
回答者：306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 208 68.0% 62.3%
３世代世帯 85 27.8% 31.8%
その他 11 3.6% 5.8%
無回答 2 0.7% 0.0%
合計 306 100.0% 100.0%

その他の内訳
４世代世帯 8
その他 2
未記入 1

問２　園の教育･保育は保護者の期待に応えているか

回答数 割合
前回調査の
割合

272 88.9% 89.3%
5 1.6% 3.6%
28 9.2% 6.8%
1 0.3% 0.3%

306 100.0% 100.0%

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 230 75.2% 70.8%
できない 9 2.9% 2.3%
どちらともいえない 64 20.9% 26.3%
無回答 3 1.0% 0.6%
合計 306 100.0% 100.0%

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

266 27.6% 29.2%
251 26.1% 26.5%
248 25.8% 24.4%
187 19.4% 18.9%
11 1.1% 1.0%
963 100.0% 100.0%

　その他の内訳
・親以外の先生や友達と仲良く遊ぶ
・自分も友達も個性と体を認め合い尊重する力、健康な体、心
・学年別（年令別）のかかわり方
・自然との触れ合い
・体を動かす楽しさを体感すること
・読み書きの学習
・４５分間授業になれるように など

集団生活への対応力を培う

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

どちらかといえば応えていない

どちらともいえない
無回答

選択肢

基本的生活習慣を習得

合計
その他
小学校へのスムーズな接続

遊びを通して学びの基礎を培う

68%

28%

3%

1%

世帯構成について

２世代世帯

３世代世帯

その他

無回答

88.9%

1.6%
9.2%

0.3%

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
どちらかといえば

応えていない
どちらともいえな

い
無回答

75%

3%

21%

1%

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

えない
無回答

266

251

248

187

11

0 50 100 150 200 250 300

集団生活への対応力を培う

遊びを通して学びの基礎を…

基本的生活習慣を習得

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



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 292 95.4% 95.8%
いいえ 0 0.0% 1.0%
どちらともいえない 14 4.6% 3.2%
未記入 0 0.0% 0.0%
合計 306 100.0% 100.0%

問６　園への全体的な満足度

選択肢 回答数 割合
前回調査の
割合

高い 111 36.3% 42.9%
やや高い 157 51.3% 46.8%
どちらでもない 27 8.8% 9.1%
やや低い 9 2.9% 1.3%
低い 0 0.0% 0.0%
無回答 2 0.7% 0.0%
合計 306 100.0% 100.0%

問７　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

選択肢 回答数 割合
前回調査の
割合

よく利用している 28 9.2% 9.7%
あまり利用していない 140 45.8% 36.7%
サイトをよく知らない 134 43.8% 53.2%
未記入 4 1.3% 0.3%
合計 306 100.0% 100.0%

問８　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

選択肢 回答数 割合
前回調査の
割合

どちらかといえば満足 36 11.8% 12.3%
どちらかといえば不満 15 4.9% 9.1%
どちらでもない 231 75.5% 70.8%
未記入 24 7.8% 7.8%
合計 306 100.0% 100.0%
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問９　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 20 6.5% 7.5%
やや高い 112 36.6% 35.7%
どちらでもない 121 39.5% 37.0%
やや低い 37 12.1% 13.3%
低い 10 3.3% 5.8%
無回答 6 2.0% 0.6%
合計 306 100.0% 100.0%

問１０　ご意見（自由記述）

幼児教育をもう少し力をいれてもよいのではないかと思います。（学習面）丹波市の子育て支援は他市と比べても高いほう
だと思う。予防接種カードやメール通知等、新しいシステムができ、周知徹底されていると思う。

こども園の先生方にはいつも感謝しております。安心して仕事にいけるので、子育て環境も大事ですが、先生方の環境も
よりよくしていただき、充実して働いていただけたらと思います。

いつも先生方にはとてもよくしていただいています。丹波市での子育ても満足しています。

園を通して日々成長させていただいてるので、本当に感謝しかありません。

園では子どもの成長を手助けされているのでうれしい。（家では時間がなかったり、甘えてできないことも園でやっていただ
けたり、子どもも自らしたりするので）

こども園に通うようになってから、家にいるだけでは身につかないようなことがたくさん習得できていると感じています。先
生方の配慮も行き届いており、安心してお任せしています。一点心配しているとすれば、現場の先生方は大変ではないか
と…。小さなケガ小さなケンカなどにもとても丁寧にご報告いただいています。先生方が気疲れしてしまうのでは？？なん
て思うことが多いです。色々な親御さんがおられるとは思いますが、先生方が疲弊することのない環境を、まずは整えてほ
しいと思います。

先生方の温かい保育のおかげで、子どもは喜んで登園しています。友達とのかかわりや家庭ではなかなか経験しにくいこ
ともしていただき、子どもの成長を感じています。とてもありがたいです。

こども園では、きめ細やかな対応をしていただきありがたく思います。子どもが喜んで登園し、帰ってくると楽しそうに話して
くれるので何よりありがたいです。

個人個人がそれぞれのペースでのびのびできる園なので良かったと思います。

長男を含め、保育所に４年お世話になっています。素晴らしい保育士に恵まれ、安心して子供を預けることができていま
す。今後幼保一元化により、保育所が廃止されることは残念ではありますが、市としての方針を進め、認定こども園へ適
切に移行していただきたいと思います。一方で他の市のこども園では、子どもに対する対応、子どもの引き渡し方法など、
知人より悪い話を聞くこともあります。市としての幼保一元化が終わればそれで完了ではなく、できる限りでの支援を強く
お願いいたします。

