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「留守家庭児童会の利用等に関するアンケート調査」自由意見について 

 

①調査実施期間 

  平成 29 年 10 月 16 日～平成 29 年 10 月 23 日 

②対象 

  枚方市立留守家庭児童会室に入室している児童とその保護者 

③調査方法 

  留守家庭児童会室単位での直接配付・回収（45 室） 

④配付人数  

  4,063 人（児童用、保護者用） 

⑤回収数 

  児童用：3,612 人 保護者用：3,618 人 

⑥自由意見の記載 

  保護者 717 人から意見をいただき、延べ件数は 880 件でした。 

意見の内容をカテゴリーごとに分類し、｢その他｣を除いて件数が多い順に並べた結果は下記

のとおりでした。 

 

１．長期休暇中のみの利用について 160 件 

意見の要旨（要約） 教育委員会の考え方 

●春、夏、冬休みのみの留守家庭児童会室の受

け入れをしてほしい。 

●学年があがって平日の利用は必要がなくなっ

てきているが、長期休業日、代休日に利用した

いので入室している。  

●高学年になると、留守家庭児童会室を嫌がる

が、夏休みなど一人で過ごさせるのは心配であ

るため、長期休暇時だけでも通室ができれば助

かる。 

●経済面でも、子どもの自主性を育むために

も、高学年には、長期休暇のみの利用を認めて

ほしい。 

●午前のみ、午後のみ、週に数日でもよいので

三季休業時のみ利用できるようしてほしい。 

●高学年になると、数時間であれば、一人で過

ごすことができると思うが、長期休暇（春、

夏、冬休み）に 10 時間以上、一人で過ごさせ

るのは不安。 

 

留守家庭児童会室は、通年において児童に生

活の場を提供し、異年齢集団の遊びや交流の中

で協調性や社会性を養うとともに、自主性を促

し、児童が健やかに育つことを基本目標として

保育を実施しております。 

夏休みなどの三季休業時における期間限定利

用については、保護者の方からの要望を多数い

ただいており、そのニーズについては十分認識

しているところです。 

しかしながら、平成 29 年 4 月以降、多くの

児童が入室を希望する状況が続いており、児童

会室によっては、現時点でも待機が出ている所

もあることから、運営に必要となる施設や従事

する職員の確保などが喫緊の課題となっており

ます。 

そのため、期間限定利用の保育実施における

児童の増加に対し、さらなる施設や職員の確保

に、柔軟に対応することは困難な状況でありま

す。 

参考資料 11 
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●夏休みだけの児童会＋平日の放課後活動とい

うプランがあれば最高です。 

●三季休業中の保育のために、入室をやめるこ

とができない。 

●放課後の活動も良いが、それよりももっと柔

軟な預かり体制の充実を求めます。 

●普段は 16 時頃まで学校なので必要ありませ

んが、休みがいちばん困っています。 

●放課後の活動が開始されるのであれば、土曜

日、夏休み・冬休み・春休み限定の児童開室利

用があればよいと思う。 

●通常利用していなくても、臨時利用ができる

ようなシステム（登録制など）を考えてもらい

たい。 

●春・夏・冬休み中の開室時刻をはやくしてほ

しい。 

今後は、このような状況を踏まえ、児童の放

課後対策全般の取り組みを進めていく中で、検

討していきたいと考えております。【放課後子

ども課】 

 

２．土曜日開室について   75 件 

意見の要旨（要約） 教育委員会の考え方 

●土曜日も仕事があるので、毎週開室してほし

い。 

●土曜日開室が年に数回では、保護者の実際の

勤務体制に合わない。全ての土曜日が難しくて

も、隔週での開室を考慮してほしい。 

●毎月、必ず 1 回は最低でも開室してほしい。

また、開室のある月、ない月の一覧表を、年度

の始めに配布してほしい。 

●不規則な土曜日開室であると、予定を立てる

ことができず、結局仕事を休みにしなければな

らない。 

●別途、費用が発生してもかまわないので、午

前 8 時から午後 7 時まで、土曜日も留守家庭児

童会室を開室してほしい。 

●近隣の市では土曜日は毎週開室しているの

で、土曜日開室をいつでも利用できるようにし

て頂きたい。 

●仕事をしている家庭の子ども達が行っている

児童会室なのでお願いします。 

留守家庭児童会室の土曜日開室について

は、年 8 回程度、臨時開室を行っているとこ

ろですが、保護者の方からは、通常開室への

要望をいただいており、その必要性について

は十分認識しているところです。 

しかしながら、平成 29 年 4 月以降、多く

の児童が入室を希望する状況が続いており、

運営に必要となる施設や従事する職員の確保

などが喫緊の課題となっております。まず、

これらの課題への対応を最優先に進めた上

で、その後、土曜日開室についての検討を進

めていきたいと考えております。【放課後子

ども課】 
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●土曜日の臨時開室は、年に数回で、日程もわ

かりづらいので、どのように利用したらよいか

わからない。 

●土曜日も毎週保育所と同じようにしてほし

い。 

 

