
 

 

    

    
 

    

    

    

鹿屋市子育鹿屋市子育鹿屋市子育鹿屋市子育てててて支援支援支援支援にににに関関関関するするするするニーズニーズニーズニーズ調査調査調査調査（（（（案案案案））））    
～～～～子育子育子育子育てしやすいてしやすいてしやすいてしやすい街街街街づくりづくりづくりづくりのためにのためにのためにのために～～～～    

（（（（調査票調査票調査票調査票ののののイメージイメージイメージイメージ））））    
 
 
 

 

 

※第１回子ども・子育て会議後に修正した部分に網かけをしています。 
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鹿屋市では、子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）に基づく新たな子ども・

子育て支援の制度（以下「子ども・子育て支援新制度」といいます。）の下で、教育・保育・

子育て支援の充実を図るため、５年間を一期とする子ども・子育て支援事業計画を作成し、

計画的に給付・事業を実施することとされています（平成 27 年度から実施予定）。 

本調査は、この計画で確保を図るべき教育・保育・子育て支援の「量の見込み」を市町

村が算出するため、住民の皆さんの教育・保育・子育て支援に関する「現在の利用状況」

や「今後の利用希望」を把握するために行うものです。 

 

なお、ここで回答していただいた内容（施設や事業の利用希望等）は、施設や事業の具

体的な利用の可否を確認・決定するものではありません。将来の利用希望を変更していた

だいて構いません。 

 

また、この制度は、以下のような考え方に基づいています。 

 

● 子ども・子育て支援新制度は、急速な少子化の進行、家庭・地域を取り巻く環境の変

化に対応して、子どもや保護者に必要な支援を行い、一人ひとりの子どもが健やかに成

長することができる社会を実現することを目的としています。 

 

● 子どもの成長においては、乳児期におけるしっかりとした愛着形成を基礎とした情緒

の安定や他者への信頼感の醸成、幼児期における他者との関わりや基本的な生きる力の

獲得、学童期における心身の健全な発達を通じて、一人ひとりがかけがえのない個性あ

る存在として認められるとともに、自己肯定感を持って育まれることが重要です。子ど

も・子育て支援新制度は、社会全体の責任として、そのような環境を整備することを目

指しています。 

 

● 子ども・子育て支援は、以上のような考え方をもとに、保護者には子育てについての

第一義的責任があることを前提としつつ、保護者が子育てについての責任を果たすこと

や、子育ての権利を享受することが可能となるような支援を行うものです。 

地域や社会が保護者に寄り添い、子育てに対する負担や不安、孤立感を和らげることを

通じて、保護者が自己肯定感を持ちながら子どもと向き合える環境を整え、親としての成

長を支援し、子育てや子どもの成長に喜びや生きがいを感じることができるような支援を

目指しています。 

回答回答回答回答するにするにするにするに当当当当たっておたっておたっておたってお読読読読みくださいみくださいみくださいみください    
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（用語の定義） 

この調査票における用語の定義は以下のとおり 

 

・幼 稚 園：学校教育法に定める、３～５歳児に対して学校教育を行う施設（学校教育法第22条） 

・保 育 所：児童福祉法に定める、保育に欠ける０～５歳児に対して保育を行う施設 

        （児童福祉法第39条） 

・認定こども園：幼稚園と保育所の機能を併せ持つ施設（就学前の子どもに関する教育、保育等の総

合的な提供の推進に関する法律第２条第６項） 

・子 育 て：教育・保育その他の子どもの健やかな成長のために行われる支援 

・教   育：問１４までにおいては家庭での教育を含めた広い意味、問１５以降においては幼児

期の学校における教育の意味で用いています 
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問問問問１１１１    おおおお住住住住まいのまいのまいのまいの「「「「地区地区地区地区」、」、」、」、「「「「小学校区小学校区小学校区小学校区」」」」をををを下下下下のののの表表表表のののの番号番号番号番号からからからからそれぞれそれぞれそれぞれそれぞれ選選選選びびびび回答用紙回答用紙回答用紙回答用紙ににににごごごご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。なおなおなおなお、、、、

小学校区小学校区小学校区小学校区がわからないがわからないがわからないがわからない場合場合場合場合はははは、、、、おおおお近近近近くのくのくのくの小学校区小学校区小学校区小学校区をおをおをおをお選選選選びくださいびくださいびくださいびください。。。。    

    

    

    

地地地地    区区区区    町町町町    丁丁丁丁    目目目目    名名名名    小学校区小学校区小学校区小学校区    

１１１１....市街地中心地区市街地中心地区市街地中心地区市街地中心地区    古前城町古前城町古前城町古前城町    本町本町本町本町    新栄町新栄町新栄町新栄町    朝日町朝日町朝日町朝日町    向江町向江町向江町向江町    共栄町共栄町共栄町共栄町    北田町北田町北田町北田町    

大手町大手町大手町大手町    西大手町西大手町西大手町西大手町    曽田町曽田町曽田町曽田町        白崎町白崎町白崎町白崎町        王子町王子町王子町王子町    打馬打馬打馬打馬１１１１丁目丁目丁目丁目    

打馬打馬打馬打馬２２２２丁目丁目丁目丁目    下祓川町下祓川町下祓川町下祓川町    西祓川町西祓川町西祓川町西祓川町    

1.1.1.1.鹿屋小学校区鹿屋小学校区鹿屋小学校区鹿屋小学校区    

2.2.2.2.祓川祓川祓川祓川小学校区小学校区小学校区小学校区        

3.3.3.3.東原小学校区東原小学校区東原小学校区東原小学校区        

4.4.4.4.笠野原小学校笠野原小学校笠野原小学校笠野原小学校区区区区        

5.5.5.5.寿小学校区寿小学校区寿小学校区寿小学校区    

6.6.6.6.寿北小学校区寿北小学校区寿北小学校区寿北小学校区        

7777....田崎小学校区田崎小学校区田崎小学校区田崎小学校区    

8888....西原小学校区西原小学校区西原小学校区西原小学校区        

9999....西原台小学校区西原台小学校区西原台小学校区西原台小学校区        

10101010....花岡小学校区花岡小学校区花岡小学校区花岡小学校区        

11111111....高須小学校区高須小学校区高須小学校区高須小学校区        

12121212....浜田小学校区浜田小学校区浜田小学校区浜田小学校区    

13131313....野里小学校区野里小学校区野里小学校区野里小学校区    

14141414....大姶良小学校区大姶良小学校区大姶良小学校区大姶良小学校区    

15151515....南小学校区南小学校区南小学校区南小学校区    

16161616....西俣小学校区西俣小学校区西俣小学校区西俣小学校区    

17171717....高隅小学校区高隅小学校区高隅小学校区高隅小学校区    

18181818....大黒小学校区大黒小学校区大黒小学校区大黒小学校区        

２２２２....寿地区寿地区寿地区寿地区    寿寿寿寿１１１１丁目丁目丁目丁目    寿寿寿寿２２２２丁目丁目丁目丁目    寿寿寿寿３３３３丁目丁目丁目丁目         寿寿寿寿４４４４丁目丁目丁目丁目    寿寿寿寿５５５５丁目丁目丁目丁目    

寿寿寿寿６６６６丁目丁目丁目丁目     寿寿寿寿７７７７丁目丁目丁目丁目         寿寿寿寿８８８８丁目丁目丁目丁目     新川町新川町新川町新川町         旭原町旭原町旭原町旭原町    

札元札元札元札元１１１１丁目丁目丁目丁目    札元札元札元札元２２２２丁目丁目丁目丁目        笠之原町笠之原町笠之原町笠之原町    

３３３３....西原西原西原西原地区地区地区地区    新生町新生町新生町新生町    上谷町上谷町上谷町上谷町    西原西原西原西原１１１１丁目丁目丁目丁目    西原西原西原西原２２２２丁目丁目丁目丁目    西原西原西原西原３３３３丁目丁目丁目丁目            

西原西原西原西原４４４４丁目丁目丁目丁目    大浦町大浦町大浦町大浦町    郷之原町郷之原町郷之原町郷之原町    今坂町今坂町今坂町今坂町    上野町上野町上野町上野町    野里町野里町野里町野里町    

４４４４....高隈地区高隈地区高隈地区高隈地区    上高隈町上高隈町上高隈町上高隈町        下高隈町下高隈町下高隈町下高隈町    

５５５５....東原東原東原東原・・・・祓川地祓川地祓川地祓川地区区区区    東原町東原町東原町東原町        上祓川町上祓川町上祓川町上祓川町        祓川町祓川町祓川町祓川町    

６６６６....田崎地区田崎地区田崎地区田崎地区    田崎町田崎町田崎町田崎町        川西町川西町川西町川西町        川東町川東町川東町川東町        永野田町永野田町永野田町永野田町        名貫町名貫町名貫町名貫町    

