総 社 市
て支援に関するニーズ調査☆
子ども・子育て支援に関するニーズ調査
（就学前児童用）
【調査票】
みなさまには，日頃より市政の推進にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうござ
います。
さて、総社市では、地域の実情に沿った幼児教育・保育・地域の子育て支援の新しい仕
組みづくりに向けて、総社市子ども・子育て支援事業計画を策定することになりました。
あわせて、平成２２年３月に策定しました「総社市次世代育成支援行動計画（後期計画）
～子育て王国そうじゃ～総社っ子プラン」の見直しも、この事業計画に盛り込むこととな
りました。
この調査は，これらの計画の策定に向けて、市民のみなさまの子育て支援に関するご要
望・ご意見などを把握するために実施するものです。このたび就学前のお子さんをお持ち
の世帯の中から２，０００名を無作為に抽出したところ、あなたにアンケートのご協力を
お願いすることになりました。
回答していただいた内容は、すべて統計的に処理し、今回の計画策定にあたっての検討
にのみ利用させていただくものであり、回答者個人が特定されたり他の目的に利用された
りすることは一切ありません。
つきましては、ご多用のこととは存じますが、調査の趣旨をご理解いただき、ご協力く
ださいますようお願いいたします。
平成２５年９月

総社市

ご記入にあたってのお願い
１
２
３

アンケートにはお子さんの保護者の方が宛名のお子さんについてご記入くださ
い。
選択肢の「その他」を選ばれた場合は（
）内に具体的な内容を記入してくだ
さい。
設問によって回答していただく方が限られる場合がありますので、ことわり書き
や矢印に従って回答してください。特にことわり書きのない場合は次の設問に進
んでください。

記入が済みましたらお手数ですが、平成２５年９月１７日（火）まで
に、同封の返信用封筒に入れて投函してください。なお、封筒・調査票への氏名
の記入は不要です。
５ 不明な点、調査に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。
【問い合わせ先】

４

総社市役所 こども課 子育て支援係
住所 総社市中央１－１－１
電話 （０８６６）９２－８２６８
－0－

封筒の宛名のお子さんとご家族の状況についてうかがいます。
問１ お住まいの地区（小学校区）をお答えください。
【○は１つ】
1．総社

6．阿曽

11．新本

2．総社中央

7．池田

12．昭和

3．総社北

8．秦

13．維新

4．常盤

9．神在

14．山手

5．総社東

10．総社西

15．清音

問２ 宛名のお子さんの生年月をご記入ください。
【数字を記入】
平成

年

月 生まれ

問３ 宛名のお子さんのきょうだいは何人いらっしゃいますか。また、２人以上のお子さんがいらっし
ゃる場合は、末子の方の生年月をご記入ください。
【数字を記入】
きょうだい人数

人（宛名のお子さんを含めた人数）

末子の生年月日 平成

年

月生まれ

問４ 家族構成をお答えください。
【○は１つ】
１．二世代世帯（子どもと親）

３．その他の世帯（

）

２．三世代世帯（子どもと親と祖父母）

問５ この調査票にご回答いただく方はどなたですか。宛名のお子さんからみた関係でお答えください。
【○は１つ】
１．母親

２．父親

３．その他（

）

問６ この調査票にご回答いただいている方の配偶関係についてお答ください。
【○は１つ】
１．配偶者がいる

２．配偶者はいない

問７ 宛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
関係でお答えください。
【○は１つ】
１．父母ともに

３．主に父親

５．その他（

２．主に母親

４．主に祖父母

－1－

）

子どもの育ちをめぐる環境についてうかがいます。
問８ 日頃、宛名のお子さんをみてもらえる親族・知人はいますか。
【○は当てはまるものすべて】
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
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
５．いずれもない →問 9 へ

《問８で「１」から「４」のいずれかに○をつけた方にうかがいます。
》
問８－1 祖父母等の親族、友人、知人にお子さんをみてもらっている状況についてお答えください。
【○は当てはまるものすべて】
１．祖父母、友人等の身体的・精神的な負担や時間的制約を心配することなく、安心してみても
らえる
２．祖父母、友人等の身体的負担が大きく、心配である
３．祖父母、友人等の時間的制約や精神的な負担が大きく、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であるか、少し不安がある
６．その他（

