
回答者：208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 139 66.8% 64.6%
３世代世帯 59 28.4% 28.0%
その他 10 4.8% 6.2%
無回答 0 0.0% 1.2%
合計 208 100.0% 100.0%
その他の内訳
　４世代世帯　 7
　その他　　　　 3
　未記入他　　　0

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

150 28.4% 31.2%
125 23.6% 21.4%
94 17.8% 19.7%
80 15.1% 13.8%
70 13.2% 13.1%
10 1.9% 0.9%

529 100.0% 100.0%

その他の内訳
・サークル活動
・サークル（パステル）
・ヨガ
・友だちづくり
・子供が遊びたいと言うので
・他のママとの交流、子どもの交流の機会づくり
・外出する目的にする

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

176 30.3% 33.0%
122 21.0% 21.6%
116 20.0% 16.9%
84 14.5% 14.3%
69 11.9% 12.9%
13 2.2% 1.2%

580 100.0% 100.0%

その他の内訳
・子どもたちが遊びに行きたがるので
・子供が行きたいというので
・家にないおもちゃで遊ばせたい ・インストラクター
・家では違う環境で遊ばせたい ・ヨガのため
・安全に遊ばせたい ・活動に参加の為
・帰ってきたばかりなのでママ友を作りたい ・制作つくり
・子どもと色んな体験をしたい ・サークルで自らのスキルアップ

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）
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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 57 27.4% 18.9%
週１回 65 31.3% 38.7%
月１～２回 72 34.6% 34.6%
その他 13 6.3% 4.5%
無回答 1 0.5% 3.3%
合計 208 100.0% 100.0%

その他の内訳
・初めて ・月3～4
・半年ぶり位 ・週4～5
・年数回 ・ほぼ毎日
・2ヶか月に1回程度 ・毎日
・月2～3回 ・主人が仕事の時

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

183 88.0% 84.8%
7 3.4% 2.5%

16 7.7% 10.3%
2 1.0% 2.5%

208 100.0% 100.0%

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

95 45.7% 39.5%
97 46.6% 46.5%
15 7.2% 9.1%
1 0.5% 4.9%

208 100.0% 100.0%

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

106 22.0% 25.2%
102 21.2% 22.5%
92 19.1% 16.9%
89 18.5% 19.0%
67 13.9% 12.3%
20 4.2% 3.7%
5 1.0% 0.4%

481 100.0% 100.0%
その他の内訳
・施設、設備の充実、冷たくない床、オムツ替えしやすい、
 子ども用の食事イス、ねんねの子専用スペース、
 おもちゃの充実など。
・ねんねの子～就学前までが十分に安全に遊べる広さ
・施設の開放 ・習いごと

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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事業の内容や回数
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合計
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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 105 50.5% 45.7%
やや高い 85 40.9% 39.9%
どちらでもない 14 6.7% 9.1%
やや低い 0 0.0% 0.0%
低い 1 0.5% 0.0%
無回答 3 1.4% 5.3%
合計 208 100.0% 100.0%

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

55 26.4% 30.0%
89 42.8% 34.2%
62 29.8% 30.9%
2 1.0% 4.9%

208 100.0% 100.0%

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

53 25.5% 30.0%
24 11.5% 16.9%

110 52.9% 39.9%
21 10.1% 13.2%

208 100.0% 100.0%

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 35 16.8% 9.5%
やや高い 107 51.4% 49.0%
どちらでもない 51 24.5% 28.8%
やや低い 8 3.8% 6.2%
低い 3 1.4% 1.6%
無回答 4 1.9% 4.9%
合計 208 100.0% 100.0%

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
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どちらかといえば不満
どちらでもない
無回答
合計
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問12　ご意見（自由記述）
毎月、親子クラス、ひよこクラス等参加させて頂いています。とっても楽しい時間を過ごさせてもらっています。
普段よく○○子育て学習センターに行かせてもらっています。いろんな行事を企画してくださり、来館しても温かく
迎えてくださり、すごく楽しませてもらっています。今後も続けていただきたいです。

○○子育て学習センターは本当に子育てママにとって素敵な場所です。いつもありがとうございます。
○○子育て学習センターは先生がちょくちょく見て回ったりしてくださって、声もかけてくれるので相談しやすく、安
心感がすごくありますが、○○と○○は先生はとても優しいのですが、その点が不満に感じてしまいます。特に○
○は狭くあまり遊べないので。
○○子育て学習センターでのイベントのレベルの高さに、いつも感動して楽しませてもらっています。
まわりに子どもと同じ年齢の人がいないので、○○子育て学習センターに来て一緒に遊べて、とても楽しい。雨の
日や寒い日、外に出かけたい子どもを連れて行ける場所でとても助かる。