７７７７....大姶良地区大姶良地区大姶良地区大姶良地区    飯隈町飯隈町飯隈町飯隈町    池園町池園町池園町池園町    萩塚町萩塚町萩塚町萩塚町    星塚町星塚町星塚町星塚町    下堀町下堀町下堀町下堀町    田淵町田淵町田淵町田淵町    大姶良町大姶良町大姶良町大姶良町        

獅子目町獅子目町獅子目町獅子目町        南町南町南町南町        横山町横山町横山町横山町    

８８８８....高須高須高須高須・・・・浜田地浜田地浜田地浜田地区区区区    高須町高須町高須町高須町        浜田町浜田町浜田町浜田町        永小原町永小原町永小原町永小原町    

９９９９....古江古江古江古江・・・・花岡地花岡地花岡地花岡地区区区区    小野原町小野原町小野原町小野原町    天神町天神町天神町天神町    船間町船間町船間町船間町    古江町古江町古江町古江町    古里町古里町古里町古里町    白水町白水町白水町白水町    海道町海道町海道町海道町    

花岡町花岡町花岡町花岡町    根木原町根木原町根木原町根木原町    花里町花里町花里町花里町    有武町有武町有武町有武町    小薄町小薄町小薄町小薄町    高牧町高牧町高牧町高牧町    

10.10.10.10.串良地区串良地区串良地区串良地区    富富富富ケケケケ丘中央丘中央丘中央丘中央    星星星星ケケケケ丘丘丘丘    中甫木中甫木中甫木中甫木    桜桜桜桜ヶヶヶヶ丘丘丘丘    中郷中郷中郷中郷    上大塚原下上大塚原下上大塚原下上大塚原下        

大牧大牧大牧大牧    鶴亀鶴亀鶴亀鶴亀    上大塚原上上大塚原上上大塚原上上大塚原上    下大塚原下大塚原下大塚原下大塚原    新大塚原新大塚原新大塚原新大塚原    宮宮宮宮ノノノノ下下下下            

愛愛愛愛ケケケケ迫迫迫迫    緑緑緑緑ケケケケ丘丘丘丘    和田和田和田和田    江口迫江口迫江口迫江口迫    北田迫北田迫北田迫北田迫    上之馬場上之馬場上之馬場上之馬場        諏訪下諏訪下諏訪下諏訪下    

下甫木下甫木下甫木下甫木    永和永和永和永和    上之馬場下上之馬場下上之馬場下上之馬場下        堅田堅田堅田堅田        岡崎西岡崎西岡崎西岡崎西        岡崎東岡崎東岡崎東岡崎東        

岡崎上岡崎上岡崎上岡崎上    白寒水白寒水白寒水白寒水    下小原南下小原南下小原南下小原南    下小原北下小原北下小原北下小原北    大坪大坪大坪大坪        大迫大迫大迫大迫（（（（大字下大字下大字下大字下

小原小原小原小原））））    平和平和平和平和（（（（市道横堀広段線市道横堀広段線市道横堀広段線市道横堀広段線とととと星星星星ケケケケ丘矢柄線丘矢柄線丘矢柄線丘矢柄線とととと交交交交わるわるわるわる部分部分部分部分かかかか

らららら新造山線新造山線新造山線新造山線のののの東東東東、、、、南側南側南側南側））））    

19.19.19.19.串良小学校区串良小学校区串良小学校区串良小学校区    

20.20.20.20.細山田小学校区細山田小学校区細山田小学校区細山田小学校区        

21.21.21.21.上小原小学校区上小原小学校区上小原小学校区上小原小学校区    

11111.1.1.1.細山田地区細山田地区細山田地区細山田地区    立小野立小野立小野立小野    高松高松高松高松    堂園堂園堂園堂園    馬掛馬掛馬掛馬掛    外堀外堀外堀外堀    はしはしはしはし場場場場    更和更和更和更和    新中堀新中堀新中堀新中堀        

共和共和共和共和    花鎌花鎌花鎌花鎌    土持土持土持土持    東西東西東西東西    共心共心共心共心    東共心東共心東共心東共心        西新町西新町西新町西新町    東新町東新町東新町東新町    

生栗須生栗須生栗須生栗須    西新堀西新堀西新堀西新堀    新栄新栄新栄新栄    竹下堀竹下堀竹下堀竹下堀        下之段下之段下之段下之段    東新堀東新堀東新堀東新堀    入部堀入部堀入部堀入部堀    

平瀬平瀬平瀬平瀬    下中下中下中下中    中野中野中野中野    矢柄矢柄矢柄矢柄        上矢柄上矢柄上矢柄上矢柄    上辰喰上辰喰上辰喰上辰喰    辰喰辰喰辰喰辰喰    栄栄栄栄    上栄上栄上栄上栄    

伊集院伊集院伊集院伊集院    更栄更栄更栄更栄            昭栄昭栄昭栄昭栄    山下山下山下山下    平和平和平和平和（（（（市道横堀広段線市道横堀広段線市道横堀広段線市道横堀広段線とととと星星星星ケケケケ

丘矢柄線丘矢柄線丘矢柄線丘矢柄線とととと交交交交わるわるわるわる部分部分部分部分からからからから新造山線新造山線新造山線新造山線のののの西西西西、、、、北川北川北川北川））））    

12.12.12.12.上小原地区上小原地区上小原地区上小原地区    共栄西共栄西共栄西共栄西    共栄中共栄中共栄中共栄中    共栄東上共栄東上共栄東上共栄東上    共栄東共栄東共栄東共栄東    鳥之巣鳥之巣鳥之巣鳥之巣    中宿中宿中宿中宿        中山上中山上中山上中山上    

中山下中山下中山下中山下    県営住宅県営住宅県営住宅県営住宅    十三塚十三塚十三塚十三塚    永峯永峯永峯永峯    中山原中山原中山原中山原    松崎松崎松崎松崎    城城城城ヶヶヶヶ崎崎崎崎        

柳谷柳谷柳谷柳谷    下方限下方限下方限下方限    塩塚塩塚塩塚塩塚    大迫大迫大迫大迫（（（（大字上大字上大字上大字上小原小原小原小原））））    大久保段大久保段大久保段大久保段    

（１）地 区  （２）小学校区  

お住まいの地域についてうかがいます。 
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地地地地    区区区区    町町町町    丁丁丁丁    目目目目    名名名名    小学校区小学校区小学校区小学校区    

13.13.13.13.吾平地区吾平地区吾平地区吾平地区    吾平町上名吾平町上名吾平町上名吾平町上名    吾平町下名吾平町下名吾平町下名吾平町下名    吾平町麓吾平町麓吾平町麓吾平町麓    22.22.22.22.吾平小学校区吾平小学校区吾平小学校区吾平小学校区        

23.23.23.23.鶴峰小学校区鶴峰小学校区鶴峰小学校区鶴峰小学校区    

24.24.24.24.下名小学校区下名小学校区下名小学校区下名小学校区    

14.14.14.14.輝北地区輝北地区輝北地区輝北地区    輝北町上百引輝北町上百引輝北町上百引輝北町上百引    輝北町下百引輝北町下百引輝北町下百引輝北町下百引    輝北町平房輝北町平房輝北町平房輝北町平房    輝北町市成輝北町市成輝北町市成輝北町市成                    

輝北町諏訪原輝北町諏訪原輝北町諏訪原輝北町諏訪原    

25.25.25.25.輝北小学校区輝北小学校区輝北小学校区輝北小学校区    

        ※※※※串良串良串良串良、、、、吾平吾平吾平吾平、、、、輝北地区輝北地区輝北地区輝北地区はははは、、、、中学校区中学校区中学校区中学校区でででで分分分分けてありますけてありますけてありますけてあります。。。。    

 

 

 

 

    

問問問問２２２２    宛名宛名宛名宛名のおのおのおのお子子子子さんのさんのさんのさんの生年月生年月生年月生年月をごをごをごをご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。((((回答用紙回答用紙回答用紙回答用紙のののの□□□□内内内内にににに数字数字数字数字でごでごでごでご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。))))    

 平成 □□年 □□月生まれ 

    

問問問問３３３３    このこのこのこの調査票調査票調査票調査票にごにごにごにご回答回答回答回答いただくいただくいただくいただく方方方方はどなたですかはどなたですかはどなたですかはどなたですか。。。。宛名宛名宛名宛名のおのおのおのお子子子子さんからみたさんからみたさんからみたさんからみた関係関係関係関係でででで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。。。。当当当当てててて

はまるはまるはまるはまる番号番号番号番号１１１１つつつつをををを回答用紙回答用紙回答用紙回答用紙にごにごにごにご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

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

    

