
各調査票各調査票各調査票各調査票のののの設問一覧設問一覧設問一覧設問一覧（（（（案案案案））））

注釈 H21.1.15

国基本

国基本(新)

国任意

国任意(新)

市独自

市独自(新)

今回小樽採用

就学前児童用（大項目12　小項目65） 保育所児童用（大項目12　小項目65） 幼稚園児童用（大項目12　小項目61） 小学校児童用（大項目9　小項目53）

１．子どもと家族の状況 １．子どもと家族の状況 １．子どもと家族の状況 １．子どもと家族の状況
問1 子どもの生年月 国基本 問1 子どもの生年月 国基本 問1 子どもの生年月 国基本 問1 子どもの生年月 国基本

問2 子どもの年齢 国基本 問2 子どもの年齢 国基本 問2 子どもの年齢 国基本 問2 子どもの年齢 国基本

問3 同居・近居している家族の人数 国基本 問3 同居・近居している家族の人数 国基本 問3 同居・近居している家族の人数 国基本 問3 同居・近居している家族の人数 国基本

問4 子どもを預けられる人がいるか 国基本 問4 子どもを預けられる人がいるか 国基本 問4 子どもを預けられる人がいるか 国基本 問4 子どもを預けられる人がいるか 国基本

問4-1 祖父母の預かり状況 国基本 問4-1 祖父母の預かり状況 国基本 問4-1 祖父母の預かり状況 国基本 問4-1 祖父母の預かり状況 国基本

問4-2 友人、知人の預かり状況 国基本 問4-2 友人、知人の預かり状況 国基本 問4-2 友人、知人の預かり状況 国基本 問4-2 友人、知人の預かり状況 国基本

問5 だれが子どもの世話をするのか 国基本 問5 だれが子どもの世話をするのか 国基本 問5 だれが子どもの世話をするのか 国基本 問5 だれが子どもの世話をするのか 国基本

問6 お住まいの地区 国基本 問6 お住まいの地区 国基本 問6 お住まいの地区 国基本 問6 お住まいの地区 国基本

２．親の就労状況 ２．親の就労状況 ２．親の就労状況 ２．親の就労状況
問7 現在の就労状況 国基本(新) 問7 現在の就労状況 国基本(新) 問7 現在の就労状況 国基本(新) 問7 現在の就労状況 国基本(新)

問8 母親の就労希望はあるか 国基本(新) 問8 母親の就労希望はあるか 国基本(新) 問8 母親の就労希望はあるか 国基本(新) 問8 母親の就労希望はあるか 国基本(新)

問8-1 就労希望の形態はどのようなものか 国基本(新) 問8-1 就労希望の形態はどのようなものか 国基本(新) 問8-1 就労希望の形態はどのようなものか 国基本(新) 問8-1 就労希望の形態はどのようなものか 国基本(新)

問8-2 就労希望があって働いていない理由 国基本(新) 問8-2 就労希望があって働いていない理由 国基本(新) 問8-2 就労希望があって働いていない理由 国基本(新) 問8-2 就労希望があって働いていない理由 国基本(新)

問8-3 末子が何歳になったときに就労を希望す
るか

国基本(新) 問8-3 末子が何歳になったときに就労を希望す
るか

国基本(新) 問8-3 末子が何歳になったときに就労を希望す
るか

国基本(新) 問8-3 末子が何歳になったときに就労を希望す
るか

国基本(新)

問9 子どもの出産前後に離職したか 国基本(新) 問9 子どもの出産前後に離職したか 国基本(新) 問9 子どもの出産前後に離職したか 国基本(新)

問9-1 仕事と家庭の両立を支援する環境が整っ
ていたら就労を継続したか

国基本(新) 問9-1 仕事と家庭の両立を支援する環境が整っ
ていたら就労を継続したか

国基本(新) 問9-1 仕事と家庭の両立を支援する環境が整っ
ていたら就労を継続したか

国基本(新)

３．保育サービスの利用状況（現状） ３．保育サービスの利用状況（現状） ３．保育サービスの利用状況（現状） ３．放課後児童クラブの利用状況（現状）
問10 現在の保育サービスの利用の有無 国基本 問9 現在の放課後児童クラブの利用の有無 国基本

