOKにしてほしい。どんな書類にしても毎日役場に持っていくために、仕事を休
みなり、早退する必要があり、とても困っている。

もし、質の高いアフタースクールを目指して頂けるなら職員の研修（学ぶ機会）を設けて頂き、現場へ生かし
て頂きたい。皆そうであるが、やる気の問題だと感じられる。

要支援が必要な子にはしっかりと加配の方がつけるようにし安心して数時間でも過ごせるようにして欲しい。
そして親とも連携し、アフターでの生活の情報をしっかり共有できる体制を作って欲しい。

学童の預かり（アフタースクール）のニーズが高まっていて、利用するこどもが増えているので（また、その
中にもいろいろな特性をもった子も増えているので）職員数の増加が必要なのではないかと思います。安全面
等の確保のため。

学年も大きくなりましたが安心して過ごせるのでこれからも利用させていただきたいです。
いつも楽しく利用させていただいています。

共働きの親からしたら安心して働くことが出来るのはアフタースクールのお陰と常に感謝しています。愛情込
めて見守ってくださりありがたいです。

6年生まで預かってもらえるのは本当に有り難いです。誕生日にはカードをプレゼントしてもらったり、夏休
みには工作をさせてもらったり、嬉しいことが沢山ありました。今でも十分満足していますが子育て支援にど
んどん力を入れていただき、ますます子供たちの笑顔が増えるようよろしくお願いします

特記する事項はありません。（今のところ）今の状態で十分です。
先生方の人柄、子供に対する対応などとても満足しています

警報が出ている時や連絡事故、警報が出たけれどアフターが開くときなど防災無線だけでなくメールでの連絡
が頂けたら便利。折り紙や製作などもさせてもらっていろいろな経験を積ませてもらい嬉しい

緊急時、家不在時の連絡の徹底をお願いしたい。（警報で予定より早く下校など）

様々仕事には母親も就くようになって、子供を育てる環境も変化してきている今。アフタースクールの利用は
かなり重要となってきています。６時までの預かりでは働きにくく感じています。もう少し金額を下げて頂き
７時までの預かりをしやすくしてほしい。

アフタースクールがあるのは大変ありがたいですが、長期休業中の1日あずかって頂く際の時間が8時からは、
仕事に支障が出ます。保育園と同様に7時30分からにして頂けると助かります。

長期休暇、振替代休等朝からアフタースクールを利用する場合、開始を7時半からにしてほしい。”小１の
壁”になっています。ファミリーサポート利用は金銭的にも現実的ではありません。先生方は子供だけでなく
親に対しても丁寧に接して頂いています。年齢性別様々な方が接して下さる環境が有り難いです。

宿題をする時間を設けて欲しい
アフターで宿題をさせてもらえないのを、何とかして欲しい

アフタースクールのおやつの内容を改善してほしい、飴や炭酸飲料などが提供されるが、子供の糖分摂取の問
題など保健指導で説明される内容と逆行している様に感じています。

アフターを利用しているが夏場などは特に草が茂っており環境が良くない。外で遊ぶ事が難しいほど草が茂っ
ていたりするので、早い時期に対応してほしい。又は先生方に順番でもよいので草引きをしていただくなど、
環境整備をお願したい。歯磨きもさせてほしい。学校ではすることになっているのに、おやつ後にするように
した方が良い。

6年生でアフタースクールが利用可になっているが実際は中学年以上のりようが少ない。自宅で留守番をさせ
ている家庭が多い理由を親子からヒヤリングしもっと利用推進させてほしい。安全のためには子供だけで留守
番させるべきではない。

アフタースクールの土曜開所をしてほしい。

アフタースクールに関してですが、とても助かっています。希望を言えば１日保育の日の開所が８時なので８
時出勤の会社が多い中、困っている家庭は多いと思います。毎日遅刻する訳にいかず止むを得ず８時前に玄関
に置いて行っています。先生の出勤や施設の問題あると思いますが、検討いただけると嬉しいです。

長期休み利用の時に、短縮授業の間も含んでもらいたいです。

保育園や幼稚園、小学校が通常の授業をされる場合でも８時前には施設が開いています。なのにアフタース
クールは８時からとなっています。今の時代のニーズや子供の安全面を考えれば、７時３０分からは開所の必
要があるのではないかと思います。延長料金を払ってでもそれを利用したい人はたくさんいると思います。保
護者のニーズや子供の安全面を考えて検討していただけると嬉しく思います。