子どもに食物アレルギーがあります。園での食事にとても気を配って頂き、大変感謝しています。当初はお弁当持参を考
えてましたが、園長先生をはじめ、他の先生方の対応がとてもよく、毎日安心して登園させていただいております。

どんぐりひろいや里山体験等、地域での活動や地域の人たちとのかかわりを通じて、地域により一層愛着を持ち、心豊か
に成長してほしいと思います。幼少期での体験や学びが、やがて小学校への地域学習、ふるさと学へとつながるのでは、
と思います。

現在お世話になっている園に、家族皆とても満足しています。少人数でアットホームな環境もよいと思っています。狭い園
舎やグラウンドで、他の認定こども園のような立派な施設ではありませんが、それを補う以上に保育士さんが日常の園生
活に工夫をされ、保育をしてくださっている姿に本当に頭が下がり、感謝の気持ちでいっぱいです。

園では子どもの個性に合わせて、よくしていただいていると思います。連絡ノートがあるおかげで、園での子どもの様子を
知ることができます。お忙しい中、先生がノートにお便りを書いて下さり、大変ありがたく思います。

お便りや通信プリント等様子を細かく教えていただき助かっています。

子育てをしにくい中で、市に対して（園や学校を含む）不満に思ったことが特にないので、環境としてはよいと思います。園
のお迎えがＩＣカードになったり、予防接種が券からカードになったりと、情報が正確になり安心できます。

今の現状にとても満足しております。毎日子どもから園での楽しかったことを話してもらっています。楽しさの中に学びがあ
り充実した園生活を送れていると思います。

こども園での保育や環境にはとても満足しています。
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同園内の異年齢児交流、小学校との交流の充実。

認定こども園になり、朝の登園が学校の子との集団登校ではなくなりました。１１月になり、月１度の登園練習が始まりまし
たが、保護者と手をつないでということになっています。学校のお兄さんお姉さんも、１年をかけてその園児を知っていく過
程が１年遅れるだけですが、残念に思います。幼稚園だった時の園の廊下には、学校の先生の名前と写真があったり、教
室へ行くだけでも学校の存在を感じていましたが、それがないのが残念です。それと子どもたちも学校生活を意識しながら
生活ができているのか不安です。２時降園児が少ないので仕方ないのかもしれませんが、遠足の日の降園時間が２時４０
分となったのも、４時以降の降園する子の時間に合わせているのかと感じて残念です。幼稚園だった時はみんな２時に一
斉にさよならをして、預かり保育へ行っており、規則正しく生活している感じがあった。またバスを利用しないのにバス代、
米代と負担が増えていることも不満です。

こども園にすべてなりますが、幼稚園教育をしっかりしていただけるか一番の心配です。小学校に上がるためには重要な
教育です。

これから初めての認定に行かせます。お兄ちゃんたち２人は公立の幼稚園でしっかり学び、小学校へもすんなり入れまし
たが、認定で学び、小学校というのが教育的な面で心配です。大丈夫ですとは聞きましたが、やはりわからないことなの
で・・・。小学校ともかかわりを持ったりしてほしいです。子供が不安のないまま小学校へ行ってほしいです。

保育所こども園の預かり時間の統一化（土曜日保育の時間が短い）

人権教育や福祉教育の充実を推進してほしい。具体的には社会的障壁を見抜く視点を身につけることと、改善するために
は、どうすればよいかを考える力を養うことが、共生社会の実現に役立つと思います。「地域」を基盤とした教育・子育てが
大切になると思います。地域で活動する人口を増やすことも、これからの取り組みに必要な視点ではないでしょうか。まち
は行政が作るものではなく、住民がつくるもの。お客さん化してはいけないと思います。

教育保育の質の向上と確保

こども園の保育の質が一定ではない

保育園に対しては特に大きな不満はないですが、行政に対しては何か大きくかかわっているのか？と不満があります。全
こども園化ですべて私立になるので第３者委託になりますが、行政（市）としては、保育に関して、質の向上をどう目指され
るのか目に見えません。（小学校は教育委員会の内容ですが、幼稚園、保育園はどこが教育内容を主導しているのか全く
見えず、各園にまかせっきりで差があるように見えます。）

保育所の参観日や年間行事が週末にあるのは、保護者が参加しやすいのでよいと思う。

園行事を決定時点でお知らせいただきたい。土曜保育の希望用紙にて知る行事が２件ほどありました。（年間行事予定に
は入っていない分）

子どもは毎日とても楽しくこども園に通っています。同じ丹波市内のこども園でも行事に差があるように思います。

各家庭の事情にできるだけ柔軟に対応していただけるとありがたいです。

こども園になってからインフルエンザ、ノロウイルスが流行すると、すぐに園内で大流行しやすい環境になったように思う。
そのあたりだけ対策をしてほしいように思います。

保育士さんもう少し増員されてはどうですか

丹波市内の１つの園でしかお世話になったことがなく、他を知らないので比較等はできませんが、子どもも楽しく園に通っ
ているので、こちらもうれしく助かっています。先生方への負担が少しでも軽くなるよう（給与面）であればよいのではと思い
ます。