問問問問４４４４    このこのこのこの調査票調査票調査票調査票ににににごごごご回答回答回答回答いただいているいただいているいただいているいただいている方方方方のののの配偶関係配偶関係配偶関係配偶関係についておについておについておについて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。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号１１１１つつつつをををを回答回答回答回答

用紙用紙用紙用紙にごにごにごにご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

１．配偶者がいる            ２．配偶者はいない 

 

問問問問５５５５    宛名宛名宛名宛名のおのおのおのお子子子子さんのさんのさんのさんの子育子育子育子育てててて（（（（教育教育教育教育をををを含含含含むむむむ））））をををを主主主主にににに行行行行っっっっているのはどなたですかているのはどなたですかているのはどなたですかているのはどなたですか。。。。おおおお子子子子さんからみたさんからみたさんからみたさんからみた関係関係関係関係でででで

当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号１１１１つつつつをををを回答用紙回答用紙回答用紙回答用紙にごにごにごにご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

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（      ） 

 
 
 

 

 

    

問問問問６６６６    宛名宛名宛名宛名のおのおのおのお子子子子さんのさんのさんのさんの保保保保護者護者護者護者のののの現在現在現在現在のののの就労状況就労状況就労状況就労状況（（（（自自自自営営営営業業業業、、、、家族従事者家族従事者家族従事者家族従事者含含含含むむむむ））））ををををううううかがいますかがいますかがいますかがいます。。。。    

    

（（（（１１１１））））母親母親母親母親    【【【【父父父父子子子子家庭家庭家庭家庭のののの場合場合場合場合はははは記入記入記入記入はははは不要不要不要不要ですですですです】】】】    当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号１１１１つつつつをををを回答用紙回答用紙回答用紙回答用紙にごにごにごにご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

１．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しており、 

産休・育休・介護休業中ではない 

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．パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）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（「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 

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。 

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。 

⇒⇒⇒⇒ （1）-1へ 

⇒⇒⇒⇒ (2)へ 
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（（（（１１１１））））----1111    （（（（１１１１））））でででで「「「「1.1.1.1.～～～～4.4.4.4.」」」」（（（（就労就労就労就労しているしているしているしている））））をををを選選選選択択択択したしたしたした方方方方ににににううううかがいますかがいますかがいますかがいます。。。。    ①①①①１１１１週週週週当当当当たたたたりりりりのののの「「「「就労就労就労就労日数日数日数日数」、」、」、」、

②②②②１１１１日当日当日当日当たたたたりりりりのののの「「「「就労時就労時就労時就労時間間間間（（（（残業時残業時残業時残業時間間間間をををを含含含含むむむむ））））」」」」をおをおをおを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。。。。就労就労就労就労日数日数日数日数やややや就労時就労時就労時就労時間間間間がががが一定一定一定一定ででででないないないない場場場場

合合合合はははは、、、、もっもっもっもっとととともももも多多多多いいいいパターンパターンパターンパターンについておについておについておについて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。。。。産休産休産休産休・・・・育育育育休休休休・・・・介護休業介護休業介護休業介護休業中中中中のののの方方方方はははは、、、、休業休業休業休業にににに入入入入るるるる前前前前

のののの状況状況状況状況についておについておについておについて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。。。。((((回答用紙回答用紙回答用紙回答用紙のののの□内内内内にににに数字数字数字数字でごでごでごでご記入記入記入記入くださいくださいくださいください))))    

①１週当たり □ 日 

②１日当たり □□ 時間 

    

（（（（２２２２））））父親父親父親父親    【【【【母母母母子子子子家庭家庭家庭家庭のののの場合場合場合場合はははは記入記入記入記入はははは不要不要不要不要ですですですです】】】】    当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号１１１１つつつつをををを回答用紙回答用紙回答用紙回答用紙にごにごにごにご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

１．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しており、 

育休・介護休業中ではない 

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 

３．パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で就労しており、 

育休・介護休業中ではない 

4．パート・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 

6．これまで就労したことがない 

    

（（（（２２２２））））----1111    （（（（２２２２））））でででで「「「「1.1.1.1.～～～～4.4.4.4.」」」」（（（（就労就労就労就労しているしているしているしている））））をををを選選選選択択択択したしたしたした方方方方ににににううううかがいますかがいますかがいますかがいます。。。。①①①①１１１１週週週週当当当当たたたたりりりりのののの「「「「就労就労就労就労日数日数日数日数」、」、」、」、

②②②②１１１１日当日当日当日当たたたたりりりりのののの「「「「就労時就労時就労時就労時間間間間（（（（残業時残業時残業時残業時間間間間をををを含含含含むむむむ）」）」）」）」をおをおをおを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。。。。就労就労就労就労日数日数日数日数やややや就労時就労時就労時就労時間間間間がががが一定一定一定一定でなでなでなでな

いいいい場合場合場合場合はははは、、、、もっもっもっもっとととともももも多多多多いいいいパターンパターンパターンパターンにつにつにつについておいておいておいて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。。。。産休産休産休産休・・・・育育育育休休休休・・・・介護休業介護休業介護休業介護休業中中中中のののの方方方方はははは、、、、休業休業休業休業にににに

入入入入るるるる前前前前のののの状況状況状況状況についておについておについておについて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。。。。((((回答用紙回答用紙回答用紙回答用紙のののの□内内内内にににに数字数字数字数字でごでごでごでご記入記入記入記入くださいくださいくださいください))))    

①１週当たり  □ 日 

②１日当たり □□ 時間 

    

問問問問７７７７    問問問問６６６６のののの（（（（１１１１））））またはまたはまたはまたは（（（（２２２２））））でででで「「「「3.4.3.4.3.4.3.4.」」」」（（（（パートパートパートパート・・・・アルバイトアルバイトアルバイトアルバイト等等等等でででで就労就労就労就労しているしているしているしている））））をををを選選選選択択択択したしたしたした方方方方ににににううううかがいかがいかがいかがい

ますますますます。。。。    

 
フルタイムフルタイムフルタイムフルタイムへへへへのののの転換希望転換希望転換希望転換希望ははははありありありありますかますかますかますか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号１１１１つつつつをををを回答用紙回答用紙回答用紙回答用紙にごにごにごにご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

（（（（１１１１））））母親母親母親母親                                

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（「フルタイム」以外）の就労を続けることを希望 

４．パート・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 

    

（（（（２２２２））））父親父親父親父親                                

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（「フルタイム」以外）の就労を続けることを希望 

４．パート・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 

    

 
 
 
 

⇒⇒⇒⇒ （2）-1へ 

⇒⇒⇒⇒ 問８へ 
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問問問問８８８８    問問問問６６６６のののの（（（（１１１１））））またはまたはまたはまたは（（（（２２２２））））でででで「「「「5555....以以以以前前前前はははは就労就労就労就労していたがしていたがしていたがしていたが、、、、現在現在現在現在はははは就労就労就労就労していないしていないしていないしていない」」」」またはまたはまたはまたは「「「「6666....これまでこれまでこれまでこれまで

就労就労就労就労したことがないしたことがないしたことがないしたことがない」」」」をををを選選選選択択択択したしたしたした方方方方ににににううううかがいますかがいますかがいますかがいます。。。。就労就労就労就労したいといしたいといしたいといしたいというううう希望希望希望希望ははははありありありありますかますかますかますか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番番番番

号号号号・・・・記号記号記号記号それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ１１１１つつつつをををを選選選選びびびび、、、、該該該該当当当当するするするする□内内内内にはにはにはには数字数字数字数字をごをごをごをご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

（（（（１１１１））））母親母親母親母親                                

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年より先、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     ア．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労） 

                イ．パートタイム、アルバイト等（「ア」以外） 

                  →①１週当たり □日 ②１日当たり □□時間 

（（（（２２２２））））父親父親父親父親    

    

    

    

 

 

※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 10-1に示した事業が含まれます。 

 

問問問問９９９９    宛名宛名宛名宛名のおのおのおのお子子子子さんはさんはさんはさんは現在現在現在現在、、、、幼稚幼稚幼稚幼稚園園園園やややや保育保育保育保育所所所所などのなどのなどのなどの「「「「定期的定期的定期的定期的なななな教育教育教育教育・・・・保育保育保育保育のののの事業事業事業事業」」」」をををを利利利利用用用用されていますかされていますかされていますかされていますか。。。。

当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号１１１１つつつつをををを回答用紙回答用紙回答用紙回答用紙にごにごにごにご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

 １．利用している  ⇒⇒⇒⇒ 問９-1へ       ２．利用していない  ⇒⇒⇒⇒ 問９-5へ 

    

問問問問９９９９----1111    問問問問９９９９----1111～～～～問問問問９９９９----4444 はははは、、、、問問問問９９９９でででで「「「「1.1.1.1.利利利利用用用用しているしているしているしている」」」」をををを選選選選択択択択したしたしたした方方方方ににににううううかがいますかがいますかがいますかがいます。。。。    

