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小樽市子ども・子育て支援アンケート 
 

 

 

アンケート調査にご協力をお願いいたします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 調査は、市内在住の小学校就学前のお子さんを持つご家庭を無作為に抽出し、調査票を送付しています。 

 

□ 調査は、上記目的のために使用するものであり、回答は統計的な処理を行い、結果を把握します。 

  また、回答によって、施設や事業の利用を決めるものではありません。 

 

□ 調査票は、あて名のお子さんの保護者の方がご記入ください。 

  また、利用希望についての質問がありますが、施設や事業の利用にあたっては、保育料などの料金負担

を伴うこともありますので、一定の負担も念頭にご回答されるようお願いいたします。 

 

□ ご記入が済んだ調査票は、１０月２０日（金）までに 同封の返信用封筒（切手不要）に

入れて郵便ポストにご投函ください。 

 

□ このアンケート調査に関するお問合せ先 

   小樽市福祉部子育て支援室 こども育成課 子育て支援係 

電話：32-4111 内線398（月曜日～金曜日 8:50～17:20） 

 

 

  小樽市では、平成27年３月に「小樽市子ども・子育て支援事業計画（計画期間：平成２

７～３１年度）」を策定し、子育て支援施策の推進を図っていますが、計画期間の中間年に

当たる平成２９年度に計画の見直しを行う予定です。 

 そこで、子育て支援関連事業に関する需要量等を把握するため、就学前のお子さんの幼稚

園や保育所、子育て支援事業などについて、アンケート調査を実施することになりました。 

 日々のお仕事や子育てなどでお忙しい皆様にとってご負担であるとは思いますが、本市の

子育て支援施策に関わる重要な資料となるアンケートですので、ぜひ、ご協力くださいます

ようお願いいたします。 

平成2９年１０月  小樽市長 森井 秀明    

資料４ 

（案） 平成２９年度第２回小樽市子ども・子育て会議 
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問１ お住まいの地区はどちらですか？  

地区 あてはまる番号１つに○ 

塩谷地区 1．蘭島       2．忍路       3．桃内        4．塩谷 

長橋･オタモイ地区 5．オタモイ     6．幸        7．長橋        8．旭町 

高島地区 9．祝津       10．赤岩      11．高島 

手宮地区 
12．手宮      13．末広町     14．梅ヶ枝町    15．錦町  

16．清水町     17．豊川町     18．石山町     19．色内3丁目 

中央地区 

20．稲穂      21．花園      22．色内1･2丁目  23．港町      

24．堺町      25．東雲町     26．山田町     27．相生町     

28．入船1･2丁目 

山手地区 
29．富岡      30．緑       31．最上      32．松ヶ枝  

33．入船3～5丁目  34．天狗山 

南小樽地区 

35．住ノ江   36．住吉町    37．有幌町   38．信香町   39．若松 

40．奥沢    41．天神     42．真栄    43．潮見台   44．新富町 

45．勝納町   46．若竹町    47．築港 

朝里地区 
48．桜     49．船浜町    50．朝里    51．新光       52．望洋台 

53．新光町   54．朝里川温泉 

銭函地区 55．張碓町  56．春香町  57．桂岡町  58．銭函  59．見晴町  60．星野町 

 

問２ あて名のお子さんの生年月をご記入ください。 平成（    ）年（    ）月  生まれ 
 

問３ あて名のお子さんは何人きょうだいですか？ あて名のお子さんを含めた人数をご記入ください。  

また、２人以上いる場合は、末子の方の生年月をご記入ください。 

きょうだい数： （    ）  人 末子の生年月:  平成（   ）年（  ）月  生まれ 

 

問４ この調査票にご回答いただく方はどなたですか？ あて名のお子さんからみた関係でお答えください。

 （１つに○） 

1．母親       2．父親        3．その他（          ） 

 

問５ この調査票にご回答いただく方の配偶関係についてお答えください。 （どちからに○） 

1．配偶者（夫や妻）がいる   2．配偶者（夫や妻）はいない 

 

