NPO 法人 e 子育てセンター

子育てオープンスペース休業に関するアンケート 2（集計）
実施期間：2021 年 1 月 23 日（土）～2021 年 2 月 6 日（土）
実施方法：HP で告知を行い、インターネット上で回答していただく
※別途、2020 年 6 月～12 月にひろば KUSU-KUSU 祇園・佐東を利用された方
（祇園：176 名、佐東：155 名）にはハガキで通知
回答数：1１1 人

Q1.お住まいの地域
安佐南区…107 人 それ以外…4 人

4%

96%

安佐南区

それ以外

Q2.回答者の性別
男性…2 人 女性…109 人

男性
2%

女性
98%

男性

1

女性
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Q3.回答者の年齢
20 代…１９人、30 代…８１人、40 代…11 人

10%

17%

73%

20代

30代

40代

Q4.お子さんの年齢
0 歳…2８人、1 歳…48 人、2 歳…1１人、3 歳…2 人
子ども 2 人以上…22 人
0歳

1歳

2歳

3歳

子ども2人以上

子ども2人以上

0歳

20%

26%

3歳
2%
2歳
9%

1歳
43%

<子ども 2 人以上＞
下の子が 0 歳…3 人、下の子が 1 歳…10 人、下の子が 2 歳…8 人、下の子が 3 歳…1 人
下の子が3歳

下の子が0歳

5%

14%

下の子が2歳
36%

下の子が1歳
45%
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Q5.子育てオープンスペースを利用したことがありますか？
ＫＵＳＵ－ＫＵＳＵ祇園を利用したことがある

…5３人

ＫＵＳＵ－ＫＵＳＵ佐東を利用したことがある

…4６人

祇園・佐東ともに利用したことがある

…11 人

祇園・佐東以外のオープンスペースを利用したことがある…1 人

10%

1%

48%

41%

祇園

佐東

祇園・佐東両方

祇園・佐東以外

Q6.子育てオープンスペース休業によって生活に変化がありましたか？（複数回答可）
外出の機会が減った…79 人

子育てに関する情報が得にくくなった…47 人

子育てに関する相談がしにくくなった…45 人

育児の負担感が増えた…３９人 生活リズムが崩れた…９人

特にない…6 人
その他…1５人
自分が大人と話す機会が減った・家族以外と話す機会が減った…４人、
子どもが同年代の子どもやいろいろな人と触れ合う機会が減った…4 人
テレビや YouTube を見せる時間が増えた…2 人
外出先に困る（連れて行くところが公園しかない、遊びに行く場所がない、など）…5 人
外出の機会が減った

79

子育てに関する情報が得にくくなった

47

子育てに関する相談がしにくくなった

45

育児の負担感が増えた

39

生活リズムが崩れた

9

特にない

6

その他
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Q7.生活の変化に対して工夫していることがあれば教えて下さい
回答：6８件（自由回答・複数回答あり）
・親子で散歩や公園へ行く…4２件
・友人や両親に会う…4 件