宛名宛名宛名宛名のおのおのおのお子子子子さんはさんはさんはさんは、、、、平日平日平日平日どのどのどのどのようようようようなななな教育教育教育教育・・・・保育保育保育保育のののの事業事業事業事業をををを利利利利用用用用していますかしていますかしていますかしていますか。。。。年間年間年間年間をををを通通通通じじじじてててて「「「「定期的定期的定期的定期的にににに」」」」利利利利用用用用

しているしているしているしている事業事業事業事業をおをおをおを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。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号すすすすべべべべててててをををを回答用紙回答用紙回答用紙回答用紙にごにごにごにご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

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．幼稚園の２歳児預かり保育 

４．認可保育所 

（国が定める最低基準に適合した施設で 

都道府県等の認可を受けたもの） 

５．家庭的保育 

（養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 

（企業が主に従業員用に運営する施設） 

７．その他の認可外の保育施設 

  （認可保育所に該当しない保育施設） 

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．ファミリー・サポート・センター 

（地域住民が子どもを預かる事業） 

10．その他  例・・保育所の一時預かり             

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年より先、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     ア．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労） 

                イ．パートタイム、アルバイト等（「ア」以外） 

                  →①１週当たり □日 ②１日当たり □□時間 

宛名のお子さんの平日の定期的な教育・保育事業の 
利用状況についてうかがいます。 
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問問問問９９９９----2222    平日平日平日平日にににに定期的定期的定期的定期的にににに利利利利用用用用しているしているしているしている教育教育教育教育・・・・保育保育保育保育のののの事業事業事業事業についてについてについてについて、、、、現在現在現在現在どのくらいどのくらいどのくらいどのくらい利利利利用用用用していますかしていますかしていますかしていますか。。。。またまたまたまた、、、、

希望希望希望希望としてはどのくらいとしてはどのくらいとしてはどのくらいとしてはどのくらい利利利利用用用用したいですかしたいですかしたいですかしたいですか。。。。１１１１週週週週当当当当たたたたりりりり何何何何日日日日、、、、１１１１日当日当日当日当たたたたりりりり何時何時何時何時間間間間（（（（何時何時何時何時からからからから何時何時何時何時までまでまでまで））））かかかか

をををを、、、、回答用紙回答用紙回答用紙回答用紙のののの□□□□内内内内にににに具体的具体的具体的具体的なななな数字数字数字数字でごでごでごでご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。なおなおなおなお、、、、時時時時間間間間はははは、、、、必必必必ずずずず((((例例例例))))００００９９９９時時時時～～～～１８１８１８１８時時時時ののののようようようようにににに

２４２４２４２４時時時時間間間間制制制制でごでごでごでご記入記入記入記入くくくくださいださいださいださい。。。。    

（１）現在 

  １週当たり □日      １日当たり □□時間 （ □□時～ □□時） 

 

（２）希望 

  １週当たり □日      １日当たり □□時間 （ □□時～ □□時） 

 
問問問問９９９９----3333    現在現在現在現在、、、、利利利利用用用用してしてしてしているいるいるいる教育教育教育教育・・・・保育保育保育保育事業事業事業事業のののの実施実施実施実施場場場場所所所所についてについてについてについてううううかがいますかがいますかがいますかがいます。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号１１１１つつつつをををを回答用回答用回答用回答用

紙紙紙紙にごにごにごにご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

  1．居住している市域内      2．他の市町 

 
問問問問９９９９----4444    平日平日平日平日にににに定期的定期的定期的定期的にににに教育教育教育教育・・・・保育保育保育保育のののの事業事業事業事業をををを利利利利用用用用されているされているされているされている理由理由理由理由についてについてについてについてううううかがいますかがいますかがいますかがいます。。。。主主主主なななな理由理由理由理由としてとしてとしてとして当当当当てててて

はまるはまるはまるはまる番号番号番号番号すすすすべべべべててててをををを回答用紙回答用紙回答用紙回答用紙にごにごにごにご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

 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）をしている方に病気や障害がある 

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（                                     ） 

 
問問問問９９９９----5555    問問問問９９９９でででで「「「「２２２２．．．．利利利利用用用用していないしていないしていないしていない」」」」をををを選選選選択択択択したしたしたした方方方方ににににううううかがいますかがいますかがいますかがいます。。。。利利利利用用用用していないしていないしていないしていない理由理由理由理由はははは何何何何ですかですかですかですか。。。。理由理由理由理由

としてとしてとしてとしてもっもっもっもっとととともももも当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号すすすすべべべべててててをををを回答用紙回答用紙回答用紙回答用紙にごにごにごにご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。またまたまたまた、、、、８８８８をををを選選選選択択択択のののの場合場合場合場合はははは回答用紙回答用紙回答用紙回答用紙

のののの□にににに年年年年齢齢齢齢をごをごをごをご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

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、保育・教育の事業に空きがない 

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（                                     ） 
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問問問問 10101010    すすすすべべべべてのてのてのての方方方方ににににううううかがいますかがいますかがいますかがいます。。。。現在現在現在現在、、、、利利利利用用用用しているしているしているしている、、、、利利利利用用用用していないにかかわらしていないにかかわらしていないにかかわらしていないにかかわらずずずず、、、、宛名宛名宛名宛名のおのおのおのお子子子子さんのさんのさんのさんの平平平平

日日日日のののの教育教育教育教育・・・・保育保育保育保育のののの事業事業事業事業としてとしてとしてとして、、、、「「「「定期的定期的定期的定期的にににに」」」」利利利利用用用用したいとしたいとしたいとしたいと考考考考えるえるえるえる事業事業事業事業をおをおをおを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。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号すすすす

べべべべててててをををを回答用紙回答用紙回答用紙回答用紙にごにごにごにご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。なおなおなおなお、、、、これらのこれらのこれらのこれらの事業事業事業事業のののの利利利利用用用用にはにはにはには、、、、一定一定一定一定のののの利利利利用用用用者負担者負担者負担者負担がががが発発発発生生生生しますしますしますします。。。。認認認認

可可可可保育保育保育保育所所所所のののの場合場合場合場合、、、、世帯収世帯収世帯収世帯収入入入入にににに応応応応じじじじたたたた利利利利用用用用料料料料がががが設定設定設定設定されていますされていますされていますされています。。。。    

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．幼稚園の２歳児預かり保育 

４．認可保育所 

（国が定める最低基準に適合した施設で都道府県 

等の認可を受けた定員２０人以上のもの） 

５．認定こども園 

（幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設） 

６．小規模な保育施設 

（国が定める最低基準に適合した施設で 

市町村の認可を受けた定員概ね６～１９ 

人のもの） 

 

７．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） 

８．事業所内保育施設 

（企業が主に従業員用に運営する施設） 

９．自治体の認証・認定保育施設 

（認可保育所ではないが、自治体が認証・ 

認定した施設） 

10．その他の認可外の保育施設 

11．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） 

12．ファミリー・サポート・センター 

（地域住民が子どもを預かる事業） 

13．その他（             ） 

 

 

 
問問問問 10101010----1111    教育教育教育教育・・・・保育保育保育保育事業事業事業事業をををを利利利利用用用用したいしたいしたいしたい場場場場所所所所についてについてについてについてううううかがいますかがいますかがいますかがいます。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号１１１１つつつつをををを回答用紙回答用紙回答用紙回答用紙にごにごにごにご記入記入記入記入くくくく

ださいださいださいださい。。。。        

  1．居住している市域内      2．他の市町 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

定義 ３歳未満 ３歳児 ４歳以上 定義 ３歳未満 ３歳児 ４歳以上

生活保護世帯 0 0 0 1 ５，０００円未満 23,000 20,000 20,000

(0) (0) (0) 2 ５，０００円以上１０，０００円未満 24,000 21,000 21,000

8,000 5,000 5,000 3 １０，０００円以上１５，０００円未満 25,000 22,000 22,000

(16,000) (13,000) (13,000) 4 １５，０００円以上２０，０００円未満 26,000 23,000 23,000

17,000 14,000 14,000 5 ２０，０００円以上２５，０００円未満 27,000 24,000 24,000

6 ２５，０００円以上３０，０００円未満 28,000 25,000 25,000

7 ３０，０００円以上３５，０００円未満 29,000 26,000 26,000

8 ３５，０００円以上４０，０００円未満 30,000 27,000 27,000

1 ４０，０００円以上５０，０００円未満 34,000 30,000 29,000

2 ５０，０００円以上６０，０００円未満 38,000 33,000 30,000

3 ６０，０００円以上１０３，０００円未満 42,000 36,000 31,000

１０３，０００円以上４１３，０００円未満 46,000 38,000 32,000

４１３，０００円以上７３４，０００円未満 48,000 39,000 33,000

７３４，０００円以上 50,000 39,000 33,000

保育料 保育料

階層

所

得

税

非

課

税

世

帯

児童の属する世帯の階層区分 児童の属する世帯の階層区分

1

市民税非課税世帯

市民税課税世帯

【【【【参考参考参考参考】              】              】              】              平成平成平成平成２５２５２５２５年度 鹿屋市保育料基準額年度 鹿屋市保育料基準額年度 鹿屋市保育料基準額年度 鹿屋市保育料基準額((((認可保育所認可保育所認可保育所認可保育所))))