すぐ近所に同年齢の子どもがいないので、センターという場所はとてもよい場です。子ども同士だけでなく親もお
互いに情報交換できとてもありがたいです。

とても遊びやすい環境にあると思います。年齢が低くなっていくのはさみしいですが、お友達をつくれる場があっ
てうれしいです。

学習センターに来ると、先生や子どもと同年代の子を持つお母さんと知り合うきっかけになり、とても助かっていま
す。季節の行事などもたくさんあったりと、家ではできない体験ができ、子どもにとってもとても良いことだと思って
います。

上の子の時はグループ活動にあまり参加しなかったのですが、2人目を産んでから参加させてもらうようになり、
同世代のお母さんたちといろいろ話ができたり、気分転換にもなるので良かったです。

３人目４人目を考えようというママたちが多い中、子育て事業の予算が削られていくと耳にすると、やはり１人２人
でいいかな…センターを利用してもおもしろくなくなるのかな…行かせて親子で成長したいのにな…と思うようにな
ります。講演会や行事の内容を充実させるために、予算をもっと増やしてほしい‼

月１のいやし、和ごみの時間です。日頃のストレス発散、気分転換になり、このままサークル活動が出来る事はと
てもうれしい‼　年令若い方、年輩の方、いろいろと会話しながら楽しめるこのスペースはありがたいです。

子育て学習センターを利用するようになり、ママさんの知り合いが増え、話ができるようになった。遠くから嫁に来
て、知り合いもいなかったので、すごくありがたかった。こども園に申し込みをしたが入園できず、働けず、下の子
も産まれた後、他の家族のこともあり、ストレスがたまっていたので、子育て学習センターで気ばらしができてうれ
しい。子どももこども園にいけなくても、社会性が少しずつできてきた。

センターに来ると自分と同じ悩みを持っているママがいるので、勉強になるし楽しい。

学習センターがある事ですごく助けられています。日々、同年代の友だちと子どもが安全に遊べたり、また、お母
さん同士も話ができる環境や、先生方が優しく声かけしてくださり、いろいろと助けてもらってます。

子育て学習センターに来ることで、親子ともに先生やお友達と一緒に過ごせて楽しいです。色んな年齢のお子さ
んとも関わることができ、子供にも良い経験をさせて頂いています。

毎日こども園に迎えに行くと「今日、センター行ける？」とセンターへ行って帰るのが日課になっています。兄の習
い事などで行けない日はとても残念がってグズります。子供が赤ちゃんの頃からセンターには通っていて、子供に
とってもセンターは無くてはならないものになっています。同世代の子供と遊べるのが楽しくて仕方ないんだと思
います。ママ友同士のおしゃべりも、色々な情報を聞けたりしてありがたいです。

グループ活動や自由来館で利用させていただいています。家では退屈してしまう事も、センターではとても楽しそ
うに遊びます。子供同士遊ばせられる事、親同士悩みを話せる事、家では出来ない経験が出来る事、親にとって
も子どもにとっても、とっても大切な場所です!!

たくさん友達ができてうれしい。

子育てセンターは子育て中の保護者の助けになるので、絶対になくさないで欲しいです。

子どもが1才までの間、かなりの頻度で行ってました。子育ての情報や悩みも聞いてもらって、子育ての悩みから
も解放されホッとして帰れました。子育てにはかかせない場所です。

一人目の子どもなので子育てについてよく分からないこともありますが、子どもが集まる場がたくさんあることで自
分一人にならず子どもも遊べるので良いと思います。

家の近所に同じ年齢の子どもが少ないため、センターという場がとても大切です。これからも子育ての悩みや、他
愛ない会話ができる仲間が集える場所は絶対に必要です。

学習センターがないと子ども達はもちろん親同士の交流も減ってしまったり、日頃の悩みや不満、ちょっと誰かに
聞いてほしい事を話せる場がなくなってしまいます。学習センターの様な場所は必要だと思います。赤ちゃんの頃
から一緒に遊べる友達がいるというのは、本当に素敵なことだと思うので、これからも続けてほしいです。

グループ、行事等参加させてもらってます。近所に友達があまりいないので、子どもの同学年のお母さんと話が
出来て助かっています。沢山の情報が知れて、少しずつ子どもと楽しんでいます。○○は1つしかプレイルームが
無いので、もう１つ部屋があればもっと活動しやすいのかな…と思います。



