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南丹市次世代育成支援に関するニーズ調査（就学前児童用） 

 

【調査ご協力のお願い】 

 

皆様には日頃より市政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、国においては平成 15 年７月に「次世代育成支援対策推進法」が制定され、本市ではこの法律に基

づき、次世代育成支援のための施策の方向を示す南丹市次世代育成支援行動計画を策定しておりますが、今

回この計画を見直し、後期計画を策定することになりました。 

そこで計画の見直しに先立ち、市民の皆様の子育て環境に関する生活実態、子育て支援に対するご要望・

ご意見などを把握するため、「南丹市次世代育成支援に関するニーズ調査」を実施することとなりました。 

この調査は、就学前のお子さんを保護者の方にご協力をお願いするものです。ご回答いただいた内容は、

市や国・府の次世代育成支援施策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、

個々の回答内容が他にもれたり、他の目的に利用されたりすることは一切ございません。 

つきましては、ご多忙のことと存じますが、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

い申し上げます。 

平成２１年６月 南丹市 

 

【ご記入にあたってのお願い】 

１． アンケートには、お子さんの保護者の方がご記入ください。 

２． ご回答は、選択肢に○をつけてお選びいただく場合と、数字などをご記入いただく場合がございます。 

３． 選択肢の場合、お選びいただく数が設問によって異なりますので注意書きにしたがってください。ま

た「その他」をお選びいただいた場合は、その後にある（  ）内に具体的な内容をご記入ください。 

４． 数字で時間（時刻）をご記入いただく場合は、24 時間制（例：午後６時→18 時）でご記入ください。 

５． 設問によってご回答いただく方が限られる場合がございますので、ことわり書きや矢印にしたがって

ご回答ください。特にことわりのない場合は、次の設問にお進みください。 

６． この調査において「保育サービス」とは、【保育園、子育て支援センター、事業所内保育施設、その

他の認可外保育施設、幼稚園、ベビーシッター、ファミリーサポートセンター】としています。 

７． 就学前のお子様が複数名おられるご家庭については、調査票が複数届く場合があります。その場合、

下のお子様の状況でお答えいただき、不要な調査票については破棄してください。 

８． 小学生のお子様をお持ちのご家庭については、設問が異なっておりますので、お手数ですが、【就学

前児童用】【小学生児童用】の２通にご記入ください。 

 

ご記入が済みましたら、お手数ですが６月30日（火）までに幼稚園、保育園に提出してください。郵送

でご自宅に届いた方については、同封の返信用封筒に入れて、ポストに投函してください。 

 

【調査に対するご不明な点、お問い合わせなど】 

 

南丹市役所 子育て支援課 

電話：0771－68－0017（直通）  ＦＡＸ：0771－68－1166 
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●ご記入していただく方はどなたですか。 

１．母 親        ２．父 親        ３．その他（                ） 

 

●ご記入していただく方の年齢はいくつですか。 

１．10歳代    ２．20歳代    ３．30歳代    ４．40歳代    ５．50歳代以上 

    

 

 

問１  対象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2  ご家族全員とお子さんの人数をおたずねします。（ご自分も含めて、人数をご記入ください）また、お子さ

んが２人以上いる場合、末子の年齢をご記入ください。（年齢は平成21年４月１日現在） 

 

家族全員（     ）人     うち子どもの数（     ）人 

※末子の年齢（     ）歳 

 

問３  あなたが理想とする子どもの数は何人ですか。 

 

理想とする子どもの数（        ）人 

 

問４  お子さんとの同居・近居（概ね 30 分以内程度に行き来できる範囲）の状況についておたずねします。続

柄はお子さんからみた関係です。（○はいくつでも） 

 

１．父母同居  ３．母同居（ひとり親家庭） ５．祖母同居  ７．祖母近居 

 ２．父同居（ひとり親家庭） ４．祖父同居    ６．祖父近居 ８．その他（        ） 

 

問 5  日頃または緊急時等に、お子さんを預かってもらえる人はいますか。（○はいくつでも） 

 

１．日常的に祖父母等の親族に預かってもらえる（もらっている）           →問５-１へ 

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（もらっている）  →問５-１へ 

３．日常的に子どもを預けられる友人、知人がいる                  →問５-2 へ 

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         →問５-2 へ 

５．いずれもない                                 →問６へ 

 

問５-１  問問問問５５５５でででで「「「「１１１１」、「」、「」、「」、「２２２２」」」」をををを選選選選ばれたばれたばれたばれた方方方方ににににおたずねしますおたずねしますおたずねしますおたずねします。。。。 

祖父母に預かってもらっている状況についておたずねします。（○はいくつでも） 

 

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（                       ） 
 

お子さんとご家族の状況についておたずねします 
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問５-２  問問問問５５５５でででで「「「「３３３３」、「」、「」、「」、「４４４４」」」」をををを選選選選ばれたばれたばれたばれた方方方方ににににおたずねしますおたずねしますおたずねしますおたずねします。。。。 

