
回答者：380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 244 64.2% 61.5%
３世代世帯 119 31.3% 34.5%
その他 16 4.2% 4.0%
無回答 1 0.3% 0.0%
合計 380 100.0% 100.0%
その他の内訳
　４世代世帯 14
　その他 1
　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

183 48.2% 50.2%
13 3.4% 4.7%

176 46.3% 42.9%
8 2.1% 2.2%

380 100.0% 100.0%

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

192 50.5% 51.3%
10 2.6% 0.4%

158 41.6% 44.0%
20 5.3% 4.4%

380 100.0% 100.0%

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

239 27.3% 28.8%
233 26.6% 25.2%
223 25.4% 26.2%
165 18.8% 17.4%

9 1.0% 1.3%
8 0.9% 1.1%

877 100.0% 100.0%
その他の内訳
・安心、安全
・ある程度の自由
・時間の見直し
・長期の朝の時間

基本的生活習慣の習得

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
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利用しにくくなった
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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 117 30.8% 28.7%
やや高い 176 46.3% 48.7%
どちらでもない 75 19.7% 20.4%
やや低い 8 2.1% 0.7%
低い 1 0.3% 1.1%
無回答 3 0.8% 0.4%
合計 380 100.0% 100.0%

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

11 2.9% 5.1%
138 36.3% 33.5%
229 60.3% 61.1%

2 0.5% 0.4%
380 100.0% 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」の満足度について

回答数 割合
前回調査
の割合

26 6.8% 6.5%
6 1.6% 4.7%

306 80.5% 78.2%
42 11.1% 10.5%

380 100.0% 100.0%

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 29 7.6% 6.9%
やや高い 122 32.1% 38.9%
どちらでもない 173 45.5% 39.3%
やや低い 32 8.4% 10.5%
低い 14 3.7% 2.9%
無回答 10 2.6% 1.5%
合計 380 100.0% 100.0%
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問９　ご意見（自由記述）

土曜日の預かりもあれば助かります。

長期休業時の利用開始時間の見直しをお願いします。

振替休日や長期休業中など学校が休みの日の開始時間を８時以降から７時３０分以降にしていただきたい。

色々なイベントをしてくださり感謝しています。これからもよろしくお願いします。
アフタースクールを通して生活、学習習慣が身に付き、異学年交流ができたり色々な遊びを教えてもらったりと
子供にとってとても良い経験をさせてもらっていると感じています。ありがとうございます。

いつもありがとうございます。駄目なことはダメ！いいことをしたらとてもほめてくれる、めりはりがしっかりして
いてとても楽しいアフタースクールの時間を過ごさせてもらっています。

長期休業中及び振替休日時のアフタースクール開所時間を７：４５からにしてもらえないでしょうか？８時からだ
と出勤時間が間に合わない人も多く、慌てて出勤して事故になりかねない。ファミリーサポートの利用を進めら
れるが３０分４００円は高く利用したいと思わない。

現在のアフタースクールの先生方にはとてもよくしていただき感謝していますが、長期休暇の際に朝８時から
の利用開始を朝７時３０分にしていただけると仕事に遅刻せずに済みます。こども園は７時や７時30分より利用
可能できるのでとても助かるのですが、アフターもそのようにしていただけたら非常に助かります。ファミリーサ
ポートは利用しにくいです。検討していただけたら嬉しいです。

アフタースクール、夏休み等の利用時の開始時間を早めてほしい。（７時半ごろ）仕事が８時から開始なのでい
つも間に合わないので預ける意味がない気もする。遅刻扱いのため給料も減ってしまいます。
一日お世話になる場合アフタースクールの開始時間の見直しがあってもいいように思います。８時に預けて
走って車に向かい慌てて発車されているのを見ると焦りから事故が起こっても不思議ではないように思いま
す。金額的にファミリーサポートは現実的ではないので再考願います。あとアフタースクール施設から駐車場ま
での道のりと駐車場の照明設備があるともっと安全になると思います。