8

所

得

税

課

税

世

帯

階層

4

5

2

3

6

7
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問問問問 11111111    宛名宛名宛名宛名のおのおのおのお子子子子さんはさんはさんはさんは、、、、現在現在現在現在、、、、地地地地域域域域子育子育子育子育てててて支援拠点事業支援拠点事業支援拠点事業支援拠点事業（（（（親親親親子子子子がががが集集集集ままままっっっってててて過過過過ごしたごしたごしたごしたりりりり、、、、相談相談相談相談をしたをしたをしたをしたりりりり、、、、情報情報情報情報

提供提供提供提供をををを受受受受けけけけたたたたりりりりするするするする場場場場でででで、、、、「「「「つどいのつどいのつどいのつどいの広場広場広場広場」「」「」「」「子育子育子育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」」」」等等等等とととと呼呼呼呼ばばばばれていますれていますれていますれています））））やややや「「「「児童館児童館児童館児童館」「」「」「」「児児児児

童童童童センターセンターセンターセンター」」」」をををを利利利利用用用用していますかしていますかしていますかしていますか。。。。次次次次のののの中中中中からからからから、、、、利利利利用用用用されているされているされているされているももももののののすすすすべべべべててててをををを回答用紙回答用紙回答用紙回答用紙にごにごにごにご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。

またまたまたまた、、、、おおおおおおおおよよよよそのそのそのその利利利利用回数用回数用回数用回数（（（（頻度頻度頻度頻度））））をををを①①①①かかかか②②②②のいのいのいのいずずずずれかれかれかれか一一一一方方方方のののの□内内内内にににに数字数字数字数字でごでごでごでご記入記入記入記入くださいくださいくださいください((((数字数字数字数字はははは一枠一枠一枠一枠にににに

一一一一字字字字))))。。。。    

１．地域子育て支援拠点事業（親子が集まって過ごしたり、相談をする場）を利用している 

 ①１週当たり □回 もしくは ②１ヶ月当たり □回程度 

２．「児童館」「児童センター」を利用している 

 ①１週当たり □回 もしくは ②１ヶ月当たり □回程度 

３．利用していない 

 

問問問問 12121212    問問問問 11111111 のののの１１１１．．．．ののののようようようようなななな地地地地域域域域子育子育子育子育てててて支援拠点支援拠点支援拠点支援拠点事業事業事業事業についてについてについてについて、、、、今今今今はははは利利利利用用用用していないがしていないがしていないがしていないが、、、、ででででききききれれれればばばば今今今今後後後後利利利利用用用用しししし

たいたいたいたい、、、、ああああるいはるいはるいはるいは、、、、すでにすでにすでにすでに利利利利用用用用しているしているしているしている方方方方はははは、、、、今今今今後後後後利利利利用日数用日数用日数用日数をををを増増増増ややややしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号１１１１

つつつつをををを選選選選びびびび、、、、おおおおおおおおよよよよそのそのそのその利利利利用回数用回数用回数用回数（（（（頻度頻度頻度頻度））））をををを①①①①かかかか②②②②のいのいのいのいずずずずれかれかれかれか一一一一方方方方のののの□□□□内内内内にににに数字数字数字数字でごでごでごでご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。なおなおなおなお、、、、

これらのこれらのこれらのこれらの事業事業事業事業のののの利利利利用用用用にはにはにはには、、、、一定一定一定一定のののの利利利利用用用用者負担者負担者負担者負担がががが発発発発生生生生するするするする場合場合場合場合ががががありありありありますますますます。。。。    

１．利用していないが、今後利用したい 

    ①１週当たり □回 もしくは ②１ヶ月当たり □回程度 

２．すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい  

①１週当たり 更に □回 もしくは ②１ヶ月当たり 更に □回程度  

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 

    

問問問問 13131313    問問問問 11111111 のののの２２２２．．．．ののののようようようようなななな「「「「児童館児童館児童館児童館」「」「」「」「児童児童児童児童センターセンターセンターセンター」」」」についてについてについてについて、、、、今今今今はははは利利利利用用用用していないがしていないがしていないがしていないが、、、、ででででききききれれれればばばば今今今今後利後利後利後利用用用用

したいしたいしたいしたい、、、、ああああるいはるいはるいはるいは、、、、すでにすでにすでにすでに利利利利用用用用しているしているしているしている方方方方はははは、、、、今今今今後利後利後利後利用日数用日数用日数用日数をををを増増増増ややややしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号

１１１１つつつつをををを選選選選びびびび、、、、おおおおおおおおよよよよそのそのそのその利利利利用回数用回数用回数用回数（（（（頻度頻度頻度頻度））））をををを①①①①かかかか②②②②のいのいのいのいずずずずれかれかれかれか一一一一方方方方のののの□内内内内にににに数字数字数字数字でごでごでごでご記入記入記入記入くださくださくださくださいいいい。。。。なおなおなおなお、、、、

これらのこれらのこれらのこれらの事業事業事業事業のののの利利利利用用用用にはにはにはには、、、、一定一定一定一定のののの利利利利用用用用者負担者負担者負担者負担がががが発発発発生生生生するするするする場合場合場合場合ががががありありありありますますますます。。。。    

１．利用していないが、今後利用したい 

    ①１週当たり □回 もしくは ②１ヶ月当たり □回程度 

２．すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい  

①１週当たり 更に □回 もしくは ②１ヶ月当たり 更に □回程度  

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 

 
問問問問 14141414    下記下記下記下記のののの事業事業事業事業でででで知知知知っっっっていていていているるるるももももののののやややや、、、、これまでにこれまでにこれまでにこれまでに利利利利用用用用したことしたことしたことしたことががががああああるるるるもももものののの、、、、今今今今後後後後、、、、利利利利用用用用したいとしたいとしたいとしたいと思思思思うもうもうもうものをのをのをのを

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。。。。①①①①～～～～⑦⑦⑦⑦のののの事業事業事業事業ごとにごとにごとにごとに、、、、Ａ～ＣＡ～ＣＡ～ＣＡ～Ｃのそれのそれのそれのそれぞれについてぞれについてぞれについてぞれについて、「、「、「、「アアアア．．．．はいはいはいはい」「」「」「」「イイイイ．．．．いいえいいえいいえいいえ」」」」ののののいいいいずずずずれれれれ

かかかかをををを回答用紙回答用紙回答用紙回答用紙にごにごにごにご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。なおなおなおなお、、、、事業事業事業事業にににによっよっよっよってはてはてはては、、、、おおおお住住住住まいのまいのまいのまいの地地地地域域域域でででで実施実施実施実施されていないされていないされていないされていないももももののののもありもありもありもあり

ますますますます。。。。    

 A B C 

 

知っている 

これまでに利用   

したことがある 

今後利用したい 

①母親（父親）学級、両親学級、育児学級 ア．はい イ．いいえ ア．はい イ．いいえ ア．はい イ．いいえ 

②保健センターの情報・相談事業 ア．はい イ．いいえ ア．はい イ．いいえ ア．はい イ．いいえ 

③家庭教育に関する学級・講座 ア．はい イ．いいえ ア．はい イ．いいえ ア．はい イ．いいえ 

④教育相談センター・教育相談室 ア．はい イ．いいえ ア．はい イ．いいえ ア．はい イ．いいえ 

⑤保育所や幼稚園の園庭等の開放 ア．はい イ．いいえ ア．はい イ．いいえ ア．はい イ．いいえ 

⑥子育ての総合相談窓口 ア．はい イ．いいえ ア．はい イ．いいえ ア．はい イ．いいえ 

⑦自治体発行の子育て支援情報誌 ア．はい イ．いいえ ア．はい イ．いいえ ア．はい イ．いいえ 

 

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。 
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問問問問 15151515    宛名宛名宛名宛名のおのおのおのお子子子子さんについてさんについてさんについてさんについて、、、、土土土土曜曜曜曜日日日日とととと日日日日曜曜曜曜日日日日・・・・祝祝祝祝日日日日にににに、、、、定期的定期的定期的定期的なななな教育教育教育教育・・・・保育保育保育保育のののの事業事業事業事業のののの利利利利用用用用希望希望希望希望ははははありありありありますますますます