問10-1 利用している保育サービスの種類 国基本 問10 現在通っている保育所は何か 市独自 問9-1 放課後児童クラブの利用日数と利用の理
由

国基本

問10-2 認可保育所を選ぶ際に希望する場所 市独自(新) 問10-1 認可保育所を選ぶ際に希望する場所 市独自(新) 問9-2 利用している放課後児童クラブはどの施
設か

市独自

問10-3 現在通っている保育所の場所 市独自(新) 問10-2 現在通っている保育所の場所 市独自(新) 問9-3 放課後児童クラブをどのように感じてい
るか

国任意

問10-4 認可保育所を利用していない理由 国基本 問10-3 認可保育所を利用していない理由 国基本 問9-4 放課後児童クラブを利用していない理由 国基本

問10-5 １週、１日の保育サービス利用量 国基本 問10-４ １週、１日の保育サービス利用量。日
曜・祝日の利用

国基本 問10 １週、１日の幼稚園利用量 国基本 問9-5 放課後児童クラブの今後の利用希望 国基本

問10-5 ほかに利用している保育サービス 国基本 問10-1 ほかに利用している保育サービス 国基本 問9-6 放課後児童クラブを利用したい理由 国基本
問10-6 ほかに利用している保育サービスがある

場合の１週、１日の利用量
国基本 問10-2 ほかに利用している保育サービスがある

場合の１週、１日の利用量
国基本

問10-6 保育サービスを利用する理由 国基本 問10-7 保育サービスを利用する理由 国基本 問10-3 保育サービスを利用する理由 国基本

問10-7 保育サービスを利用していない理由 国基本 問10 小学４年生以降の放課後の過ごし方 国基本

４．保育サービスの利用希望 ４．保育サービスの利用希望 ４．保育サービスの利用希望 問11 子どもの日常の居場所 国任意

問11 今は利用していないが、できれば利用し
たい、あるいはすでに利用しているが(利
用日数・回数や利用時間が)足りていない
と思う保育サービス

国基本 問11 今は利用していないが、できれば利用し
たい、あるいはすでに利用しているが
(利用日数・回数や利用時間が)足りてい
ないと思う保育サービス

国基本 問11 今は利用していないが、できれば利用し
たい、あるいはすでに利用しているが
(利用日数・回数や利用時間が)足りてい
ないと思う保育サービス

国基本 問12 身近な地域で、子ども同士が交流等を行
うことのできる場ができた場合、どのよ
うなものが望ましいか

国任意

問11-1 希望する１週、１日の保育サービス量 国基本 問11-1 希望する１週、１日の保育サービス量 国基本 問11-1 希望する１週、１日の保育サービス量 国基本 問13 よく利用する公共施設 国任意

問11-2 サービスを利用したいと考えている理由 国基本 問11-2 サービスを利用したいと考えている理由 国基本 問11-2 サービスを利用したいと考えている理由 国基本 問13-1 児童館・児童センターを利用しない理由 国任意

土土土土・・・・休日休日休日休日のののの保育保育保育保育のののの希望希望希望希望 土土土土・・・・休日休日休日休日のののの保育保育保育保育のののの希望希望希望希望 地域活動への参加状況
問12 土、日、祝日の保育サービスなど（一時