問６ あて名のお子さんの子育て（教育を含む）を主に行っているのはどなたですか？（お子さんからみた関

係で１つに○） 

1．父母ともに   2．主に母親   3．主に父親   4．主に祖父母   5．その他（        ） 

 

 

 

 

 

 

１ あて名のお子さんとご家族の状況 
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問７ あて名のお子さんの子育て（教育を含む）に、最も影響すると思われる環境についてお答えください。

 （当てはまる番号すべてに○） 

1．家庭    2．地域    3．幼稚園    4．保育所    5．認定こども園 

6．その他（                ） 

 

問８ 日頃、あて名のお子さんをみてもらえる親族・知人はいますか？ 預かってもらうことに関する状況と

あわせてお答えください。（当てはまる番号すべてに○） 

預かってもらえる人の有無 

【複数選択可】 
 預かってもらうことに関する状況【複数選択可】 

1．日常的に祖父母等の親

族にみてもらえる  

 

2．緊急時もしくは用事の

際には祖父母等の親族

にみてもらえる  

  1．祖父母等の負担を心配することなく、安心して子どもを預けられる 

 2．祖父母等の身体的負担がとても心配である  

 3．祖父母等の時間的制約や精神的負担が大きく心配である  

 4．親の立場として、負担をかけていることが心苦しい  

 5．子どもの教育や発達にとってふさわしい環境か、少し不安がある  

 6．その他（                        ） 

3．日常的に子どもをみて

もらえる友人･知人が

いる  

 

4．緊急時もしくは用事の

際には子どもをみても

らえる友人･知人がい

る  

 
 1．友人・知人の負担を心配することなく、安心して子どもを預けられる 

 2．友人・知人の身体的負担がとても心配である  

 3．友人・知人の時間的制約や精神的負担が大きく心配である  

 4．親の立場として、負担をかけていることが心苦しい  

 5．子どもの教育や発達にとってふさわしい環境か、少し不安がある  

 6．その他（                        ） 

5．いずれもいない   

 

問９ あて名のお子さんの子育て（教育を含む）をする上で、気軽に相談できる人（場所）はいますか（あり

ますか）？（どちらかに○）また、その相談先についてお答えください。（当てはまる番号すべてに○） 

相談先の有無 

【１つ選択】 
 相談相手（場所）【複数選択可】 

1．いる（ある） 

 1．祖父母等の親族     2．友人や知人   3．近所の人 

4．子育て支援施設（地域子育て支援拠点※、児童館等） 

5．保健所         6．保育士     7．幼稚園教諭     

8．民生委員･児童委員    9．かかりつけの医師      

10．自治体の子育て関連担当窓口 

11．その他（例：ベビーシッター               ） 

2．いない（ない）   

 ※地域子育て支援拠点…本市では、地域子育て支援センターげんき(奥沢保育所)、風の子(赤岩保育所)、あ

そぼ(銭函保育所)のほか、わくわく広場（朝里幼稚園）で実施しています。  

 

 

 

２ 子どもの育ちをめぐる環境 
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問10 母親の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）についてお答えください。（父子家庭などで、母親

がいない場合は回答不要です） 

 問10-1 就労状況と就労時間【母親】 

母親の「就労状況」と「就労時間（残業時間を含む）」をお答えください。就労日数や就労時間が一定

でない場合はもっとも多いパターンについてお答えください。 

また、産休・育休・介護休業中の方は休業に入る前の状況でお答えください。 

なお、就労時間の表記は、必ず24時間制（例：8時00分～18時30分）でご記入ください。 

※ フルタイムとは1週5日程度、1日8時間程度の就労を、パート・アルバイト等とはそれ以外の就労をいいます。 

母親の就労状況【１つ選択】   就労時間【数字を記入】 

1．フルタイムで就労しており、産休･育休･介護休業中で

はない 

2．フルタイムで就労しているが、産休･育休･介護休業中

である 

3．パート･アルバイト等で就労しており、産休･育休･介護

休業中ではない 

4．パート･アルバイト等で就労しているが、産休･育休･

介護休業中である 

 