他市からヨガの活動で利用させていただいてます。場所代もかからず、子育て世代にとても優しいなと思ってま
す。託児もしていただいて感謝です。

託児付きの活動がいくつかあり、やりたくても出来ないと思っていた事が、子どもも楽しみながら、自分自身も楽し
めるのでとても有難いです。託児も無料なのがさらに気軽に参加できるので、有難く思っています。

平日は仕事をしているので、土曜日に親子or子どもメインで参加できる行事があるとありがたいです。○○子育て
学習センターでは今年、昨年まで平日にあったものを土曜に開催されているものがいくつかあり、親子で楽しませ
てもらいました。
ベビーズデイが9月を境にしていると思いますが、その子その子の誕生日を1年として行っていただけたら、もっと
来れたと思います。なかなか難しいと思いますが、1才になるまでは気になるので、身長体重のひかえと記念の品
があればうれしいです。

子育て中のママが主催、中心となってのイベントの充実ももちろんですが、市etcの企画のイベントも減らさず、こ
れからももっともっと行ってほしいです。日々のわが子の子育て、家児で手一杯の中、「参加できるイベント」があ
ればうれしいです。

たまの利用ですが、とても助かっています。子育て学習センターの先生もよく声をかけてくれて、久しぶりに行くと
笑顔で迎えてくれて嬉しく思っています。

いつもお世話になり感謝しています。今後ともよろしくお願い致します。

今のままで十分助かっています。これからもよろしくお願いします。

センターでたのしいイベントがふえたらと思います。

グループには入りたくないので、センターのイベントを増やしてほしい。

全体の会を前みたいに増やしてほしい。

いつも楽しいイベントをしていただけて、とても満足しています。今後もたくさん利用させていただきます。

子育て学習センターではいろんな行事やイベントがあって楽しく利用させてもらっています。

子育てサークルの情報をもっとふやしてほしい。

今年孫を見ることが増え、子育て学習センターを利用させてもらっています。地域密着の施設で誰でも気軽に入
れるのがとてもいいです。気さくな指導員さんに悩みも相談でき、子育て中のお母さん方の心のよりどころとなっ
ている事を感じ、「もう一人子ども産もかな。」と言われていることなどから、少子化に少しでも歯止めになっている
良い施設だと感じています。こういったセンターが一ヶ所でも多くできる事を願います。

地域の方達とのかかわりがあり、自然と社会の一員に入っていける場なので、続けていってほしいと思います。

イベント情報をネットやSNS（LINEやインスタ等）でも配信できたら良いのになあと思っていました。（せっかくの楽
しい企画や為になる講座も教室内のホワイトボードにしか記載されていないものもあるのであまり教室に来られて
いない方でもイベント情報を得られるように）

各地域の子育て学習センターは今後もたくさん利用したいと思っています。子育て中のママさんが主催のイベント
を、もっとやりやすい（主催しやすい）環境にもっとしてほしいです。

ここの子育て学習センターはとても行きやすいです。先生方もとても話しやすいし、行くと私も子どもも誰かと話せ
るので、よく利用させてもらっています。家の近くに同世代の家族がいないので、子育て学習センターがあって本
当によかったです。

子どもと1対1で家にいると、どうしても息がつまりそうになったりしてしまうことがあり、そんな時、子育て学習セン
ターへ行きます。他のお母さん達ともお話しできたりして、とてもリフレッシュでき、子ども達も自由に遊べてとても
助かります。自由来館もよく利用しますが、センターで行われるイベント、行事もとても大好きです。もっとたくさん
行事などあると嬉しく思います。そして、初めて利用する時はとても勇気がいったので、初めて利用する際にもっ
と入りやすく、利用しやすいウエルカム感がほしいなと思います。絶対利用した方が楽しく子育てできると思うの
で。

子育て学習センターを毎日のように利用させていただいています。母にとっても子どもにとっても、いこいの場、学
びの場です。イベントや企画などもうれしいですが親子で集える場所が、長く存続することを希望します。