保育教諭の給与等待遇の充実をお願いしたい。また臨時等で保育士補助で働く人への教育体制、研修の充実化をはかり
正規雇用への道を開いてほしい。

保育料の無償化はいらないので加配教諭の充実をお願いします。

言語聴覚士さんやカウンセラーさんなど専門の職員さんも充実させてほしい。

平日の行事が多い。

子どもは毎日楽しく園に通っています。行事についてですが、平日にあると仕事の調整や兄弟がいるところだとどちらかに
しか参加できない、といったことがあります。子供たちの成長を見れるなかなかない機会なので、土日にしてほしいです。
認定こども園○○には駐車場が少なく、小さい子たちがいるところだと、離れたところに止めて歩いてくるので危ないなと
思います。行事でも園庭にとめると前の人が出ないと出ることができず、待たないといけないので駐車場がきちんとあると
助かります。

行事を休日にしてください

行事が土日設定になるとありがたい。入園式や卒園式など同法人内、日にちをずらしてもらえると助かります。

最近話題の香害についてもとても心配です。他の園児の服の移り香がすごく、帰ってきた子どもの移り香だけで頭痛を起
こすほどです。母親が敏感だということもありますが、花粉症と一緒で誰でもなりうることかもしれないし、そういった移り香
の中で子どもたちが生活していると思うと恐ろしいです。香害についてはＨ２９．９環境省が市民ガイドブックを発行してい
ます。できれば丹波市のほうでも全戸配布をお願いしたいです。また市民のほうにも香害についての周知をお願いしま
す。

こども園では子どもたちも楽しく過ごしているようですが、家では「行きたくない」ということもあります。

健康な体と心さえ育てておけば、学びは子どもたちが自分で出会い、進めていくものだと思っています。現代はその一番
大切な体と心の健康の維持が難しい時代になっています。特に吸収力の高い幼児期はもっとも重要な時期だと思います。
園での食事の安全性に不安を感じています。



年長クラスになった際、小学校へのスムーズな接続を心より願う。こども園になってから内容が幼いと思う。いろいろな親
同士の情報からこども園によって違いの差が大きい。親切な園（気配りがきく、今月の予定をもっと早く教えてくださる、い
ろんなことを知らせてくださるなど）とそうでない園があると思う。だが子供を預けているということから声にして言えない。

先生で感じの悪い人が数名いる。笑顔がない、この意見は他のママさんも言っている。

先生によって保育の質が大きく異なることがある。

発達障害者支援における専門性の向上

問６で「やや高い」と回答しました。高いでない理由は、先生で保育の満足度の違いがあります。親として、保育していただ
いている立場で意見を言うことは失礼ですが、先生の熱意の違いを感じます。人ですから、個性、保育のやり方は違うの
は理解できます。しかし、仕事で完結ではなく、寄り添う保育を希望します。例えば、お迎えの時、今日の子どもが楽しんで
いたことを何でもいいので伝えてほしいと感じます。よろしくお願いします。

認定こども園で長らくお世話になっています。個人的には子どもたちも楽しく通園し、よい先生方や友達にも恵まれ、たくま
しく育ってくれ、とても感謝していますが、同じ丹波市でも地域によっては希望の園に入所できない等の問題があったり、処
遇改善には取り組まれているものの、先生方は大変な思いをされていることと思います。もう少し在宅で子どもを見ること
に、支援があるとよいなと思います。こども園に子育て支援事業があり先生方にもよくしていただきましたが、やはり居場
所づくり人間関係づくり（親同士の）には無理があるのではないかと思います。自分たちでグループ活動ができる人は良い
のですが、そこに参加するのがしんどい人に手を差し伸べてほしいです。こども園の継続手続きについて、○○市では簡
略な様式となっています。少なくとも２年以降のマイナンバー記入は不要かと思います。

お盆、年末年始など園の休みが長い。職員の休みを理由にされているが、園側の問題であって、利用者側には関係がな
い。ご協力をお願いしますといわれるが、強制的な断りに疑問を感じる。

年度末の特例保育が多いので困った。仕事があるので休むことができないうえ、子どもも園で少ない人数で不安がる。他
の保護者のかたも同じ意見が多くありました。認定こども園というものの、１号認定以外は就労証明を提出し入園してい
る。フルタイム、正社員で働く女性も増えてきている中で、もう少し園の社会的役割を認識し、様々なことを決めていただき
たい。

おむつの持ち帰りは不衛生に感じることがある。（尿、便は正の字で書けば分かる。持ち帰りの理由が健康状態のチェック
なら新聞紙にくるみビニール袋に入れてあるのでそこまで見ていない。）

園児の人数、地域の規模に対してバス１台での対応は適切でしょうか？　１号認定だと朝しか乗らせるチャンスがありませ
んが、バス停の迎えが８：５６って…。９時～１４時の幼児教育にも間に合いません。近いからバスに乗せないのではなく、
不便だから乗せてやれない現実を、園長先生は理解されていません。

新年度預かりの終了時間が、１８時ではなく１８時３０分を望みます。もしくは希望制にして、利用は無料とすれば、配置す
るスタッフの人数の予定が立つのでは。送迎バスの助成があればありがたい。

認定こども園への移行に伴い、保育時間が１８時までとなりますが、延長時間にならないようにするために早く帰ることが
難しいと思います。先生方も遅い時間で残られるのは大変だと思いますが、１０分、１５分時間が延びるとうれしいです。

今後子どもが３歳～小学生と大きくなったとき、仕事に大きく影響すると思います。現状では３歳になったら時短勤務終了。
小学生になったら１８時以降みてもらえるところが無い。仕事の両立をしたくてもしにくい環境ではないでしょうか。見落とさ
れているところを丹波市独自の支援につなげてほしいです。