）

宛名のお子さんの保護者の就労状況についてうかがいます。
≪お母さんの就労状況についてうかがいます。父子家庭の場合は 4 ページ問 10 へ進んでください。≫
問９ お母さんの就労状況をお答えください。
【○は１つ】
１．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労している
２．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しているが、産休・
育休・介護休業中である
３．パ－ト・アルバイト等（
「フルタイム」以外の就労）で就労している

→ 3 ペ－ジ
問 9－1 へ

４．パ－ト・アルバイト等（
「フルタイム」以外の就労）で就労しているが、産休・
育休・介護休業中である
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

－2－

→ 3 ペ－ジ
問 9－4 へ

《問９で「１」から「４」
（就労している）のいずれかに○をつけた方にうかがいます。
》
問９－１ お母さんの週当たりの「就労日数」
、１日当たりの「就労時間（残業時間を含む）
」をお答え
ください。
【数字を記入 時間は 30 分未満は切り捨て、30 分以上は切り上げ】
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－ンについてお答えください。
産休・育休・介護休業中の方は、休業に入る前の状況についてお答えください。

週当たり

日

1 日当たり

時間

問９－２ お母さんの家を出る時間と帰宅時間をお答えください。
【数字を記入 時間は 24 時間制、30 分未満は切り捨て、30 分以上は切り上げ】
時間が一定でない場合は、もっとも多いパタ－ンについてお答えください。
産休・育休・介護休業中の方は、休業に入る前の状況についてお答えください。

家を出る時間

時

帰宅時間

時

《問９で「３」または「４」
（パ－ト・アルバイト等で就労している）に○をつけた方にうかがいます。
》
問９－３ お母さんは、フルタイムへの転換希望はありますか。
【○は１つ】
１．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）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（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望があるが、実現できる見込
みがない
３．パ－ト・アルバイト等（
「フルタイム」以外）の就労を続けることを希望
４．パ－ト・アルバイト等（
「フルタイム」以外）をやめて子育てや家事に専念したい

《問９で「５」または「６」
（現在就労していない）に○をつけた方にうかがいます。
》
問９－４ お母さんは、就労したいという希望はありますか。
【○は１つ・
「２」
「３」の場合は数字を記入 時間は 30 分未満は切り捨て、30 分以上は切り上げ】
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年以上経って，一番下の子どもが

歳になったころに就労したい

３．すぐにでも、もしくは 1 年以内に就労したい
→希望する就労形態 【①・②のどちらかに○ ②の場合は数字を記入】
①

フルタイム（1 週５日程度・１日８時間程度の就労）

②

パ－トタイム、アルバイト等（
「①」以外）
→

週当たり

日

－3－

１日当たり

時間

≪お父さんの就労状況についてうかがいます。母子家庭の場合は５ページ問１１へ進んでください。≫
問１０ お父さんの就労状況をお答えください。
【○は１つ】
１．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労している
２．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しているが、育休・
介護休業中である

→問 10－1 へ

３．パ－ト・アルバイト等（
「フルタイム」以外の就労）で就労している
４．パ－ト・アルバイト等（
「フルタイム」以外の就労）で就労しているが、育休・
介護休業中である
５．以前は就労していたが、現在は就労していない

→5 ペ－ジ
問 10－4 へ

６．これまで就労したことがない

《問１０で「１」から「４」
（就労している）のいずれかに○をつけた方にうかがいます。
》
問１０－１ お父さんの週当たりの「就労日数」
、１日当たりの「就労時間（残業時間を含む）
」をお答
えください。
【数字を記入 時間は 30 分未満は切り捨て、30 分以上は切り上げ】
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－ンについてお答えください。
産休・育休・介護休業中の方は、休業に入る前の状況についてお答えください。

週当たり

日

1 日当たり

時間

問１０－２ お父さんの家を出る時間と帰宅時間をお答えください。
【数字を記入 時間は 24 時間制、時間は 30 分未満は切り捨て、30 分以上は切り上げ】
時間が一定でない場合は、もっとも多いパタ－ンについてお答えください。
産休・育休・介護休業中の方は、休業に入る前の状況についてお答えください。