安心して遊びに来れるのでこれからも利用したい。

いつも利用させて頂いてとても楽しく遊んだり学んだりしています。ありがとうございます。

子育て学習センターへの不満はありません

たまにしか行かないですが、いつも笑顔で名前も覚えてくださり話しかけて頂いてうれしく思っています。

講演会などいつも子育てに為になっています。子どもも私も温かい先生達が大好きです。

子育てや同居問題で悩んでいても、ここへきてしゃべればたいてい解決策はみつかるし、心は軽くなります。とて
も助かっています。感謝しています。

子育て学習センターは大切な存在です‼　毎日、朝から夕方まで利用させてもらってます。子育てする上でなくて
はならない場所です。大人も子どもも成長できて、とても良い環境だと思います。友だちもたくさんできて、みんな
で助け合い、一緒に子育てを楽しみながら遊んで、親も子もいやされてます。子育て学習センターのおかげで、充
実した日々を過ごせて、とても感謝しています。この土地や地域の人が大好きです。



日曜や月曜に室内で遊べる場所がないので遊べる場所がほしい。

月曜日も遊べる場所がほしい

月曜日遊べる場所がほしい

月曜日にも開いている施設を作ってほしい。

月曜日に遊ばせてやれる場所がないので、土曜よりも月曜日に開けてほしい。

日曜日の休みは仕方ないとあきらめがつきますが、月曜日がどこも閉まっているので、特に雨の日が困ってしま
います。月曜日の開園を強く希望します。

各町の子育て学習センターは本当にありがたく、温かい存在です。より充実した設備になるように、各町の差もな
いようにしてほしい。絶対になくしてほしくない場所です。

もう一部屋（他のセンターのように）作ってほしいです。プレイルームとは別の部屋で遊びましたが、ゴザやマット
では子どもが自由に遊べません。裸足で遊べる部屋をお願いします。

ふらっと室内あそびができる施設が近所ではプレイルームだけなので、なくなってしまうと子どもたちが悲しむの
で、それは残しておいてほしいです。サークル活動も夏休み等親子で楽しめる企画をしてくれるので、子どももと
ても喜んでくれています。

子育てに関する情報について、子どものことだけでなく母親の精神的なケアに関して、もっと情報提供や支援等し
てほしい。普段、子どもと家にこもりっきりになりがちで、しんどくなってしまうので…。

たくさんおもちゃや絵本があって、子どもも喜んで利用しています。もっとたくさんこのような施設があれば良いと
思います。

子育て中のお母さんたちが、いろんな人と情報交換できる場を確保してほしい。

離婚問題に直面しているお母さん同士のサークルや、意見交換の場があっても良いなあと思いました。

子育て学習センターがあることで、子ども達を広いところで無料で遊ばせてやれることがすごくありがたい。

子どもがあそべる施設がもっとあればうれしいです。

子育て学習センターのような、広くて子どもがのびのび遊べるような施設や環境がもっとたくさんあれば嬉しい。

子育て支援施策を充実してほしい。子育ての環境や支援を充実してほしい。

少子化になってきていますが、その時こそ子育て支援だと思います。そのまま継続させてほしいです。

センターはなくてはならない温かい場所ですが、先生方の負担や十分な設備がないのが気になります。

子育て学習センターがあるので色々助かっています。床のマットをもう少し厚みのあるマットにしてもらえるとうれ
しいです。

プレイルームがもう少し広くなってほしい。

同世代の子どもたちや同世代の子を持つお母さんたちが知り合え、同じ環境や悩みなどを安心して相談し合える
場所が多くあると良いと思います。

なかなか（学習センターの）他に（外で？）利用できる施設等の情報が分からないので、教えてもらえるとうれしい
です。仕事をしながら子育てできる環境がもう少しできると良いなと思います。

保育園の入園時期を悩んでいます。入園しない場合は一人で見ないといけないので、児童館を利用したり、イベ
ントに参加したりしないといけないなと思っています。その場合、いろいろな情報がスムーズに分かるようにできれ
ばなと思っています。いつも色々企画していただいてありがとうございます。

