
小学校児童用小学校児童用小学校児童用小学校児童用

問1 対象のお子さん（小学１年生）の生年月をお伺いします。

平成 年 　月　生まれ

※以下の設問では、このお子さんを「対象のお子さん」と呼びます。

問2

問3

問4

　1.　日常的に祖父母等の親族に預かってもらえる

　2.　緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族に預かってもらえる

　3.　日常的に子どもを預けられる友人・知人がいる

　4.　緊急時もしくは用事の際には子どもを預けられる友人・知人がいる

　5.　いずれもない

問4-1

　1.　祖父母が孫を預かることについては、特に問題はない

　2.　祖父母の身体的負担が大きく心配である

　3.　祖父母の時間的制約や精神的な負担が大きく心配である

　4.　自分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦しい

　5.　その他（　             　　      　     　　　　　　　　　　　　　　　）

問4-2

　1.　友人・知人に預かってもらうことについては、特に問題はない

　2.　友人・知人の身体的負担が大きく心配である

　3.　友人・知人の時間的制約や精神的な負担が大きく心配である

　4.　自分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦しい

　5.　その他（　             　　      　     　　　　　　　　　　　　　　　）

 同居の家族全員の人数（　　　　　）人
※人数には対象のお子さんを含む

　8.　祖母近居 　9.　祖父近居

　1.　父母同居 　2.　母同居(ひとり親家庭) 　3. 父同居(ひとり親家庭)

　4.　兄弟姉妹同居 　5.　祖母同居

問4で「1.」または「2.」を選ばれた方にお伺いします。
祖父母に預かってもらっている状況についてお伺いします。あてはまる答えの番号すべてに○をつけてく
ださい。

問4で「3.」または「4.」を選ばれた方にお伺いします。
友人や知人に預かってもらっている状況についてお伺いします。あてはまる答えの番号すべてに○をつけ
てください。

　6.　祖父同居

　7.　その他同居

日ごろ、対象のお子さんを預かってもらえる人はいますか。あてはまる答えの番号すべてに○をつけてく
ださい。

（→　問4-2へ）

（→　問5へ）

第５子（　　　）歳第３子（　　　）歳

１．対象のお子さんとご家族の状況についてお伺いします。

対象のお子さんとの同居（2世帯住宅を含む）・近居（概ね30分以内程度に行き来できる範囲）の状況に
ついてお伺いします。
同居している家族全員の人数をご記入ください。また、あてはまる答えの番号すべてに○をつけてくださ
い。
※続柄は対象のお子さんからみた関係です。

すべてのお子さん（対象のお子さんを含む）について、平成２１年１月１日現在の年齢をご記入くださ
い。お子さんが６人以上いらっしゃる場合は欄外にお書きください。

第１子（　　　）歳 第２子（　　　）歳 第４子（　　　）歳

（→　問4-1へ）

1/16



小学校児童用小学校児童用小学校児童用小学校児童用

問5

　1.　主に父親 2.　主に母親 3.　主に祖父母 4.　その他

問6

　1.　塩谷地区（蘭島、忍路、桃内、塩谷）

　2.　長橋・オタモイ地区（オタモイ、幸、長橋３～５丁目、旭町）

　3.　高島地区（祝津、赤岩、高島）

　4.　手宮地区（手宮、末広町、梅ヶ枝町、錦町、清水町、豊川町、石山町、色内３丁目）

　5.　中央地区（長橋１・２丁目、稲穂、花園、色内１・２丁目、港町、堺町、東雲町、山田町、相生町、入船１・２丁目）

　6.　山手地区（富岡、緑、最上、松ヶ枝、入船３～５丁目、天狗山）

　7.　南小樽地区（住ノ江、住吉町、有幌町、信香町、若松、奥沢、天神、真栄、潮見台、新富町、勝納町、若竹町、築港）

　8.　朝里地区（桜、船浜町、朝里、新光、望洋台、新光町、朝里川温泉）

　9.　銭函地区（張碓町、春香町、桂岡町、銭函、見晴町、星野町）

対象のお子さんのお住まいの地区として、あてはまる答えの番号に１つだけ○をつけてください。

対象のお子さんの身の回りの世話などを主にしている方として、あてはまる答えの番号に１つだけ○をつ
けてください。続柄は対象のお子さんから見た関係です。
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問7

