
認可外保育施設の利用状況に関する調査（案）について 

 

 

調査期間：平成 26年 3月 5日(水)～平成 26年 3月 18日(火) 

回収期限：平成 26年 3月 21日(金) 

対象世帯：市内の認可外保育施設に通所している鹿屋市住民の児童の保護者。 

     配布世帯数については、認可外保育施設運営者に聞き取りを行い確定する。 

対象児童：平成 26年度以降も引き続き当該認可外保育施設を利用する者。 

配布方法：各認可外保育施設を通じて各世帯へ配布。ただし、各施設側の了解を得られ

た施設のみ。 

調 査 案：別添(案)のとおり 

 

 

認可外保育施設の一覧表（鹿児島県に届出されている施設） 

一般の保育施設 事業所内保育施設 

くりのみ学園 星塚保育園（国立療養所星塚敬愛園） 

くりのみ学園西原分園どんぐり ミルキーランド（おぐら病院） 

ひなぎく保育園 大隅鹿屋病院院内保育所 

保育園南ん里 おひさまランド（池田病院） 

保育サポートぽよぽよハウス 
園内保育所ピッコロドーム 

（介護老人福祉施設みどりの園） 

保育サポートぽよぽよハウス西原分園 アプリキッズ（アプリヘアーモード） 

託児所あっとほーむ 風っ子（風の村） 

イエローハウスキンダーガーデン  

 

資料４ 
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子育てしやすい街づくりのために(案) 
 

認可外保育施設の利用状況に関する 

ニーズ調査(アンケート)ご協力のお願い 
 

日頃から、鹿屋市政にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。 

現在、鹿屋市では、子ども・子育て支援法に基づき、平成２７年度からの「子ども・子育て支援

新制度」の実施に向けた準備を進めています。 

新制度の実施に向けた準備を進める上で、地域における様々な子育てに関するニーズの把握が必

要です。そこで認可外保育施設を利用している方々の実態の把握が必要となるため、保護者の皆様

に、就労状況や利用状況等に関するアンケート調査を行うこととしました。ご協力よろしくお願い

いたします。 

また、１０月下旬から未就学児がいらっしゃるご家庭から３０００人を無作為抽出し、子育て支

援に関するニーズ調査を実施しており、１１月下旬には幼稚園に通っている園児の保護者の皆様に

も別途の調査をお願いしております。さらに今回の調査もご回答いただくことになる保護者の皆様

につきましては、大変お手数をおかけしますが、何卒ご協力よろしくお願いいたします。 

 

平成２６年３月 

鹿屋市長 中西 茂 
 

■調査の取扱い及びご記入にあたってのお願い■ 
● この調査は、平成２６年４月以降も認可外保育施設を利用する児童のお子様をお持ちの保護者の皆様に

ご協力をお願いするものです。 

● 調査結果は、全て統計的に処理した上、計画の策定及び施策の実施の目的に限って用いられます。 

● 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。また、将来の利用希望を変更していただいて構いません。 

● ご回答は、選択肢から“番号”をお選びいただく場合と、数字を具体的にご記入いただく場合がありま

す。 

● 設問または回答した選択肢によっては、一部の方だけに回答をお願いしている設問があります 

● 選択肢で「その他」の場合は回答用紙の（   ）に具体的な内容をご記入ください。 

 

◎回答は、本アンケート用紙に別添しました回答用紙にご記入のうえ、回答用紙のみ添付の

封筒に入れて、お子様が通われている認可外保育施設に提出してください。 

 

提出期限：平成２６年３月○○日（○）まで 

この調査についてご不明な点などがございましたら、お手数ですが下記までお問い合わせください。 

 

鹿屋市 保健福祉部 子育て支援課 保育支援係 

 電話43-2111（内線3144,3753） 

メール kosodate@e-kanoya.net 
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お子さんとご家族の状況についてうかがいます。 

 

問１ お子さんが通われている認可外保育施設名を当てはまる番号から１つ選んでください。 

１．くりのみ学園    ２．くりのみ学園西原分園どんぐり    ３．ひなぎく保育園 

４．保育サポートぽよぽよハウス   ５．保育サポートぽよぽよハウス西原分園 

６．あっとほーむ    ７．イエローハウスキンダーガーデン   ８．保育園南ん里 

 ９．星塚保育園     10．ミルキーランド           11．大隅鹿屋病院保育室 

 12．おひさまランド  13．園内保育所ピッコロドーム      14．アプリキッズ 

 15．風っ子 

※9番から１５番は「事業所内保育施設」です。 

 

 

 