・家でのあそびや運動を工夫する…１１件

・生活リズムを崩さないよう気をつける…４件

・有料の遊び場へ行く…2 件

・オンラインの活用…３件

・その他…２件

【回答より抜粋】
「毎日散歩に行くようにしている」（0 歳）
「家の中でもなるべく体を動かす遊びを心がけています」（0 歳）
「休業前にママ友グループ LINE を作っていたのでこの中で相談や予定を合わせて公園など行ってました。」（0 歳）
「まだハイハイしかできませんが、外の公園に行くことにしてますが、やっぱり石を食べたり、私自身が妊娠したため、野
良猫によるトキソプラズマ感染の心配もあり、困っています。」（0 歳）
「せめて生活リズムは崩さないようにしています。」（1 歳）
「無料の室内遊び広場(ショッピングモールなど)が閉鎖されている所がほとんどなので、有料の遊び場を利用していま
す。」（1 歳）
「必死で公園に行く、ママ友と遊ぶ。」（1 歳）
「ずっと家に居たら、息子も子どももストレスが溜まるので、散歩や公園など密になりにくい場所に毎日出かけて、子ども
もわたしもストレスが溜まらないようにしています。」（1 歳）
「習い事を始めた。自分がイライラしないためにどうするかを前よりも考えるようなった。」（2 歳）
「色々な公園に行って子供の体力を消耗しています。」（2 歳）
「お家遊びの幅を広げています！」（2 歳）
「自転車導入で色んな公園に行く」（0 歳、2 歳）
「なるべく誰かに毎日連絡をとるようにしている。家にこもらないように、蜜にならないように短時間でかけてみる。」
（1 歳、3 歳、4 歳以上）
「なるべく、テレビを消して子供の発想で遊んでもらえるように工作をしたり、本を読んだりしている。」（1 歳、3 歳）
有料の遊び場へ行く オンラインの活用
4%
3%
生活リズムを崩さな

その他
3%

いように気をつける
6%
友人に会う
6%

家でのあそびや運動
散歩や公園へ行く

の工夫

62%

16%
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Q8.オンラインでの子育て支援（以下、オンライン）について教えて下さい・
KUSU-KUSU 祇園・佐東のオンラインを利用したことがある…19 人
ＫＵＳＵ－ＫＵＳＵ祇園・佐東以外のオンラインを利用したことがある…2 人
オンラインを利用したことはない…９０人

17%

2%

81%

祇園・佐東のオンラインを利用

祇園・佐東以外のオンラインを利用

利用したことはない

Q9.オンラインを利用してよかったことがあれば教えて下さい。
回答数：2２件（複数回答あり）
・家族以外の大人と話せる…５件

・子どもの同年代のお母さんと話せた…３件

・スタッフと話や育児相談ができる…４件 ・自宅から気軽に参加できる…1 件
・子どもが楽しそうだった…2 件

・その他…2 件

【回答より抜粋】
「誰かと話すことでリフレッシュができる」（０歳）
「行かなくても家族以外の方と顔を合わせて会話ができてよかった。」（0 歳）
「地域の情報や同じくらいの月齢のお母さんの話を聞けたり、家族以外と会話出来ることで息抜きにもなってい
た。」（1 歳）
「会話の機会が増える、子どもが家族以外と関わる機会を得られる、育児相談ができる。」（1 歳）
「直接顔が見て会話できるので子供も新鮮味がありました。」（2 歳）
「子どもが楽しそうだった。」（2 歳）

「誕生日会がないと思っていたので、オンラインでもしていただけて嬉しかったです。」（2 歳）
「久しぶりにスタッフさんの顔を見れて、とても嬉しかったし、ほっとした。」（1 歳、3 歳）
「これからの社会を生きてゆく子どもたちにとって、オンラインの体験は貴重だと思いました。」（2 歳、4 歳以上）
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Q10.オンラインを利用したことがない理由について教えて下さい。（複数回答可）
・Zoom の使い方がわからないから…2５件