友人や知人に預かってもらっている状況についておたずねします。（○はいくつでも） 

 

１．友人や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．友人や知人の身体的負担が大きく心配である 

３．友人や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（                       ） 
 

 

問６  お子さんの身の回りのお世話などをしている方はどなたですか。 

続柄はお子さんからみた関係です。（○は１つ） 

 

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

 

 

問７  お住まいの小学校区はどこですか。（○は１つ） 

 

１．園部小学校区     ６．八木小学校区    11．殿田小学校区    16．鶴ヶ岡小学校区 

２．園部第二小学校区   ７．富本小学校区    12．胡麻郷小学校区   17．大野小学校区 

３．川辺小学校区     ８．新庄小学校区    13．知井小学校区     

４．摩気小学校区     ９．吉冨小学校区    14．平屋小学校区     

５．西本梅小学校区    10．神吉小学校区    15．宮島小学校区     

 

 

 

 

 

 

問８  現在の就労状況をおうかがいします（自営業、家族従事者含む）。父親、母親それぞれについて、あてはま

るもの１つに○をつけてください。あわせて、（   ）に数字の記入をお願いします。 

時間は、「9:00～18:00」または「18 時頃」のように 24 時間制でご記入ください。以降の設問につい

ても、時刻を表す場合は２４時間制でご記入ください。 

 

（１）父親【母子家庭の場合は記載不要です】 

 

１. 就労している（フルタイムの就労。※育休・介護休業中の場合は含みません） 

→  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たずねします。 

  【１週当り（   ）時間 ・帰宅時間（   ）時頃 】 

 

土曜日・日曜日及び祝日の就労についておたずねします。 

【１．基本的に土曜日・日曜日及び祝日の就労はない ２．土曜日・日曜日及び祝日の就労もある】 

 
 

２. 就労している（フルタイムだが育休・介護休業中の場合）              

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たずねします。 

  【１週当り（   ）日、１日当り（   ）時間 】 

 

土曜日・日曜日及び祝日の就労についておたずねします。 

【１．基本的に土曜日・日曜日及び祝日の就労はない ２．土曜日・日曜日及び祝日の就労もある】 

 

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 

【父子家庭の場合は５ページの問11へ進んでください】 

お子さんの親御さんの就労状況についておたずねします 
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（２）母親【父子家庭の場合は記載不要です】 

 

１. 就労している（フルタイムの就労。※育休・介護休業中の場合は含みません）   →問10 へ 

→  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たずねします。 

  【１週当り（   ）時間 、帰宅時間は概ね（   ）時頃 】 

 

土曜日・日曜日及び祝日の就労についておたずねします。 

【１．基本的に土曜日・日曜日及び祝日の就労はない ２．土曜日・日曜日及び祝日の就労もある】 

 

 

２. 就労している（フルタイムだが育休・介護休業中の場合）           →問10 へ 

３. 就労している（パートタイム、アルバイト等）                →問10 へ 

→  就労時間についておたずねします。 

  【１週当り（   ）日、１日当り（   ）時間 】 

 

土曜日・日曜日及び祝日の就労についておたずねします。 

【１．基本的に土曜日・日曜日及び祝日の就労はない ２．土曜日・日曜日及び祝日の就労もある】 

 

フルタイムへの転換希望がありますか。 

【１．希望がある   ２．希望があるが予定はない   ３．希望はない 】 

 

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 

【問８(２)の設問で「１」～「３」を選ばれた方は５ページの問10へ進んでください】 

 

問９  問問問問８８８８（（（（２２２２））））でででで「「「「４４４４」、「」、「」、「」、「５５５５」」」」をををを選選選選ばれたばれたばれたばれた方方方方ににににおたずねしますおたずねしますおたずねしますおたずねします。。。。 母親の就労希望はありますか。（○は１つ） 

 

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９-１へ 

→問９-１へ 

→問10 へ 

 

問９-１  問問問問９９９９でででで「「「「１１１１」、「」、「」、「」、「２２２２」」」」をををを選選選選ばれたばれたばれたばれた方方方方ににににおたずねしますおたずねしますおたずねしますおたずねします。。。。就労希望の形態はどのようなものですか。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。（○は１つ） 

 

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９-２  問問問問９９９９でででで「「「「１１１１」、「」、「」、「」、「２２２２」」」」をををを選選選選ばれたばれたばれたばれた方方方方ににににおたずねしますおたずねしますおたずねしますおたずねします。。。。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。（もっとも近いもの１つに○） 

 

１. 保育サービスが利用できないから 

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. その他（                                    ） 

 

問９-３  問問問問９９９９でででで「「「「２２２２」」」」をををを選選選選ばれたばれたばれたばれた方方方方ににににおたずねしますおたずねしますおたずねしますおたずねします。。。。お子さんが何歳になったときに就労を希望されますか。 

 

（    ）歳になったとき 
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問10  母親は、お子さんの出産前後（前後それぞれ１年以内）に離職をしましたか。（○は１つ） 