的な利用は除く）の利用希望
国基本 問12 土、日、祝日の保育サービスなど（一時

的な利用は除く）の利用希望
国基本 問12 土、日、祝日の保育サービスなど（一時

的な利用は除く）の利用希望
国基本 問14 地域活動やグループ活動に参加したこと

は
国任意

問14-1 参加したことがある、今後参加させたい
地域活動やグループ活動の種類

国任意

～ 小樽市が独自に盛り込んだ調査項目で、今回調査時からのもの

～ 国が前回示した任意の調査項目で、今回小樽市が採用するもの

（設問数：就学前児童用30　　保育所児童用29　　幼稚園児童用28　　小学校児童用20）

（設問数：就学前児童用19　　保育所児童用19　　幼稚園児童用19　　小学校児童用14）

（設問数：就学前児童用13　　保育所児童用13　　幼稚園児童用13　　小学校児童用17）

（設問数：就学前児童用  1　　保育所児童用  1 　　幼稚園児童用  1　　小学校児童用  1）

（設問数：就学前児童用  0　　保育所児童用  1 　　幼稚園児童用  0　　小学校児童用  1）

（設問数：就学前児童用  2　　保育所児童用  2　　 幼稚園児童用  0　　小学校児童用  0）

（設問数：就学前児童用 (2)　  保育所児童用 (2)　　 幼稚園児童用 (2)　  小学校児童用 (1)）

～ 国が示す必須の調査項目で、前回調査時からのもの

～ 国が示す必須の調査項目で、今回調査時からのもの

～ 国が示す任意の調査項目で、前回調査時からのもの

～ 国が示す任意の調査項目で、今回調査時からのもの

～ 小樽市が独自に盛り込んだ調査項目で、前回調査時からのもの

土土土土・・・・休日休日休日休日のののの保育保育保育保育のののの希望希望希望希望
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各調査票各調査票各調査票各調査票のののの設問一覧設問一覧設問一覧設問一覧（（（（案案案案））））

５．子どもが病気などのときの対応 ５．子どもが病気などのときの対応 ４．子どもが病気などのときの対応
保育保育保育保育サービスをサービスをサービスをサービスを利用利用利用利用しているしているしているしている保護者保護者保護者保護者のののの方方方方へへへへ 保育保育保育保育サービスをサービスをサービスをサービスを利用利用利用利用しているしているしているしている保護者保護者保護者保護者のののの方方方方へへへへ

問13 この１年間に、子どもが病気やケガで通
常の保育サービスが利用できなかったこ
とは

国基本 問13 この１年間に、子どもが病気やケガで通
常の保育サービスが利用できなかったこ
とは

国基本 問13 この１年間に、子どもが病気やケガで通
常の保育サービスが利用できなかったこ
とは

国基本 問15 この１年間に、子どもが病気やケガで学
校を休まなければならなかったことは

国基本(新)

問13-1 この１年間の対処方法と日数 国基本 問13-1 この１年間の対処方法と日数 国基本 問13-1 この１年間の対処方法と日数 国基本 問15-1 この１年間の対処方法と日数 国基本(新)

問13-2 「父親または母親が休んだ」、「親族・
知人に預けた」方の、できれば施設に預
けたいと思った日数

国基本 問13-2 「父親または母親が休んだ」、「親族・
知人に預けた」方の、できれば施設に預
けたいと思った日数

国基本 問13-2 「父親または母親が休んだ」、「親族・
知人に預けた」方の、できれば施設に預
けたいと思った日数

国基本 問15-2 「父親または母親が休んだ」、「親族・
知人に預けた」方の、できれば施設に預
けたいと思った日数

国基本(新)