（1）父親　【母のひとり親家庭の場合は記載不要】

　1.　就労している（フルタイム；育休・介護休業中は含まない）

→

　2.　就労している（フルタイムだが育休・介護休業中）

　3.　就労している（パートタイム、アルバイト等）

→ 就労時間についてお伺いします。

→ フルタイムへの転換希望がありますか。

　4.　以前は就労していたが、現在は就労していない

　5.　これまでに就労したことがない

（2）母親　【父のひとり親家庭の場合は記載不要】　

　1.　就労している（フルタイム；産休・育休・介護休業中は含まない）

→

　2.　就労している（フルタイムだが産休・育休・介護休業中）

　3.　就労している（パートタイム、アルバイト等）

→ 就労時間についてお伺いします。

→ フルタイムへの転換希望がありますか。

　4.　以前は就労していたが、現在は就労していない

　5.　これまでに就労したことがない

【　1週当たり〔　　  　〕日　　・　　1日当たり〔　 　 　〕時間　　】

１週当たりの平均の就労時間・働いている日の平均的な帰宅時間についてお伺いします。

（→　問8へ）

２．対象のお子さんの親御さんの就労状況についてお伺いします。

現在の就労状況を（自営業、家族従事者含む）お伺いします。あてはまる答えの番号に１つだけ○をつけ
てください。併せて、〔　　　〕に数字の記入をお願いします。

１週当たりの平均の就労時間・働いている日の平均的な帰宅時間についてお伺いします。

【　1週当たり〔　　  　〕時間、帰宅時間　〔　　　　　〕時　　】　

【　1週当たり〔　　  　〕時間、帰宅時間　〔　　　　　〕時　　】　

【　1週当たり〔　　  　〕日　　・　　1日当たり〔　 　 　〕時間　　】

【　　①　希望がある　　　　②　希望があるが予定はない　　③希望はない　　】

【　　①　希望がある　　　　②　希望があるが予定はない　　③希望はない　　】
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問8

　1.　有（すぐにでも若しくは１年以内に希望がある）

　2.　有（１年より先で、子どもがある程度大きくなったら就労したい）

　3.　無

問8-1

　1.　フルタイムによる就労

　2.　パートタイム、アルバイト等による就労（１週当たり〔　　〕日・１日当たり〔　　〕時間）

⇒

問8-2へ

問8-2

　1.　放課後児童クラブなどのサービスが利用できれば就労したい

　2.　働きながら子育てできる適当な仕事がない

　3.　自分の知識、能力にあう仕事がない

　4.　家族の考え方(親族の理解が得られない）等就労する環境が整っていない

　5.　子どもがある程度大きくなるまで自分のもとで過ごさせたい

問8-3

　歳になったとき

問8-4

　1.　子どもが大きくなるまでは、自分のもとで過ごさせたい

　2.　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

就労希望がありながら、現在働いていない理由は何ですか。もっとも近い答えの番号に１つだけ○をつけ
てください。

問8で「2. 有（１年より先で、子どもがある程度大きくなったら就労したい）」を選ばれた方にお伺いし
ます。
対象のお子さんも含めて一番小さい子が何歳になったときに就労を希望されますか。

問8で「3. 無」を選ばれた方にお伺いします。
就労を希望しない理由は何ですか。

（→　問8-4へ）

問8で「1. 有（すぐにでも若しくは１年以内に希望がある）」、「2. 有（1年より先で、子どもがある程
度大きくなったら就労したい）」を選ばれた方にお伺いします。
就労希望の形態はどのようなものですか。あてはまる答えの番号に１つだけ○をつけてください。（パー
ト、アルバイトを希望の方は１週当たり日数及び１日当たり時間も記入してください。）

　6.　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問7の「(２)母親」で「4. 以前は就労していたが、現在は就労していない」または「5. これまでに就労し
たことがない」を選ばれた方にお伺いします。
母親の就労希望はありますか。あてはまる答えの番号に１つだけ○をつけてください。