 

 １．離職した 

 ２．継続的に働いていた（転職も含む） 

 ３．出産１年前にすでに働いていなかった 

 ４．結婚後ずっと専業主婦だった 

→問10-１へ 

→問11 へ 

→問11 へ 

→問11 へ 

 

問10-１  問問問問 10101010 でででで「「「「１１１１．．．．離職離職離職離職したしたしたした」」」」をををを選選選選ばれたばれたばれたばれた方方方方ににににおたずねしますおたずねしますおたずねしますおたずねします。。。。仕事と家庭の両立を支援する保育サービ

スや環境が整っていたら、就労を継続しましたか。（もっとも近いもの１つに○） 

 

 

 

 

問 11 お子さんの現在の保育サービスの利用の有無についておたずねします。日頃、定期的にお子さんを預ける

サービスを利用していますか。（○は１つ） 

 

１.利用している             ２.利用していない   →問11-4 へ  

 

問11-１  問問問問 11111111 でででで「「「「１１１１....    利用利用利用利用しているしているしているしている」」」」をををを選選選選ばれたばれたばれたばれた方方方方ににににおたずねしますおたずねしますおたずねしますおたずねします。。。。 

サービスを利用されている主な理由は何ですか。（○は１つ） 

 

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．病気や障害を持っている 

５．学生である 

６．１～５までの事情はないが、子どもの教育のため 

７．その他（           ） 

 

問11-２  問問問問 11111111 でででで「「「「１１１１．．．．利用利用利用利用しているしているしているしている」」」」をををを選選選選ばれたばれたばれたばれた方方方方ににににおたずねしますおたずねしますおたずねしますおたずねします。。。。    

お子さんは現在、どのような保育サービスを利用していますか。不定期に利用されるものも含めてお

答えください。（○はいくつでも） 

 

１．保育サービスが確実に利用できる見込みがあれば、継続して就労していた 

２．職場において育児休業制度等の仕事と家庭の両立支援制度が整い、働き続けやすい環境が整っていれば、継続して就労していた 

３．保育サービスと職場の両立支援環境がどちらも整っていれば、継続して就労していた 

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ので離職した 

５．いずれにしてもやめていた 

６．その他（                                   ）  

【日中の定期的保育】 

 

１．保育所                   ６．保育所の延長保育 

２．事業所内保育施設              ７．放課後児童クラブ 

（企業が従業員用に運営する施設）           （指導員の下、子どもの生活の場を提供するサービス） 

３．その他の保育施設              ８．子育て支援センター 

４．幼稚園（通常の就園時間）          ９．ファミリーサポートセンター          

５．幼稚園の預かり保育             10．その他（                  ） 

（通常の就園時間を延長して預かるサービス）            

保育サービスの利用についておたずねします 

お子さんを妊娠した時の状況についておたずねします 
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問11-３  問問問問 11111111----３３３３でででで「「「「１１１１」～「」～「」～「」～「5555」」」」のののの選択肢選択肢選択肢選択肢をををを選選選選ばれたばれたばれたばれた方方方方ににににおたずねしますおたずねしますおたずねしますおたずねします。。。。現在の保育サービスの利用状況

について、１週当たり何日、１日当たり何時間 （延長保育なども含めます）利用していますか。枠内

に具体的な数字でお答えください。（時間は24 時間制、何時から何時までも記入) 

 

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

            

問11-４  問問問問 11111111 でででで「「「「２２２２....    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    」」」」をををを選選選選ばれたばれたばれたばれた方方方方ににににおおおおたずねしますたずねしますたずねしますたずねします。。。。 

保育サービスを利用していない主な理由は何ですか。（○は１つ） 

 

１.（保護者が家にいるなどの理由で）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．預けたいが、保育サービスに空きがない  

５．預けたいが、経済的な理由でサービスを利用できない 

６．預けたいが延長・夜間等の場所や時間帯の条件が整わない 

７．預けたいが、サービスの質や場所など、納得できるサービスがない 

８．子どもがまだ小さいため ※（   ）歳くらいになったら預けようと考えている 

９．その他（                           ） 

 

問 12  すべてのすべてのすべてのすべての方方方方ににににおたずねしますおたずねしますおたずねしますおたずねします。。。。今はサービスを利用していないが、今後できれば利用したい、あるいは、

現在サービスを利用していて不足していると思う保育サービスはどれですか。現在就労していないが、今

後就労希望のある方は、就労した場合を想定してお答えください。（○はいくつでも） 

 

【日中の定期的保育】 

 

１．認可保育所 

 ２．家庭的な保育（保育ママ） 

   （保育者の家庭等で子どもを預かるサービス） 

 

