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 3（集計）
実施期間：2021 年 6 月 5 日（土）～6 月 14 日（月）
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、2021 年 4 月～5 月にひろばＫＵＳＵ－ＫＵＳＵ祇園・佐東を利用された方
（祇園：97 名、佐東：６４名）にはハガキで通知
回答数：５1 人

Ｑ１．お住まいの地域

Q2.回答者の性別

安佐南区…45 人 それ以外…6 人

安佐南区

男性…０人、女性…51 人

それ以外

男性

0%

12%

88%

100%

Q3.回答者の年齢
20 代…８人、30 代…39 人、40 代…4 人
20代

8%

30代

40代

16%

76%

1

女性
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Q4.お子さんの年齢
0 歳…21 人、1 歳…19 人、2 歳…2 人、3 歳…2 人
子ども 2 人以上…7 人
0歳

1歳

2歳

3歳

2人以上

14%
4%
4%

41%

37%

<子ども 2 人以上>
0 歳、2 歳…2 人、0 歳、4 歳以上…2 人、2 歳、4 歳以上…3 人
0歳、2歳

0歳、4歳以上

2歳、4歳以上

28%
43%

29%
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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…25 人
KUSU－KUSU 佐東を利用したことがある…20 人
祇園・佐東ともに利用したことがある…5 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
利用したことがない…0 人
祇園

佐東

祇園・佐東

10%

祇園・佐東以外

2%

49%
39%

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）
家族以外の大人と話す機会が減った…45 人

外出の機会が減った…33 人

子育てに関する相談がしにくくなった…24 人

子育てに関する情報が得にくくなった…23 人

育児の負担感が増えた…17 人

特にない…２人

その他…3 人（他の同年代の子どもと触れ合う機会が減った（2 人）、大人の気晴らしができない）

家族以外の大人と話す機会が減った

45

外出の機会が減った

33

子育てに関する相談がしにくくなった

24

子育てに関する情報が得にくくなった

23

育児の負担感が増えた

17

生活リズムが崩れた

2

特にない

2

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ください
回答数：２1 件
・友達とオンラインで話す（1 人）

・散歩や公園などの外遊びを増やす（１１人）

・家の中の遊びやおもちゃなどを増やす（７人） ・自分の気分転換をする（１人）
・いつも通り過ごすよう心がける（１人）
【回答より抜粋】
＊子どもの機嫌がいいときはなるべく自分の好きなことをして気分転換をする（0 歳）
＊外に出なくても午前中は出来るだけ体を動かすようにしている(マンションなので限界はあります
が…)（2 歳、4 歳以上）
＊できるだけ三密を避けながらも子どもと外に出て遊ぶ機会を設けています。（3 歳）
＊上の子の保育園の送迎を車から徒歩に変更して、運動する機会を増やしました。（0 歳、4 歳以上）
＊暑い日はお風呂やバルコニーで水遊び（1 歳）
＊ダラダラと過ごさず、いつも通りに過ごすように心がけている（0 歳、2 歳）
＊なるべく毎日お散歩や買い物に行くようにしている。（0 歳)
＊スモッグ着せて絵の具など工作したり、暑い日はお風呂で水遊びさせたりする。（1 歳）
＊ほぼお家生活なので、子どもが飽きずに楽しく過ごせるよう新しい絵本や玩具を買い足した。（1 歳）
＊生活リズムの見直し･体を動かす･散歩に出る（0 歳）
＊外や実家に遊びに行くこと、テレビを見せること（2 歳）
＊家の中での遊び時間を増やした。（0 歳）
＊公園遊びを増やした（1 歳）
＊なるべく広いスペースで遊ばせる、必ず 1 回は外に出る（0 歳）
＊公園に行ってます。（0 歳）
＊1 日 1 回は外（公園、買い物など）に出るようにしている（1 歳）
＊人混みを避けて外出している。（0 歳）
＊家の中で楽しめるように玩具や絵本をふやした（1 歳）
＊なるべく子供が退屈しないように近くの公園へ連れて行ってます（2 歳）
＊晴れている日はベビーカーで散歩に行くようにしている。（0 歳）
友達とオンラインで話す

散歩や公園遊びを増やす

家の中の遊びやおもちゃなどを増やす

自分の気分転換をする

いつも通り過ごすよう心がける

5%

5% 5%

33%
52%
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Q8.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下さい。
1 日も早く利用を再開してほしい…31 人
これまで以上に感染症対策を徹底（完全予約制、利用人数や時間の制限等）した上で再開してほしい…14 人
感染が落ち着いてから再開してほしい…6 人
再開しても当分利用したくない…0 人
1日も早く利用を再開してほしい
これまで以上に感染症対策を徹底（完全予約制、利用人数や時間の制限等）した上で再開してほ
しい
感染が落ち着いてから再開してほしい