もう少し母親が働きやすい、子どもを預けれる環境にしてほしい。１分でもお迎えの時間に遅れると延長料金が取られるの
を、なしにしてもらいたい。仕事を終え、お迎えの時間までにと思うと大変です。長時間保育の預かり料金をもう少し下げて
ほしいです。

日ごろよくしていただいているので、園への不満はなく、心地よく利用させていただいています。ひとつお願いがあるとすれ
ば、別途でかかる料金等、すべて振り込みで対応していただけないでしょうか？　現金レスの時代にわざわざ小銭を作り
に買い物に行くのも、時間もかかるし、無駄です。あと指定口座がＪＡだけというのもよくわかりません。不便です。

お盆や年末年始の保育時、お弁当持参ではなく、購入（宅配弁当）選択があればうれしいです。

朝の送りの時に階段を一人で登っていくが、こけたり、落ちるという危険に対する対策がされていない気がする。実際に踏
み外す子もいて、危なかったねという場面もあったが、先生は玄関で子どもは階段にいたため、落ちた時に助けれる距離
ではない。対策をしているのであれば気づかなかったので、教えてほしい。

よい子ネットを全然活用してくれない。意見をいってもすぐに反映されない。もしくは聞き入れてもらえない。働いているから
預けているが、発表会などを平日にされた。

子どもを通じた地域のつながりを作っていける機会や場所があればいいと思う。こども園では実名で意見など伝えにくいと
ころがある。匿名で気軽に投書でき、スムーズに回答してくれるようなシステムがあればよいと思う。

細かい禁止が多い。（お弁当→キャラ弁ダメ。ピック使用禁止、ヘアゴムは何もついていないもの。）集団生活をまとめるた
めに仕方ないと思うが、色々な保育シーンにおいて危険だから、トラブルのもとだからと禁止事項が増え、子どもの経験値
が下がることがあるのではないかと思う。しかし色々なイベント食育に関する保育内容は充実している。

他の市に比べると園に入りやすく、先生の数も多くしっかり見てもらえるのでうれしいです。月１回の弁当日を減らしてもら
えるとうれしい。子どもはうれしいが、働く親としては大変です。２か月に１度にしてもらえると助かります。他の園はどうな
んでしょうか。

働いているから園に入れているのに、１０月～３月は毎月お弁当がいる必要性を感じない。

こども園でお世話になっていますが、園児数が多く先生の目が行き届いているのか疑問に思うことが多々あります。こちら
から普段の様子を聞きにいかないと知ることができず、子どもからの情報ばかりで不安です。愚痴になってしまいすみませ
ん。



育休中も保育を利用できたらと思う。

小さな子がいる場合、自分が病院に行きたい時など、用事があるとき、気軽に預けれるような施設があればなあと思いま
す。

こども園に入園すれば必要な支援は受けられるが、未入園児に対する支援が少ない。未入園児の一時預かりをこども園
にお願いしたが、断られた。子守を手伝ってくれる祖父母がいれば子育ての負担も少ないと思うが、支援してくれる親戚が
いない家は子育てを親が抱えこむことになる。ファミサポの託児はあるが、経済的にゆとりがないと利用できない。こども
園の一時預かりを利用しやすくしてほしい。また、他の市町村よりも子育て支援の制度が整っていないと感じる。今後丹波
市の人口が減っていくので「子育てしやすい町」を目指して、Ｕターンする若者を増やしてください。

病児保育の充実。

病児保育が可能な施設ができたら良いと思う。

今、居住地から離れた園に通っています。丹波市は大変広く、通園距離も広いため、できるだけ住んでいる近くの園に入
れるとよい。

こども園の各園の特色が見えない。もっと外へ向けて発信すべきだと思う。

１号認定ですが、年長だけとか週に何日かだけでも、１５時や１６時まで預かってもらえるとうれしいのになと思います。

１号認定が１５時～１６時まで保育の時間があってほしい。

一号認定で、１４時お迎えのあとに１時間でも（週２とかでも）園庭開放してもらいたいです。

各年齢のクラスについて、０～２歳児はまだこれから集団行動に慣れていく年齢ですが、３～５歳児、特に年中年長になっ
てくると、ある程度の子供たちもグループができてくるので、年長児を各小学校の地域別のクラスに分けるということをして
はどうでしょうか。

０～２歳で入園を希望するときから、小学校区を第一に選考していただけると思います。校区の園を希望したが入れず、他
地区の園に通っています。就学前になり校区内の園に転園しようか、慣れた友達のたくさんいる今の園にしようかと悩み
ます。最初から校区内ならば悩みもないと思います。

柏原の園に入るのが難しいと周りから聞きますし、実際にこんなにも難しいとは思いませんでした。保育士不足等のことも
わかりますが、こちらも小学校の校区のこともありますし、定員を増やすなどして、何とかしてほしい。

保育士さんが足りないということを聞きます。希望の園に入れなかったり、それで仕事ができない人や仕事が見つけにくい
人もいるので、保育士さんが働きたいと思えるような環境になればよいと思うし、保護者として協力できることはしたいと思
います。

幸い我が家は希望の園（自宅最寄り）への入園が許可され、１歳からお世話になっていますが、園児の数が受け入れ上限
に達して思うように入園できていないというのを聞きます。特にお母さんが正社員ではない場合など。子供を預けられるか
わからない中では就職もできないですし、仕事が決まっていなければ、保育してもらえるかどうかわからない…。保育希望
者を受け入れていただきたいです。