かかかか（（（（一時的一時的一時的一時的なななな利利利利用用用用はははは除除除除ききききますますますます））））。。。。（（（（１１１１）、（）、（）、（）、（２２２２））））それぞれそれぞれそれぞれそれぞれにににに当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号をををを１１１１つつつつ選選選選びびびび、、、、希望希望希望希望ががががああああるるるる場合場合場合場合はははは、、、、

利利利利用用用用したいしたいしたいしたい時時時時間間間間帯帯帯帯をををを、、、、((((例例例例))))００００９９９９時時時時～～～～１８１８１８１８時時時時ののののようようようようにににに２４２４２４２４時時時時間間間間制制制制でごでごでごでご記入記入記入記入くださいくださいくださいください（（（（数字数字数字数字はははは一枠一枠一枠一枠にににに一一一一字字字字）。）。）。）。なななな

おおおお、、、、これらのこれらのこれらのこれらの事業事業事業事業のののの利利利利用用用用にはにはにはには、、、、一定一定一定一定のののの利利利利用用用用者負担者負担者負担者負担がががが発発発発生生生生しますしますしますします。。。。    

※保育・教育事業とは、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 

１．利用する必要はない 

２．ほぼ毎週利用したい       利用したい時間帯 

３．月に１～２回は利用したい       □□時から □□時まで 

 

（２）日曜・祝日 

１．利用する必要はない 

２．ほぼ毎週利用したい       利用したい時間帯 

３．月に１～２回は利用したい       □□時から □□時まで 

 

問問問問 15151515----1111    問問問問 15151515 のののの（（（（１１１１））））ももももしくはしくはしくはしくは（（（（２２２２））））でででで、「、「、「、「3333....月月月月にににに１１１１～～～～２２２２回回回回はははは利利利利用用用用したいしたいしたいしたい」」」」をををを選選選選択択択択したしたしたした方方方方ににににううううかがいますかがいますかがいますかがいます。。。。毎毎毎毎

週週週週ではなくではなくではなくではなく、、、、たまにたまにたまにたまに利利利利用用用用したいしたいしたいしたい理由理由理由理由はははは何何何何ですかですかですかですか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号すすすすべべべべててててをををを回答用紙回答用紙回答用紙回答用紙にごにごにごにご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

１．月に数回仕事が入るため        ２．平日に済ませられない用事をまとめて済ませるため 

3．親族の介護や手伝いが必要なため     4．息抜きのため 

5．その他（              ）  

 

問問問問 16161616    「「「「幼稚幼稚幼稚幼稚園園園園」」」」をををを利利利利用用用用されているされているされているされている方方方方ににににううううかがいますかがいますかがいますかがいます。。。。宛名宛名宛名宛名のおのおのおのお子子子子さんについてさんについてさんについてさんについて、、、、夏休夏休夏休夏休みみみみ・・・・冬休冬休冬休冬休みなどみなどみなどみなど長期長期長期長期のののの

休暇期休暇期休暇期休暇期間中間中間中間中のののの教育教育教育教育・・・・保育保育保育保育のののの事業事業事業事業のののの利利利利用用用用をををを希望希望希望希望しますかしますかしますかしますか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号をををを１１１１つつつつ選選選選びびびび、、、、希望希望希望希望ががががああああるるるる場合場合場合場合はははは、、、、

利利利利用用用用したいしたいしたいしたい時時時時間間間間帯帯帯帯をををを、、、、((((例例例例))))００００９９９９時時時時～～～～１８１８１８１８時時時時ののののようようようようにににに２４２４２４２４時時時時間間間間制制制制でごでごでごでご記入記入記入記入くださいくださいくださいください（（（（数字数字数字数字はははは一枠一枠一枠一枠にににに一一一一字字字字）。）。）。）。    

１．利用する必要はない 

２．休みの期間中、ほぼ毎日利用したい     利用したい時間帯 

３．休みの期間中、週に数日利用したい      □□時から □□時まで 

 
問問問問 16161616----1111    問問問問 16161616 でででで、「、「、「、「3333....週週週週にににに数日数日数日数日利利利利用用用用したいしたいしたいしたい」」」」をををを選選選選択択択択したしたしたした方方方方ににににううううかがいますかがいますかがいますかがいます。。。。毎毎毎毎日日日日ではなくではなくではなくではなく、、、、たまにたまにたまにたまに利利利利用用用用したいしたいしたいしたい

理由理由理由理由はなんですかはなんですかはなんですかはなんですか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号すすすすべべべべててててをををを回答用紙回答用紙回答用紙回答用紙にごにごにごにご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

１．週に数回仕事が入るため        ２．買い物等の用事をまとめて済ませるため 

3．親等親族の介護や手伝いが必要なため   4．息抜きのため 

5．その他（              ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宛名のお子さんの土曜・休日や長期休暇中の「定期的」な

教育・保育事業の利用希望についてうかがいます。 
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問問問問 17171717    平日平日平日平日のののの定期的定期的定期的定期的なななな教育教育教育教育・・・・保育保育保育保育のののの事業事業事業事業をををを利利利利用用用用しているとしているとしているとしていると答答答答えたえたえたえた保保保保護者護者護者護者のののの方方方方（（（（問問問問９９９９でででで１１１１をををを選選選選択択択択したしたしたした方方方方））））ににににううううかかかか

がいますがいますがいますがいます。。。。利利利利用用用用していらしていらしていらしていらっっっっししししゃゃゃゃらないらないらないらない方方方方はははは、、、、問問問問 18181818 におにおにおにお進進進進みくださいみくださいみくださいみください。。。。    

このこのこのこの１１１１年間年間年間年間にににに、、、、宛名宛名宛名宛名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やややケケケケガガガガでででで通常通常通常通常のののの事業事業事業事業がががが利利利利用用用用ででででききききなかなかなかなかっっっったことはたことはたことはたことはありありありありますかますかますかますか。。。。当当当当てててて

はまるはまるはまるはまる番号番号番号番号をををを１１１１つつつつ選選選選びびびび回答用紙回答用紙回答用紙回答用紙にごにごにごにご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

  １．あった      ⇒⇒⇒⇒ 問 17-1 へ       ２．なかった  ⇒⇒⇒⇒ 問 18 へ 

問問問問 17171717----1111    宛名宛名宛名宛名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けやけやけやけがでがでがでがで普普普普段段段段利利利利用用用用しているしているしているしている教育教育教育教育・・・・保育保育保育保育のののの事業事業事業事業がががが利利利利用用用用ででででききききなかなかなかなかっっっったたたた場合場合場合場合にににに、、、、このこのこのこの

１１１１年間年間年間年間にににに行行行行っっっったたたた対処対処対処対処方方方方法法法法ととととしてしてしてして当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる記号記号記号記号すすすすべべべべててててをををを選選選選びびびび、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの日数日数日数日数もももも□□□□内内内内にににに数字数字数字数字ででででごごごご記入記入記入記入くだくだくだくだ

さいさいさいさい（（（（半半半半日日日日程度程度程度程度のののの対応対応対応対応のののの場合場合場合場合もももも１１１１日日日日ととととカウントカウントカウントカウントしてくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。数字数字数字数字はははは一枠一枠一枠一枠にににに一一一一字字字字））））。 
    １１１１年間年間年間年間のののの対処対処対処対処方方方方法法法法    

日数日数日数日数 

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 

（保育所（園）で実施しているサービスを含む） 

□□ 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  
 

 問問問問 17171717----1111 でででで「「「「アアアア．」「．」「．」「．」「イイイイ．」．」．」．」のいずれかにのいずれかにのいずれかにのいずれかに回答回答回答回答したしたしたした方方方方にうかがいますにうかがいますにうかがいますにうかがいます。。。。 

問問問問 17171717----2222    そのそのそのその際際際際、「、「、「、「ででででききききれれれればばばば病児病児病児病児・・・・病後児病後児病後児病後児のたのたのたのためめめめのののの保育保育保育保育施設等施設等施設等施設等をををを利利利利用用用用したいしたいしたいしたい」」」」とととと思思思思われましたかわれましたかわれましたかわれましたか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる

番号番号番号番号１１１１つつつつをををを選選選選びびびび、、、、日数日数日数日数についてについてについてについてもももも□□□□内内内内にににに数字数字数字数字でごでごでごでご記入記入記入記入くださいくださいくださいください（（（（数字数字数字数字はははは一枠一枠一枠一枠にににに一一一一字字字字）。）。）。）。なおなおなおなお、、、、病児病児病児病児・・・・病後児病後児病後児病後児

のたのたのたのためめめめのののの事業等事業等事業等事業等のののの利利利利用用用用にはにはにはには、、、、一定一定一定一定のののの利利利利用用用用料料料料がかかがかかがかかがかかりりりり、、、、利利利利用前用前用前用前にかかにかかにかかにかかりりりりつつつつけけけけ医医医医のののの受診受診受診受診がががが必要必要必要必要となとなとなとなりりりりますますますます。。。。    