３．保育料について      49 件 

意見の要旨（要約） 教育委員会の考え方 

●高学年になると、平日の利用は難しいの

で、年単位の申し込みではなく、単日や週、

月など事前の登録で利用が申し込めるように

なってほしい。 

●利用回数、時間に応じて金額設定してほし

い。 

●保育園のように収入に応じて利用料金が変

わるようにしてほしい。 

●枚方市の留守家庭児童会は、他市よりも保

育料が高いので、その高さに納得できるクオ

リティであってほしい。 

●長期休業中と普段の利用時の金額に差をつ

けてほしい。 

●年単位の申し込みでなく、保育園の一時保

育のような形で、事前の登録で単日や週・月

など利用の申し込みができるようになってほ

しい。 

●夏休みの 1 か月間、たった 3 日しか利用し

なくても、保育料が全額取られてしまう。 

●毎月週 1～ 2 日程度の利用ですので、保育

料が高く感じます。 

●利用時間に応じた料金設定にしてほしいで

す。もしくは、追加料金が発生しても良いの

で、活動を増やしてほしいです。 

●金額を利用時間によって軽減してほしい。

利用回数に応じて金額設定してほしい。 

●収入に応じた保育料の設定 

●18 時以降の延長料金をなくしてほしい（勤

務時間が長い時があるので）。 

枚方市では、国の利用者負担の考え方に即し

て、留守家庭児童会運営に必要な経費の一部を

利用者に負担していただいています。ただ、そ

の水準につきましては適宜見直しを行ってお

り、平成 26 年 4 月からは、運営経費の削減と

他市水準を踏まえ、当面の措置として、それ以

前の保育料月額 9,200 円から 7,200 円への引き

下げを行いました。なお、18 時から 19 時まで

の延長時間の保育料 1,000 円及びおやつ代

2,000 円につきましては、現状維持としており

ます。 

 厳しい財政状況の下、適切な保育環境を維持

していくためには、一定の利用者負担をお願い

せざるを得ませんが、これからも引き続き事業

のあり方について改善を進めてまいりますの

で、ご理解をお願いいたします。【放課後子ど

も課】 



 

4 

 

４．おやつ代について     20 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．開室時間について   22 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意見の要旨（要約） 教育委員会の考え方 

●今の半量くらいで、おやつ代も月 1,000 円程

度にしてほしい。 

●学年があがるにつれ、利用日数が減るので、

おやつ代を日割りにしてほしい。 

●留守家庭児童会室に行かない日はおやつ代を

取らないでほしい。 

●おやつの量が多い。1 か月で 2,000 円分のお

やつは必要なのか。 

 

保護者の皆様からのご意見も参考にさせて

いただきます。【放課後子ども課】 

意見の要旨（要約） 教育委員会の考え方 

●保育所は朝 7 時から預けることができた。長

期休暇中の開室時間を午前 7 時台から始めてほ

しい。 

●春・夏・冬休み中の開室時間を早めてほし

い。 

●保育園のように追加料金がかかってもよいの

で、せめて午後 8 時まで開室してほしい。 

三季休業時の開室時間につきましては、平成

27 年４月から、それ以前の 8 時 30 分から 8 時

に変更しております。【放課後子ども課】 
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６．感謝         105 件 

 

 

７．留守家庭児童会室の職員について   35 件 

意見の要旨（要約） 教育委員会の考え方 

●新しい先生が来られたら、手紙で連絡してほ

しい。 

●友だち同士のトラブルなど色々あるが、先生

方が対応してくだるので安心。 

●何かあれば連絡帳や電話で知らせていただけ

るので助かっている。 

●一人ひとりをきちんと見て、その子自身を理

解してくれて本当にありがたい。 

●怒るのではなく理屈でしかる配慮をお願いし

たいと思います。 

子ども達が、安心・安全に、かつ楽しく留守

家庭児童会室で過ごせるよう、保護者の皆様か

らのご意見は真摯に受け止め、保育に努めてい

きます。【放課後子ども課】 

 

 

 