行きたい園にいけるようにしてほしい。丹波市の園を減らし、県外からの子どもを受け入れて、丹波市の子が待機している
のはおかしい。

保育内容は、先生方によく見ていただけていると思っています。ムッレなど自然と触れ合えることなど、子どもたちにとって
もよい経験です。しかし希望した園にスムーズに入れないのは残念です。来年度の申し込みも転園の書類が必要みたい
ですが、よくわかりません。

病気で園を休む日に仕事を休めない時がある。その時に子どもを預かってくれる施設があるといいです。

病時保育ができるようにしてほしいです。仕事の関係で休みにくいときもあるので熱が出た時など園で見ていただけると助
かります。

病児保育が増えるとありがたいです。少しの発熱なら預けることができるととても助かります。

認定こども園に入園して２年目、先生方もやさしくしっかりとサポートしてくださるので安心して子どもを預けています。しか
し看護士さんが欠員ということで、病児保育・病後児保育の対応ができないということでした。我が家では母もしくは祖母が
おりますので家庭において療養することができますが、共働き家庭にとっては大変なことだと思います。また少し調子が悪
いだけなら登園させているご家庭もあるかと思います。感染症拡大が心配になります。今後自分が働きに出る際にも気に
なる点です。昨年度や一昨年度まで子育て広場において毎月もしくは２か月に１回、保健師さんによる発育測定があり、そ
のたびに子供の成長についてや離乳食や食事について、気軽に尋ねるチャンスがありました。それが年に１～２回になっ
てしまったのが残念です。電話や窓口で相談に乗ってはくれますが、実際に子どもの様子を見て相談に乗ってほしいとき
があります。現場の先生方にはいつも親身になって頂き、感謝しております。

ほかの園では、スイミングスクールに行ったり、運動会では太鼓や鼓笛があったり、いろいろな経験をさせてもらっているよ
うなので、もっと幅広く経験できればなーと思います。（ＥＣＣや自然体験はありがたいです）仕事をしていると習い事も通う
のが大変なので･･･。

どの園でも英語教育を取り入れてほしいです。また教育の面も充実させてほしいです。

我が家には小学生と園児がおります。どちらもに希望することは、幼児から英語、英会話のレッスンを導入してほしいで
す。１５歳までの義務教育の間に、日常生活には困らないくらいの英会話力をみんなが身に着ける時代に来ていると思い
ます。一部の小学校では姉妹都市ということで、留学制度が小学校であるそうですが、丹波市全体の制度にすべきだと思
います。英検などで実力が備わっていれば、選考される可能性がみんなにあるというのなら、頑張ろうという気持ちが高ま
るのではないでしょうか



兄弟が同じ施設入所中など、２人目半額３人目無料といった制度があるが、年令の離れた兄弟姉妹にはなぜ適用されな
いのか？　同じ人数を育てていてもかかる費用が違うのはどうなのか？

中３までの医療費の無料はとても助かっています。周知されていない制度や情報をもっと広く知られるようになるといいと
思います。

保育料が高い。前年度の収入が反映されるため、前年度より収入が落ちた時、保育料が高く生活の負担が大きかった。
保育園部に子供を２人入れたくても２人目が半額になるとはいえ、とても高額で入れられない。特に０歳児クラスの受け入
れ人数が少ない。（実際に希望する園から断られたことがある。）

現在、保育料金は親の収入で決定されています。支払いの額の差が大きすぎるかと思います。高収入の家庭はその分、
市民税や医療の免除もなく、かなり支払っていると思うので、この家庭は高収入だから高い保育料を払って当たり前のよう
になっていますが、その分他のところで支払っている分も含め、もう少し考えなおしが必要のように思う。特に低年齢の保
育料が高すぎると思う。

保育料について、父母の市町村民税の所得割額の合計に応じて決定されていますが、園では同じ教育、給食、子どもた
ちは同じように園生活を過ごしているのに、各々で保育料に違いがあるので不公平を感じます。

保育料が高い。児童手当は助かるので（進級時など）もっと手当を増やせば子育てしやすいのにと思う。

保育料に関しては所得に応じて違いがあることは理解できますが、３人目からの保育料については考慮が必要かと思い
ます。負担になるという面で、子どもを産み、安心して育てることができなくなります。

乳児医療が今年の条件（世帯主ではなく合算）で所得制限になり、無料が外れた。子育てに関しては、子どもにかかる最
低限の経費は同じなのだから、もう少し所得制限を見直してほしいです。１歳児ではずれてしまったのだから、市は「中３ま
で無料」とうたわないでほしいです。よい看板だけあげても、１歳で外れるのならウソではと気分が悪いです。税金は取ら
れる上に、こういった優遇も外されるのであれば、子どもを増やそうとは思いません。

丹波市の子育て支援はとても充実していると思う。特に医療費の支援はとても助かります。この支援を変わらず続けてくだ
さい。

今回のアンケート内容にあっているかはわかりませんが、保育料が高い、乳児医療の対象が変わり交付されなかったと、
子育てに金額が高いことが不満です。

中学まで医療が無料だと思っていたのに、変更になり不満である。病院にいくのも考えてしまい、高熱へとつながる。

子どもの通院投薬など、以前は年齢の制限はあったが、親の収入は関係なく、無料だったのに…。子どもはみんな平等に
無料で医療を受けれるように考え直してほしい。

こども医療費の制限が厳しくなって非該当になった。昔のように月600円か800円まで入院費０だったころの方がよっぽどま
しだった。途中で厳しくするくらいなら、最初からみんな無料とかにしなくてもよいのにと思う。国の考え方がおかしいとは思
うが、老人ばかりお金をばらまいて、生産できる子育て世代への支援が薄すぎる。丹波市独自での子育て支援＝金銭面
での援助をもっと増やしてほしいです。