（→　問8-1へ）
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問9

　1.　利用している

　2.　利用していない

問9-1

週に 日くらい 　　→　うち土曜日の利用 1.　ある

2.　ない

　対象のお子さんの身の回りの世話を主にしている方が

　1.　現在就労している

　2.　就労予定がある／求職中である

　3.　家族・親族などを介護しなければならない

　4.　病気や障がいを持っている

　5.　学生である

⇒

問9-2へ

問9-2

1.　学校施設 2.　勤労女性センター 3.　塩谷児童センター 4.　いなきた児童館

⇒

問9-3へ

問9-3

　1.　開設時間を延長してほしい→ （　　　　）時まで

　2.　高学年も利用できるようにしてほしい → （　　　　）年生まで

　3.　日曜日、祝日も開いてほしい

　4.　施設設備を改善してほしい

　5.　指導内容を工夫してほしい

　6.　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

放課後児童クラブに対してどのように感じていますか。あてはまる答えの番号すべてに○をつけてくださ
い。

対象のお子さんについて、現在、放課後児童クラブを利用していますか。あてはまる答えの番号に○をつ
けてください。
【放課後児童クラブ…地域によって学童保育などと呼ばれています。保護者が就労等により昼間家庭にい
ない場合などに、指導員の下で、子ども（おおむね10歳未満）の生活の場を提供するものです。】

（→　問9-1へ）

　7.　現在のままでよい

３．対象のお子さんの放課後児童クラブの利用についてお伺いします。

問9で「1. 利用している」を選ばれた方にお伺いします。
対象のお子さんについて、放課後児童クラブの利用日数はどれくらいですか。また、利用していらっしゃ
る理由について、あてはまる答えの番号に１つだけ○をつけてください。

　6.　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

現在、利用している放課後児童クラブはどの施設ですか。あてはまる答えの番号に1つだけ○をつけてく
ださい。

（→　問9-4へ）
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問9-4

　お子さんの身の回りの世話を主にしている方が

　1.　現在就労していないから

　2.　就労しているが、放課後児童クラブを知らなかったから

　3.　就労しているが、近くに放課後児童クラブがないから

　4.　就労しているが、放課後児童クラブに空きがないから

　5.　就労しているが、放課後児童クラブの開所時間が短いから

　6.　就労しているが、利用料がかかるから

　7.　就労しているが、子どもは放課後の習い事をしているから

　8.　就労しているが、放課後の短時間ならば、子どもだけでも大丈夫だと思うから

　9.　就労しているが、他の施設に預けているから

⇒

問9-5へ

問9-5

　1.　利用したい →　週に 1.　ある

　2.　今後も利用しない 2.　ない

問9-6

　お子さんの身の回りの世話を主にしている方が

　1.　現在就労している

　2.　就労予定がある／求職中である

　3.　そのうち就労したいと考えている

　4.　家族・親族などを介護しなければならない

　5.　病気や障がいを持っている

　6.　学生である／就学したい

　7.　就労していないが、子どもの教育などのために預けたい

問9-5で「1. 利用したい」を選ばれた方にお伺いします。
今後放課後児童クラブを利用したい理由について、もっともあてはまる答えの番号に１つだけ○をつけて
ください。

（→　問9-6へ）
日くらい　うち土曜日の利用希望

　8.　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問9で「2. 利用していない」を選ばれた方にお伺いします。
利用していない理由について、もっともあてはまる答えの番号に１つだけ○をつけてください。

 10.　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

対象のお子さんについて、今後、放課後児童クラブを利用したいとお考えですか。あてはまる答えの番号
に○をつけてください。
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問10