１週当たり （   ）日 

１日当たり （   ）時間 

家を出る時間 （  ）時（  ）分 

帰宅時間 （  ）時（  ）分 

5．以前は就労していたが、現在は就労していない 

6．これまで就労したことがない 
  

 

 問10-2 フルタイムへの転換希望【母親】 

問10-1で「3．」または「4．」（パート・アルバイト等で就労している）を選んだ方にお伺いします。 

フルタイムへの転換希望はありますか？ （１つに○） 

1．フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みがある 

2．フルタイムへの転換希望はあるが、実現できる見込みはない 

3．パート・アルバイト等の就労を続けることを希望 

4．パート・アルバイト等をやめて子育てや家事に専念したい 

 

 問10-3 就労希望【母親】 

問10-1で「5．」または「6．」（現在就労していない）を選んだ方にお伺いします。 

就労したいという希望はありますか？ （１つに○） 

 

   上記で「3.すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」に○を付けた方は、希望する就労形態につい

てお答えください。 

希望する就労形態 

【１つ選択】 
1．フルタイム     2．パート、アルバイト等（フルタイム以外） 

希望する就労時間 

【数字を記入】 
１週当たり（   ）日     １日当たり（   ）時間 

 

1．子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない） 

2．１年以上先、一番下の子どもが（   ）歳になったころに就労したい 

                  ↑（カッコ内に年齢をご記入ください） 

3．すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 

３ 母親の就労状況 
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問11 父親の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）についてお答えください（母子家庭などで、父親が

いない場合は回答不要です） 

 問11-1 就労状況と就労時間【父親】 

父親の「就労状況」と「就労時間（残業時間を含む）」をお答えください。就労日数や就労時間が一定

でない場合はもっとも多いパターンについてお答えください。 

また、産休・育休・介護休業中の方は休業に入る前の状況でお答えください。 

なお、就労時間の表記は、必ず24時間制（例：8時00分～18時30分）でご記入ください。 

※ フルタイムとは1週5日程度、1日8時間程度の就労を、パート・アルバイト等とはそれ以外の就労をいいます。 

父親の就労状況【１つ選択】   就労時間【数字を記入】 

1．フルタイムで就労しており、産休･育休･介護休業中で

はない 

2．フルタイムで就労しているが、産休･育休･介護休業中

である 

3．パート･アルバイト等で就労しており、産休･育休･介護

休業中ではない 

4．パート･アルバイト等で就労しているが、産休･育休･

介護休業中である 

 

１週当たり （   ）日 

１日当たり （   ）時間 

家を出る時間 （  ）時（  ）分 

帰宅時間 （  ）時（  ）分 

5．以前は就労していたが、現在は就労していない 

6．これまで就労したことがない 
  

 

 問11-2 フルタイムへの転換希望【父親】 

問11-1で「3．」または「4．」（パート・アルバイト等で就労している）を選んだ方にお伺いします。 

フルタイムへの転換希望はありますか？ （１つに○） 

1．フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みがある 

2．フルタイムへの転換希望はあるが、実現できる見込みはない 

3．パート・アルバイト等の就労を続けることを希望 

4．パート・アルバイト等をやめて子育てや家事に専念したい 

 

 問11-3 就労希望【父親】 

問11-1で「5．」または「6．」（現在就労していない）を選んだ方にお伺いします。 

就労したいという希望はありますか？ （１つに○） 

 

   上記で「3.すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」に○を付けた方は、希望する就労形態につい

てお答えください。 

希望する就労形態 

【１つ選択】 
1．フルタイム     2．パート、アルバイト等（フルタイム以外） 

希望する就労時間 

【数字を記入】 
１週当たり（   ）日     １日当たり（   ）時間 

 

1．子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない） 

2．１年以上先、一番下の子どもが（   ）歳になったころに就労したい 

                  ↑（カッコ内に年齢をご記入ください） 

3．すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 

４ 父親の就労状況 
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  ここでいう「定期的な教育・保育事業」とは、月単位で定期的に利用している事業を指します。具体的に