保育料が今働いている時間や収入で決めらるのではなく、以前の収入などで計算されるのがしんどいです。以前はフルタ
イムで働いていて（両親ともに）、子供が生まれたことでパートや時間を短縮したけれど、以前の収入で保育料が来るの
で、それを払うためまた仕事の時間を増やすと、保育料が減らないので、保育料を払うために働くみたいになっている。仕
事時間を減らし、子供のための時間を作りたいと思っているけどうまくいかない。

○○市のような病児保育があればすごく助かります。（水ぼうそう回復期、兄弟がいれば最長２週間にわたり休業しまし
た。しんどい時、家にいてやりたい気持ちと長期の休業で職への不安がありました。）

現在丹波市内において病児保育サービス供給が低いと思います。現在は私もパートとして働いていますが、子供が病気
になったときは主人の親に頼るか仕事を休まざるを得ません。

仕事と子育ての両立が困難だと思う。３７．５℃以上の発熱時お迎えにすぐいけない、仕事も休みにくい。病児保育の充実
を願います。もちろん３８℃以上や入院の心配があるところは別だが…。

病後児の預かり保育の実施があればありがたい。保育中に病気、発熱になった場合、当日は終了時間まで保育してくれ
ればありがたい。

兄弟が病気などで休みの場合は１６時のお迎えとありますが、病気の子が寝てしまっている場合で出れない時がある。ま
た病院も１６時～開いているので病院へ行った後などは配慮してほしい。親も有給などで休んでいるときはその時にしかで
きない用事があるので通常保育であってほしい。

来年から無償化になるので助かる。

保育料無償化の早期実現を希望します。

保育料無償化は４月スタートにはなりませんか？　早く実施してほしいです。５歳児は残り一年なので・・・

病児保育があれば安心して働くことができます。（近くに見てもらえる親族がいないので、どうしても母親が仕事を休み看
病しているというのが現状です。）両親ともに市外から転入してきたため地域のつながり方が難しい部分があります。

病児保育を、通っているこども園で対応できる環境を整えてほしい。子どもがどのような様子で過ごしたり、どんなものを食
べたり飲んだりしてきたのか思い出せず、園に記録がないか尋ねたとき、１０分ほど待っていたのに「わかりません」の一
言で済まされたことがあった。このような時こそ記録が大切だと思うので、その場でわからなくても後から回答してもらえる
ように、子供の成長記録簿等の情報管理をきちんとしてもらえるとうれしい。（めんどくさいことを言うなというような感じだっ
たので、聞いたことが間違っていたと思いました。）←ホームページでの回答はしないでください。

保育料が高い

先生方にはとても感謝しています。ですが保育料が高く感じます。経済的に大変。



教育・保育とは少し違いますが、我が家は体外受精で２人を授かっており、その際県からと市からの助成が大変助かりま
した。また３人チャレンジしたいと考えているので、丹波市の３人目に対する援助や助成を詳しく知りたいと思いますが、
ネットでみてもどこを見たらよいかわからないので、丹波市のＨＰを少し見やすくしてくださるとうれしいです。市の子供の医
療費の助成や２人目保育料半額などは大変助かります。こども園になり保育者を増やすことで金銭面でも大変かと思いま
すが、このままの制度を続けてほしいです。

今年の７月に乳児医療の変更があり、今不安に思っています。丹波市は世帯の総額で（所得税）により７月から支払って
います。市にも問い合わせた所、235,000円未満というのは兵庫県で決められていることで、それぞれの市が独自で決めて
いると聞きました。しかし、他の市の乳児医療を見ると、○○市は所得税関係なく、医療費が無料、他の市は高校生まで
助成が受けられるなど、前向きに取り組まれています。単身で働かれている方が不利だと聞きましたが、共働きしないと生
活できません。一生懸命働いているのに、医療費がかかり、生活は苦しくなるばかり…。共働きしていると２人分市民税を
払っているのに…、子どもの為に丹波市は何を考えられていますか？それなら働かない方がましだと思います。今、保育
士が足りないと聞きますが、そのような取り組みをされていて誰が働きたいと思いますか？少し病気になってしまってもお
金がかかると思い、病院につれていくのもためらっています。最近厳しくなってそのように変わったと聞きましたが、納得で
きません。誰も子どもを産みたいと思わなくなります。このままだと人口が減り、すたれていくのではないのでしょうか？？
新しいことをするより、今の現状を見つめ直し、子どもが健やかに育っていける市を目指していってください。これは私だけ
ではなく、子育て世代の方みんなが願っていることです。よろしくお願いします。

医療費受給者証が今年度所得制限の規定がかわったことによりもらえなくなりました。先日医療機関にかかった時にない
ことを伝えると「収入が充分あるということなんですね」と言われ不快に思いました。今まで無償だったものが有料になり、
家計としては大きな負担です。みんなに広く行き渡るように税金の使い方を再考してほしいです。医療費の制度が変わっ
たときも、十分に事前に告知されていたわけではなく、駆け込み医療で医療機関は混雑していました。うちの子は実際、予
約診療だったのに、長時間待たされ、非常に困りました。無償化から３割負担にする前に段階措置はなぜとられなかった
のか、非常に憤りを感じ困惑しています。来年度からこども園になります。私の息子は幼稚園部を希望していますが、希望
どおりにならなかった場合は自分で他園を探してほしいとの文言が気になり、毎日が不安です。希望者が誰でも入れるの
がこども園のうたい文句だったのではないでしょうか？そして、幼稚園と変わらない教育内容を保証してもらえるのかも心
配です。なぜなら、午後の時間に教育的な時間がなく、遊びの時間ばかりだったのが気になりました。（自由遊び、クラス
活動など漠然としすぎていてなにが行われるのか心配です。）はっきり申し上げて、こども園の教育には不安を抱えていま
す。今の園はとてもよくしてくださっている印象で満足していますが、市の子育て支援事業はなにかと見直しや再考がある
と思います。