すべてのすべてのすべてのすべての方方方方へへへへ すべてのすべてのすべてのすべての方方方方へへへへ
問13-3 医療機関との連携のもとに看護師などが

預かるサービスがあるとしたら、どのよ
うな施設または条件の場合に利用したい
か

国任意 問13-3 医療機関との連携のもとに看護師などが
預かるサービスがあるとしたら、どのよ
うな施設または条件の場合に利用したい
か

国任意 問13-3 医療機関との連携のもとに看護師などが
預かるサービスがあるとしたら、どのよ
うな施設または条件の場合に利用したい
か

国任意

６．一時的な預かり ６．一時的な預かり ５．一時的な預かり
問14 この１年間で、私用やリフレッシュ目

的、冠婚葬祭や親の病気、就労のため、
家族以外の誰かに一時的に預けたことは

国基本 問14 この１年間で、私用やリフレッシュ目
的、冠婚葬祭や親の病気、就労のため、
家族以外の誰かに一時的に預けたことは

国基本 問14 この１年間で、私用やリフレッシュ目
的、冠婚葬祭や親の病気、就労のため、
家族以外の誰かに一時的に預けたことは

国基本 問16 この１年間で、私用やリフレッシュ目
的、冠婚葬祭や親の病気、就労のため、
家族以外の誰かに一時的に預けたことは

国基本

問15 できれば利用したい、あるいは、すでに
利用しているが日数・回数を増やしたい
か

国基本 問15 できれば利用したい、あるいは、すでに
利用しているが日数・回数を増やしたい
か

国基本 問15 できれば利用したい、あるいは、すでに
利用しているが日数・回数を増やしたい
か

国基本 問17 できれば利用したい、あるいは、すでに
利用しているが日数・回数を増やしたい
か

国基本

問15-1 子どもを預ける場合、どのようなサービ
スを希望するか

国任意 問15-1 子どもを預ける場合、どのようなサービ
スを希望するか

国任意 問15-1 子どもを預ける場合、どのようなサービ
スを希望するか

国任意

７．宿泊を伴う一時的な預かり ７．宿泊を伴う一時的な預かり ６．宿泊を伴う一時的な預かり
問16 この１年間に、保護者の用事などのた

め、泊まりがけで家族以外に預けなけれ
ばならないことは

国基本 問16 この１年間に、保護者の用事などのた
め、泊まりがけで家族以外に預けなけれ
ばならないことは

国基本 問16 この１年間に、保護者の用事などのた
め、泊まりがけで家族以外に預けなけれ
ばならないことは

国基本 問18 この１年間に、保護者の用事などのた
め、泊まりがけで家族以外に預けなけれ
ばならないことは

国基本

問16-1 問16で「１. あった（預け先が見つから
なかった場合を含む）」を選んだ方の、
この１年間の対処方法と泊数

国基本 問16-1 問16で「１. あった（預け先が見つから
なかった場合を含む）」を選んだ方の、
この１年間の対処方法と泊数

国基本 問16-1 問16で「１. あった（預け先が見つから
なかった場合を含む）」を選んだ方の、
この１年間の対処方法と泊数

国基本 問18-1 問16で「１. あった（預け先が見つから
なかった場合を含む）」を選んだ方の、
この１年間の対処方法と泊数

国基本

問16-2 その場合の困難の程度 国基本 問16-2 その場合の困難の程度 国基本 問16-2 その場合の困難の程度 国基本 問18-2 その場合の困難の程度 国基本

問17 放課後児童クラブを利用したいか 国基本(新) 問17 放課後児童クラブを利用したいか 国基本(新) 問17 放課後児童クラブを利用したいか 国基本(新)

７．ベビーシッター
問18 利用目的 国基本(新) 問18 利用目的 国基本(新) 問18 利用目的 国基本(新) 問19 利用目的 国基本(新)

問18-1 利用頻度 国基本(新) 問18-1 利用頻度 国基本(新) 問18-1 利用頻度 国基本(新) 問19-1 利用頻度 国基本(新)

問20 できれば利用したい、あるいは、すでに
利用しているが日数・回数を増やしたい
か

国基本(新)

８．ファミリー・サポート・センター
問19 ファミリー・サポート・センターを知っ

ているか
国基本 問19 ファミリー・サポート・センターを知っ

ているか
国基本 問19 ファミリー・サポート・センターを知っ

ているか
国基本 問21 ファミリー・サポート・センターを知っ

ているか
国基本(新)

問19-1　　ファミリー・サポート・センター事業が
あった場合、どのようなサービスを利用
したいか

国基本 問19-1　　ファミリー・サポート・センター事業が
あった場合、どのようなサービスを利用
したいか

国基本 問19-1 ファミリー・サポート・センター事業が
あった場合、どのようなサービスを利用
したいか

国基本 問21-1 ファミリー・サポート・センター事業が
あった場合、どのようなサービスを利用
したいか

国基本(新)

問19-2 利用したい日数、時間 国基本 問19-2 利用したい日数、時間 国基本 問19-2 利用したい日数、時間 国基本 問21-2 利用したい日数、時間 国基本(新)

１１．育児休業制度 １１．育児休業制度
問20 母親又は父親が育児休業制度を利用した

か
国基本(新) 問20 母親又は父親が育児休業制度を利用した

か
国基本(新) 問20 母親又は父親が育児休業制度を利用した

か
国基本(新)

問20-1 育児休業から復帰したときの子どもの月
齢

国基本(新) 問20-1 育児休業から復帰したときの子どもの月
齢

国基本(新) 問20-1 育児休業から復帰したときの子どもの月
齢

国基本(新)

問20-2 育児休業明けに、希望する保育サービス
をすぐ利用できたか

国基本(新) 問20-2 育児休業明けに、希望する保育サービス
をすぐ利用できたか

国基本(新) 問20-2 育児休業明けに、希望する保育サービス
をすぐ利用できたか

国基本(新)

問20-3 育児休業明けに希望する保育サービスが
確実に利用できたとしたら、育児休業は
実際に取得した期間と変わったか

国基本(新) 問20-3 育児休業明けに希望する保育サービスが
確実に利用できたとしたら、育児休業は
実際に取得した期間と変わったか

国基本(新) 問20-3 育児休業明けに希望する保育サービスが
確実に利用できたとしたら、育児休業は
実際に取得した期間と変わったか

国基本(新)