は幼稚園や保育所など、問12-1に示した事業が含まれます。 

 

問12 あて名のお子さんは現在、幼稚園や保育所などの「定期的な教育・保育の事業」を利用していますか？

（どちらかに○） 

1．利用している  ⇒問12-1～12-4へ   2．利用していない  ⇒問12-5へ     

 
 

 問12-1 問12-1～問12-4は、問12で「1．利用している」に○を付けた方にうかがいます。 

   あて名のお子さんは、平日どのような教育・保育の事業を利用していますか？ 年間を通じて「定期的

に」利用している事業をお答えください。 （１つに○） 

 1．幼稚園             （通常の就園時間の利用） 

 2．認可保育所         （法令で定める基準に適合し北海道知事の認可を受けた施設） 

 3．認定こども園        幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設 

               市内には、あかつき保育園・小樽オリーブ幼稚園・小樽杉の子幼稚園・ 

桂岡幼稚園・かもめ保育園・さくら保育園・手宮幼稚園 があります。 

4．小規模な保育施設※  （国が定める最低基準に適合した市町村の認可を受けた定員概ね6～19名の施設） 

5．家庭的保育※        （保育者の家庭等で子どもを保育する事業）  

 6．事業所内保育施設  （病院や企業が従業員用に運営する施設） 

 7．認可外の保育施設   （認可は受けていないが、北海道知事へ届け出た施設） 

8．居宅訪問型保育※   （ベビーシッターのような保育者が子どもの家庭で保育する事業） 

9．その他（                                                                  ）  

※平成２９年１０月現在、本市には「4．小規模な保育施設」と「5.家庭的保育」、「8．居宅訪問型保育」

の事業所（者）がありません。本市以外で利用している場合は、○をしてください。 

 

 問12-2 平日に定期的に利用している教育・保育事業について、どのくらい利用していますか？ また、希

望としてはどのくらい利用したいですか？ カッコ内に数字でご記入ください。 

現在⇒ 
１週当たり（    ）日 

１日当たり（    ）時間 →（   ）時（   ）分～（   ）時（   ）分 

希望⇒ 
１週当たり（    ）日 

１日当たり（    ）時間 →（   ）時（   ）分～（   ）時（   ）分 

 

 問12-3  現在、利用している教育・保育事業の実施場所はどちらですか？ （どちらかに○） 

1．小樽市内    2．小樽市外 

 

 問12-4  平日に定期的に教育・保育の事業を利用している理由は何ですか？ （当てはまる番号すべてに○） 

1．子どもの教育や発達のため             

2．子育て（教育を含む）をしている方が現在就労している 

3．子育て（教育を含む）をしている方が就労予定がある／求職中である 

4．子育て（教育を含む）をしている方が家族・親族などを介護している 

5．子育て（教育を含む）をしている方が病気や障がいがある 

6．子育て（教育を含む）をしている方が学生である 

7．その他（                                  ） 

５ あて名のお子さんの平日の定期的な教育・保育事業の利用状況 
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 問12-5 問12で「2．利用していない」に○を付けた方にうかがいます。 

   利用していない理由は何ですか？ （当てはまる番号すべてに○） 

1．（子どもの教育や発達のため、子どもの母親か父親が就労していないなどの理由で）利用する

必要がない  

2．子どもの祖父母や親戚がみている 

3．近所の人や父母の友人・知人がみている 

4．利用したいが、保育・教育事業に空きがない 

5．利用したいが、経済的な理由で事業を利用できない 

6．使用したいが、延長・夜間等の時間帯の条件が合わない 

7．利用したいが、事業の質や場所など、納得できる事業がない 

8．子どもがまだ小さいため →（   ）歳くらいになったら利用しようと考えている 

9．その他（                                  ） 

 