３．事業所内保育施設 

   （企業が従業員用に運営する施設） 

４．自治体の認証・認定保育施設 

５．認定こども園【共通利用時間のみの保育利用】 

（保育施設と幼稚園が一体化した施設） 

６．認定こども園【共通利用時間（４時間）以上の保育利用】 

７．その他の保育施設 

８．幼稚園（通常の就園時間） 

９．幼稚園の預かり保育 

（通常の就園時間を延長して預かるサービス） 

10．保育所の延長保育 

11．ベビーシッター（育児全般の補助的なサービス） 

12．ファミリーサポートセンター 

  （市民相互による子どもの預かりサービス） 

【その他保育】 

13．一時預かり 

(私用など理由を問わずに保育所などで一時的

に子どもを預かるサービス） 

14．病児/病後児保育（派遣型） 

   （保育士や看護師等が病気時または病気回復期にあ

る児童の家庭を訪問し、保護者にかわって保育を

行う） 

 15．病児/病後児保育（施設型） 

   （病気時または病気回復期にある児童を保育所・

病院等において保育する） 

16．その他のサービス 

  （                   ） 

17．特になし 
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問 12-１  問問問問 12121212 でででで「「「「１１１１」～「」～「」～「」～「11111111」」」」のののの選択肢選択肢選択肢選択肢をををを選選選選ばれたばれたばれたばれた方方方方ににににおたずねしますおたずねしますおたずねしますおたずねします。。。。今後の利用希望について、１週

当たり何日、１日当たり何時間保育サービス（延長保育なども含めます）を希望しますか。枠内に具

体的な数字でお答えください。（特に希望するものを２つ。時間は24 時間制、何時から何時までも記

入） 

 

選択したサービス番号   

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

 

選択したサービス番号          

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

 

問12-２  すべてのすべてのすべてのすべての方方方方ににににおたずねしますおたずねしますおたずねしますおたずねします。。。。サービスを利用したいと考えている理由は主にどのようなことですか。

（○は１つ） 

 

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．現在就労しているが、もっと日数や時間を増やしたい 

３．就労予定がある／求職中である 

４．そのうち就労したいと考えている 

５．就労していないが、子どもの教育などのため 

に子どもを預けたい  

６．家族・親族などを介護しなければならない 

７．病気や障害を持っている 

８．学生である／就学したい 

９．その他（            ） 

 

 

 

 

問13  土曜日と日曜日・祝日に、保育サービスなど（一時的な利用は除きます）の利用希望がありますか。※保

育サービスなどとは、保育所、幼稚園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。

（○は１つ） 

 

【土曜日】 

 

１．ほぼ毎週利用したい 

２．月に１～２回は利用したい 

 

 

３．利用希望はない 

 

利用したい時間帯   

（     時～     時まで） 

利用したい理由 

①土曜日が仕事のため ②その他（          ） 

 

【日曜日・祝日】 

 

１．ほぼ毎週利用したい 

２．月に１～２回は利用したい 

 

 

３．利用希望はない 

 

利用したい時間帯   

（     時～     時まで） 

利用したい理由 

①日曜・祝日が仕事のため ②その他（        ） 

 

お子さんの土・休日の保育についておたずねします 



 8 

 

            

問 14 保育サービスを利用している保護者の方におたずねします。この１年間に、お子さんが病気やケガで通常

の保育サービス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 

→ 問14-１へ 

→ 問15 へ 

 

問14-１  問問問問14141414でででで「「「「１１１１．．．．あったあったあったあった」」」」をををを選選選選ばれたばれたばれたばれた方方方方ににににおたおたおたおた

ずねしますずねしますずねしますずねします。。。。 

この１年間のお子さんが病気やケガで保育所や幼稚園

などの預かりサービスが利用できなかった場合の対処

方法とそれぞれの日数は概ね何日ですか。半日程度に

ついても１日としてカウントしてください。（○は１つ。

日数も記入） 

 

 

 

 

 

 

 

      

問14-２  問問問問14141414----１１１１でででで「「「「１１１１」～「」～「」～「」～「３３３３」」」」をををを選選選選ばれたばれたばれたばれた方方方方にににに

おたずねしますおたずねしますおたずねしますおたずねします。。。。    

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。 

     

 

 

 

 

 

問15  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、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。（○は１つ。日数も記入） 

 

 １．ある → 年間（     ）日      

     （理由別）      

        ① 私用（買物、習い事等）、リフレッシュ目的   （     ）日 

        ② 冠婚葬祭、子どもの親の病気        （     ）日 

        ③ 就労                   （     ）日 

                 ④ その他（家族の入院、学校行事等）     （     ）日 

２．ない 

 

問16  今は一時預かりを利用していないが、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。 

 

月に （     ）日くらい  

 

 

４．就労していない保護者がみた 

５．病児・病後児の保育サービスを利用した 

６．仕方なく子どもだけで留守番をさせた 

７．その他（               ） 

（     ）日 

（     ）日 

（     ）日 

（     ）日 

できれば施設等に預けたい （     ）日 

お子さんの病気やケガの時の対応についておたずねします 

お子さんの一時預かりのことについておたずねします 

１．父親が休んだ    （     ）日 

２．母親が休んだ    （     ）日 

３.（同居者を含む）   （     ）日 

親族・知人に預けた 
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問17  この１年間に、保護者の用事などにより、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。（○は１つ） 