問20-4 問20-2で「3. できなかった」を選ばれ
た方に伺います。どのように対応したか

国基本(新) 問20-4 問20-2で「3. できなかった」を選ばれ
た方に伺います。どのように対応したか

国基本(新) 問20-4 問20-2で「3. できなかった」を選ばれ
た方に伺います。どのように対応したか

国基本(新)

８．来年度就学予定の児童を持つ保護者へ

９．ベビーシッター

１０．ファミリー・サポート・センター １０．ファミリー・サポート・センター

保育保育保育保育サービスをサービスをサービスをサービスを利用利用利用利用しているしているしているしている保護者保護者保護者保護者のののの方方方方へへへへ

すべてのすべてのすべてのすべての方方方方へへへへ

６．一時的な預かり

７．宿泊を伴う一時的な預かり

９．ベビーシッター

１０．ファミリー・サポート・センター

８．来年度就学予定の児童を持つ保護者へ

９．ベビーシッター

このこのこのこの１１１１年間年間年間年間のののの、、、、子子子子どもがどもがどもがどもが病気病気病気病気やケガでやケガでやケガでやケガで通常通常通常通常のののの保育保育保育保育
サービスがサービスがサービスがサービスが利用利用利用利用できなかったできなかったできなかったできなかった場合場合場合場合のののの対処方法対処方法対処方法対処方法とととと、、、、
仕事仕事仕事仕事をををを休休休休んだんだんだんだ日数日数日数日数

このこのこのこの１１１１年間年間年間年間のののの、、、、子子子子どもがどもがどもがどもが病気病気病気病気やケガでやケガでやケガでやケガで通常通常通常通常のののの保育保育保育保育
サービスがサービスがサービスがサービスが利用利用利用利用できなかったできなかったできなかったできなかった場合場合場合場合のののの対処方法対処方法対処方法対処方法とととと、、、、
仕事仕事仕事仕事をををを休休休休んだんだんだんだ日数日数日数日数

このこのこのこの１１１１年間年間年間年間のののの、、、、子子子子どもがどもがどもがどもが病気病気病気病気やケガでやケガでやケガでやケガで学校学校学校学校をををを休休休休んんんん
だりだりだりだり、、、、放課後児童放課後児童放課後児童放課後児童クラブなどのクラブなどのクラブなどのクラブなどの預預預預かりサービスがかりサービスがかりサービスがかりサービスが
利用利用利用利用できなかったできなかったできなかったできなかった場合場合場合場合のののの対処方法対処方法対処方法対処方法とととと、、、、仕事仕事仕事仕事をををを休休休休んんんん
だだだだ日数日数日数日数

５．子どもが病気などのときの対応

このこのこのこの１１１１年間年間年間年間のののの、、、、子子子子どもがどもがどもがどもが病気病気病気病気やケガでやケガでやケガでやケガで通常通常通常通常のののの保育保育保育保育
サービスがサービスがサービスがサービスが利用利用利用利用できなかったできなかったできなかったできなかった場合場合場合場合のののの対処方法対処方法対処方法対処方法とととと、、、、
仕事仕事仕事仕事をををを休休休休んだんだんだんだ日数日数日数日数

８．来年度就学予定の児童を持つ保護者へ

１１．育児休業制度
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各調査票各調査票各調査票各調査票のののの設問一覧設問一覧設問一覧設問一覧（（（（案案案案））））

９．すべての方へ

問21 地域子育て支援拠点事業（つどいの広
場、子育て支援センター等）を利用して
いるか

国基本(新) 問21 地域子育て支援拠点事業（つどいの広
場、子育て支援センター等）を利用して
いるか

国基本(新) 問21 地域子育て支援拠点事業（つどいの広
場、子育て支援センター等）を利用して
いるか

国基本(新)

問22 できれば利用したい、あるいは、すでに
利用しているが利用日数を増やしたいか

国基本(新) 問22 できれば利用したい、あるいは、すでに
利用しているが利用日数を増やしたいか

国基本(新) 問22 できれば利用したい、あるいは、すでに
利用しているが利用日数を増やしたいか

国基本(新)