・自宅に WiFi がない、パケット代が気になるから…5 件

・誰が参加しているかわからないから…2３件

・開催時間に都合が合わないから…2６件

・開催内容に興味がわかないから…7 件

・家の中を見られるような気がするから…10 件

・子どもにスマートフォンやタブレットを触らせたくないから…1５件
・その他…２９件
（子どもが楽しめない、家以外の場所で遊ばせたい…1１件
親は興味があるが、子どもがじっとしていられない…4 件
Zoom のダウンロードやパソコンの準備などがめんどくさい…4 件
緊張する、オンラインに苦手意識がある、恥ずかしい、話しにくそう…6 件
知らなかった…1 件
システムが同時双方向会話に向かないから、家族が在宅勤務中、1 回しかオープンスペースに行ったことがない
ので、利用していいのか迷いがある）
【回答より抜粋】
「家ではないところで遊ばせたいからオンラインは特に興味がわかなかった」（0 歳）
「zoom をダウンロードして登録したりするのがめんどくさいから」（0 歳）
「子どもが遊ぶ場にはならないから」（1 歳）
「子どもにできれば家の外で時間を過ごして欲しいから」（1 歳）
「公園へ行ったり、近くに住んでいる友だちと遊んだりする方が、子どもが楽しいかなと思うため。」（1 歳）
「子どもがじっとしていられないから躊躇っています。でも興味はあります。」（1 歳）
「子どもを運動させに行っていた面が大きいので、オンラインではＫＵＳＵ－ＫＵＳＵの魅力が半減してしまい、気が
向かず。また子どもがじっとしていられないので、参加が難しいかなと思った。」（1 歳）
「子どもがキーボードを押したり、ワチャワチャになりそうだから。でも、やってみたいです。」（2 歳）
ZOOMの使い方がわからないから

25

自宅にWIFIがない、パケット代が気になるから

5

誰が参加しているかわからないから

23

開催時間に都合が合わないから

26

開催内容に興味がわかないから

7

家の中を見られるような気がするから

10

子どもにスマートフォンやタブレットを触らせたく…

15

その他

29
0

10

6

20

30

40
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Q11.子育てオープンスペース再開に関してご意見をお聞かせください。
・１日も早く利用を再開してほしい…７２人
・これまで以上に感染症対策を徹底した上で再開してほしい…３０人
・再開しても当分利用したくない…3 人
・その他…6 人
（感染が落ち着いてから再開してほしい…5 人
引っ越しや保育園への入園で再開しても行けなくなってしまった…1 人）
【回答より抜粋】
「今は関係ないですが、保育園に通ってなかったらと思うとかなり辛いです。一日も早く再開して欲しいと思いま
す。」（1 歳）
「感染者が減ってからの再開で良いと思う。再開したら利用したい。」（1 歳、3 歳）
再開しても当分利用 その他
したくない

