
０歳児の利用が増えているためか、第一子のお子さんを連れて広場に遊びに来られる親子が多いです。まだ保

育園や幼稚園に通っていない方にとっては広場が子育てしていく最初の入口になっているのがわかります。

遊び場や仲間づくり、相談や情報収集などの場としても活用してくださいね！

昨年よりも０歳児の利用が増加しました。昨年に引き続き「赤ちゃんの時間」の実施に加え、０歳児対象の

プログラム「ママと赤ちゃんのほっこりタイム」を始めたことで０歳児の利用が多かったと思われます。

昨年よりも３歳児の利用が増えているのはポートの園庭で外遊びができるという利点があります。それとプ

ログラムから広場へ継続的な利用が増えたものと考えられます。

２０２２年度 おやこの広場ファミリーポートひらかた アンケート結果概要

２０２３年３月

実施期間： ２０２２年１２月１日～２０２３年１月１０日 回答数：７６件

アンケートのご協力ありがとうございました。

たくさんの方の声を聞かせていただき、とても嬉しく思っています。

コロナ禍も落ち着きかけた２０２１年１２月と、私たちの生活も緩和されつつある２０２２年１２月の２年連続で

利用者さんからの声をアンケートの形でまとめました。

コロナ禍での生活も４年目となり、みなさんの毎日の生活も徐々に変化しているのではないかと思い、去年と今年

の気持ちや行動の変化を知りたいと思いました。

これからもより良い環境づくりのため、みなさんからの率直な意見をいただき、参考にさせてもらい、改善できる

点は変えていこうと思います。

以下にアンケートの結果をご報告しますので、ご覧ください。

おやこの広場 ポートスタッフ一同



お父さん・お母さんともに３０代が６割以上となっています。また、２０代のお母さんも増えていていろい

ろな年代の方が遊びに来られています。

枚方市在住歴が４年未満の方が４割弱で、昨年より増加しています。反対に４年以上の方は５割おられます。

地元で育った人も２割弱おられ、在住歴は二極化しています。枚方市へ転入された方が子育て情報を求めて来

所されることもあり、広場は情報収集の場でもあります。みなさん広場に遊びに来て、情報収集や仲間づくり

をしてくださいね。



昨年よりも牧野地域から来所される方が増加しました。出張広場のプログラム「てくてくポート」の場所が変

わり牧野生涯学習市民センターへ出向くようになったことから、牧野地域の方へポートのことが周知され広場の

利用につながったと思われます。枚方市内の北部エリアが中心ですが東部エリアからの利用もあります。

昨年よりも祖父母と同居され

ている方は少なく、核家族化が

進んでいることがわかります。

育休中の方も含め仕事を持っている方は４割ほどおられます。育休中に子どもと関わったり仲間づくりを

される方が多いようですが、ポートの利用者の６割は専業主婦の方です。広場は子育て仲間とつながれる場

所ですね。

７３人→

←３人



夫婦で協力して育児をされている方が増えてきています。働き方が多様化してきて、父親も育児参加する

機会が増えてきているのかも知れません。育休を取られているお父さんが広場に来られる姿も見られるよう

になりました。土曜日に父子で遊びに来られる方もいます。しかしながら、母親によるワンオペ育児をされ

ている方は昨年に引き続きたくさんおられます。まだまだ育児の中心を担っている母は多いようですね。

サポートしてくれる人が「いない」と回答された方が昨年度は１３人でしたが、今年度は２２人と増えてい

ます。一人で頑張っているのかと思われますが、自身の体調不良の時などの備えとして、ファミサポやまいま

いなどの子育て支援事業を活用してくださいね。気持ちにゆとりが出てくるかと思います。詳しいことは、ス

タッフにお声かけください。



預け先の選択肢は増えていますが、預けたことがない人が増加しています。昨年に比べ祖父母が近くにおら

れない方もいるのか、ファミサポ・まいまいの利用も増えています。保育園の一時預かりについては今年度か