問13 すべての方にうかがいます。 

   現在、利用している、利用していないにかかわらず、あて名のお子さんの平日の教育・保育事業で、「定

期的に」利用したい事業は何ですか？ （１つに○） 

 1．幼稚園       （通常の就園時間の利用） 

 2．認可保育所     （法令で定める基準に適合し北海道知事の認可を受けた施設） 

 3．認定こども園      幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設 

               市内には、あかつき保育園・小樽オリーブ幼稚園・小樽杉の子幼稚園・ 

桂岡幼稚園・かもめ保育園・さくら保育園・手宮幼稚園 があります。 

 4．小規模な保育施設※  （国が定める最低基準に適合した市町村の認可を受けた定員概ね6～19名の施設） 

 5．家庭的保育※     （保育者の家庭等で5人以下の子どもを保育する事業）  

 6．事業所内保育施設※  （病院や企業が主に従業員用に運営する施設） 

 7．認可外の保育施設  （認可は受けていないが、北海道知事へ届け出た施設） 

 8．居宅訪問型保育※   （ベビーシッターのような保育者が子どもの家庭で保育する事業） 

9．その他（                                                                  ） 

※平成２９年１０月現在、本市には「4．小規模な保育施設」と「5.家庭的保育」、「8．居宅訪問型保育」

の事業所（者）がありません。本市以外で利用している場合は、○をしてください。 

 

 問14 教育・保育事業を利用したい場所はどちらですか？ （どちらかに○） 

1．小樽市内     2．小樽市外 

 

 

 

 

 
 

問15 平日の定期的な教育・保育の事業を利用していると答えた保護者の方（問12で「1．」に○を付けた方）

にうかがいます。利用していない方は問16にお進みください。 

この１年間に、あて名のお子さんが病気やケガで通常の事業が利用できず、特別な対応をとる必要があ

りましたか？ 必要があった場合は、この１年間に行った対処方法を選択し、それぞれの延べ日数をお

答えください（半日の場合も１日とカウントしてください）。 

６ あて名のお子さんの病気の際の対応 
（平日の教育・保育事業を利用している方のみ） 
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必要性の有無 

【１つ選択】 
 １年間の対処方法【複数選択可】 

年間延べ日数 

【数字を記入】 

1．あった 

 ア．父親が休んだ （   ）日 

イ．母親が休んだ （   ）日 

ウ．（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった （   ）日 

エ．父親又は母親のうち就労していない方が子どもをみた （   ）日 

オ．病児・病後児の保育を利用した （   ）日 

カ．ベビーシッターを利用した （   ）日 

キ．ファミリーサポートセンターを利用した （   ）日 

ク．仕方なく子どもだけで留守番をさせた （   ）日 

ケ．その他（                   ） （   ）日 

2．なかった    

 

 

 問15-1 問15で「ア．」「イ．」のいずれかを回答した方にうかがいます。 

    その際、できれば「病児・病後児保育事業」を利用したいと思われましたか？ 思われた場合は希望

延べ日数と利用したい事業形態を、思わなかった場合はその理由をお答えください。 

病気の際の意向 

【１つ選択】 

   

1．できれば利

用したい

と思った 

 希望延べ日数 

【数字を記入】 
（    ）日 

希望する事業形態 

【複数選択可】 

ア．他の施設（例：幼稚園、保育園等）に併設した施設で子

どもを保育する事業  

イ．小児科に併設した施設で子どもを保育する事業 

ウ．地域住民等が子育て家庭等の身近な場所で保育する事業

（例：ファミリーサポートセンター等） 

エ．その他（                                        ） 

2．利用したい

とは思わ

なかった 

 

思わなかった理由 

【複数選択可】 

ア．病児･病後児を他人に看てもらうのは不安 

イ．地域のサポート事業の質に不安がある 

ウ．利便性(立地や利用可能時間・日数など)がよくない 

エ．利用料がかかる･高い 

オ．利用料がわからない 

カ．親が仕事を休んで対応する 

キ．その他（                   ） 

※平成２９年１０月現在、本市には病児を預かる病児・病後児保育を行う病院や施設はありません。 

 