意見の要旨（要約） 教育委員会の考え方 

●子どもが楽しく通っており、安心して預けら

れている。 

●他学年の子どもや先生と過ごす時間がとても

楽しいようで、本人から話を聞くといい経験に

なっていると感じ、とても感謝している。 

●平日は仕事をしているため、帰宅は遅いの

で、子どもが宿題とおやつを済ませて帰宅する

毎日をありがたく感じている。 

●様々な楽しいイベントや企画があり、楽しい

時間を過ごすことできている。 

●留守家庭児童会室を利用させていただいてい

るので、毎日本当に安心して仕事ができること

に感謝しております。 

●児童会では、友だち同士のトラブルなども

色々ありますが、その都度、先生方が対応して

下さるので安心してお任せしています。 

●子ども達、働く保護者の為に、より一層の充

実を望みます。 

今後とも、子ども達が、安心・安全に、かつ

楽しく留守家庭児童会室で過ごせるよう、保護

者の皆様からのご意見も参考にさせていただき

ながら、保育に努めていきます。【放課後子ど

も課】 
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８．留守家庭児童会室運営について 130 件 

意見の要旨（要約） 教育委員会の考え方 

●春、夏、冬休み中には、お弁当の注文や給食

を希望。 

●家に帰ると宿題をする時間もなくなるので、

勉強宿題でわからないところがあれば、気軽に

質問できたり、教えてもらえるようにしてほし

い。 

●留守家庭児童会に通っていない友達と遊べる

ようにしてほしい。 

●そろばんや英語、スポーツなどの習い事を導

入してほしい。 

●特に長期休業中、外遊びの時間がもう少し長

く、自由であればと感じる。 

●夏休みにもう少し行事を増やしてほしい。 

●ただ子どもが安全だからという部分の役割の

みとなっていますが、そこに何か付加価値が付

けば良いなと常に思っています。 

子ども達が、安心・安全に、かつ楽しく

留守家庭児童会室で過ごせるよう、保護者

の皆様からのご意見も参考にさせていただ

きながら、保育に努めていきます。【放課

後子ども課】 

 

９．全児童対象の放課後活動について  129 件 

意見の要旨（要約） 教育委員会の考え方 

●全児童を対象とする放課後活動をぜひやって

ほしい。 

●留守家庭児童会室に通っていない子どもとも

遊べるし、遊ぶ場所も限られているため、この

放課後活動はありがたいと思う。 

●学校の先生にはこれ以上負担を増やさないで

ほしい。 

●事故、事件、犯罪に巻き込まれることのない

よう、子どもの安全、安心には十分留意して企

画運営を行っていただきたい。 

●家では経験ができないような、スポーツ活動

や文化活動に参加できる機会があればよい。 

●保護者以外の大人が関わった活動は良いこと

だが、安全面を考えると実施は難しいのでは。

不定期の実施や回数を少なくするなど浅く付き

合う形が良いかと思う。 

平成 30 年度に市立 4 小学校において、放

課後子ども教室モデル事業を実施します。

留守家庭児童会室に入室の児童を含む全児

童を対象に、放課後に学校施設を活用し

て、子どもが自由で自発的な活動ができる

よう安全･安心な環境を整備します。実施は

4 校一括で事業者に委託します。モデル事業

を学校で実施することにより、学校や既存

事業との関係における課題を検証し、子ど

もにとって望ましい放課後の実現に向け、

本市の実情に即した児童の放課後対策に関

する基本計画の策定につなげていきます。

また、体験活動等の教室については、児童

や保護者の意見や希望をアンケートなどで

うかがって実施します。【社会教育課】 
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●留守家庭児童会室へ通室中の子どもが参加で

きるようにしてほしい。 

  

10．その他 155 件 

意見の要旨（要約） 教育委員会の考え方 

●留守家庭児童会室専用の入口がダイヤル式の

カギで出入りが不自由。 

●夜迎えに行く時間は校門も学童施設もロック

がないので、不審者が入ってもおかしくない。 

●今後、学年が上がるにつれて、利用者が減っ

ていくことに不安がある。 

●留守家庭児童会室の設備の見直しを行ってほ

しい。 

●班分けや部屋割りを検討してほしい。ある班

のみ、学校管理棟を利用することになったり、

人数の割りに部屋が狭い。 

●家で過ごすのとおなじようにリラックスでき

る環境にしてほしい。 

●夏休みだけ留守家庭児童会室と、平日の放課

後活動というプランがあればよい。 

●留守家庭児童会室にある本はすべて読んでし

まったと言っているので、新しく本を入れ替え

てほしい。 

●名称を「放課後子ども会」または「放課後児

童会」にして頂きたいです。 

●誕生日会についてやり方を考えていただけた

らと思います。 

●けが防止のクッション材を貼ってほしいと以

前書きましたが、今までまだ実施されておりま

せん。 

●施設建替え前にその児童会の保護者の方々

に、前もって説明会等を行うべきではないでし

ょうか？ 

●保護者以外の大人や大学生との交流は、安全

が確保されているとは言えないので避けて欲し

いです 

●夏休み期間中のお昼寝の時間が長いようで、

退屈してしまっているようです。 

子ども達が、安心・安全に、かつ楽しく留

守家庭児童会室で過ごせるよう、保護者の皆

様からのご意見も参考にさせていただきなが

ら、保育に努めていきます。【放課後子ども

課】 
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