 

 １．あった（預け先がみつからなかった場合を含む）      →問17-1 へ 

２．なかった          →問20 へ 

 

問17-１  問問問問17171717でででで「「「「１１１１．．．．あったあったあったあった」」」」をををを選選選選ばれたばれたばれたばれた方方方方ににににおたおたおたおた

ずねしますずねしますずねしますずねします。。。。 

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。（○はいくつでも。それぞれの日数を記入） 

 

１.（同居者を含む） 

親族・知人に預けた （     ）泊  

 

 

問17-２  問問問問 17171717----1111 でででで「「「「１１１１．．．．（（（（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預預預預けたけたけたけた」」」」をををを選選選選ばれたばれたばれたばれた方方方方ににににおたずおたずおたずおたず

ねしますねしますねしますねします。。。。その場合の困難度はどの程

度でしたか。（○は１つ） 

  

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 

２．子どもも連れて行った 

３．仕方なく子どもだけで留守番をさせた  

４．その他（               ） 

（     ）泊 

（     ）泊 

 

 

 

 

問 18  小学校入学以降の放課後の過ごし方について、放課後児童クラブを利用したいと思いますか。【放課後児

童クラブ：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（概ね10 歳未満）

の生活の場を提供するものです。】（○は１つ。日数も記入）  

 

１．利用したい  → 週（     ）日くらい     

２．利用予定はない 

 

 

 

【ファミリーサポートセンター：市町村が設置・運営し、「育児の援助を行う人（提供会員）」と「育児の援助を受

ける人（依頼会員）」が会員になり、地域の中で助け合いながら子育てをする有償のボランティア活動です。】 

 

問19  ファミリーサポートセンターを利用していますか。 

 

１．利用している                            →問19-1・２・３へ 

２．利用していない                           →問19-４へ 

    

問19-１  どのような目的で利用されていますか。 

 

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．保育施設等の送り迎えに利用している 

７．その他（                                   ） 

    

お子さんが来年度就学予定の保護者の方におたずねします 

ファミリーサポートセンターについておたずねします 
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問19-２  どれくらいの頻度で利用されていますか。 

 

月に （    ）日くらい   １回当たり （    ）時間程度 

 

問19-３  利用日数・回数を増やしたいと思いますか。 

 

月に （    ）日くらい   １回当たり （    ）時間程度 

 

問19-４  今は利用していないが、できれば利用したいと思いますか。 

 

１．月に （    ）日くらい   １回当たり （    ）時間程度 

２．不定期に利用したい 

３．利用希望はない 

 

    

 

 

 

問20  お子さんは、現在、子育て支援センター（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

りする場所 （南丹市の場合）南丹市子育てすこやかセンター）を利用していますか。（○は１つ。おお

よその利用回数（頻度）を記入） 

 

１．利用している    １週当たり（     ）回  

２．利用していない 

 

問20-１  今は利用していないが、できれば利用したい、あるいは、利用日数を増やしたいと思いますか。 

（○は１つ。それぞれおおよその利用回数（頻度）を記入） 

 

１．利用したい 

１週当たり（     ）回利用したい  

２．利用に日数を増やしたい 

   １週当たり（     ）回利用したい  

３. 利用する予定はない  

 

問20-２  問問問問 20202020 でででで「「「「２２２２....    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」」」」をををを選選選選ばれたばれたばれたばれた方方方方ににににおたずねしますおたずねしますおたずねしますおたずねします。。。。        

現在利用していない主な理由はどのようなことですか。（○は１つ） 

 

１．利用したいサービスが地域にない 

２．地域のサービスの質に不安がある 

３．地域のサービスの利便性（開催時間・日数等） 

が悪く利用しづらい 

４．自分がサービスの対象者になるのかどうか 

わからない 

５．時間がない 

６．施設が遠くて利用できない 

７．サービスの利用方法（手続き等）がわからない 

８．車でないと行けないが、子どもが小さいので一

人で運転しにくい 

９．保育所または幼稚園を利用しているため 

10．特に理由はない 

11．その他（              ） 

 

 

 

子育て支援センターについておたずねします 
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問21  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。各サービス、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。 

サービス名 

Ａ 

知っている 

Ｂ 

利用 

したことがある 

Ｃ 

今後利用 

したい 

①母親教室、育児教室、離乳食教室 はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

②乳幼児相談や乳幼児健診等（保健センター業務） はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

③親子の遊びの広場・子育て広場等 はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

④家庭教育に関する学級・講座 はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

⑤保育所の子育て相談 はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

⑥幼稚園の教育相談や講演会等 はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

⑦教育相談センター・教育相談室 はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

⑧地域子育て支援センター（子育てすこやかセンター）  ※１ はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