ら２回分無料で使えるようになりましたが、利用については昨年度と変わりません。今後、預けたことがない

人たちには、いざという時に備えておけるよう２歳児未満が使えるファミサポ無料クーポンの利用を声掛けし

ていきたいと思います。

「預ける理由がない」が半数を超えています。お母さんのリフレッシュにも使えますよ！「預けたいけど勇

気がない」という声も多く、気軽に預けられるきっかけづくりとしてフォーラムの託児やまいまいの広場での

預かりなど、身近なところから利用をはじめてみませんか？

広報ひらかたは信用性も高く利用者も多いです。ネットやSNSを利用される方が昨年よりも増えています。こ

れからもポートに遊びに来たいと思ってもらえるようなSNSの内容やより見やすい工夫をしていきますね。



昨年度同様予約制です。今年度は定員枠を増やしましたが月に１～２回の利用の方が多くなっています。

ポートの他にも遊びに行ける場所が増えているのかも知れません。空きがあれば当日でも広場の利用ができま

す。「今日行こうかな」と思った時、電話をしてみてください。

枚方市内のいろいろな地域から車や公共交通機関（電車・バス）を使って遊びに来られています。バスを

使って来所する利用者が３名から７名と昨年よりやや増加しています。

午前の利用が半数近いが、昨年に比べるとやや減少しています。午後の利用が少し増加しているのは赤

ちゃん向け広場（赤ちゃんの時間）や赤ちゃん向けプログラムの利用者が増えたからと思われます。また、

自分のペースに合わせたり、人の少ない午後にゆっくり過ごされる親子もいます。午後は比較的空きがある

ことがありますので電話してくださいね。

←37人

19人→ ←20人



広場を知るきっかけのツールとしては、広報ひらかたが３割を占めています。

昨年に比べて赤ちゃん訪問員さんから配布されるおやこの広場のパンフレットを見ることがきっかけで広場

を知ったと答える人が増えています。おやこの広場のパンフレットはいろいろな拠点に置いてあります。

ポートの他にも親子であそびに行ける場所が載っていますのでまた参考にして下さいね。

半数の人が紙媒体は必要でないと答えています。日常的にネットに触れる機会が多く、簡単で便利だか

らかと思われます。しかしまだ３割近くの方が紙媒体を必要としているとのことでした。ポートとしては

紙媒体を使いつつ、Web版を見やすく充実させていきたいと思います。

安心して遊べる場所でお母さん自身の気分転換を求めている人が多いです。また、親子で参加できるプロ

グラムが始まり親子や子ども同士の交流などを求めているのかと思われます。

親子が交流できるようにスタッフもお手伝いさせてもらいますね。

←11人

←26人

39人→

ぽーとだよりについてお聞きします。紙媒体のぽーとだよりが必要ですか？（今後Web配信に

移行を検討しています）７６件の回答



・行く時間がバラバラなので

・その場限りだから

上記の質問で「どちらともいえない」を選んだ方、理由をお聞かせください。（7件の回答）

・その時間内で話すこともありますが、友だちになるほど仲良くなったりはしていないから

・たまにお話ししても子育てのことというよりは世間話でその場限り、という感じ

・まだ利用回数が浅い

・友だち同士で来ているママさんと話しずらい

「いいえ」の方へ

安心できないと思った理由を教えてください。

・施設が古めなので所々劣化がみられる

⇛ 改善ができる所は修繕していくように努力していきたいと思います。

・手洗い場や部屋の隅の掃除が行き届いていない

⇛ ご指摘ありがとうございます。気をつけていきたいと思います。

「はい」と回答された方が昨年に比べて１．５倍ほど増えています。予約制、定員制とはいえ定期的に遊

びに来られたり、プログラムに参加することにより親子で交流する機会も増えたからと思われます。

定員制・予約制で同じ親子に会う機会も難しい状況ですよね。いずれコロナ禍が緩和されて皆さんが自由

に遊びに来られる広場になることを私たちも願っています。これからも広場にスタッフが入り、皆さんが過