家を出る時間

時

帰宅時間

時

《問１０で「３」または「４」
（パ－ト・アルバイト等で就労している）に○をつけた方にうかがいま
す。
》
問１０－３ お父さんは、フルタイムへの転換希望はありますか。
【○は１つ】
１．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）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（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望があるが、実現できる見込
みがない
３．パ－ト・アルバイト等（
「フルタイム」以外）の就労を続けることを希望
４．パ－ト・アルバイト等（
「フルタイム」以外）をやめて子育てや家事に専念したい

－4－

《問１０で「５」または「６」
（現在就労していない）に○をつけた方にうかがいます。
》
問１０－４ お父さんは、就労したいという希望はありますか。
【○は１つ・
「２」
「３」の場合は数字を記入 時間は 30 分未満は切り捨て、30 分以上は切り上げ】
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年以上経って、一番下の子どもが

歳になったころに就労したい

３．すぐにでも、もしくは 1 年以内に就労したい
→希望する就労形態 【①・②のどちらかに○ ②の場合は数字を記入】
①

フルタイム（1 週５日程度・１日８時間程度の就労）

②

パ－トタイム、アルバイト等（
「①」以外）
→

週当たり

日

１日当たり

時間

平日の「幼児教育・保育事業」の利用状況についてうかがいます。
問１１ 宛名のお子さんは現在、幼稚園や保育所などの「幼児教育・保育事業」を定期的に利用されて
いますか。
【○は１つ】
１．利用している

２．利用していない →6 ペ－ジ問 11－5 へ

《問１１で「１」に○をつけた方にうかがいます。
》
問１１－１ 宛名のお子さんは、平日どのような幼児教育・保育事業（幼稚園や保育所等）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。
【○は当てはまるものすべて】
１．幼稚園（通常の就園時間の利用）
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定期的な利用のみ）
３．認可保育所（国が定める最低基準に適合した保育施設）
４．無認可保育園（認可外保育施設）
５．事業所内保育施設（企業や病院などで従業員用に運営する施設）
６．ファミリ－・サポ－ト・センタ－（市内では、保育サポート「あいあい」
）
７．居宅訪問型保育（いわゆるベビーシッター）
８．その他 （

）

問１１－２ 平日に定期的に利用している幼児教育・保育事業（幼稚園や保育所等）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。
（１）現在 【週当たりの日数と利用時間（何時から何時まで）を数字で記入 時間は 24 時間制、30
分未満は切り捨て、30 分以上は切り上げ】
週当たり

日利用

〔利用時間〕

時 ～

時

（２）希望 【週当たりの日数と利用時間（何時から何時まで）を数字で記入 時間は 24 時間制、30
分未満は切り捨て、30 分以上は切り上げ】
週当たり

日利用

〔利用時間〕
－5－

時 ～

時

問１１－３ 現在、利用している幼児教育・保育事業（幼稚園や保育所等）の実施場所をお答えくださ
い。
【○は１つ】
１．お住まいの小学校区域内の施設
２．お住まいの小学校区域外の市内施設
３．自宅
４．市外の幼児教育・保育事業施設
５．その他（

）

問１１－４ 平日に定期的に幼児教育・保育事業（幼稚園や保育所等）を利用されている主な理由とし
て当てはまるものをお答えください。
【○は当てはまるものすべて】
１．子どもの教育や発達のため
２．子育て（教育を含む）をしている者が現在就労している
３．子育て（教育を含む）をしている者が就労予定である／求職中である
４．子育て（教育を含む）をしている者が家族・親族などを介護している
５．子育て（教育を含む）をしている者が病気や障がいがある
６．子育て（教育を含む）をしている者が学生である
７．その他（

）

《問１１で「２」に○をつけた方にうかがいます。
》
問１１－５ 幼児教育・保育事業（幼稚園や保育所等）を利用していない主な理由とし当てはまるもの
をお答えください。
【○は当てはまるものすべて・
「８」の場合は年齢を記入】
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の人がみている
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、幼児教育・保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．利用したいが、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（