問２ 通われているお子さんは何歳ですか。平成26年3月31日現在の満年齢でお答えください。 

※きょうだいで通われている場合、当てはまる番号をすべて選んでください。 

 １．０歳  ２．１歳  ３．２歳   ４．３歳  ５．４歳  ６．５歳 

 

 

 

問３ この調査票の記入者はどなたですか。当てはまる番号を１つ選んでください。 

 １．母親   ２．父親   ３．祖母   ４．祖父   ５．その他（      ） 

 

 

 

問４ お子さんの子育てを主にしている方はどなたですか。当てはまる番号を１つ選んでください。※お子

さんからみた関係でお答えください。 

 １．父母の両方    ２．主に母親    ３．主に父親  

 ４．主に祖父母    ５．その他（        ） 
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保護者の就労状況についてうかがいます。 

問６ お子さんの保護者の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）をうかがいます。当てはまる番号を

１つ選んでください。さらにそれぞれの質問にもお答えください。 

 ※時間は必ず 30分を境に、切捨て又は切り上げてご記入ください。例 7:20なら 7:00とし、17:30なら 18:00として

お考えください。 

（１）母親の就労状況について （父子家庭の場合は記入丌要です） 

 

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 

 

１週当たり（   ）日 1日当たり（   ）時間 

 ⇒ 最も多いパターンと変則的な勤務の有無をお答えくさだい 

   ・家を出る時間（  ）時    帰宅時間（  ）時 

   ・変則的な勤務（１．あり  ２．なし）  
 

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、現在は産休・育休・介護休業中

である 
 

３．パートタイム、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 

１週当たり（   ）日 1日当たり（   ）時間 

 ⇒ 最も多いパターンと変則的な勤務の有無をお答えくさだい 

    ・家を出る時間（  ）時    帰宅時間（  ）時 

    ・変則的な勤務（１．あり  ２．なし） 
 

 ⇒ フルタイムへの転換希望はありますか 

   １．転換希望があり、実現できる見込みがある 

   ２．転換希望はあるが、実現できる見込みはない 

   ３．転換希望はない 

 

４．パートタイム、アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で就労しているが、現在は産休・育休・介護

休業中である 

 ⇒ フルタイムへの転換希望はありますか 

   １．転換希望があり、実現できる見込みがある 

   ２．転換希望はあるが、実現できる見込みはない 

   ３．転換希望はない 

 

５．以前は就労していたが、現在は就労していない 

 ⇒ 就労したいという希望はありますか 

    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 

    １．フルタイム 

    ２．パートタイム、アルバイト等 

      →１週当たり（  ）日   1日当たり（  ）時間 

 

６．これまでに就労したことがない 

 ⇒ 就労したいという希望はありますか 

    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 

    １．フルタイム 

    ２．パートタイム、アルバイト等 

      →１週当たり（  ）日   1日当たり（  ）時間 
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（２）父親の就労状況について （母子家庭の場合は記入丌要です） 

※時間は必ず 30分を境に、切捨て又は切り上げてご記入ください。例 7:20なら 7:00とし、17:30なら 18:00としてお

考えください。 

 

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 

 

１週当たり（   ）日 1日当たり（   ）時間 

 ⇒ 最も多いパターンと変則的な勤務の有無をお答えくさだい 

    ・家を出る時間（  ）時     帰宅時間（  ）時 

    ・変則的な勤務（１．あり  ２．なし） 
 

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、現在は産休・育休・介護休業中

である 
 

３．パートタイム、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 

１週当たり（   ）日 1日当たり（   ）時間 

 ⇒ 最も多いパターンと変則的な勤務の有無をお答えくさだい 

    ・家を出る時間（  ）時     帰宅時間（  ）時 

    ・変則的な勤務（１．あり  ２．なし） 
 

 ⇒ フルタイムへの転換希望はありますか 

   １．転換希望があり、実現できる見込みがある 

   ２．転換希望はあるが、実現できる見込みはない 

   ３．転換希望はない 

 

４．パートタイム、アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で就労しているが、現在は産休・育休・介護

休業中である 

 ⇒ フルタイムへの転換希望はありますか 

   １．転換希望があり、実現できる見込みがある 

   ２．転換希望はあるが、実現できる見込みはない 

   ３．転換希望はない 

 

５．以前は就労していたが、現在は就労していない 

 ⇒ 就労したいという希望はありますか 

    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 

    １．フルタイム 

    ２．パートタイム、アルバイト等 

      →１週当たり（  ）日   1日当たり（  ）時間 

 

６．これまでに就労したことがない 

 ⇒ 就労したいという希望はありますか 

    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 

    １．フルタイム 

    ２．パートタイム、アルバイト等 

      →１週当たり（  ）日   1日当たり（  ）時 
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認可外保育施設の利用形態についてうかがいます。 