　1.　放課後児童クラブを利用したい

小学　 　年生まで利用したい

　2.　クラブ活動など習い事をさせたい

　3.　利用を希望するサービスは特にない

　4.　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問11

《該当する番号を1つずつ選んで上の表に記入してください≫ ≪同じ番号を何度使ってもかまいません≫

　1.　学校にいた 　10.　友達の家(子どもだけ)にいた

　2.　放課後児童クラブで過ごした 　11.　近所の家(友達の家を除く)にいた

　3.　自宅で保護者と過ごした 　12.　公園などで友達と(子どもだけで)遊んでいた

　4.　自宅で保護者や兄弟姉妹(友達)たちと過ごした 　13.　児童館・児童センターなどの公共の施設にいた

　5.　自宅で保護者等の家族・親族(大人)と過ごした 　→ (施設名：　　　　　　　　　　　　　)

　6.　自宅でベビーシッターや家政婦などと過ごした 　14.　学習塾や習いごとに行っていた

　7.　自宅で兄弟姉妹(友達)と子どもだけで過ごした 　15.　クラブ活動や地域・スポーツ活動に参加していた

　8.　自宅でひとりで過ごした 　16.　その他(　　　　　　　　　　　　　　　　）

　9.　友達の家(大人のいる家)にいた

問12

　1.　子どもに遊びを教えたり、しつけをしてくれる場

　2.　子どもが放課後などに集って、子ども同士で自主活動などができる場

　3.　子どもが土曜日と日曜、祝日に活動ができたり遊べる場

　4.　子どもが悩みを相談できる場

　5.　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

対象のお子さんの日常の居場所についてお伺いします。

↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑

１４～16時 １６～1８時 １８～２０時 ２０時以降

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とお
考えですか。希望するものの答えの番号すべてに○をつけてください。

すべての方にお伺いします。
対象のお子さんについてお伺いします。小学４年生以降の放課後の過ごし方について、どのようなことを
望みますか。あてはまる答えの番号すべてに○をつけてください。

　　（1.を選ばれた方）→
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問13 対象のお子さんがよく利用する公共施設は何ですか。あてはまる答えの番号すべてに○をつけてください。

　1.　児童館・児童センター（ただし放課後児童クラブでの利用を除く）

　2.　市民センター・地区センター

　3.　図書館

　4.　公園

　5.　体育施設（プールも含む）

　6.　いずれも利用しない

　7.　その他（　        　　      　     　　　　　　　　　　　　　　　）

問13-1

　1.　児童館・児童センターの存在をしらない

　2.　児童館・児童センターの存在は知っているが、事業の内容を知らない

　3.　利用したいが、近くにないので利用できない

　4.　児童館・児童センターの事業内容に不満がある

　5.　その他（　        　　      　     　　　　　　　　　　　　　　　）

問14

　1.　参加したことがある

　2.　参加したことはないが、今後は参加させたいと思っている

　3.　参加したことがなく、今後も予定はない

問14-1

　1.　スポーツ活動 ６.　子ども会等青少年団活動

　2.　文化・音楽活動 7.　リサイクル活動等の環境分野での社会貢献活動

　3.　キャンプ等の野外活動 8.　ボランティア活動

　４.　高齢者訪問等の社会福祉活動 9.　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

　5.　ホームステイ等の国際交流活動

（→　問14-1へ）

対象のお子さんは地域活動やグループ活動に参加されたことはありますか。次の中からあてはまる答えの
番号に1つだけ○をつけてください。

問14で「１.」または「2.」を選ばれた方にお伺いします。
対象のお子さんが参加したことがある、もしくは今後参加させたい地域活動やグループ活動の種類は何で
すか。あてはまる答えの番号すべてに○をつけてください。

（→　問14へ）

（→　問13-1へ）

問13で「2.」～「7.」を選ばれた方にお伺いいたします。児童館・児童センターを利用しない理由は何で
すか。あてはまる答えの番号に1つだけ○をつけてください。

 対象のお子さんの地域活動への参加状況についてお伺いします。

（→　問15へ）
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問15

　1.　あった

　2.　なかった

問15-1 問15-2

日　

日　 できれば施設等に預けたい 　日

日　

日

日

日

日

日

日

この１年間に、対象のお子さん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ありますか。

このこのこのこの１１１１年間年間年間年間のののの、、、、対象対象対象対象のおのおのおのお子子子子さんがさんがさんがさん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だりんだりんだりんだり、、、、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だんだんだんだ日数日数日数日数はどれくらいありましたかはどれくらいありましたかはどれくらいありましたかはどれくらいありましたか。。。。父親父親父親父親、、、、母親等母親等母親等母親等それぞれについてそれぞれについてそれぞれについてそれぞれについて
おおおお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。