１．できれば病児・病後児保育施設等を利用したい ⇒ □□日 ⇒ 問 17-3へ 

２．利用したいとは思わない                   ⇒ 問 17-4へ  
 

問問問問 17171717----3333    問問問問 17171717----2222 でででで「「「「1.1.1.1.ででででききききれれれればばばば病児病児病児病児・・・・病後児病後児病後児病後児保育保育保育保育施設施設施設施設等等等等をををを利利利利用用用用したいしたいしたいしたい」」」」をををを選選選選択択択択したしたしたした方方方方ににににううううかがいますかがいますかがいますかがいます。。。。上記上記上記上記

のののの目目目目的的的的でででで子子子子どどどどももももをををを預預預預けけけけるるるる場合場合場合場合、、、、下記下記下記下記のいのいのいのいずずずずれのれのれのれの事業形態事業形態事業形態事業形態がががが望望望望ましいとましいとましいとましいと思思思思われますかわれますかわれますかわれますか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号すすすすべべべべ

ててててをををを回答用紙回答用紙回答用紙回答用紙にごにごにごにご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

１．他の施設（例：幼稚園・保育所等）に併設した施設で子どもを保育する事業 

2．小児科に併設した施設で子どもを保育する事業 

３．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） 

４．その他（                            ） 

 ⇒ 問 18 へ 
問問問問 17171717----4444    問問問問 17171717----2222 でででで「「「「2.2.2.2.利利利利用用用用したいしたいしたいしたいとととと思思思思わないわないわないわない」」」」をををを選選選選択択択択したしたしたした方方方方にににに伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。そそそそうううう思思思思われるわれるわれるわれる理由理由理由理由についてについてについてについて当当当当てはてはてはては

まるまるまるまる番号番号番号番号すすすすべべべべててててをををを回答用紙回答用紙回答用紙回答用紙にごにごにごにご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

１．病児・病後児を他人に看てもらうのは不安 ２．地域の事業の質に不安がある 

３．地域の事業の利便性（立地や利用可能時間 ４．利用料がかかる・高い 

日数など）がよくない 

５．利用料がわからない ６．親が仕事を休んで対応する 

７．親戚に看てもらう              ８．その他（               ） 

                                            ⇒ 問 18 へ 

宛名のお子さんの病気の際の対応についてうかがいます。 
（平日の教育・保育を利用する方のみ） 

⇒問 18 へ 
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問問問問 18181818    宛名宛名宛名宛名のおのおのおのお子子子子さんにさんにさんにさんについてついてついてついて、、、、日中日中日中日中のののの定期的定期的定期的定期的なななな保育保育保育保育やややや病気病気病気病気のたのたのたのためめめめ以以以以外外外外にににに、、、、私私私私用用用用、、、、親親親親のののの通通通通院院院院、、、、不定期不定期不定期不定期のののの就労等就労等就労等就労等

のののの目目目目的的的的でででで不定期不定期不定期不定期にににに利利利利用用用用しているしているしているしている事業事業事業事業ははははありありありありますかますかますかますか。。。。ああああるるるる場場場場合合合合はははは、、、、当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号すすすすべべべべててててをををを選選選選びびびび、、、、１１１１年間年間年間年間のののの

利利利利用日数用日数用日数用日数（（（（おおおおおおおおよよよよそそそそ））））もももも□□□□内内内内にににに数字数字数字数字でごでごでごでご記入記入記入記入くださいくださいくださいください    ((((数字数字数字数字はははは一枠一枠一枠一枠にににに一一一一字字字字))))。。。。    

利利利利用用用用しているしているしているしている事業事業事業事業・・・・日数日数日数日数（（（（年間年間年間年間））））    

1．一時預かり 

   （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 

   （地域住民が子どもを預かる事業） 

□□ 日 

４．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 

５．ベビーシッター 

□□ 日 

6．その他（                     ） 

□□ 日 

7．利用していない    ⇒問 18-1へ                         

    

問問問問 18181818 でででで「「「「7777．．．．利用利用利用利用していないしていないしていないしていない」」」」とととと回答回答回答回答したしたしたした方方方方にうかがいますにうかがいますにうかがいますにうかがいます。。。。    

問問問問 18181818----1111    現在利現在利現在利現在利用用用用していないしていないしていないしていない理由理由理由理由はははは何何何何ですかですかですかですか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号すすすすべべべべててててをををを回答用紙回答用紙回答用紙回答用紙にごにごにごにご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

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のかどうか    ８．事業の利用方法（手続き等）がわからない 

  わからない 

９．その他（               ） 

    
問問問問 19191919    宛名宛名宛名宛名のおのおのおのお子子子子さんにさんにさんにさんについてついてついてついて、、、、私私私私用用用用、、、、親親親親のののの通通通通院院院院、、、、不定期不定期不定期不定期のののの就労等就労等就労等就労等のののの目目目目的的的的でででで、、、、年間年間年間年間何何何何日日日日くらいくらいくらいくらい事業事業事業事業をををを利利利利用用用用したしたしたした

いといといといと思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。利利利利用用用用希望希望希望希望のののの有有有有無無無無についてについてについてについて当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番番番番号号号号・・・・記号記号記号記号すすすすべべべべててててをををを選選選選びびびび、、、、必要必要必要必要なななな日数日数日数日数をごをごをごをご記入記入記入記入くだくだくだくだ

さいさいさいさい（（（（利利利利用用用用したいしたいしたいしたい日数日数日数日数のののの合合合合計計計計とととと、、、、目目目目的別的別的別的別のののの内内内内訳訳訳訳のののの日数日数日数日数をををを□内内内内にににに数字数字数字数字でごでごでごでご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。数字数字数字数字はははは一枠一枠一枠一枠にににに一一一一字字字字。）。。）。。）。。）。

なおなおなおなお事業事業事業事業のののの利利利利用用用用ににににああああたたたたっっっってはてはてはては、、、、一定一定一定一定のののの利利利利用用用用料料料料がかかがかかがかかがかかりりりりますますますます。。。。    

１．利用したい 計 □□ 日 

 

ア. 私用（買物、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の

習い事等）、リフレッシュ目的 

□□ 日 

 

イ. 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 

 

ウ. 不定期の就労 □□ 日 

 

エ. その他（               ） □□ 日 

２．利用する必要はない  ⇒⇒⇒⇒ 問20へ  

宛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についてうかがいます。 

⇒⇒⇒⇒ 問 19 へ 

問 19-1 へ 
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問問問問19191919----1111    問問問問19191919でででで「「「「1.1.1.1.利利利利用用用用したいしたいしたいしたい」」」」をををを選選選選択択択択したしたしたした方方方方ににににううううかがいますかがいますかがいますかがいます。。。。問問問問11119999のののの目目目目的的的的でおでおでおでお子子子子さんをさんをさんをさんを預預預預けけけけるるるる場合場合場合場合、、、、下記下記下記下記のののの

いいいいずずずずれのれのれのれの事業形態事業形態事業形態事業形態がががが望望望望ましいとましいとましいとましいと思思思思われますかわれますかわれますかわれますか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号すすすすべべべべててててをををを回答用紙回答用紙回答用紙回答用紙にごにごにごにご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

１．大規模施設で子どもを保育する事業（例：幼稚園・保育所等） 

２．小規模施設で子どもを保育する事業（例：地域子育て支援拠点等） 

3．地域住民等が子育て家庭等の近くの場所で保育する事業（例：ファミリー・サポート・センター等） 

４．その他（                            ） 

 
問問問問 20202020    このこのこのこの１１１１年間年間年間年間にににに、、、、保保保保護者護者護者護者のののの用用用用事事事事（（（（冠婚葬祭冠婚葬祭冠婚葬祭冠婚葬祭、、、、保保保保護者護者護者護者・・・・家族家族家族家族のののの病気病気病気病気などなどなどなど））））にににによりよりよりより、、、、宛名宛名宛名宛名のおのおのおのお子子子子さんをさんをさんをさんを泊泊泊泊りりりりがががが

けけけけでででで家族以家族以家族以家族以外外外外ににににみてみてみてみてももももらわらわらわらわななななけけけけれれれればばばばならないことはならないことはならないことはならないことはありありありありましたかましたかましたかましたか（（（（預預預預けけけけ先先先先がががが見見見見つからなかつからなかつからなかつからなかっっっったたたた場合場合場合場合もももも含含含含みまみまみまみま

すすすす））））。。。。あっあっあっあったたたた場合場合場合場合はははは、、、、このこのこのこの１１１１年間年間年間年間のののの対処対処対処対処方方方方法法法法としてとしてとしてとして当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号すすすすべべべべててててをををを選選選選びびびび、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの日数日数日数日数もももも□□□□内内内内にににに数数数数

字字字字ででででごごごご記入記入記入記入くださいくださいくださいください（（（（数字数字数字数字はははは一枠一枠一枠一枠にににに一一一一字字字字）。）。）。）。    

    １１１１年間年間年間年間のののの対処対処対処対処方方方方法法法法    
日数日数日数日数 

１．あった 
ア. （同居者を含む）親族・知人にみてもらった 

□□ 泊 

 イ. 