インフルエンザの予防接種助成はあっても、２回受けるとなると高額です。しかも兄弟がいるとさらに。接種したいけど高く
てできない家庭もあるのではと思います。乳幼児医療証、収入によって発行されないようですが、せめて３歳までは全員に
発行してほしいです。よく受診するので医療費がとてもかかります。

他の市では予算の関係でこども医療費が無料だったものが廃止されたそうですが、この先大丈夫ですか？

以前３人目を出産した時は、カタログからプレゼントをもらえるというのがあったので、またやって頂けたら嬉しいです。
ちょっとしたことでもお母さん方はうれしいです。

３チャイルド復活してほしいです。給食費を引き落とし時点で減額していただけたら助かります。

第３子への祝い金制度がなくなったことがとても残念。子育て世代の家庭の支援をもっと考えてほしい。

第３子に対する助成金を再開するか何かしてほしい。子供をたくさん産める環境でなければ、子供も、人口も増えないので
は。

来年の保育料無償化もありがたいですが、第３子への負担減への取り組みも継続していただきたい。産みたいですがこど
も園に入れる可能性も微妙ですし、仕事ができない間、心置きなく子供と触れ合えるサポートなども考えてみてほしいで
す。

児童手当の全額を３歳から減らすのはやめてほしい。

ツープラス出産祝い金が突然廃止されたので、裏切られた気持ちです。廃止するのであれば、余裕をもって決定後２年間
は継続すべきだと思う。

妊婦健診の全額助成。

小中学校の給食費全員無償化。

祖父母と一緒に暮らしているので、困ったときなどは頼れる人がいるので子育てがしにくいと思うことは少ない。発達障害
の子供がいるが、丹波市のホームページなどを見ても情報がほとんどなく、気軽に相談できるところが無く、どこに相談す
べきかわからず困っている。子供が少なくなり地域とのつながりが希薄になっている。

丹波市における支援として、発達障害を持っている子の親が療育を受けられる施設や、もっと気軽に相談できる場があれ
ばいいと思う。施設の充実を期待します。

発達障害、グレーゾーンの子供の受けられる支援が限られているのでもう少し広げてほしい。

発達障害のグレーゾーンにあたる場合で気になることがあれば、療育手帳が無くても支援が受けられるような環境を作っ
てもらえるとうれしいです。

多胎妊娠が発覚し、丹波市は多胎児や多胎児育児に対してどのような支援があるのか知りたい。

産後ケア事業があることは存じています。里帰りができない人もいると思うので、産後ヘルパーなど充実するとありがたい
です。

すくすくポケットは保育園に入るまではよく見ていて参考にしていました。

すくすくポケット１０月に更新されていました。引き続きをよろしくお願いします。



すくすくポケットのこと知りませんでした。子供が赤ちゃんの時は情報収集が必要でしたが、大きくなったり２人目以降にな
ると子育ても慣れてくるので調べることも少なくなります。もっと早く知っていれば役立つものだと思います。

子育てポータルサイトの名前は聞いていても、どんな情報が載っているのか正直知りません。それが少数派なら良いので
すが、アンケート結果で多数の方が知らないと回答したならば、改善したほうがよいのでは、と思います。月１回など定期
的に印刷物にして各園から園児に渡すとか、園の入り口に置くとか方法はあると思います。情報はそれを必要としている
人に届いて、はじめて意味をなすものだと思うので、ただサイトに乗せるだけでは情報提供ではありません。

小児科が少ない。小児科の中でもこども専門に特化した科があるともっと安心です。

公園も増やしてほしい。

公園や安全に遊ばせれる場所を作ってほしい。

小さい子が遊べる公園がもっとあればいいなと思います。

子どもも親も安心して遊ばせれるような公園が少ないように思います。もう少し遊具のある公園があればうれしいです。

丹波は自然もあり子育ての環境はとても良いと思うのですが、公園が少ないと思います。園から歩いて行けるような公園
があればよいと思います。自然を生かしたのびのび遊び、学べるような公園があればよいと思います。

公園をよく利用するのですが、危険な個所があるので気になっています。滑り台（汽車っぽい形状のほう）の煙突みたいな
箇所がさび付いて穴があいており、鉄がとがった形状になっている。手を切ったり、下に入り込んで、頭を切る可能性があ
る。円形のジャングルジム（回転するやつ）周辺の地面に大きな石が複数突き出しており転んだりしそう。こども園でも遊び
に行くと聞いているのでちょっと心配しています。