（→　問15-1,2へ）

　5.　病児・病後児の保育サービスを利用した
　　（保育所で実施しているサービスを含む）

  3. （同居者を含
   　む）親族・知
 　  人に預けた

（半日程度についても１日と
してカウントしてください） ⇒⇒

 1.　父親が休んだ

　6.　ベビーシッターを頼んだ

　7.　仕方なく子どもだけで留守番をさせた

　8.　仕方なく子連れで仕事をした
　　（出勤、在宅とも）

 2.　母親が休んだ ⇒

　4.　就労していない保護者がみた

この１年間の対処方法とそれ
ぞれの日数は概ね何日です
か。あてはまる答えの番号す
べてに○をつけ、それぞれの
日数を記入してください。

（→　問16へ）

　9.　その他（　　　　　　　　　　　　　）

「父親または母親が休んだ」、「親族・知人に預けた」欄に回
答された方に伺います。その際、できれば施設に預けたいと思
われた日数はどれくらいありますか。枠内に日数を記入してく
ださい。

４．対象のお子さんが病気などのときの対応についてお伺いします。
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問16

日

（理由別）

日

日

日

　2.　ない

問17

月に

問18

　1.　あった（預け先が見つからなかった場合を含む）

　2.　なかった （→　問19へ）

問18-1 問18-2

泊

泊

泊

泊

泊

⇒ 1.非常に困難 2.どちらかというと困難

  4.　仕方なく子どもだけで留守番をさせた

3.特に困難ではない

  3.　仕方なく子どもも同行させた

６．すべての方に、対象のお子さんの宿泊を伴う一時的な預かりのことについてお伺いします。

※ショートスティ事業を実施している施
設、認可外保育施設、ベビーシッターな
ど

今は利用していないが、できれば利用したい、あるいは、利用日数・回数を増やしたいと思いますか。希
望がある方は枠内に数字をご記入ください。

1.　ある　→　年間

　① 私用（買物、習い事等）、
　　リフレッシュ目的

　② 冠婚葬祭、子どもの親の病気

↳

５．すべての方に、対象のお子さんの一時的な預かりのことについてお伺いします。

（→　問18-1,2へ）

　時間くらい

⇒

  2.　保育サービス（※右下注）を利用した

この１年間の対処方法とそれ
ぞれの泊数は概ね何日です
か。あてはまる答えの番号す
べてに○をつけ、それぞれの
日数を記入してください。

⇒

その場合の困難度はどの程度でしたか。（あてはまる答えの番
号に1つだけ○をつけてください。）

この１年間で、私用（買物、習い事、スポーツ、会合、美容院など）やリフレッシュ目的、冠婚葬祭や子
どもの親の病気、あるいは就労のため、対象のお子さんを家族以外の誰かに一時的に預けたことはありま
したか。（半日程度についても１日としてカウントしてください）

　③ 就労

この１年間に、保護者の用事などにより、対象のお子さんを泊まりがけで家族以外に預けなければならな
いことはありましたか。

回くらい、１回当たり平均

  1. （同居者を含
   　む）親族・知
 　  人に預けた

  5.　その他（　　　　　　　　　　　　　）
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問19

　1.　主たる保育サービスとして利用している

　2.　保育施設等の利用で足りない時間を補う目的で利用している（朝・夕等）

　3.　子どもの病気・ケガ等の緊急時に利用している

　4.　祖父母や近所の人・友人等に預かってもらえないときに利用している

　5.　親の冠婚葬祭等や買い物等の外出の際に利用している

　6.　その他の目的で利用している

⇒

問19-1へ

月に 日くらい １回当たり 時間程度

問20

月に 日くらい

問21 「ファミリー・サポート・センター」を知っていますか。

⇒

問21－1（次の設問）へ

問21-1　　

問21-2 利用したい方は、枠内に数字をご記入ください。

月に 日くらい １回当たり 時間程度

　1.　保育所・幼稚園などの保育の開始前・終了後の子ども
　　   の預かり

問19-1　どれくらいの頻度で利用していらっしゃいますか。枠内に数字をご記入ください。

すべての方にお伺いします。
今は利用していないが、できれば利用したい、あるいは、利用日数・回数を増やしたいと思いますか。希
望がある方は枠内に数字をご記入ください。