⑨保育所の一時保育 はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

⑩休日、夜間保育 はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

⑪病児、病後児保育 はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

⑫乳児保育（産後休暇明け） はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

⑬幼稚園の預かり保育 はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

⑭保育所や幼稚園の園庭等の開放 はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

⑮子育てサロンなど身近な地域における親子の集いの場 はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

⑯放課後児童クラブ はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

⑰児童館  ※２ はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

⑱ファミリーサポートセンター  ※３ はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

⑲児童ショートステイ  ※４ はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

⑳家庭児童相談室  ※５ はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

21市が発行している子育て情報誌  ※６ はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

【【【【南丹市南丹市南丹市南丹市のののの独自独自独自独自制度制度制度制度・・・・事業事業事業事業】】】】    

①すこやか子育て医療費助成制度 はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

②子宝祝金制度 はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

③子育て手当（すこやか手当）制度 はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

④入学祝金制度 はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

⑤保育対策等促進事業 はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

⑥子育てサポーター派遣制度 はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

⑦専門的育児支援事業（医師・言語聴覚士による相談） はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

⑧こころの健康相談（臨床心理士による相談） はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

⑨南丹市子育て発達支援センター はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

 

■■■■上記上記上記上記ののののサービスサービスサービスサービス（（（（事業事業事業事業））））はははは、、、、市市市市でででで取取取取りりりり組組組組んでいないものもありますがんでいないものもありますがんでいないものもありますがんでいないものもありますが、、、、そのそのそのその点点点点もふまえておもふまえておもふまえておもふまえ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。。。。    

【注釈】 ※１ 相談指導や情報提供、子育てサークルの育成など、総合的に子育てを支援する活動を行っている施設 

※２ 子どもに健全な遊びを提供して、子どもの心を豊かにすることを目的に設置されている児童福祉施設 

※３ 会員制による住民の一時預かりを中心とした相互援助活動など 

※４ 児童養護施設で子どもを短期間（宿泊を伴う）お預かりする制度 

※５ 子育ての総合相談窓口など 

※６ 子育て支援センターが発行する「たより」など 
 

 

子育て支援サービスの認知度・利用意向についておたずねします 
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問21-１  問問問問 22221111 でででで①①①①～～～～⑰⑰⑰⑰ののののサービスサービスサービスサービス、、、、そのそのそのその他他他他のののの制度制度制度制度・・・・事業事業事業事業（（（（①①①①～～～～⑨⑨⑨⑨））））のうちのうちのうちのうち、、、、どれかどれかどれかどれか1111 つでもつでもつでもつでも「「「「これまでにこれまでにこれまでにこれまでに利利利利

用用用用したことがあるしたことがあるしたことがあるしたことがある（（（（はいはいはいはい）」）」）」）」とととと回答回答回答回答されたされたされたされた方方方方におうかがいしますにおうかがいしますにおうかがいしますにおうかがいします。。。。        

これまでに利用したことがある子育て支援サービスに対してどのように感じていますか。利用したこ

とのある各サービスについて、１～４の中から１つずつ選んで○をおつけください。 

項         目 大変満足 ほぼ満足 やや不満 大変不満 

①母親教室、育児教室、離乳食教室 １ ２ ３ ４ 

②乳幼児相談や乳幼児健診等（保健センター業務） １ ２ ３ ４ 

③親子の遊びの広場・子育て広場等 １ ２ ３ ４ 

④家庭教育に関する学級・講座 １ ２ ３ ４ 

⑤保育所の子育て相談 １ ２ ３ ４ 

⑥幼稚園の教育相談や講演会等 １ ２ ３ ４ 

⑦教育相談センター・教育相談室 １ ２ ３ ４ 

⑧地域子育て支援センター（子育てすこやかセンター）  ※１ １ ２ ３ ４ 

⑨保育所の一時保育 １ ２ ３ ４ 

⑩休日、夜間保育 １ ２ ３ ４ 

⑪病児、病後児保育 １ ２ ３ ４ 

⑫乳児保育（産後休暇明け） １ ２ ３ ４ 

⑬幼稚園の預かり保育 １ ２ ３ ４ 

⑭保育所や幼稚園の園庭等の開放 １ ２ ３ ４ 

⑮子育てサロンなど身近な地域における親子の集いの場 １ ２ ３ ４ 

⑯放課後児童クラブ １ ２ ３ ４ 

⑰児童館   １ ２ ３ ４ 

⑱ファミリーサポートセンター   １ ２ ３ ４ 

⑲児童ショートステイ   １ ２ ３ ４ 

⑳家庭児童相談室   １ ２ ３ ４ 

21市が発行している子育て情報誌   １ ２ ３ ４ 

【【【【南丹市南丹市南丹市南丹市のののの独自制度独自制度独自制度独自制度・・・・事業事業事業事業】】】】 

①すこやか子育て医療費助成制度 １ ２ ３ ４ 

②子宝祝金制度 １ ２ ３ ４ 

③子育て手当（すこやか手当）制度 １ ２ ３ ４ 

④入学祝金制度 １ ２ ３ ４ 

⑤保育対策等促進事業 １ ２ ３ ４ 

⑥子育てサポーター派遣制度 １ ２ ３ ４ 

⑦専門的育児支援事業（医師・言語聴覚士による相談） １ ２ ３ ４ 

⑧こころの健康相談（臨床心理士による相談） １ ２ ３ ４ 

⑨南丹市子育て発達支援センター １ ２ ３ ４ 

 