長期休暇の時に朝７時半頃から預かってもらえると嬉しいです。



大雪や大雪などの警報発令時、預け先が無いので仕事を休まないといけない。
アフタースクールの料金が高い。兄弟で入所した時の費用が大きい。特に長期休業中。
アフターも利用料を日割りにしてほしい
夏休み利用の日割りがあればうれしいです。

未就学児を対象としたイベントはよくあるが小学生も楽しめたり学べたりするイベントを充実させてほしいと
思う

室内の施設だけでなく外遊びメインの施設があればよいと思う。

放課後に子供たちが集まって遊べる施設が欲しい。あ年寄りの方や地域の方も誰でも自由に利用することが出
来ると心があればいいのにと思う。アフター利用は助かるけれど子供たちも自由に過ごせずかわいそう。かと
言ってカギっ子は危ないと思う。

土日祝日も働きたいお母さんも居ると思うので、気軽に預けられる場所がもっと充実していればいいなあと思
います。私の家庭は両親のおばあちゃん見れないので・・預けられる場所があればもっと働ける。働きたい。

祝日も預けられる所を作ってほしい。（仕事のため）利用できる所は利用時間、別料金などでなかなか利用を
お願いしたいと思わない。

一時預かりも母子家庭は半額にしてほしいです。
多子応援お願いします

保育料アフタースクールの利用料無料化が実現すれば嬉しいです。アフタースクールがあるおかげで働くこと
が出来るのですが・・

学校では同級生に、アフタースクールでは下級生なのに毎日のように意地悪してきて怖いといっています。ア
フターの先生はいつも気づけば注意し力になってもらっています。ただ学校で人権学習していますが、アフ
ターでは繋がらないなら人権学習の意味がありません。学校でいい子、アフターでやりたい放題の様に子の話
を聞く限り思える子が多そうです。いつもがまんさせています。これは先生だけが頑張ってもどうしようもあ
りません。時には何も言わずにいつも辛抱している子も実態を考えてもらえるきっかけがあればと思います。
先生達にはいつも助けていただいていますので。

発達支援や巡回（心理士の先生の）が、こども園を出た途端なくなります。子供のいじめ、友人間のトラブル
などは小学校に入ると複雑になってきます。アフターや小学校、中学校にも巡回等、第3者機関、支援セン
ター等の支援があればよいと思います。

中学３年生までの医療費無料はとても助かっています。予防注射の取り扱いがメールになり以前の方が良かっ
たと思う。

大きくなると病院へ行く回数も減るので、前のように手当を１８歳までで良いと思います。

保育料が高い（保育所）。兄弟が多くても年が離れていたら減額にもならない。

少子化対策でいろいろ考えてもらっているけど、こども園の料金が高すぎる。３人目の子でも特に安くならな
い家庭がたくさんあると思う。

小学校に入ればアフタースクールなど利用しやすいが保育園・こども園などは入れなくてなかなか働きにく

今の世の中何があるかわからないので、ずっと親が安心できる場所、環境で不安をなくしてほしい。すくすく
ポケット、サポートの方も不安です。人の良い様に見えても実際は？と言う人がいます。ニュースでやってい
ますよね。

平日は働いていますので、土日に家事をまとめて行います。子供たちを外に遊びに連れていく余裕がありませ
んのでその時に、公園等で子供を見守って遊ばせてくれるボランティアの方がいれば大変ありがたいです。も
ちろん有料でも。

病気（風邪）の時に預ける所がない

こども園へ行く前、家で子育て中、昼間いつでも毎日子どもと気晴らしに出かけたり、子育て相談できる場所
がいると思った。小学校低学年の子供がいて警報が出ていて仕事も休めない場合、家で一人置いて仕事に行け
ず、預ける人もいない場合大変困る。少し遅れて学校がある場合も困る。

山南地域の中学校は早く統合して地域の中心地（現山南中学校地でなく井原付近）に新校舎を建設してほし
い。今は小学生だがその先の事が気がかり（環境や通学人間関係の範囲の狭さ）