　8.　保護者の病気などの際の子どもの預かり

　9.　特にサービスを利用する希望はない

 10.  その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ベビーシッターを利用していらっしゃる方にお伺いします。
どのような目的で利用していらっしゃいますか。あてはまる答えの番号すべてに○をつけてください。

　6.　用事などで一時的に外出する場合の子どもの預かり

2.　知らない

市民による育児の相互援助活動（ファミリー・サポート・センター事業《☆印参照》）があった場合、ど
のようなサービスを利用したいですか。次の中から希望するものの番号すべてに○をつけてください。

７．すべての方に、ベビーシッターの利用についてお伺いします。

８．すべての方に、ファミリー・サポート・センターについてお伺いします。

　7.　子どもが軽度の病気の場合など臨時的・突発的な子ども
　　　の預かり

☆ファミリー・サポート・センター事業
とは
子育ての援助を受けたい人（依頼会員）
と援助したい人（提供会員）とが、地域
の中でお互いに助け合いながら子育てを
する会員制の相互援助活動です。
現在、小樽市にはありませんが、札幌市
では「さっぽろ子育てサポートセン
ター」でこの事業を行っています。
●利用時間　６：００～２２：００
　　　　　　　　日曜・祝日も利用可
●利用料金
　・月～金曜日の７：００～１９：３０
　　　　　　　　３０分当たり３５０円
　・上記以外の時間
　　　　　　　　３０分当たり４００円

　3.　放課後児童クラブ（学童保育）終了後の子どもの預かり

　5.　急な残業の時の子どもの預かり

　4.　放課後児童クラブ（学童保育）への子どもの送迎

1.　知っている

　2.　保育所・幼稚園などの保育施設への子どもの送迎

11/16



小学校児童用小学校児童用小学校児童用小学校児童用

問22

問23

はい いいえ はい いいえ はい いいえ

はい いいえ はい いいえ はい いいえ

はい いいえ はい いいえ はい いいえ

はい いいえ はい いいえ はい いいえ

はい いいえ はい いいえ はい いいえ

はい いいえ はい いいえ はい いいえ

はい いいえ はい いいえ はい いいえ

はい いいえ はい いいえ はい いいえ

はい いいえ はい いいえ はい いいえ

   8.　緑などの自然が少ない

   9.　遊び場やその周辺の環境が悪く安心して遊べ
 　　  ない

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についておについておについておについてお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。

⑥子育て支援センター（例：奥沢保育所併設「げん
   き」　赤岩保育所内「風の子」）

④教育相談（※市の教育研究所、教育委員会指導室）

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りますか。また、今後、利用したいと思い
ますか。サービスごとに、Ａ～Ｃのそれぞれについて、「はい」、「いいえ」のどちらかに○をつけてく
ださい。