）

－6－

《すべての方にうかがいます。》
問１２ 現在、利用している、利用していないにかかわらず、宛名のお子さんの平日の幼児教育・保育
事業（幼稚園や保育所等）として、
「定期的に」利用したいと考える事業をお答えください。
【○は当てはまるものすべて】
これらの事業の利用には、一定の利用者負担が発生します。

１．幼稚園（通常の就園時間の利用）
２．幼稚園での預かり保育（通常の就園時間を延長して預かる事業のうち定期的な利用のみ）
３．認可保育所（国が定める最低基準に適合した保育施設）
４．無認可保育園（認可外保育施設）
５．事業所内保育施設（企業や病院などで従業員用に運営する施設）
６．ファミリー・サポート・センター（市内では、保育サポート「あい・あい」
）
７．居宅訪問型保育（いわゆるベビーシッター）※1
８．家庭的保育（いわゆる保育ママ）※2
９．定員２０人未満の小規模認可保育施設※３
10．認定こども園（幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設）※４
11．その他（

）

12．利用したいと思わない
※１～※４は，市内の公的制度ではありません。

問１２－１ 幼児教育・保育事業（幼稚園や保育所等）を利用したい場所をお答えください。
【○は１つ】
１．お住まいの小学校区域内の施設
２．お住まいの小学校区域外の市内施設
３．自宅
４．市外の幼児教育・保育事業施設
５．その他（

）

問１２－２ 幼児教育・保育事業（幼稚園や保育所等）を選択される際に特に重視することをお答えく
ださい。
【○は２つまで】
１．居住地に近い場所
２．勤務先の近く・通勤に便利な場所
３．延長保育や休日保育など保育機能
４．教育・保育の方針・内容
５．幼稚園教諭、保育士などの対応
６．利用料金の安さ
７．その他（

）

－7－

宛名のお子さんの土曜・休日や長期休暇中の「定期的」な
幼児教育・保育事業の利用希望についてうかがいます。
問１３

宛名のお子さんについて、土曜日と日曜日・祝日に、定期的な幼児教育・保育事業＊（幼稚園
や保育所等）の利用希望はありますか（一時的な利用は除きます）
。

＊幼児教育・保育事業とは、幼稚園、保育所、認可外保育施設などの事業を指しますが、親族・知人
による預かりは含みません。

（１）土曜日 【○は１つ・
「２」、
「３」の場合は利用希望時間を記入 時間は 24 時間制、30 分未
満は切り捨て、30 分以上は切り上げ】
１．利用を希望しない

[利用したい時間帯]

２．ほぼ毎週利用したい
３．月に１～２回は利用したい

（

時から

時まで）

（２）日曜日・祝日 【○は１つ・「２」、
「３」の場合は利用希望時間を記入 時間は 24 時間制、30
分未満は切り捨て、30 分以上は切り上げ】
１．利用を希望しない

[利用したい時間帯]

２．ほぼ毎週利用したい
３．月に１～２回は利用したい

（

時から

時まで）

《幼稚園を利用されている方にうかがいます。
》
問１４

宛名のお子さんについて、夏休み・冬休みなど長期の休暇期間中の幼児教育・保育事業（幼稚

園や保育所等）の利用を希望しますか。
【○は１つ・
「２」
、
「３」の場合は利用希望時間を記入 時
間は 24 時間制、30 分未満は切り捨て、30 分以上は切り上げ】
これらの事業の利用には、一定の利用者負担があります。

１．利用を希望しない
[利用したい時間帯]

２．休みの期間中、ほぼ毎日利用したい
３．休みの期間中、週に数日利用したい

（

－8－

時から

時まで）

宛名のお子さんの地域の子育て支援事業の利用状況についてうかがいます。
問１５ 宛名のお子さんが、現在、地域子育て支援拠点事業＊を利用していますか。
【○は当てはまるものすべて・利用している事業は利用回数を記入】
＊地域子育て支援事業とは、親子が集まって過ごしたり、相談をしたり、情報提供を受けたりする場
で、
「つどいの広場」
「子育て支援センタ－」等と呼ばれています