12%

27%
61%

Q9.（Q8.で「1 日も早く利用を再開してほしい」「これまで以上に感染症対策を徹底（完全予
約制、利用人数、時間制限等）した上で再開してほしい」を選択された方のみお答え下さ
い。）
再開のタイミング・利用方法についてあなたのお考えに近いものを教えて下さい。
緊急事態宣言下でもこれまで通り利用したい・再開してほしい…16 人
緊急事態宣言下でもほかの親子に会わないなら（例：1 時間に 1 組だけ利用など）利用したい・再開してほし
い…5 人
緊急事態宣言が解除されてからこれまで通り利用したい・再開してほしい…19 人
緊急事態宣言が解除されてからほかの親子に会わないなら（例：１時間に１組だけ利用など）利用した
い・再開してほしい…2 人
その他…3 人
・ほかの親子には会いたいので、3 組など少人数制で再開してほしい
・緊急事態宣言中でも、数組で開放して頂けると嬉しいです。
・緊急事態宣言下でも、定員を減らすなどして再開してほしい
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緊急事態宣言下でもこれまで通り利用したい・再開してほしい
緊急事態宣言下でもほかの親子に会わないなら利用したい・再開してほしい
緊急事態宣言が解除されてからこれまで通り利用したい・再開してほしい
緊急事態宣言が解除されてからほかの親子に会わないなら利用したい・再開してほしい
その他

7%
4%

36%

42%

11%

Q10. 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
＊暑い日の午後などは公園も辛くなってくるので、オープンスペースが本当に助かります。旦那が土日は仕事
のため、土曜日に遊びに連れて行ける場所としても貴重です。色々な遊び場が閉鎖され、我が家も緊急事態
です。。。
（1 歳）
＊オープンスペースが閉鎖になってから、さらにオープンスペースのありがたさを実感しました。電話をくれ
たことがとても嬉しかったです。再開したら、またよろしくお願いします。（0 歳）
＊スマホしか持っていないので、なかなかオンラインでのイベントに参加しづらく、早く再開してもらえたら
嬉しいなぁと思います。
（0 歳、4 歳以上）
＊難しいと思いますが、公園等で集まるイベントがあると嬉しいです。
（0 歳）
＊オープンスペースがなくなると大人と話す機会がなくなって精神的に息詰まるときがある。オンラインより
はオープンスペースに行くことで散歩も兼ねていたので早く再開していただけたら嬉しい。また子どもも自
分（母親）としか関わっていないので（父親は普段帰宅が遅くほとんど関わらない）オープンスペースで他
のお子さんや施設の方と接するのが良い刺激になっていた。（0 歳）
＊実家が遠く自分も子供も、人と接する機会が減ってしまって、緊急事態宣言でしょうがないが残念。早く緊
急事態宣言が終わるのを待ちます。
（1 歳）
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＊オンラインは zoom 自体が使えないので子育ての意見交換に参加できないので困ってます。（2 歳）
＊いつも遊びに行かせてもらって、ありがとうございます。これから暑い季節になるので、オープンスペース
などの室内で子どもを安心して遊ばせることのできる場所はとてもありがたいです。再開したら、また遊び
に行かせて下さい。（3 歳）
＊オンラインだと子供かかえては難しいので、早く広場に行きたいです。もっと家族以外の大人と話をしたい
です！（0 歳、4 歳以上）
＊話をしたいので少人数で話しやすい雰囲気を希望する（0 歳）
＊6 ヶ月未満の日があるように、他年齢限定での時間もあると嬉しい（0 歳）
＊夫が子どもとクスクスに行った際に、「お父さんが来てくれてすごい」と褒められたそうですが、夫は「当
たり前のことをしているだけなのに」と、少し不快に感じたそうです。気を遣ってくださったのだと思うの
ですが、逆に行きにくく感じたそうです。何かの参考になれば嬉しいです。
（2 歳）
＊オンラインの時間を長くして頂けると参加しやすく、助かります（0 歳）
＊クスクス祇園さんでお世話になりました。コロナで休業となり、引っ越しもあり挨拶ができませんでしたが、
行き詰まった時に利用させていただき助かりました。話を聴いてくださってありがとうございました。
（1 歳）
＊子育てオープンスペースの再開を楽しみにしています(*^^*)（0 歳）
＊また再開したら利用したいです。楽しみに待っています！（0 歳）
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