Ｂ　これまでに利用
したことがある

⑧家庭児童相談室（※青少年課にある家庭内の総合相
   談窓口）

⑨市が発行している子育て情報誌（例：「子育てガ
   イドブック」　「子育て支援ニュース」）

　6.　いつも閑散としていて寂しい感じがする  12.　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

　3.　思いきり遊ぶために十分な広さがない

　7.　遊具など設備が古くて危険である

 11.　遊び場に行っても子どもと同じ歳くらいの遊
         び仲間がいない

 10.　遊び場周辺の道路が危険である

 13.　特に感じることはない

　2.　雨の日に遊べる場所がない

⑤保育所の建物・園庭等施設の開放（※市の認可保
   育所）

Ａ　知っている

家の近くの遊び場について、日頃感じていることがありますか。次の中からあてはまる答えの番号を３つ
まで選んで○をつけてください。

　1.　近くに遊び場がない

　4.　遊具などの種類が充実していない

　5.　遊び場が不衛生である

②保健所の情報・相談サービス（例：テレホン育児
   相談、カンガルークラブなど）

③教育に関する講座、講演会（※市の教育委員会主
   催）

⑦児童館、児童センター（例：「とみおか児童館」
  「いなきた児童館」　「塩谷児童センター」）

Ｃ　今後利用したい

①母親教室、両親教室（例：保健所で実施している
  「にこたまクラブ」「パパママ道場」）

対象対象対象対象のおのおのおのお子子子子さんのさんのさんのさんの日常日常日常日常のののの遊遊遊遊びびびび場場場場についておについておについておについてお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。

９．すべての方にお伺いします。
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問24

大変
満足

ほぼ
満足

やや
不満

大変
不満

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

問25

　12.　市役所や市の機関

　2.　友人・知人 　13.　市の広報やパンフレット

　3.　隣近所の人 　14.　市のホームページ

　4.　職場の仲間 　15.　インターネット(市のホームページを除く)

　5.　子育てサークルなどの仲間 　16.　テレビ、ラジオ、新聞

　6.　保護者の仲間（保育所、幼稚園、学校など） 　17.　子育て雑誌・育児書

　7.　保育所・幼稚園の先生 　18.　コミュニティー誌

　8.　学校の先生 　19.　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

　9.　保健所の保健師など 　20.　情報の入手先がない

 10.　子育て支援センターの保育士 　21.　情報の入手手段が分からない

 11.　医師・看護師・栄養士など

子育てに関する情報をどのように入手されていますか。次の中からあてはまる答えの番号すべてに○をつ
けてください。

衛生対策

施設・環境

職員の配置状況

子どもへの接し方・日常の遊び

病気やケガの時の対応

保護者への情報伝達

悩みごとなどへの相談対応

利用者間のネットワークづくり

　1.　親族（親、兄弟・姉妹など）

安全対策

項　　　　　　　　　　　　目

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についておについておについておについてお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。

対象対象対象対象のおのおのおのお子子子子さんがさんがさんがさんが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におにおにおにお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。

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ますか。それぞれの項目について
１～４の中から１つずつ選んで○をつけてください。
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問26

　1.　非常に不安を感じる 　2.　多少不安を感じる

　3.　どちらともいえない 　4.　あまり不安は感じない

　5.　まったく不安は感じない 　6.　わからない

問27

　1.　非常に負担を感じる 　2.　多少負担を感じる

　3.　どちらともいえない 　4.　あまり負担は感じない

　5.　まったく負担は感じない 　6.　わからない

問28

問29

　1.　子育てによる身体の疲れが大きい   6.　子育てが大変なことを身近な人が理解してくれない

　2.　子育ての出費がかさむ   7.　子どもが病気がちである

　3.　自分の自由な時間が持てない   8.　住居が狭い

　4.　夫婦で楽しむ時間がない   9.　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　5.　仕事が十分にできない 10.　特にない

 12.　配偶者・パートナーと子育てに関して意見が
　　　合わないこと

子育てをする上で、特に不安に思っていることや感じていることはどのようなことですか。次の中からあ
てはまる答えの番号すべてに○をつけてください。

　9.　友達づきあい（いじめ等を含む）に関すること 　21.　子育てサークルに参加する勇気がないこと

 10.　登園拒否、不登校などの問題について 　22.　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 11.　子育てに関しての配偶者・パートナーの協力が
　　　少ないこと

　23.　特にない

　6.　話し相手や相談相手がいないこと
　18.　ストレスから子どもに手をあげるなど感情的になって
　　　  しまうこと

　7.　仕事や自分のやりたいことが十分できないこと
　19.　子育ての疲れから子どもの世話をしたくなくなることがある
　　　  こと

　8.　子どもの教育に関すること
　20.　子育て支援サービスの内容や利用・申し込み方法がよく
　　　  わからないこと

　3.　子育ての方法がよくわからないこと 　15.　子育てに関して配偶者・パートナーの理解が得られないこと

　4.　子どもとの接し方に自信が持てないこと 　16.　子育てに関して職場の理解が得られないこと

　5.　子どもとの時間を十分にとれないこと 　17.　子どもを叱りすぎているような気がすること

子育てに関して精神的な負担を感じていますか。次の中からあてはまる答えの番号に１つだけ○をつけて
ください。

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についておについておについておについてお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。