１．リヴ総社店やきよね夢てらすなどで行う「つどいの広場」の利用について
週当たり

回 もしくは １ケ月当たり

回程度

２．保育所で行う「地域子育て支援センター」の利用について
週当たり

回 もしくは １ケ月当たり

回程度

３．どちらも利用していない
４．今は利用していないが，以前利用したことがある。
問１６ 問１５のような地域子育て支援拠点事業を、今後利用したり、利用回数を増やしたいと思いま
すか。
【○は１つ・利用を希望する場合は希望利用回数を記入】
事業の利用には、一定の利用者負担がある場合があります。

１．利用していないが、今後利用したい
〔利用したい回数〕 週当たり

回 もしくは １ケ月当たり

回程度

２．すでに利用しているが、利用回数を増やしたい
〔増やしたい回数〕 週当たり

回 もしくは １ケ月当たり

３．新たに利用したり、利用日数を増やしたいとは思わない

－9－

回程度

宛名のお子さんが病気の際の対応についてうかがいます。
（平日に幼稚園や保育所などの幼児教育・保育事業を利用する方のみ）
《平日の定期的な幼児教育・保育事業（幼稚園や保育所等）を利用していると答えた保護者の方（問１
１で１に○をつけた方）にうかがいます。利用していらっしゃらない方は、11 ページ問１８にお進みく
ださい。》
問１７ この１年間に、お子さんが病気やケガで普段利用している幼児教育・保育事業（幼稚園や保育
所等）が利用できなかったことはありますか。
【○は１つ】
１．あった

２．なかった →11 ペ－ジ問 18 へ

《問１７で「１」に○をつけた方にうかがいます。
》
問１７－１ 宛名のお子さんが病気やケガで普段利用している幼児教育・保育事業（幼稚園や保育所等）
が利用できなかった場合に、この１年間に行った対処方法をお答えください。
【○は当てはまるものすべて・○をつけたものの日数を記入（半日程度対応の場合も 1 日と
カウント）
】
１．父親が仕事を休んだ

日

２．母親が仕事を休んだ

日

３．
（同居者を含む）親族・知人に預けた

日

４．就労していない保護者がみた

日

５．病児・病後児保育施設を利用した

日

６．居宅訪問型保育（いわゆるベビ－シッタ－）を頼んだ

日

７．ファミリ－・サポ－ト・センタ－＊にお願いした

日

８．仕方なく子どもだけで留守番をさせた

日

９．その他（

）

日

＊「7．ファミリ－・サポ－ト・センタ－」には、「病児・緊急対応強化事業」による利用も含まれます。

《問１７－１で「１」または「２」に○をつけた方にうかがいます。
》
問１７－２ その際、
「できれば病児・病後児のための保育施設等を利用したい」と思われましたか。
【○は１つ・利用したい場合は日数を記入】
病児・病後児のための事業等の利用には、一定の利用料がかかり、利用前にかかりつけ医の受診が必
要となります。

１．できれば病児・病後児保育施設等を利用したい
２．利用したいと思わない

－10－

⇒

日

宛名のお子さんの不定期の幼児教育・保育事業や宿泊を伴う
一事預かり等の利用についてうかがいます。
問１８ 宛名のお子さんについて、この 1 年間に、日中の定期的な保育や病気のため以外に、私用、親
の通院、不定期の勤労等の目的で不定期に利用した事業はありますか。
【○は当てはまるものすべて・○をつけたものの１年間の利用日数を記入】
１．幼稚園の預かり保育

日

（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）

２．一時預かり

日

（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）
３．ファミリ－・サポ－ト・センタ－

日

（市内では、保育サポート「あいあい」
）
４．居宅訪問型保育（いわゆるベビーシッター）

日

5．その他

日

6．利用していない

問１９ 宛名のお子さんについて、今後、私用、親の通院、不定期の就労等の目的で、子どもを預ける
事業を利用したいと思いますか。
【○は１つ】
これらの事業の利用には、一定の利用者負担があります。

１．利用したい

２．利用する必要はない →12 ペ－ジ問 20 へ

《問１９で「１」に○をつけた方にうかがいます。
》
問１９－１ どのような目的で利用したいですか。
【○はあてはまるものすべて・○をつけたものの年間の日数を記入】
１．私用（買物、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の習い事、
リフレッシュ目的等）

日

２．冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の通院等

日

３．不定期の就労

日

４．その他（

）

－11－

日

問２０ 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）により宛名のお子さんを
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）
。
【○は１つ】
１．あった