ごしやすくなるようにしていきたいと思います。

←12人

←10人

７４人→
←２人



・外遊びに慣れることができた

・他のお子さんやお母さん、スタッフさんとの関わりを通して良い刺激を受けていると思う

・新しい好みのおもちゃを知ることができた

・幼稚園、保育園に入る前に他の子と一緒に遊ぶ経験が出来ること

・色んな事に興味を持つようになった

・真新しいおもちゃや他人と触れ合うことが出来、ストレス発散や昼寝をしてくれるので助かります

・同年代の子と同じ空間で遊ぶことで、遊び方や人との関わり方が広がった気がする

・他の子の真似をするので、成長が早い

・同年代の友だちと、一緒に遊んだり、おもちゃを取り合ったり、家ではできない経験ができること

・走り回っても道路に飛び出す心配がないので安心

・２人でいるより、子どもも大人も気分転換になっていい

・外でも中でも好きなように遊ばせることができるから

・広場で遊んでいるほうがきょうだい喧嘩が少ない

・家では得られない周りの子どもたちからの刺激などが得られる

・のびのび遊べて他の子どもとの交流ができたこと

・他の子どもと交流ができて良い。少しずつ一緒に遊べるようになってきました
　お楽しみタイムが大好きでアヒルのダンスや手遊びを家でも踊ってます

・上の子どもたちは外遊びが好きなので園庭でも自由に遊べて楽しそうです。下の赤ちゃんはまだ
　小さいので、上の子どもたちが外で遊んでいる間に、赤ちゃんは室内で見れたりとすごく利用しやすいです

・人見知り・場所見知りがなくなってきた

・近い月齢の子たちと交流できる

・他の子どもと交流が出来て、お楽しみタイムも楽しそう。時間になったら帰ると言うことを覚えた

子どもさんを広場で遊ばせて、よかったと思うことは？63 件の回答（同じ内容の回答を20件にまとめています）



・友達ができた

・家にいても喋らないけど、広場に来るとたくさんの人と会話があるので楽しんで育児できる

・家だと触らないでほしいところばかり行こうとするけど、伸び伸びさせてあげられるから、気持ちに余裕ができる

・安全な環境で安心して遊ばせられる

・同じ悩みを持っている人と話したりできること

・子どもが喜んでる

・息抜き、リフレッシュできる。他の親御さんや先生方のお子さんに対する声のかけ方など参考になっている

・同じ月齢くらいのママと意見交換や悩みの共感ができて気持ち的にすごく楽になります

・スタッフの方が手助けしてくださること

・毎日家だけだと退屈になるので気分転換になって良かった

・無料で遊べる おもちゃも豊富で安心して遊ばせられる

・子どもと一緒に楽しくすごせること

・心にゆとりが持てる

・家でずっと相手していると遊びのバリエーションがなく飽きてきて危ないところや遊んでほしくない所に行ってしまうので、
 広場だと安心して見守り程度で遊んでもらえる

・安心して外出でき、リフレッシュになる

母にとって広場を利用して良かったと思うことは？63 件の回答（同じ内容の回答を15件にまとめています）



子育ての情報提供だけでなく、子育てで困ったこと、聞きたいことなどの相談もしていますので、気

軽にスタッフにお声かけくださいね。

８割近くの方が参加されています。子どもの年齢別や親同士がテーマに添っておしゃべりするなど、様々な

内容のプログラムがあります。いろいろな親子と知り合うことができるので、仲良くなりやすいようです。

57人→

←31人

45人→

←１５人



上記の質問で「話したいが話しかけにくい」を選んだ方、遠慮なく理由をお聞かせてください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3 件の回答

・参加者が多いため

・話しかけてもらえないので

・たぶん話せば普通に相談に乗ってくれるのかもしれないけれど、基本受付のところでしか会わないし、
　ゆっくり話ができそうな雰囲気ではない。子どもが動くようになってくると、話している間子どもを誰か
　見ててくれそうか？というと、そういう雰囲気は感じない。