　1.　病気や発育・発達に関すること
　13.　自分の子育てについて、親族、近隣の人・職場などまわりの
　　　  見る目がきになること

子育てに関して、日常悩んでいること、または気になることはどのようなことですか。次の中からあては
まる答えの番号すべてに○をつけてください。

子育てに関して不安を感じていますか。次の中からあてはまる答えの番号に１つだけ○をつけてくださ
い。

　2.　食事や栄養に関すること
　14.　配偶者・パートナー以外に子育てを手伝ってくれる人が
　　　  いないこと
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問30

　7.　保護者の仲間（保育所、幼稚園、学校など）

問31

問32

「希望」 「現実」

　1.　仕事時間を優先 　1.　仕事時間を優先

　2.　家事（育児）時間を優先 　2.　家事（育児）時間を優先

　3.　プライベートを優先 　3.　プライベートを優先

　4.　その他（　　　　　　　　　　　　　　） 　4.　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

　2.　自分が病気・けがをしたときや子どもが
　　   急に病気になったときに代わりに面倒を
　　   見てくれる人がいない

　7.　子どもと接する時間がない

　3.　家族の理解が得られない 　8.　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

　5.　子どものほかに面倒をみなければならない
　　   人がいる

 10.　わからない

あなたの生活の中で、「仕事時間」と「家事（育児）・プライベートの生活時間」の優先度についてお伺
いします。「希望」と「現実」それぞれについてあてはまる答えの番号に１つだけ○をつけてください。

　4.　職場の理解が得られない
　9.　現在仕事を持っていないので考えたことが
　　   ない

 12.　医師・看護師・栄養士など

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についておについておについておについてお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。

仕事と子育てを両立させる上で大変だと感じることは何ですか。次の中からあてはまる答えの番号を２つ
まで選んで○をつけてください。

※現在就労していない方、就労したことがない方もお答えください。（過去の経験や仮定（想像）として
のお答えでもけっこうです。）

　1.　急な残業が入ってしまう
　６.　子どもの面倒を見てくれる保育所などが
　　　 見つからない

　9.　学校の先生 　21.　その他（　　　　　　　　　　　　　）

 10.　保健所の保健師など 　22.　相談相手がいない

 11.　子育て支援センターの保育士 　23.　相談すべきことはない

　5.　職場の仲間 　17.　教育研究所、教育委員会（指導室）

　6.　子育てサークルなどの仲間 　18.　児童相談所

　19.　民間の電話相談

　8.　保育所・幼稚園の先生 　20.　ベビーシッター

　2.　その他の親族（親、兄弟姉妹など） 　14.　母子相談員（母子自立支援員）

　3.　友人・知人 　15.　民生委員、児童委員

　4.　隣近所の人 　16.　町内会（会長・役員など）

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についておについておについておについてお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。

身近な地域で、子育てに関する悩みや不安をどなたに、または、どこに相談していますか。次の中からあ
てはまる答えの番号すべてに○をつけてください。

　1.　配偶者・パートナー 　13.　家庭児童相談員等（青少年課）

15/16



小学校児童用小学校児童用小学校児童用小学校児童用

問33

ご協力ありがとうございました。お手数ですが、同封の返信用封筒に入れて

３３３３月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（土土土土））））までにご投函ください。

◎学校の教育環境等の整備や家庭教育への支援について

◎生活環境（住宅、道路、公園、公共交通機関、公的建築物など）について

◎労働環境（働きやすい環境づくり、育児休暇等の制度の充実など）について

◎その他

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・・・・要望要望要望要望についておについておについておについてお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします

下記の子育てに関する項目について、行政（市、道、国）に対するご意見やご要望がありましたらご自由
にご記入ください。

◎行政の子育て支援サービスについて
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