問22-1 利用する場合に希望するサービス 国基本(新) 問22-1 利用する場合に希望するサービス 国基本(新) 問22-1 利用する場合に希望するサービス 国基本(新)

問22-2 現在利用していない理由 国基本(新) 問22-2 現在利用していない理由 国基本(新) 問22-2 現在利用していない理由 国基本(新)

日常日常日常日常のののの遊遊遊遊びびびび場場場場
問23 近くの遊び場について感じていること 国任意 問23 近くの遊び場について感じていること 国任意 問23 近くの遊び場について感じていること 国任意 問22 近くの遊び場について感じていること 国任意

子育子育子育子育てててて支援支援支援支援サービスのサービスのサービスのサービスの認知度認知度認知度認知度・・・・利用度利用度利用度利用度
問24 下記のサービスを知っていたり、これま

でに利用したことはあるか。また、今後
利用したいか

国基本 問24 下記のサービスを知っていたり、これま
でに利用したことはあるか。また、今後
利用したいか

国基本 問24 下記のサービスを知っていたり、これま
でに利用したことはあるか。また、今後
利用したいか

国基本 問23 下記のサービスを知っていたり、これま
でに利用したことはあるか。また、今後
利用したいか

国基本

放課後児童放課後児童放課後児童放課後児童クラブをクラブをクラブをクラブを利用利用利用利用しているしているしているしている方方方方へへへへ
問25 現在通っている保育所、幼稚園、その他

保育施設についてどのように感じている
か

国任意(今
回小樽採用)

問25 現在通っている保育所、幼稚園、その他
保育施設についてどのように感じている
か

国任意(今
回小樽採
用)

問25 現在通っている保育所、幼稚園、その他
保育施設についてどのように感じている
か

国任意(今
回小樽採
用)

問24 現在通っている放課後児童クラブについ
てどのように感じているか

国任意(今
回小樽採用)

問26 子どもとの外出の際に困ること 国任意(今
回小樽採用)

問26 子どもとの外出の際に困ること 国任意(今
回小樽採

問26 子どもとの外出の際に困ること 国任意(今
回小樽採

子育子育子育子育てにてにてにてに関関関関するするするする情報情報情報情報のののの入手方法入手方法入手方法入手方法
問27 子育てに関する情報の入手方法 国任意 問27 子育てに関する情報の入手方法 国任意 問27 子育てに関する情報の入手方法 国任意 問25 子育てに関する情報の入手方法 国任意

子育子育子育子育てにてにてにてに関関関関するするするする悩悩悩悩みやみやみやみや不安感不安感不安感不安感

問28 不安を感じているか 国任意 問28 不安を感じているか 国任意 問28 不安を感じているか 国任意 問26 不安を感じているか 国任意

問29 精神的な負担を感じているか 国任意 問29 精神的な負担を感じているか 国任意 問29 精神的な負担を感じているか 国任意 問27 精神的な負担を感じているか 国任意

問30 日常悩んでいること、気になること 国任意 問30 日常悩んでいること、気になること 国任意 問30 日常悩んでいること、気になること 国任意 問28 日常悩んでいること、気になること 国任意

問31 特に不安に思うこと、感じること 国任意 問31 特に不安に思うこと、感じること 国任意 問31 特に不安に思うこと、感じること 国任意 問29 特に不安に思うこと、感じること 国任意

子育子育子育子育てにてにてにてに関関関関するするするする悩悩悩悩みのみのみのみの相談相手相談相手相談相手相談相手
問32 不安や悩みの相談先 国任意 問32 不安や悩みの相談先 国任意 問32 不安や悩みの相談先 国任意 問30 不安や悩みの相談先 国任意

仕事仕事仕事仕事とととと子育子育子育子育てのてのてのての両立両立両立両立
問33 仕事と子育ての両立で大変と感じること 国任意 問33 仕事と子育ての両立で大変と感じること 国任意 問33 仕事と子育ての両立で大変と感じること 国任意 問31 仕事と子育ての両立で大変と感じること 国任意

問34 生活の中で「仕事時間」と「家事(育児)･
プライベートの生活時間」の優先度につ
いて。「希望」と「現実」それぞれ

国任意(新) 問34 生活の中で「仕事時間」と「家事(育児)･
プライベートの生活時間」の優先度につ
いて。「希望」と「現実」それぞれ

国任意(新) 問34 生活の中で「仕事時間」と「家事(育児)･
プライベートの生活時間」の優先度につ
いて。「希望」と「現実」それぞれ

国任意(新) 問32 生活の中で「仕事時間」と「家事(育児)･
プライベートの生活時間」の優先度につ
いて。「希望」と「現実」それぞれ

国任意(新)