子育て支援サービスの満足度についておたずねします 
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問22  母親または父親が育児休業制度を利用しましたか（利用中の方も含む）。（○は１つ） 

 

１．母親が利用した      ３．母親と父親の両方が利用した 

２．父親が利用した      ４．利用しなかった(できなかった)  →問23 へ 

 

問22-１  問問問問 22222222 でででで「「「「１１１１」」」」～～～～「「「「３３３３」」」」をををを選選選選ばれたばれたばれたばれた方方方方ににににおたずねしますおたずねしますおたずねしますおたずねします。。。。 

育児休業から復帰なさったとき、お子さんの月齢は何ヵ月でしたか。（利用中の方は想定でお答えくだ

さい。）枠内に、具体的に数字でご記入下さい。（お子さんが１歳以上の場合も月に換算してお答えく

ださい。問22 で「３」とお答えになった方は、最後の育児休業利用者が復帰された時についてお答

えください。） 

 

子どもは （      ）ヵ月だった 

 

問22-２  問問問問 22222222 でででで「「「「１１１１」」」」～～～～「「「「３３３３」」」」をををを選選選選ばれたばれたばれたばれた方方方方ににににおたずねしますおたずねしますおたずねしますおたずねします。。。。（（（（育児休業育児休業育児休業育児休業のののの利用利用利用利用をををを終終終終えたえたえたえた方方方方のみのみのみのみ））））    

育児休業明けに、希望する保育サービスをすぐ利用できましたか。（○は１つ）  

 

 １．育児休業期間を調整せずにできた        ３．できなかった 

２．育児休業期間を調整したのでできた       ４．希望しなかった 

 

問22-３  問問問問 22222222----2222 でででで「「「「２２２２....    育児休業期間育児休業期間育児休業期間育児休業期間をををを調整調整調整調整したのでできたしたのでできたしたのでできたしたのでできた」」」」をををを選選選選ばれたばれたばれたばれた方方方方ににににおたずねしますおたずねしますおたずねしますおたずねします。。。。 

育児休業明けに希望する保育サービスが確実に利用できたとしたら、育児休業は実際に取得した期間

と変わりましたか。（○は１つ。「２」「３」を選ばれた方は、枠内に数字も記入） 

 

 １. 変わらない   

 ２. 長くした  → 子どもが （     ）ヵ月 まで取得した 

 ３. 短くした  → 子どもが （     ）ヵ月 まで取得した 

 

問22-４  問問問問 22222222----２２２２でででで「「「「３３３３....    できなかったできなかったできなかったできなかった」」」」をををを選選選選ばれたばれたばれたばれた方方方方ににににおたずねしますおたずねしますおたずねしますおたずねします。。。。どのように対応されましたか。 

（○は１つ） 

 

 １．希望とは違う保育所を利用した 

２．事業所内の保育サービスを利用した 

３．希望以外の保育サービスを利用した 

４．家族等にみてもらうことで対応した 

５．仕事を辞めた 

 

 

問23  仕事と子育てを両立する上で大変だと感じることは何ですか。（○は２つまで） 

 

１．急な残業が入ってしまう 

２．自分や子どもが病気・ケガをした時に面倒をみる人がいない 

３．家族の理解が得られない 

４．職場の理解が得られない 

５．子どもの他に面倒をみなければならない人がいる 

６．子どもの面倒をみてくれる保育所などが見つからない 

７．子どもと接する時間が少ない 

８．その他（                                     ） 

 

就業されている保護者の方に仕事と子育てについておたずねします 
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問24  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うかがいしま

す。「希望」と「現実」それぞれについて１つに○をつけてください。 

【希 望】 

１．仕事時間を優先   ３．プライベートを優先 

２．家事（育児）時間を優先  ４．その他（                  ） 

 
 
【現 実】 

１．仕事時間を優先   ３．プライベートを優先 

２．家事（育児）時間を優先  ４．その他（                  ） 

 
 

 

 

問25  あなたは、希望した時期に、希望した保育サービスを利用することができましたか。（○はいくつでも） 

 

 

問26  子育てをする上で、特に不安に思っていることや悩んでいることはどのようなことですか。（○はいくつでも） 

 

 

問27  子育てに関する悩みや不安などを気軽に相談できる人はいますか。（○はひとつ） 

 

１．いる  ２．いない 

 

問27-１  問27 で「１．いる」と回答した方へおたずねします。それはどなた（どこ）ですか。（○はいくつでも） 

 