5%

3%
これまで以上に感染
症対策を徹底した上
で再開してほしい
27%
1日も早く利用を再
開してほしい
65%

Q12.その他、子育てオープンスペースやオンラインでの子育て支援についてご意見があればご記入下さい
回答：３１件（回答より抜粋）
「再開を楽しみにしています！」…５件
「両親も県外で、子育てしていて孤独に感じることがありますが、オープンスペースやオンラインを活用することでいろい
ろな方とお話しできリフレッシュさせていただいてます。育児に関する情報も得ることができ、本当に感謝しています。」
（0 歳）
「マスクを着用していると子どもが表情を読み取れない為か笑顔が少なく充分に楽しめない。健康な人がマスクをする
ことで感染予防になるという科学的根拠はないので、マスクを義務化せず、必要な人のみ着用できるようにして欲しい。
よろしくお願いします。」（0 歳）
「大変な中ですが、母にとっても子どもにとっても家族以外と関われる唯一の、場所なので再開を楽しみにしています。」
（1 歳）
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「雨の日など、外に出られない日には活用させていただきたいと思ってます。そこにあるという安心感が持ててます。あり
がとうございます。」（1 歳）
「子どもが楽しそうだから利用していましたが、今回の休業で母親にとっても息抜きになっていたんだといい意味で驚き
ました。いつもありがとうございます」（1 歳）
「クスクスに行くと同世代の子どもと自然に触れ合いができてとても楽しそうです。今は大人とばかりの毎日なのでそう
いった場所に連れていってあげたいなと思うことがあります。私自身もクスクスに行くと旦那以外の方とお話することがと
ても息抜きになっていました。また再開されたら楽しみにしています。」（1 歳）
「今は外遊びが出来るので公園という選択肢もありますが、ハイハイ期の赤ちゃんのお母さん達は本当にどこにも行け
ず辛いのではと思います。1 歳未満の赤ちゃん達だけ先に解放するなど優先があっても良いかと。
くすくすに通えなくて本当に残念です。アンケートのお葉書、嬉しかったです。皆様もお体にお気をつけてお過ごし下さ
い。」（1 歳）
「いつも本当に助かってます。閉鎖してから地獄です…(笑)わたしも話しながら子供を見られるのがストレス解消になり
最高でした。オープンスペースでママ友を作ったりもしました。なので 1 日も早い再開を願っています！！！」（1 歳）
「読み聞かせやランチ会などの企画で、子どもが今の時代になかなかできない場を作ってもらえると嬉しいです。」（1
歳）
「オンラインでは子どもが楽しめないので、早く再開してほしい。日本小児科学会も「子どもにとってはただの風邪」と言
っているので、高齢者と同居等ではない限り、不必要に引きこもったり他人とのコミュニケーションを避ける必要はないと
思うので。」（1 歳）
「オンライン広場土曜日に一度参加しました♪参加者が自分ひとりだけだったので、他のママとも交流したかったなぁと
思いました。子どもにとってはただ動いている画面を見ている、という感じなので、(1 歳だからというのもありますが^^;)
広場再開が待ち遠しいです！！個人的にはコロナをあまり気にしていないので、家以外の室内で子どもと出かけられる
場所の存在はすごくありがたいです！」（1 歳）
「子供がまだ歩かないため、公園等では遊べず、日中の 2 人の時間の過ごし方がわからずそろそろ疲れ切ってます。オ
ンラインは 1 歳頃のハイハイ、タッチ期の子供と遊べるようなコンテンツを希望します。また、同年代の子供との触れ合い
が大事な時期なので、なるべく早い再開を心から望んでます。感染症対策、すごく大変だとは思いますが、よろしくお願
いします！」（1 歳）
「感染症対策でなかなか難しいと思いますが、子どもを安全に遊ばせられる数少ない大切な場所だと思いますので、再
開を待っています。」（1 歳）
「外出もせず日中は子供と二人きりなので知ってる誰かと話したいと思うようになってきました。そろそろオンラインに参
加してみたいです！クスクスの再開を楽しみに待っています！！」（1 歳）
「なかなか難しい世の中ですが、また遊びに行けるのを楽しみにしています。16-17 時位まで空いていたら、昼寝終わ
った後にも遊びに行けて助かるなと思いました（昼寝終わってから遊びに行くところがほとんどないです。公園は小学生
が多くて‥）。」（1 歳）
「休業で、支援の有り難みを益々感じております。先生方にとっても、休業は色々大変だと思います。子どもはもちろん、私
も先生方に早く会いたいと思っています。」（2 歳）
「やはり開いていれば、煮詰まった時に行くところがあるという、気持ち的な安心感があります。そういう意味では、元々の
予約なしで行けるのがありがたかったけど（予約しても体調や天気などで変わる場合もあるので）、すぐにそういう形は
難しそうですね。数年前の上の子の時は、お友達を作りたい時、仲を深めていく初期の居場所としてオープンスペースペ
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ースは気軽に誘いやすかったけど、今の時代は何でも予約、すぐにいっぱい、人も誘ったりしづらく、新しいお友達もなか
なかできません。上の子の時に自分なりに得たコツを生かせず、あの頃と比べてしまいしんどくなります。」（2 歳）
「半径 2 キロエリア毎に感染者が出れば 2 週間休業とか、施設毎に対応して頂けるとありがたい。規制エリアが出る間
は利用者もエリアを限定してもよいと思う。広範囲で一斉に休業になれば、第一子ワンオペの場合逃げ場がなくなり、精
神的に危険ではないかと思う。」（2 歳）
「オープンスペースに遊びに行けなくなり、家族のみで遊ぶ生活になっていたので、子どもも親もオープンスペースで他
のお友達や保護者の方と交流できるのがとても楽しみです。いつも親子での遊びの場を設けて下さり、ありがとうござ
います。先生方に対面で直接お話を聞いていただいたり、相談できることも私の心の支えです。また来週からオープンス
ペース再開とのことで嬉しいです。」（3 歳）
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