行政行政行政行政にににに対対対対するするするする意見意見意見意見・・・・要望要望要望要望
問35 子育てに関する行政への意見や要望（記

述式）
国任意 問35 子育てに関する行政への意見や要望（記

述式）
国任意 問35 子育てに関する行政への意見や要望（記

述式）
国任意 問33 子育てに関する行政への意見や要望（記

述式）
国任意

行政行政行政行政にににに対対対対するするするする意見意見意見意見・・・・要望要望要望要望行政行政行政行政にににに対対対対するするするする意見意見意見意見・・・・要望要望要望要望

子育子育子育子育てにてにてにてに関関関関するするするする悩悩悩悩みのみのみのみの相談相手相談相手相談相手相談相手

子育子育子育子育てにてにてにてに関関関関するするするする悩悩悩悩みやみやみやみや不安感不安感不安感不安感

子育子育子育子育てにてにてにてに関関関関するするするする情報情報情報情報のののの入手方法入手方法入手方法入手方法

仕事仕事仕事仕事とととと子育子育子育子育てのてのてのての両立両立両立両立

子育子育子育子育てにてにてにてに関関関関するするするする情報情報情報情報のののの入手方法入手方法入手方法入手方法

子育子育子育子育てにてにてにてに関関関関するするするする悩悩悩悩みやみやみやみや不安感不安感不安感不安感

保育保育保育保育サービスサービスサービスサービス等等等等をををを利用利用利用利用しているしているしているしている方方方方へへへへ

外出外出外出外出のののの際困際困際困際困ることることることること

行政行政行政行政にににに対対対対するするするする意見意見意見意見・・・・要望要望要望要望

仕事仕事仕事仕事とととと子育子育子育子育てのてのてのての両立両立両立両立

子育子育子育子育てにてにてにてに関関関関するするするする悩悩悩悩みのみのみのみの相談相手相談相手相談相手相談相手

地域子育地域子育地域子育地域子育てててて支援支援支援支援センターセンターセンターセンター、、、、つどいのつどいのつどいのつどいの広場広場広場広場
１２．すべての方へ

日常日常日常日常のののの遊遊遊遊びびびび場場場場

子育子育子育子育てててて支援支援支援支援サービスのサービスのサービスのサービスの認知度認知度認知度認知度・・・・利用度利用度利用度利用度

１２．すべての方へ
地域子育地域子育地域子育地域子育てててて支援支援支援支援センターセンターセンターセンター、、、、つどいのつどいのつどいのつどいの広場広場広場広場

日常日常日常日常のののの遊遊遊遊びびびび場場場場

子育子育子育子育てててて支援支援支援支援サービスのサービスのサービスのサービスの認知度認知度認知度認知度・・・・利用度利用度利用度利用度

仕事仕事仕事仕事とととと子育子育子育子育てのてのてのての両立両立両立両立

保育保育保育保育サービスサービスサービスサービス等等等等をををを利用利用利用利用しているしているしているしている方方方方へへへへ

外出外出外出外出のののの際困際困際困際困ることることることること外出外出外出外出のののの際困際困際困際困ることることることること

保育保育保育保育サービスサービスサービスサービス等等等等をををを利用利用利用利用しているしているしているしている方方方方へへへへ

子育子育子育子育てててて支援支援支援支援サービスのサービスのサービスのサービスの認知度認知度認知度認知度・・・・利用度利用度利用度利用度

子育子育子育子育てにてにてにてに関関関関するするするする情報情報情報情報のののの入手方法入手方法入手方法入手方法

子育子育子育子育てにてにてにてに関関関関するするするする悩悩悩悩みやみやみやみや不安感不安感不安感不安感

子育子育子育子育てにてにてにてに関関関関するするするする悩悩悩悩みのみのみのみの相談相手相談相手相談相手相談相手

日常日常日常日常のののの遊遊遊遊びびびび場場場場

地域子育地域子育地域子育地域子育てててて支援支援支援支援センターセンターセンターセンター、、、、つどいのつどいのつどいのつどいの広場広場広場広場
１２．すべての方へ
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