アフタースクールは仕事をしている私たちにとってはありがたいです。ただ子供なので仕方ありませんが落ち着
いて勉強するよりも遊びに気が向いているようで…でも家にいたらおもいっきり友達と遊べないし、やっぱり現
状で満足です。

長期休業の利用時宿題をする時間をもう少し作ってほしい。長時間は続かないと思うので、短時間を何回かに
分けて時間を作って頂けたらと思います。結局アフタースクールの後に家でやるという形になり本人が大変そう
だったので。

アフタースクールで視聴しているＤＶＤを英語のものにするとよいと思います。

アフタースクール大変助かっており有難く思っています。土曜日毎週でなくてもよいので隔週ぐらいで利用でき
たらうれしいです。アフター以外の施設もありますが、高額なため利用したこともありません。土日もう少し割安
で預けられる施設があれば助かります。

土曜日保育を希望します。長期休業中の預かり大変助かります。しかし毎日のお弁当が大変度という声をよく
聞きます。なにかよいアイディアがあればよいですね

長期休業中だけでなくふだんから土曜日の利用ができればありがたい。（月１回位）

５人の子供を育ててきて初めて５番目の子だけ幼稚園のころからアフターを利用させていただいています。安
心だし、子供も楽しみに毎日を過ごしています。子供の小さなことにも気づいて下さり、感謝しています。子供を
通じて知ることも多く、本当にアフターのありがたみを感じています。もっと利用するお友達（同級生）が多かっ
たらよかったなと思いました。

子供たちがのびのびと豊かな自然の中で学び育ってくれることを願います。

仕事を持っている、近所に友達がいないなど放課後のアフタースクールの役割はとても大きく、先生には子供
に一生懸命に関わってくださりとても感謝しています。先生方は市の職員さんでおられるので異動は仕方ない
ですが、時間をかけて親子共信頼関係ができているので、特別な事情がない限り、できれば同じ先生に子供
たちは見守り続けていただきたいです。

いつも子供たちが楽しく友達と過ごせているようでありがたく思います。ただ長くお世話になっていると普段子
供たちが使っている遊び道具が古くなり、傷んでいるので（ゲーム盤など）使えなくなったり、遊びが面白くない
と聞きます。子供たちには楽しんでアフタースクールに行ってほしいし、アフターに行かれるお子さんも増えてき
ているので新しいおもちゃ（ＤＶＤや本も含め）や遊び道具を買っていただき、子供たちの楽しみを増やしていた
だけたらと思います。施設ももう少し広ければなあと思います。

アフタースクールでも子育て相談の機会があればよい。お迎えに行ったときにカウンセラーさんなど専門家の
方とお話しできるような仕組みがあればより身近なものになるかなと思います。

利用時間の見直しを検討していただきたい。常勤で仕事しており8時から預けたら間に合わない。市長はすくす
くの利用を促しているがいくらかかると思っています？働いている意味がなくなります。子育てしやすい環境を
という割には矛盾しているように思います。他の人も同じことを言っている。検討願います。あと夕方６時以降の
延長料の見直しを検討ください。８００円は高すぎます。おかしい。



西脇のミライエのような雨天時も遊べる施設があれば助かると思います。

年末２９、３０日が平日なら多少割高になっても構わないので利用できるようにお願いします。

支援者の中で言葉使いが気になる人がいる。子供が真似をしています。

長期休みの朝が８時からの受け入れになっているが延長になってもよいので早い時間から受け入れてもらえ
たら助かります。

時間外の料金が多少かかってもよいので長期休暇時の利用開始時間を早くしてほしい。親、祖父母とも働い
ているので始業時間に間に合わず、利用のたびに誰かが遅刻（時間休み）しなければならないので何とかなり
ませんか？ファミリーサポートも考えましたが、知らない人に頼むことになるため不安です。