２．なかった →13 ペ－ジ問 21 へ

《問２０で「１」に○をつけた方にうかがいます。
》
問２０－１ この１年間に行った対処方法をお答えください。
【○はあてはまるものすべて・○をつけたものの年間の泊数を記入】
１．
（同居者を含む）親族・知人にみてもらった

泊

２．認可外保育施設やベビーシッター等を利用した

泊

３．仕方なく子どもを同行させた

泊

４．仕方なく子どもだけで留守番をさせた

泊

５．その他（

）

《問２０－１で「１」に○をつけた方にうかがいます。
》
問２０－２ その場合の困難度はどの程度でしたか。
【○は１つ】
１．非常に頼みづらかった
２．どちらかというと頼みづらかった
３．問題なく頼めた

－12－

泊

宛名のお子さんが５歳以上である方に、
小学校就学後の放課後の過ごし方についてうかがいます。
⇒５歳未満の方は、問２３へ
問２１ 宛名のお子さんについて、小学校低学年（１～３年生）のうちは、放課後（平日の小学校終了
後）の時間をどのような場所で過ごさせたいと思いますか。
【○はあてはまるものすべて・○をつけたものの週当たりの日数を記入 「放課後児童クラブ」の
場合には利用希望時間を記入 時間は 24 時間制、30 分未満は切り捨て、30 分以上は切り上げ】
＊放課後児童クラブとは、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、子どもの生活の場を提供するものです。事業の利用に
あたっては、一定の利用料がかかります。

１．自宅

週

日くらい

２．祖父母宅や友人・知人宅

週

日くらい

３．習い事（ピアノ教室、サッカ－クラブ、学習塾など）

週

日くらい

４．放課後子ども教室 ※

週

日くらい

５．放課後児童クラブ[学童保育]

週

日くらい →

下校時から

時まで

６．ファミリー・サポート・センター

週

日くらい

７．その他（公民館、公園など）

週

日くらい

※ 「放課後子ども教室」…地域の方々の協力を得て、放課後や週末に小学校や公民館で学習・スポ－ツ・文化芸術
活動などを体験する取組です。保護者の就労の有無に関わらず、すべての小学生が利用できます。

問２２ 宛名のお子さんについて、小学校高学年（４～６年生）になったら、放課後（平日の小学校終
了後）の時間をどのような場所で過ごさせたいと思いますか。先のことになりますが、現在お持
ちのイメ－ジでお答えください。
【○はあてはまるものすべて・○をつけたものの週当たりの日数を記入 「放課後児童クラブ」の
場合には利用希望時間を記入 時間は 24 時間制、30 分未満は切り捨て、30 分以上は切り上げ】
１．自宅

週

日くらい

２．祖父母宅や友人・知人宅

週

日くらい

３．習い事（ピアノ教室、サッカ－クラブ、学習塾など）

週

日くらい

４．放課後子ども教室

週

日くらい

５．放課後児童クラブ[学童保育]

週

日くらい →

下校時から

時まで

６．ファミリー・サポート・センター

週

日くらい

７．その他（公民館、公園など）

週

日くらい

－13－

仕事と家庭生活の両立についてうかがいます。
問２３

宛名のお子さんが生まれた時、父母のいずれか、もしくは双方が育児休業を取得しましたか。

取得していない方はその理由をご記入ください。
【○は１つ・
「２」は日数、
「３」は理由を記入】
母親（○は１つ）

父親（○は１つ）

１．働いていなかった
２．取得した（取得中である）
⇒取得期間

１．働いていなかった
２．取得した（取得中である）
日

⇒取得期間

３．取得していない
⇒

日

３．取得していない
⇒

取得していない理由（下から番号を選ん
でご記入ください）

取得していない理由（下から番号を選ん
でご記入ください）

１．職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった
２．仕事が忙しかった
３．
（産休後に）仕事に早く復帰したかった
４．仕事に戻るのが難しそうだった
５．昇給・昇格などが遅れそうだった
６．収入減となり、経済的に苦しくなる
７．保育所（園）などに預けることができた
８．配偶者が育児休業制度を利用した
９．配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、制度を利用する必要がなかった
10．子育てや家事に専念するため退職した
11．職場に育児休業の制度がなかった（就業規則に定めがなかった）
12．有期雇用のため育児休業の取得要件を満たさなかった
13．育児休業を取得できることを知らなかった
14．産前産後の休暇（産前６週間、産後８週間）を取得できることを知らず、退職した
15．その他（