子育て中のママのちょっと困ったを応援する事業をしていますが、まだまだ周知されていないようです。リフ

レッシュや子どもを預かってほしいときなど、電話で登録ができます。サポーターさんと繋がることで安心して

子育てできますよ。ぜひ、スタッフにお声かけください。

話しかけたいが話しかけにくいと答えた方がいることを真摯に受け止め改善していきたいと思いま

す。ひとりひとりとの関わりを大切にしていきたいと思います。

←29人

←4人

11人→

←4人

68人→

←36人



・話や悩みをを聴いてくれること

・手遊びや絵本を読んでくれる

・お楽しみタイムが楽しい

・幼稚園について教えてくれた。子どもと二人で家にいると煮詰まってしまうことが多かったので、

　大人の方と話ができて気分転換できた

・子どもの様子などを親身に聞いてくれる

・話す事で、心がやすまる

・他の大人と接する機会があるから子どもにとっていいと思う

・子育てで疑問に思ったことをすぐに解消できる

・子どもが母親以外と関わることができる、話し掛けてくれて嬉しい

・子どもの成長を発見してくださるところはうれしいです。

・気分転換

・親同士で緊張しそうな場に入って話してくださること

・安心

・常に子どもや親のわたしたちにまで気にかけて声をかけ行動してくださり感謝の気持ちでいっぱいです。

・ごてた時に声をかけてもらえてすごく助かっています。あと、子どもがスタッフさんの事、大好きです。

・経験から様々なアドバイスをもらえること

・子どもが4人いて手が足りないときに手助けしてくださったり、声をかけてくださること

・泣いたりしている時に声かけていただいたりするのがホッとできた

・育児の相談ができること

・トイレや手続き中等に子どもを見ていてくれる。

・ささいな声かけがホッとする。わんぱくな息子で他のおやこの広場では注意を受けることが多いが、
　ここのスタッフさんは肯定的に話してくれるのですごく嬉しい。

スタッフがいてよかったと思うことは？50 件の回答（同じような回答を26件にまとめています）

・息子のことを覚えて下さっているので、こんなこともできるようになったんだね、等
　話しかけてもらえて嬉しいです

・子どもを優しく見守っていただける

・1人で来ても声を掛けてもらえるので助かります。

・気さくに話しかけてくれるので1人ではないんだと安心させて貰える

・いつも優しく接してもらえるので親子共々楽しい時間を過ごせています



木の食器を揃えました。ペンギンルームでも

おままごとして遊んでくださいね。

広場で改善してほしいことは？

ご意見聞かせて頂き、ありがとうございま

す。授乳の環境についてはこれから検討して

いきますね。

お互い名前がわかった方が話しやすいです

ね。名札をつけますのでどうぞ気軽に名前で

呼んでくださいね。

利用者さんが多いとき自転車がいっぱいで停

めにくい時がありますよね。スタッフも気に

かけて見ますが困ったときは声をかけてくだ

さいね。

定期的にロープを張り替えてはいるのです

が、細くて見えにくいこともありますね。見

えやすくなるように検討していきます。

・駐輪場が狭い

・第二駐車場の他の車との境界がわかりにくい

・車が多い

・トイレのスリッパが大と小もうワンセットあると

  助かります。部屋移動の際トイレを通ってショートカットす

る人が戻さなかったり片方の入口から1組の親子が使うと便器

が空いててもスリッパ待ちもしくは反対の入口に回ることに

なってしまうので困ったことがよくあります

・日によってはトイレの扉が開けっ放しになっていて用もな

いのに子どもが入りたがるので出来れば閉めるようにして欲

しい

・ピアノがある部屋のおままごとセットにお皿が欲しい

・スタッフさんも名札を付けてもらえると嬉しい

　どう呼んでいいか分からず子供には「先生」と呼ばせてい

る

スリッパ大人用、子ども用を2セットずつ用

意しました。使ってくださいね。

気を付けて閉めるようにしていきますね。

・授乳スペースで椅子が高すぎて、つま先立ちになるので椅

子を低くするか踏み台などあれば助かります

・授乳室が狭くてフットボール抱きの授乳がしづらい。ベン

チを2つ組み合わせて奥行きを広くしたら、赤ちゃんも一緒に

ベンチに6横にできるししやすいかも



なるべくたくさんの人に利用してもらいたい

ため予約は一回にしています。当日、子ども

の様子や天候を見て、行きたいなと思った時

はお電話ください。空きがあれば利用できま

す。

FAXと連動しているためつながるまで時間が

かかります。

また、プログラム申し込み日につながりにく

くなっています。プログラムによって申込時

間を変えるなど、対応していきます。