おもちゃをキレイにしてほしいです。

センターのおもちゃがこわれたままです。

空気清浄機がほしいです‼

子育て学習センターは年中利用しますが、子どもたちの体調のためにも「空気清浄機」を設置してほしい。

低学年の子の学習ルームなどあると嬉しい。

外で遊べるものがあると尚良いなあと感じます。

西脇市のミライエの様な子どもが遊べる所がほしい。

遊ぶ場所が少ない。

暑い日、雨の日、寒い日などもあそべる大きな施設（飲食OK)がほしい

雨の日でも楽しめる場、日曜にも楽しめる場があるとありがたいです。

日、祝でもあいている、こどもがあそべる施設があればうれしい。

祝、日、月曜も利用できるようにしてほしい。

子どもの支援について母親の悩みなどを専門の人（心理士さん、保健師さん）に早くつなげてほしい。（積極的に
話しかけてほしい）

もう少し無料や安くで子どもを遊ばせれる機会が増えるとうれしい。特に雨の日など室内で遊べる場所が少し、す
くないような気がする。



ファミサポの利用料が安くなると嬉しいです。

子育て学習センター近くで、子どもメニューが食べられるところやパンの販売があれば是非利用したいです。

0歳児の待機児童について具体的な改善策があれば教えてほしい。冬生まれは損な気がする。仕事復帰ができ
ない。

市役所や公共機関に行かないとチラシを目にする機会がありません。もっと色々な所に置いてもらえるとうれしい
です。

任意の予防接種など補助金があればうれしいです。

3人目以降出産の20万円支給なくなって残念でした。

乳幼児医療費無料の所得制限をなくしてほしい。

乳幼児医療費の所得制限をなくして欲しい

夜間医療をもう少ししっかりさせてほしい。

救急がないので今後心配

すくすくポケットの情報更新も期待しています。

すくすくポケットで、まちの子育て広場の情報を、早くスマホで見れるようにしてほしい。

市のHPをスマホ対応してほしい。すくすくポケットは対応したが見にくい。

両親とも仕事をしていて子どもが2人（4歳、2歳）います。子どもが体調不良の際の保育をして下さるところも充実
してほしいです。

友人の子がこども園に入れず（1才）、来月3才の娘も退園になるそうです。とてもかわいそうなので、そのシステ
ムは廃止すべきだと思う。３才とはいえ平日はこども園に行くのが習慣になっているし、友だちもいるのに本当に
かわいそうです。３才の子は１才から通っています。

今年度、保育園の入園が出来ず、やむを得ず育休延長となりました。2歳児クラスだった上の子は従来の市の
ルールのため退園となります。企業が産休育休制度を受け入れている昨今、市の制度の見直しを早急に求めま
す。もし市や園の子育て支援室がなければ行き場がありません。

年輪の里の、木の遊具の充実（すべり台、ぐる～と回って遊べるサークル状に直してほしい）

水あそび場、プールなどの充実

歩道が少なく散歩がしにくい

こども園の子育て支援（ひろば）の取り組み方が、園によって差が大きすぎる（週に1回のところや3回のところ…）

1号認定は14時にお迎え後、園庭解放してもらいたい。

1号認定児のこども園の園庭解放。週1、14時～、30分でもいいので。

こども園の通常保育を保育園と同じように7：30～18：30にしてほしい。

3歳以下でも保育を受けられるようにしてほしい。

病児・病後児保育制度をお願いします。

子どもが遊べる公園を増やして欲しい。遊具（すべり台、ブランコ、砂場等）がある公園でお願いします。

小さいのでよいので、地域に幼児が遊べるような公園があると嬉しいです。

公園や子どもが自然と集まる場所が近くに欲しい。近所の交流がうすい。

一日遊べるような大型の公園があれば…うれしいです。

子どもがあそべる公園がほしい。また、トイレもきれいにしてほしい。

安心して外遊びができる場所があればいいなと思う。

親子で安全に遊べる公園がほしい。（少ない）。母子だけだと危ないような所が多いため。（人通りが少ない）

小さな子どもでも遊べるような、外遊びができる公園があればいいなといつも思います。

近くに公園（遊具）が少ないので作ってほしい。

月曜日に遊べるところがないので、月～金で子育て学習センターを開放してほしい。

月曜日のサークル活動場所がない。

公園が少ない

公園など子どもがいつでも遊べる施設を増やしてほしい。

金銭面的にもうすこし支援してもらえる、仕事、就職について働きやすい、働ける場所など作ってほしい。子育て
学習センター、こども園など施設の充実もお願いします。

市のHPもスマホ対応してほしい。すくすくネットもう少し使いやすくしてほしい。（子育てイベント等をもっと知るのを
簡単にしてほしい）

恐竜公園の遊具を増やし、子どもがよろこぶメニューを考えてほしい。（平日は店があいていないので、アイスの
自販機やアンパンマンジュースなど）



小さな子どものいる世帯に、お店とか利用する時に提示すれば割引してもらえるカードの配布

もっと安くよい環境で託児できるようにしてほしい。

ねんね～３才未満の子たちが安心しておでかけしたり、ランチができるようなお店、場所、トイレ設備など作ってく
ださい。