 問15-2 問15で「ウ．」から「ケ．」のいずれかを回答した方にうかがいます。 

    その際、「できれば父母のいずれかが仕事を休んで看たい」と思われましたか？ 

  思われた場合は、できれば仕事を休んでみたいと思う延べ日数を、休んで看ることが難しい場合は、

その理由を合わせてお答えください。 

希望の有無【１つ選択】    

1．できれば仕事を休んで看た

い 

 希望延べ日数 

【数字を記入】 
（    ）日 

2．休んで看ることは難しい 

 

難しい理由 

【複数選択可】 

ア．子どもの看護を理由に休みが取れない 

イ．自営業なので休めない       

ウ．休暇日数が足りないので休めない 

エ．その他（          ） 

問15-1へ 

問16へ 

問15-2へ 
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問16 あて名のお子さんについて、日中の定期的な保育や病気のため以外に、私用、親の通院、不定期の就労

等の目的で不定期に利用している事業はありますか？ ある場合は、当てはまる番号すべてに○を付け、

この１年間の利用日数（おおよそ）もカッコ内に数字でご記入ください。 

 利用しているサポート事業【複数選択可】 日数【数字を記入】 

 1．一時預かり保育 

 （私用など理由を問わずに保育所などで一時的に子どもを保育する事業） 
（    ）日 

 2．幼稚園の預かり保育 
 （通常の就園時間を延長して預かる事業のうち不定期に利用する場合のみ） 

（    ）日 

 3．ファミリーサポートセンター 

 （地域住民の会員組織の仕組みにより子どもを預かる事業） 
（    ）日 

 4．短期入所生活援助事業：ショートステイ 

 （児童養護施設等で一時的に子どもを預かる事業） 
（    ）日 

 5．夜間養護等事業：トワイライトステイ 

 （児童養護施設等で休日・夜間、子どもを保護する事業） 
（    ）日 

 6．ベビーシッター （    ）日 

 7．その他（                                                           ） （    ）日 

 8．利用していない 

 

 問16-1 問16で「8．利用していない」に○を付けた方にうかがいます。 

現在利用していない理由は何ですか？ （当てはまる番号すべてに○） 

1．特に利用する必要がない 

2．利用したい事業が地域にない 

3．地域の事業の質に不安がある 

4．地域の事業の利便性(立地や利用可能時間 

  日数など)がよくない 

5．利用料がかかる・高い 

6．利用料がわからない 

7．自分が事業の対象者になるかどうかわからない 

8．事業の利用方法(手続き等)がわからない 

9．その他（                 ） 

 

問17 この１年間に、保護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族の病気など）により、あて名のお子さんを泊り

がけで家族以外にみてもらわなければならないことはありましたか？ （預け先が見つからなかった場

合も含みます） あった場合は、この１年間の対処方法として当てはまる番号すべてに○を付け、それ

ぞれの日数もカッコ内に数字でご記入ください。 

該当の有無 

【１つ選択】 
１年間の対処方法【複数選択可】 日数【数字を記入】 

1．あった ア.（同居者を含む）親族・知人にみてもらった （    ）泊 

イ．保育事業（認可外保育施設、ベビーシッター等）を利用した （    ）泊 

ウ．仕方なく子どもを同行させた （    ）泊 

エ．仕方なく子どもだけで留守番をさせた （    ）泊 

オ．その他（                        ） （    ）泊 

2．なかった 

 

 

 

 

７ あて名のお子さんの不定期の教育・保育事業や宿泊を伴う一時預かり等の利用 
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問18 あて名のお子さんは、現在、地域子育て支援拠点事業※等を利用していますか？  

※本市では、地域子育て支援センターげんき(奥沢保育所)、風の子(赤岩保育所)、あそぼ(銭函保育所)の

ほか、わくわく広場（朝里幼稚園）で実施しています。 

利用している場合は、おおよその利用回数をお答えください。 

利用の有無【１つ選択】  利用回数【数字を記入】 

1．利用している 

 【地域子育て支援拠点事業】 

 １週当たり（   ）回 もしくは １月当たり（   ）回 

【類似の事業】（具体的に：                ） 

 １週当たり（   ）回 もしくは １月当たり（   ）回 

2．利用していない   

 