月曜日休館日のため、公園に車が入れないのは困る。公園はいつでも利用できるようにしてほしい。

市の中心部あたりに遊具のある大きめの公園があればよいと思います。休日にお弁当を持って公園となっても市街になる
ので。

児童館、公園などをもっと増やしてほしい。

児童館の設備を整えてもっと充実したものにしてほしい。遊具を増やすなど。

子どもの遊ぶ場所がワンパターン化していて飽きてくる。屋内施設が少なすぎる。

日曜日も子どもと利用できる施設がほしい。

古くなって使用されていない園舎はどうなるのですか？土日解放して親子が雨の日でも遊べる場として使うなどできないで
しょうか？

西脇のミライエのような場所があればうれしいです。

ミライエのような雨の日でも遊べるような施設があるとうれしいです。とりあえず子供が遊べるところが少ない。

西脇市にある「ミライエ」の様な年齢別に遊べる施設を作ってほしい。公園を作ってほしい。公園の草刈りをしてほしい。

日ごろから園の子育て広場、子育て学習センターのプレイルーム等お世話になれる場所があり、ありがたいと思っていま
すが、日月祝日に主人を仕事に送り出し、子どもとどこへ行こうかとなると、ここへ行こうと思えるような場所がなく、公園も
あり田舎なので散歩でもと思いますが、我が家に２人目が生まれてからはそれも変わりました。よい気候の時、２人が機嫌
がよく同じ遊びをしてくれればなあと思います。先日ミライエに行く機会があり「うわあ、すごい！」と単純にそう思いました。
丹波市にこのような施設があったら…と思いました。天候天気に関係なく、日祝日にも出入りできるような場所があればな
と。また子育て学習センターで解放されているプレイルームは未就学児が対象、小さい子や赤ちゃんとの住み分けができ
ている一方で、お姉ちゃんが大きくなったらいけないだろうなあ、と不安に感じます。園の外でお友達と遊べる場所、約束し
ていなくても自然に子どもたちが集まれる場所があったらうれしいです。

丹波市の子育て学習センターがすべて日月祝日と休みなので、どこか一つでも利用できる施設があってもよいかと思いま
す。

もっと児童館（こうがやまのような）があると、未就園で家庭で保育しているお母さんが気軽に遊びに行けるし、親同士が話
せる場にもなるのでよいと思います。あと小学生も放課後使えるのでよいと思います。

子育て学習センターはとても古く、駐車場も近いところは老人の方が常に使用されており、小さな子どもを連れてたくさん
の荷物を持って移動する距離はとても遠く感じます。老人の方は、友達がすぐ来るからここには車はとめるな！と言って
立って待たれたりするので、いやな気持ちになります。妊娠中も両親学級等あればよかったなと思います。育児をするうえ
で夫が学ぶところが全くありません。ワンオペ育児につながる気がします。イベントも少ないもらえるものも少ない。前に
あったマタニティーマークのキーホルダーさえもなくなっていました。出産祝いのカタログも。だんだん減る一方だなと思い
ます。

未就学児の時は児童館や子育て学習センター等で大変お世話になりました。はじめての子育ての不安を同世代の母親で
話す機会があり、先生方にもアドバイスをいただき、楽しく子育てができる環境でした。またイベントも多く、他府県から来
た私には心強かったです。

子どもが学べる、興味を持てるイベントや行事があれば、もっと増やしてほしい。以前中学生の女子を対象にした「たんば
理系女子」（大学見学）や、小学校の廃校で小学生を対象に、遊びを通して学ぶイベントがあったが、どちらも定員が少な
すぎて参加することができなかった。せっかく興味を持っても、参加することができないと子どもの意欲がなくなってしまう。
もっと頻繁に沢山の人が参加できるようにしてほしい。また、幼保育園児でも興味を持つきっかけ作りとして、音楽や体
操、ダンスなど、お稽古を始めるまでのきっかけになるような教室を廃校等を活用して開いてもらえたらありがたいと思う。



書類は例年、同じものが配布されているとは思うのですが、手続き内容や必要書類が変わっていて、困りました。初めて
の環境で、子だけではなく親もわからないことだらけ。毎年のことで流れ作業かもしれませんが、基本的なことをきちんとし
てほしい。これからも住んでいこうと思う市なのでお願いします。

丹波市役所へのアクセスが悪いので不便です。車社会ですが、ＪＲやバス利用者にとっては困ります。時刻（本数が少な
い）、バス停には待ちあい場所がない。市役所前のバス乗り場はその場にいないと通り過ぎるし、子どもを連れての夏場
の日差し、冬の寒さの中、待つのは大変。せめて屋根やいすがあればとても助かります。年配の方もそう言われていまし
た。

ミュージックフェスタは土曜日にしてほしい。

アフタースクールの充実。両親ともフルタイム勤務のため将来必ず利用することになります。今の時間のままでは厳しそう
で不安です。保育所は１８：３０まででしたがこども園は１８：００に変わります。３０分ですが厳しいです。７：００～１８：００よ
りも、７：３０～１８：３０のほうが預けるのに助かります。

アフタースクールの夏休み、午前８時～利用だと仕事開始に間に合わない。共働きの親から考えるととても厳しい。

アフタースクールで市内では外でのびのびと遊べない（施設的に難しい）ところがあります。子どもが外で体を動かすこと
は、良い影響が体にも心にもあると思います。部屋の中にばかりいることがないよう、多様な遊びの時間が持てるようなア
フタースクール環境を子どものために切に願います。狭い部屋に多くの子どもが一緒に長い時間いるからトラブルも起こり
やすいのではないかと思います。

アフタースクールの先生の悪い評判（アフタースクール内での怪我の報告なし、子どもに対するきつい言葉や、態度など）
をよく耳にします。夏休みのみの利用も考えましたが、やめました。

小学校のアフターの長期休みの昼食も、パンと牛乳など軽いものでもでると助かります。小学生のランドセルが重すぎる問
題も何とかしてほしいです。登下校中にバランスを崩し、転んで怪我をすることが多々あります。