・コロナ前みたいにイベントの参加人数が制限なくなるとい

いいなと思いますが、まだ難しいですね…

予約制、時間制限、食事についての要望をた

くさんいただきました。　子育て中の親子に

とって広場の必要性を感じさせてもらいまし

た。枚方市へも伝えたいと思います。

早く通常のひろばに戻るといいですね。

私たちも願っています。

・予約無しでいつでも行けるようになってほしい

・コロナなので仕方ないが、予約制ではなく行きたいときに

好きなだけいれるようになってほしい。電車とバスでそれな

りに時間をかけて言っているので、長く遊びたい

・予約制ではなくいつでも行けるように戻って欲しい

スタッフ全員で話し合いました。子どもの安

全を第一に考え門の開閉はスタッフがさせて

いただくことになりました。帰りは次の準備

や掃除があるため12：15まで門に立たせても

らいますね。ご協力よろしくお願いします。

・入ってくる時門を開けるのが手間

・門の開閉が大変

・入口の門を自動にしてほしい

・午前午後の時間縛りをとってほしい（コロナ前に戻して欲

しい）

・時間縛りをなくしてほしい

・広場の利用時間を長くして欲しい

・朝の時間を全体的に30分早めてほしい

　（９：３０～１１：３０）

・昼からの利用時間のスタートを1時半か2時からにしてほし

い

　離乳食を食べさせて、少し遠いところから通うので時間に

おわれます

・予約が複数回取れたらうれしいです

・電話つながりにくい



ポートは事務所とお部屋が離れているため

困ったことが起きてもすぐに対応ができな

かったこともあったと思います。聞きたいこ

とや困ったときはいつでもスタッフに声をか

けてください。私たちもひろばに積極的に入

るようにしていきたいと思います。

オンラインは気軽ですが、電話の方が細やか

な対応ができるため、今のところポートは電

話予約を続けていこうと思っています。

ポートと枚方市との契約が週5日となってい

ます。枚方市にはおやこの広場が13か所あり

ます。ポートがお休みの日はよかったら他の

広場や近所の公園などにも行ってみてくださ

いね。

年齢別プログラムや地域とつながるプログラ

ム、また親向けのプログラムなどいろいろな

プログラムがありますので、まだ参加してい

ないものがあれば参加してみてくださいね。

今の貸し出しカードはどんな本を借りたかわ

かるようになっています。いっぱいになった

ら持って帰ってもらえます。

子どもがこの時期こんな絵本を好んで読んで

いたんだな、など母と子の思い出の一つにし

てもらえたらと思っています。お母さんから

のメッセージも記入してもらえます。

プログラムの内容についてはホームページや

インスタグラムに載せています。手軽に見て

いただけるように、LINEの活用も工夫してい

きます。

・スタッフに時々でもいいので遊んでる様子を見に

    来て ほしい。監視も込めて

・広場の集まりの時にも先生が中にいてくれる方が

    良いかも（もも組さんみたいに）

・プログラムの回数を増やしてほしいです

・もっと親子で楽しめるプログラムをして欲しい

・本の貸し出しカードもデータ化できるとなおいいと

  思う

・水、日も開いていると嬉しいです

・ネットでプログラムなどを見やすいようにしてほしい

・ネット予約ができるようになったら嬉しいです

・オンライン予約（キャンセル含め）を可能にしてほしい



～おやこの広場ポートより～

アンケートへのご回答ありがとうございました。

みなさんからの声を聞かせていただき、私たちスタッフの大きな励みとなりました。

コロナ禍での生活も少しずつ緩和され、ポートの広場でも子ども同士が一緒に遊ぶ姿や笑い声が聞こえ、お母さん同士が話されている姿も

見られるようになりました。

アンケート結果でも「話し相手ができた」の回答が昨年よりも増え、「他の親子と交流できる」や「同年代の子ども同士遊んだり、家ではできな

い経験ができる」など他の親子とのつながりを感じられる声がありました。ポートでは昨年度から引き続き「親子同士がつながり共に支え合っ

て子育てをしてほしい」との思いから、いろいろな取り組みをし、そのことがアンケートから感じ取られとても嬉しく思います。

自然に囲まれた園庭で思いっきり友だちと遊んだり、ゆっくりお部屋で過ごしたり、ゆったりとした雰囲気の中でお母さんたちが気分転換する

など、今後もそれぞれの過ごし方をしてもらえたらと思っています。

ポートを支えてくれる地域のボランティアさん、主任児童委員さんなどの協力を得ながら、子どもたちの成長をみんなで見守り、喜び、困った

時は一緒に考えられる、そういった人とのつながりを感じられ安心して過ごせる広場にしていきたいと思います。

おやこの広場 ポート

スタッフ一同