問18-1 問18で「2．利用していない」に○を付けた方にうかがいます。 

現在利用していない理由は何ですか？ （当てはまる番号すべてに○） 

1．平日に教育・保育事業を利用している  

2．あまり興味を引かれない 

3．事業の質に不安がある 

4．利便性（立地や利用可能時間、日数など） 

がよくない   

5．地域子育て支援拠点事業を知らなかった 

6．子どもがまだ小さいため →（  ）歳くらいに 

なったら利用しようと考えている  

7．その他（                 ）   

 

問19 問18のような、地域子育て支援拠点事業について、今は利用していないが、できれば今後利用したい、

あるいは、利用日数を増やしたいという希望はありますか？  

希望がある場合は、おおよその利用回数をお答えください。 

希望の有無 

【１つ選択】 
 利用希望回数【数字を記入】 

1．これから利用したい 

2．利用日数を増やしたい 

 
１週当たり（   ）回 もしくは １月当たり（   ）回 

3．特に希望はない   

 
 

問20 下記①～⑬の事業について、知っているものやこれまで利用したことがあるもの、今後利用したいと思

うものは何ですか？ （Ａ,Ｂ,Ｃそれぞれ、どちらかに○） 

事 業 Ａ 知っている 
Ｂ これまでに利用 

したことがある 
Ｃ 今後利用したい 

① 母親・両親教室(にこたまクラブ) 【保健所】 1.はい 2．いいえ 1.はい 2．いいえ 1.はい 2．いいえ 

② 総合健康相談 【保健所】 1.はい 2．いいえ 1.はい 2．いいえ 1.はい 2．いいえ 

③ テレホン育児相談 【保健所】 1.はい 2．いいえ 1.はい 2．いいえ 1.はい 2．いいえ 

④ まちかど子ども健康相談（カンガルークラ

ブ）【保健所】 
1.はい 2．いいえ 1.はい 2．いいえ 1.はい 2．いいえ 

⑤ こんにちは赤ちゃん訪問 【保健所】 1.はい 2．いいえ 1.はい 2．いいえ 1.はい 2．いいえ 

⑥ 発達相談 【こども発達支援センター】 1.はい 2．いいえ 1.はい 2．いいえ 1.はい 2．いいえ 

８ あて名のお子さんの地域の子育て支援事業の利用状況 
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事 業 A 知っている 
B これまでに利用

したことがある 
C 今後利用したい 

⑦ 保育所 一般開放 【各保育所】 1.はい 2．いいえ 1.はい 2．いいえ 1.はい 2．いいえ 

⑧ 幼稚園での子育て支援事業 【各幼稚園】 1.はい 2．いいえ 1.はい 2．いいえ 1.はい 2．いいえ 

⑨ 子育て支援センター事業【げんき・風の子・

あそぼ】  
1.はい 2．いいえ 1.はい 2．いいえ 1.はい 2．いいえ 

⑩ わくわく広場【朝里幼稚園】  1.はい 2．いいえ 1.はい 2．いいえ 1.はい 2．いいえ 

⑪ 杜ひろランド（産業会館） 【杜のつどい】 1.はい 2．いいえ 1.はい 2．いいえ 1.はい 2．いいえ 

⑫ 子育て支援ニュース【小樽市発行】 1.はい 2．いいえ 1.はい 2．いいえ 1.はい 2．いいえ 

⑬ 児童館・児童センター 1.はい 2．いいえ 1.はい 2．いいえ 1.はい 2．いいえ 

 ※「⑨子育て支援センター事業」は、子育て講座、げんきがまちにやってくる、かぜのこランド、すくすくひよ

こくらぶ、育児相談などの各種事業を含めたものです。 

 

 

 

 

 

 

問21 本市の子育て支援の取組について、ご意見があればご自由に記入してください。 

 

 

 

 

アンケートは以上です。 

ご協力いただき、ありがとうございました。 
 

 

この調査票は、１０月２０日（金）までに 

同封の封筒（切手不要）に入れて、郵便ポストにご投函ください。 

９ その他 