）

※幼児教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関して意見がございましたらご自由にご記入
ください。

－14－

小児医療費についてうかがいます。
本市では、子育てにかかる経済負担の軽減とお子さまの健康維持を目的として、小学校 6 年生までの
通院分と中学校 3 年生までの入院分のうち、保険診療により保護者が支払うべき自己負担分の全額を公
費(税金)で負担し、保護者負担を無償としています。この負担額が、年々増加しており、平成 24 年度
には約 2 億 5,700 万円となりました。現在、この負担額を少しでも抑制できないか検討しています。
問２４ お子さま（宛名のお子さま）は，調剤も含め 1 ケ月に何回ぐらい医療機関を受診しますか。
【○は１つ】
１． １～３回

３． 7～9 回

２． ４～６回

４． １０回以上

５．受診しない

問２５ お子さまの「かかりつけ医」を決めていますか。
【○は１つ】
１．決めている

２．決めていない

問２６ 休日夜間の急病時に受診するかどうか迷ったときに利用できる「小児救急医療電話相談（＃８
０００）
」を利用したことがありますか。
【○は１つ】
１．利用したことがある
２．知っているが利用したことはない（理由：

）

３．知らない
問２６で「３」知らないと回答した方にうかがいます。
問２７ 「小児救急医療電話相談（＃８０００）
」を知っていたら利用しますか。
【○は１つ】
１．利用する
２．利用しない（理由：

）

問２８ 「ジェネリック医薬品（後発医薬品）
」のことをご存知ですか。
【○は１つ】
１．知っている

２．知らない

問２８で「１」知っていると回答した方にうかがいます。
問２９ 「ジェネリック医薬品（後発医薬品）
」を利用したいですか。
【○は１つ】
１．利用したい

２．利用したくない

３．どちらでもよい

問２９で「２」利用したくない「３」どちらでもよいと回答した方にうかがいます。
問３０ どうして「ジェネリック医薬品（後発医薬品）
」を利用しないのですか。
【○は当てはまるものすべて】
１．効き目が悪いと考えるため

４．そもそも自己負担がないため

２．医師が勧めないため

５．その他（

３．利用の仕方がわからないため
－15－

）

問３１ 現在、公費による小児医療費無償化の今後のあり方を検討していますが、今のまま維持するこ
とで財政負担が増加すれは、その他の子育て支援サービスを廃止、縮小せざるを得ない場合もあ
ります。それでも無償化の維持は必要と考えますか。
【○は１つ】
１．必要である
２．他のサービスが廃止・縮小するなら見直しもやむを得ない

問３１で「２」やむを得ないと回答した方にうかがいます。
問３２ 次のうちどのような見直しが望ましいと考えますか。
【○は２つ選んでください】
１．資格証に代えて枚数に限りのある受診券（クーポン券）の交付
２．償還払い制度の採用
※償還払い・・・医療機関で一旦自己負担分を支払い、その後市へ申請し返還を受ける
３．所得制限の導入
４．一部負担金の徴収
５．時間外診療の割増料金を自己負担に
６．対象年齢の引き下げ
７．その他（

）

問３１で「２」やむを得ないと回答した方にうかがいます。
問３３ あなたがより充実してほしい子育て支援サービスは何ですか。
【○は３つ選んでください。
】
１．予防接種費用の助成

７．妊娠から出産までの相談支援の充実

２．保育所の定員増

８．病児・病後児保育の充実

３．保育所入所条件の緩和

９．保育所の増設・改築

４．一時預かりサービスの充実

10．幼稚園の預かり保育の充実

５．子育て支援センター、つどいの広場等の増設

11．親子クラブや子育てサロンの活動支援

６．放課後児童クラブの定員増

12．その他（

調査にご協力いただきまして、ありがとうございました。
切手は貼らずに同封の封筒に入れ、ご投函ください。

－16－

）