短期入所生活援助事業（ショートステイ）を利用した 

（児童養護施設等で一定期間、子どもを保護する事業） 

□□ 泊 

 

ウ. 

イ以外の保育事業（認可外保育施設、ベビーシッター等）

を利用した 

□□ 泊 

 

エ. 仕方なく子どもを同行させた 
□□ 泊 

 
オ. 仕方なく子どもだけで留守番をさせた  

□□ 泊 

 
カ. その他（               ） 

□□ 泊 

２．なかった  

      

問問問問 20202020 でででで「「「「1.1.1.1.あったあったあったあった    アアアア.(.(.(.(同居者同居者同居者同居者をををを含含含含むむむむ))))親族親族親族親族・・・・知人知人知人知人ににににみてもらったみてもらったみてもらったみてもらった」」」」とととと答答答答えたえたえたえた方方方方にうかがいにうかがいにうかがいにうかがい

ますますますます。。。。        ⇒⇒⇒⇒アアアア....以外以外以外以外をををを選択選択選択選択したしたしたした方方方方はははは    問問問問 21212121 へへへへ    

 
問問問問 20202020----1111    そのそのそのその場合場合場合場合のののの困難度困難度困難度困難度ははははどのどのどのどの程度程度程度程度でしたかでしたかでしたかでしたか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号１１１１つつつつをををを選選選選びびびび回答用紙回答用紙回答用紙回答用紙にごにごにごにご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

１．非常に困難     2．どちらかというと困難     3．特に困難ではない 
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                               ⇒⇒⇒⇒    ５歳未満の方は、問 23へ 

問問問問 21212121    宛名宛名宛名宛名のおのおのおのお子子子子さんについてさんについてさんについてさんについて、、、、小学校小学校小学校小学校低低低低学年学年学年学年（（（（１１１１～～～～３３３３年生年生年生年生））））ののののうちうちうちうちはははは、、、、放課後放課後放課後放課後（（（（平日平日平日平日のののの小学校小学校小学校小学校終了後終了後終了後終了後））））のののの時時時時

間間間間をどのをどのをどのをどのようようようようなななな場場場場所所所所でででで過過過過ごさごさごさごさせせせせたいとたいとたいとたいと思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号すすすすべべべべててててをををを選選選選びびびび、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ希望希望希望希望するするするする週週週週当当当当

たたたたりりりり日数日数日数日数をををを数数数数字字字字でごでごでごでご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。またまたまたまた、「、「、「、「放課後児童放課後児童放課後児童放課後児童クラブクラブクラブクラブ」」」」のののの場合場合場合場合にはにはにはには、、、、利利利利用用用用をををを希望希望希望希望するするするする時時時時間間間間もももも□□□□内内内内にににに

数字数字数字数字でごでごでごでご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。時時時時間間間間はははは必必必必ずずずず（（（（例例例例））））１８１８１８１８時時時時ののののようようようようにににに２４２４２４２４時時時時間間間間制制制制でごでごでごでご記入記入記入記入くださいくださいくださいください（（（（数字数字数字数字はははは一枠一枠一枠一枠にににに一一一一

字字字字）。）。）。）。    

「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、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

カークラブ、学習塾な

ど） 

週 □ 日くらい 

４．児童館 ※ 

週 □ 日くらい 

５．放課後子ども教室 

週 □ 日くらい 

6．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 

７．ファミリー・サポート・センター  

週 □ 日くらい 

８．その他（公民館、公園など） 

週 □ 日くらい 

※１ 児童館で行う放課後児童クラブの利用を希望する場合は「６．」に回答 

※２ 「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

ーツ・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。 

 

問問問問 22222222    宛名宛名宛名宛名のおのおのおのお子子子子さんについてさんについてさんについてさんについて、、、、小学校高学年小学校高学年小学校高学年小学校高学年（（（（４４４４～～～～６６６６年生年生年生年生））））になになになになっっっったらたらたらたら、、、、放課後放課後放課後放課後（（（（平日平日平日平日のののの小学校小学校小学校小学校終了後終了後終了後終了後））））のののの

時時時時間間間間をどのをどのをどのをどのようようようようなななな場場場場所所所所でででで過過過過ごさごさごさごさせせせせたいとたいとたいとたいと思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号すすすすべべべべててててをををを選選選選びびびび、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの週週週週当当当当たたたたりりりり

日数日数日数日数をををを数字数字数字数字でごでごでごでご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。またまたまたまた、「、「、「、「放課後児童放課後児童放課後児童放課後児童クラブクラブクラブクラブ」」」」のののの場合場合場合場合にはにはにはには利利利利用用用用をををを希望希望希望希望するするするする時時時時間間間間もももも□□□□内内内内にににに数字数字数字数字でででで

ごごごご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。時時時時間間間間はははは、、、、必必必必ずずずず（（（（例例例例））））１８１８１８１８時時時時    ののののようようようようにににに２４２４２４２４時時時時間間間間制制制制でごでごでごでご記入記入記入記入くださいくださいくださいください（（（（数字数字数字数字はははは一枠一枠一枠一枠にににに一一一一字字字字）。）。）。）。    

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

ークラブ、学習塾な

ど） 

週 □ 日くらい 

４．児童館 ※ 

週 □ 日くらい 

５．放課後子ども教室 

週 □ 日くらい 

6．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 

７．ファミリー・サポート・センター  

 週 □ 日くらい 

８．その他（公民館、公園など） 

週 □ 日くらい 

※1 だいぶ先のことになりますが、現在お持ちのイメージでお答えください。 

※2 児童館で行う放課後児童クラブの利用を希望する場合は「６．」に回答 

 

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。 

おうかがいします 
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問問問問 23232323    宛名宛名宛名宛名のおのおのおのお子子子子さんがさんがさんがさんが生生生生まれたまれたまれたまれた時時時時、、、、父母父母父母父母のいのいのいのいずずずずれかれかれかれかももももしくはしくはしくはしくは双双双双方方方方がががが育育育育児休業児休業児休業児休業をををを取得取得取得取得しましたかしましたかしましたかしましたか。。。。母親母親母親母親、、、、父親父親父親父親

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、、、、当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号１１１１つつつつをををを選選選選びびびび、、、、該該該該当当当当するするするする□□□□内内内内にににに数字数字数字数字をごをごをごをご記入記入記入記入くださいくださいくださいください（（（（数字数字数字数字はははは一枠一枠一枠一枠にににに一一一一

字字字字））））。。。。またまたまたまた、、、、取得取得取得取得していないしていないしていないしていない方方方方はそのはそのはそのはその理由理由理由理由ををををごごごご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

母親母親母親母親（いずれかに○） 父親父親父親父親（いずれかに○） 

１．働いていなかった 

２．取得した（取得中である） 

 

３．取得していない  

   ⇒ 

 

 

１．働いていなかった 

２．取得した（取得中である）  

 

３．取得していない 

⇒ 

 

 

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（                        ） 

 

問問問問 24242424    おおおお住住住住まいのまいのまいのまいの地地地地域域域域におにおにおにおけけけけるるるる子育子育子育子育ててててのののの環境環境環境環境やややや支援支援支援支援へへへへのののの満足度満足度満足度満足度についてについてについてについて当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号１１１１つつつつをををを回答用紙回答用紙回答用紙回答用紙にごにごにごにご記記記記

入入入入くださいくださいくださいください。。。。    

満足度が低い                  満足度が高い 

１     ２     ３     ４     ５ 

 

問問問問 25252525    最後最後最後最後にににに、、、、教育教育教育教育・・・・保育環境保育環境保育環境保育環境のののの充実充実充実充実などなどなどなど子育子育子育子育ててててのののの環境環境環境環境やややや支援支援支援支援にににに関関関関してごしてごしてごしてご意意意意見見見見がございましたらがございましたらがございましたらがございましたら、、、、

ごごごご自由自由自由自由にににに回答用紙回答用紙回答用紙回答用紙ににににごごごご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

    

    

    

 

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回答用紙回答用紙回答用紙回答用紙のみを封筒に入れ、ご投函ください。 

取得取得取得取得していないしていないしていないしていない理由理由理由理由（下から番号を

選んで回答用紙にご記入ください）（いく

つでも） 

取得取得取得取得していないしていないしていないしていない理由理由理由理由（下から番号を

選んで回答用紙にご記入ください）（いく

つでも） 

すべての方に、育児休業や短時間勤務制度など 
職場の両立支援制度についてうかがいます。 