長期休暇（夏休み、冬休み等）中の利用時間が大変不便になった。利用時間が８時～１８時しか預かってくれ
ない。８時以前からの仕事の家庭はどうすればよいのでしょうか？「サポートしてくれるところがある」と言われ
ましたが、アフタースクールの先生もこども園の先生のように、早番、遅番のように交代制の出勤にして対応し
ていただけないでしょうか？働く保護者のためのアフタースクールであるにも関わらず、全く意味をなしていな
いように思います。ぜひ柔軟な対応をお願いします。

アフタースクールの開設時間について長期休業中はこども園の標準認定と同じ時刻にしていただけるとありが
たいです。ファミリーサポートといわれても毎日のことなので料金面、利便性ともに見合わないと思います。

お盆やお正月前後になると利用を誰もしないと名簿を見せながらお休みを遠回しに言われます。仕事上２４時
間の勤務をしており休みも不定休です。アフター利用の申請をし許可がおり利用しているのに。市が促してい
るのですか？

アフタースクールや市に意見があったとしてもなかなかその意見を吸い上げてもらえないような感じがありま
す。アフタースクールの先生方も人間性性もそうですが仕事に対する姿勢子供に対する対応もとてもよくしてく
ださる先生と？？と思う先生が正直いらっしゃるように思います。大切な子供たちを預けておりますので最低限
の常識は備えていただきたいと思います。大路アフターにつきましては本年度は先生方がとても熱心に子供た
ちに向き合ってくださり、子供たちの様子もずいぶん変わってきました。ご指導していただく先生方でここまで子
供たちの様子が変わるのは正直驚いています。すべてのアフターが良い環境であることを願います。

アレルギー除去のお弁当やおやつの依頼について用紙のみの配布で説明不足と感じました。説明会を開くな
どもっと詳しい説明が必要では。

障害児に対する情報提供が少ない。親の会などグループの紹介や講演会の案内など療育手帳を持っている
子、支援級に通っている子の家庭などには案内してほしい。

夏休み中の地区水泳にアフタースクールの子が行けないのはかわいそうです。家庭からいく子も集合場所か
ら子供のみで行っており、アフタースクールから子供のみでまとまっていけばよいのでは？

黒井アフター利用時地区水泳にいけないのが残念です。

高学年になると放課後学校で教室を開放し学習ができるようになればよいと思います。

長期休業中（８月だけでも）一時預かりに変更する制度があればよいと思います。

アフターの利用区分により利用しにくくなりました。変更前のほうが利用しやすかったように思います。

園児以上の多子世帯への政策、アフターの一時預かりの料金、短期利用の保険料金設定。

祝日も利用できるところを（安く）設けてほしい。

長期休み中も別料金がかかってもよいので給食があると助かります。

近くに公園がないのでもう少し増やしてもらえると子供ものびのびと外遊びができます。

柏原地域は特に公園の数が少ない。遊具が少ない。

学校が警報で休みの場合、本当に無理なのか？と思う天候の時もあります。そういう時お弁当持ちで良いので
朝からアフターを開けていただけると嬉しいです。

高学年になるとアフターにいく子が減り、アフターにいくのを嫌がります。でも一人で家で留守番させるには不
安があるので、高学年になっても利用できる様なアフターにしてください。

料金を安くする。（特に２人目は半額など年齢が離れていても）送迎バスなどの充実。アフタースクールで、ス
ポーツや英語などの指導を月１、週１ぐらいで教育してもらいたい。

長期休業時のお弁当は親にとって負担であり、衛生面でも毎回心配しています。簡単で良いので給食等考え
ていただけませんか？

しろやま児童館がなくなったのでアフターや預かりを利用していない子の遊び場が減った。児童館のようにを子
供が気軽に訪ねて過ごせる場所があると安心できますが

公園や運動場など昔のように自由に遊べる場所が少なくなった。治安やけが防止の関係があるかと思うがさ
みしいことですし、遊ばせるのに困ることがある。怪我をして学ぶことがなくなってしまった。注意の払い方がわ
からない若い人が増えてきているように思う。

子供が遊べる公園に遊具が少ない。遊具撤去された場所に新たに遊具がなくさみしくなった。（八幡神社下、
商工会の前）年輪の里は木のアスレチックだけ、森公苑は遊具なしなので。