１．親や家族 

２．近所の人 

３．子育てのための施設 

４．学校や教員 

５．行政 

６．その他  

 

問28  子育てに関する情報をどのように入手していますか。（○はいくつでも） 

 

１．隣近所の人、地域の知人、友人  

２．親族（親、兄弟など） 

３．保育所、幼稚園、学校 

４．テレビ、ラジオ、新聞 

５．子育て雑誌・育児書  

６．市の広報やパンフレット  

７．市役所や市の機関 

８．子育て支援センター 

９．子育てサークルの仲間  

10．インターネット  

11．コミュニティ誌 

12．民間の電話相談 

13．教育相談室 

14．情報の入手先がない  

15．その他（                ） 

16．情報の入手手段がわからない 

 

１．利用できた 

２．育児休業を切り上げるなど調整して利用できた 

  （具体的に                                       ） 

３．利用できなかった 

４．その他（                                        ） 

１．子育てで出費がかさむ            

２．自分の自由な時間が持てない  

３．仕事が十分にできない      

４．子育てによる身体・精神の疲れが大きい  

５．住居が狭い  

６．夫婦で楽しむ時間がない  

７．子どもが病気がちである  

８．子育てが大変なことを身近な人が理解してくれない  

９．その他（                ）  

10．特にない 

子育て全般についておたずねします 
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問29  あなたは、自分にとって子育てを楽しいと感じることが多いと思いますか。（○はひとつ） 

 

１．楽しいと感じることの方が多い 

２．楽しいと感じることと辛いと感じることが同じくらい 

３．辛いと感じることの方が多い  

４．その他（            ） 

５．わからない 

 

問29-１  子育てをする中でどのような支援・対策が有効と感じていますか。また、子育ての辛さを解消するため

に必要なことはなんですか。（○は３つまで） 

 

１．地域における子育て支援の充実 

２．保育サービスの充実 

３．子育て支援のネットワークづくり 

４．地域における子どもの活動拠点の充実 

５．妊娠・出産に対する支援 

６．母親・乳児の健康に対する安心 

７．子どもの教育環境 

８．子育てしやすい住居・まちの環境面での充実 

９．仕事と家庭生活の両立 

10．子どもを対象にした犯罪・事故の軽減 

11．要保護児童に対する支援 

12．その他（                              ） 

 

 

 



 16 

子育て支援施策についておたずねします   

 

問30  あなたは、南丹市における以下のような分野についてどのように感じていますか。（それぞれ○は１つ） 

 

内容 評価 

１．保育サービスに満足していますか はい・いいえ・どちらでもない 

２．子どもがいても安心して働けると感じていますか はい・いいえ・どちらでもない 

３．乳幼児健診の体制に満足していますか はい・いいえ・どちらでもない 

４．小児医療体制に満足していますか はい・いいえ・どちらでもない 

５．子どもへの教育環境が充実していると思いますか はい・いいえ・どちらでもない 

６．青少年が健全に過ごせるまちだと感じますか はい・いいえ・どちらでもない 

７．障害など配慮の必要な子どもを安心して育てられると感じますか はい・いいえ・どちらでもない 

８．学校などの公共施設が子どもにとって安心できる場だと思いますか はい・いいえ・どちらでもない 

９．地域ぐるみで子どもを見守る体制ができていると思いますか はい・いいえ・どちらでもない 

10．子育てが地域の人たちに支えられていると感じますか はい・いいえ・どちらでもない 

11．公園など遊び場が充実していると思いますか はい・いいえ・どちらでもない 

12．犯罪被害にあう事の少ない安全なまちだと思いますか はい・いいえ・どちらでもない 

 

問31  市に対して、どのような子育て支援の充実を図ってほしいと期待していますか。（○はいくつでも） 

 

１．親子が安心して集まれる身近な場、イベントの機会がほしい 

２．子連れでも出かけやすく楽しめる場所を増やしてほしい 

３．子育てに困ったときに相談したり情報が得られる場を作ってほしい 

４．保育所（園）を増やしてほしい 

５．幼稚園を増やしてほしい 

６．親の就業状況に関わらず、だれでも預けられる保育施設がほしい 

７．保育所や幼稚園の園庭開放などを充実してほしい 

８．保育所や幼稚園にかかる費用負担を軽減してほしい 

９．専業主婦など誰でも気軽に利用できる保育サービスがほしい 

10．安心して子どもが医療機関にかかれる体制を整備してほしい 

11．多子世帯の優先入居や広い部屋の割り当て、住宅費の軽減など、住宅面の配慮がほしい 

12．残業時間の短縮や休暇の取得促進など、企業に対して職場環境の改善を働きかけてほしい 

13．子育てについて学べる機会をつくってほしい 

14．その他（                           ） 

 

問32  市の子育て支援に希望することやご意見などがありましたら、ご自由にご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。調査票は、６月30日（火）までに幼稚園、保育園に提出してくださ

い。郵送でご自宅に届いた方については、同封の返信用封筒に入れて、ポストに投函してください。 