（きょうだいで利用形態が異なる場合は、下のお子さんについてお答えください） 

 

問７ お子さんが利用している利用形態についてうかがいます。当てはまる番号をすべて選んでください。

また、在園時間帯についてもお答えください。 

  ※各認可外保育施設によって、保育時間帯が異なります。 

  ※時間は必ず30分を境に、切捨てまたは切り上げてご記入ください。 

   （例7:20なら7:00とし、17:30なら18:00としてお考えください。） 

１．通常保育 （利用日数・時間帯  １か月（  ）日  （  ）時から（  ）時まで） 

２．一時預かり（利用日数・時間帯  １週当たり（  ）日 （  ）時から（  ）時まで） 

３．夜間保育 （利用日数・時間帯  １週当たり（  ）日 （  ）時から（  ）時まで） 

４．24時間保育（利用日数・時間帯  １週当たり（  ）日 （  ）時から（  ）時まで） 

 

 

認可外保育施設利用の満足度についてうかがいます。 

 

問８ 現在、お子さんが利用されている認可外保育施設の満足度についてうかがいます。当てはまる番号を

１つ選んでください。 

１．満足    ２．やや満足   ３．ふつう   ４．やや丌満   ５．丌満 

 

問９ 現在、お子さんが利用されている認可外保育施設に対してどのような要望がありますか。当てはまる

番号すべて選んでください。 

 

 １．開設時間を延長してほしい       ２．日曜・祝日も開いてほしい 

３．お盆・年末年始も開いてほしい     ４．施設設備を充実してほしい 

５．保育の質を向上してほしい       ６．保育料を減免してほしい 

７．その他（            ）  ８．特になし 

 

 

 

保護者の就労等による休日の過ごし方についてうかがいます。 

 

問 10 保護者の就労等によって、日曜・祝日に家庭で保育できない場合はどのような場所で過ごしていま

すか。当てはまる番号をすべて選んでください。 

 

１年間の対処方法 年間日数 

１ 現在入所している施設を利用 日 

２ 大黒保育園（愛育園）で実施している休日保育を利用 日 

３ 祖父母や親族宅 日 

４ 友人・知人宅 日 

５ ベビーシッターを頼んだ 日 

６ 仕方なく子どもだけで留守番させた 日 

７ 日曜・祝日に就労することは、ほとんどない  

８ その他（                    ） 日 
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認可保育所や幼稚園の利用希望についてかがいます。 

 

問11 今後、認可保育所や幼稚園を利用したいと思いますか。当てはまる番号を１つ選んでください。 

 １．利用したい  ⇒ 問11－１ へ    ２．今のままでよい  ⇒ 問11－２へ 

 

 

問 11－１  問 11 で「１．利用したい」を選択された方にうかがいます。それは認可保育所ですか、それ

とも幼稚園ですか。当てはまる番号を１つ選んでください。 

 １．認可保育所  ⇒ 問10－３へ    ２．幼稚園 

 

 

問 11－２ 問 11 で「２．今のままでよい」を選択された方にうかがいます。その理由は何ですか。当て

はまる番号すべて選んでください。 

１．認可保育所の入所要件を満たさないため 

２．幼稚園の入所要件を満たさないため 

３．認可保育所の保育料が高いため 

４．幼稚園の保育料が高いため 

５．希望する認可保育所に空きがないため 

６．希望する幼稚園に空きがないため 

７．夜間保育や２４時間保育があるため 

８．その他（                       ） 

 

 

問 11－３ 問 11－１で「認可保育所」を選択された方にうかがいます。平成２６年度の認可保育所の利

用申込みをしていますか。当てはまる番号を１つ選んでください。 

 １．申込みをしている     ２．申込みはしていない 

 

 

 

お子さんが病気の際の対応についてうかがいます。 

 

問 12 この１年間に、お子さんが病気で保育施設を休まなければなかったことはありますか。当てはまる

番号を１つ選んでください。 

 １．あった ⇒ 問1０-1へ     ２．なかった 
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問12-1 問12で「１」を選んだ方にうかがいます。 

この１年間の対処はどのようにされましたか。当てはまる番号をすべて選んでください。また、

日数についてもお答えください。 

１年間の対処方法 日数 

１ 父親が休んだ 日 

２ 母親が休んだ 日 

３ 祖父母に預けた 日 

４ 親族・知人に預けた 日 

５ 就労していない保護者がみた 日 

６ 病児・病後児保育を利用した（まつだ子どもクリニック） 日 

７ ベビーシッターを頼んだ 日 

８ 仕方なく子どもだけで留守番させた 日 

９ その他（                    ） 日 

 

 

最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がございましたら、ご自由に回答

用紙にご記入ください。 
 

 

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。 

 