子供が思い切り遊べる総合遊具がある公園を整備してほしいです。西脇のへそ公園、余暇村公園、福知山市
の三段池公園のような施設があればうれしいです。



子育て学習センターは今後も各旧町ごとに設置していただきたい。

６町それぞれにある子育てセンターには本当に助けられました。在住の町でなくとも自由に利用できるし、セン
ターの先生方には、子育ての相談ができて子育ての時期を大きく支えていただきました。こども園ができても変
わらずあってほしい施設です。また６町それぞれに図書館があること当たり前だと思ってましたが、そうでない
自治体もあると知り丹波市のすばらしいところだと思います。市内の子供たちが自分の足で行ける図書館もこ
れからあり続けてほしいです。

子供をたくさん産み育てようと思える政策が特にない。多くの家庭は２人が限界。これでは少子化問題は解決
されないと思います。

たんば子育てポータルサイト「すくすくポケット」のことは知らなかったのでまた利用してみたいと思う。

すくすくポケットについては全くと言っていいほど情報が入ってこない。

こども医療費の見直し。今年度より制度の変更により完全無償化でなくなった。医療費のかかる年齢こそ補償
してほしい。

小学生の間だけでも所得に関係なく医療費を全員無料にするべき

医療控除は小学校を卒業するまではお願いしたかったです。

来年度幼稚園部無償化はありがたいです。上の子が小学生のためか保育料の値引きもあまりないのでつら
い。来年度の無償化に期待しますがそれも所得に応じて払うことになると生活も苦しくなります。

１０月からの保育無償化で待機児童が増えたり、保育士が不足する状況が起こらないか心配。

満３歳になると児童手当が減る理由がわかりません。子供は大きくなればなるほどお金がかかります。国では
なく丹波市で子育てを支えてほしいです。人口増加にならないと思う。

母子家庭のものです。子供と２人でアパートで暮らしています。仕事も順調に収入も年々少しずつ上がってい
ますが、その分大幅に母子手当も減給されています。（今では、月１万５千円ほど）母子独立世帯は月々の生
活がぎりぎりで厳しく独立世帯にもう少し支援はないのでしょうか？（同じ）母子家庭で実家暮らし、パート仕事
で全額支給の話も耳にしました。）このようなことを聞くと納得いきません。

他市に比べると利用料が高すぎる、（とくに延長）長期利用開始時間を７：３０～にしてもらえるとうれしいです。

丹波市は他の市に比べると支援が遅いように思います。西脇市、多可町などは、何年も前から年長の保育料
が無償だったり、小野市では子供の医療費が高校生まで助成対象だったり。隣の芝生は青く見えるとも言いま
すが、比べると満足度は低いと感じます。

所得制限で子供の医療費が無料でなくなったことは不満です。子育てしやすい街とは言えません。

医療制度について今年度より所得制限変更により乳幼児医療を受けられなくなりました。急に受けられなくな
ることより上限を決めて制度利用できる方法を検討してほしいです。

仕事と子育ての両立が難しい。熱があると保育所も預かってもらえず、病児保育できる環境を整えてほしい。

保育料は普通にかかっているのに受診料は無料ではなくなったこと。保育料が無償になる代わりなら納得がい
くのですが、これからインフルエンザなどはやる時期なので受診回数も増えます。負担が軽くなる対策を検討し
てもらいたいです。

地域の広場や公園に車が駐車され遊びたいときに遊ばせられないことがある

丹波市は広めの公園が少ないように思います。西脇市のへそ公園のような小学生も遊べる公園があるとうれ
しいです。

中学生まで医療費無料ということ助かっています。

中学生までの医療費助成は大変助かっている。子育て学習センターもよく利用させてもらったし、アフタース
クールも大変満足しています。

こども医療費制度の所得制限の見直しを図って頂きたい。

子供の乳児医療を前の水準に戻してほしい。まだまだ病気になることが多いのでとても助かっていたのに困り
ます。子供の健康、家庭への支援をお願いしたい。


