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○○○○    調査対象調査対象調査対象調査対象となるとなるとなるとなる子子子子どものどものどものどもの保護者保護者保護者保護者がががが記入記入記入記入することをすることをすることをすることを想定想定想定想定    

    

○○○○    量量量量のののの見込見込見込見込みのみのみのみの推計上必要推計上必要推計上必要推計上必要なななな項目項目項目項目をををを青字青字青字青字でででで表記表記表記表記    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）施設・事業の名称についてそれぞれの地域で親しまれている名称とするなど、回答者にとっ

て分かりやすい名称に変更することも可能。 

 

 

参考資料３ 
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あなたがお住まいの市町村では、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、保育を必要とする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答答答答えのえのえのえの番号番号番号番号 1111 つにつにつにつに○をつけてください○をつけてください○をつけてください○をつけてください。。。。    

１．○○           ２．○○           ３．○○ 

４．○○           ５．○○           6．○○ 

 
    

 

 

  
    

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。。。。（（（（□□□□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字一字一字一字。）。）。）。）    

 平成 □□年 □□月生まれ 

    

問問問問３３３３    宛名宛名宛名宛名のおのおのおのお子子子子さんのきょうだいはさんのきょうだいはさんのきょうだいはさんのきょうだいは何人何人何人何人いいいいらっしゃいますからっしゃいますからっしゃいますからっしゃいますか。。。。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含含含含めめめめたたたた人数人数人数人数をををを□□□□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。。。。おおおお２２２２人以上人以上人以上人以上のおのおのおのお子子子子さんがいらっしゃるさんがいらっしゃるさんがいらっしゃるさんがいらっしゃる場合場合場合場合はははは、、、、末子末子末子末子のののの方方方方ののの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。。。。    

 きょうだい数 □人    末子の生年月 平成 □□年 □□月生まれ 

    

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１つに１つに１つに１つに○をつけてください○をつけてください○をつけてください○をつけてください。。。。    

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

    

問問問問５５５５    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配配配偶関係偶関係偶関係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１つに１つに１つに１つに○を○を○を○を

つけてくださいつけてくださいつけてくださいつけてください。。。。    

１．配偶者がいる            ２．配偶者はいない 

 

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ているのはどなたですかっているのはどなたですかっているのはどなたですかっ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１つに１つに１つに１つに○をつけてください○をつけてください○をつけてください○をつけてください。。。。    

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（      ） 

  

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。 

お住まいの地域についてうかがいます。 
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問問問問７７７７    宛名宛名宛名宛名ののののおおお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））））にににに日常的日常的日常的日常的にににに関関関関わっているわっているわっているわっている方方方方はどなたはどなたはどなたはどなた（（（（施設施設施設施設））））ですかですかですかですか。。。。おおおお子子子子さんさんさんさん

からみたからみたからみたからみた関係関係関係関係でででで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べてにすべてにすべてにすべてに○を○を○を○をつつつつけてくださいけてくださいけてくださいけてください。。。。    

１１１１．．．．父母父母父母父母ともにともにともにともに        ２２２２．．．．母親母親母親母親            ３３３３．．．．父親父親父親父親            ４４４４．．．．祖父母祖父母祖父母祖父母            ５５５５．．．．幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園            ６６６６．．．．保育所保育所保育所保育所                

７７７７．．．．認定認定認定認定こどもこどもこどもこども園園園園            ８８８８．．．．そのそのそのその他他他他（（（（                            ））））    

    

問問問問８８８８    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））））にににに、、、、もっとももっとももっとももっとも影響影響影響影響するとするとするとすると思思思思われるわれるわれるわれる環境環境環境環境すべてにすべてにすべてにすべてに○を○を○を○をつつつつけてくだけてくだけてくだけてくだ

さいさいさいさい。。。。    

１１１１．．．．家庭家庭家庭家庭            ２２２２．．．．地域地域地域地域            ３３３３．．．．幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園            ４４４４．．．．保育所保育所保育所保育所            ５５５５．．．．認定認定認定認定こどもこどもこどもこども園園園園    

６６６６．．．．そのそのそのその他他他他（（（（                            ））））    

    

問問問問９９９９    日頃日頃日頃日頃、、、、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みみみみててててもらえるもらえるもらえるもらえる親族親族親族親族・・・・知人知人知人知人はいますかはいますかはいますかはいますか。。。。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べてにすべてにすべてにすべてに○をつけてくだ○をつけてくだ○をつけてくだ○をつけてくだ

さいさいさいさい。。。。    

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．いずれもいない 

    

問問問問９９９９----1111    問問問問９９９９でででで「「「「1.1.1.1.」」」」またはまたはまたはまたは「「「「2.2.2.2.」」」」に○をつけたに○をつけたに○をつけたに○をつけ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。。。。祖父母等祖父母等祖父母等祖父母等のののの親族親族親族親族ににににおおおお子子子子さんをさんをさんをさんをみみみみててててもらもらもらもら

っているっているっているっている状況状況状況状況についてについてについてについて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。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号すべてにすべてにすべてにすべてに○をつけてください○をつけてください○をつけてください○をつけてください。。。。    

１．祖父母等の親族の身体的・精神的な負担や時間的制約を心配することなく、安心して子どもをみて

もらえる 

２．祖父母等の親族の身体的負担が大きく心配である 

３．祖父母等の親族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．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（                                       ）

    

問問問問９９９９----2222    問問問問９９９９でででで「「「「3.3.3.3.」」」」またはまたはまたはまたは「「「「4.4.4.4.」」」」に○をつけたに○をつけたに○をつけたに○をつけ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。。。。友人友人友人友人・・・・知人知人知人知人ににににおおおお子子子子さんをさんをさんをさんをみみみみててててもらってもらってもらってもらって

いるいるいるいる状況状況状況状況についてについてについてについて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。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号すべてにすべてにすべてにすべてに○をつけてください○をつけてください○をつけてください○をつけてください。。。。    

１．友人・知人の身体的・精神的な負担や時間的制約を心配することなく、安心して子どもをみてもら

える 

２．友人・知人の身体的負担が大きく心配である 

３．友人・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．子どもの教育や発育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（                                       ）

    

問問問問 10101010    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））））をするをするをするをする上上上上でででで、、、、気軽気軽気軽気軽にににに相談相談相談相談できるできるできるできる人人人人はいますかはいますかはいますかはいますか。。。。またまたまたまた、、、、相談相談相談相談できできできでき

るるるる場所場所場所場所はありますかはありますかはありますかはありますか。。。。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１つに１つに１つに１つに○をつけてください○をつけてください○をつけてください○をつけてください。。。。    

１．いる／ある  ⇒⇒⇒⇒ 問 10-1 へ         ２．いない／ない  ⇒⇒⇒⇒ 問 11 へ 

子どもの育ちをめぐる環境についてうかがいます。 

⇒⇒⇒⇒ 問 9-1 へ 

⇒⇒⇒⇒ 問 9-2 へ 

⇒⇒⇒⇒ 問 10 へ 

⇒⇒⇒⇒ 問 10 へ 
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問問問問 10101010----1111    問問問問 10101010 でででで「「「「1.1.1.1.いるいるいるいる／／／／あるあるあるある」」」」に○をつけたに○をつけたに○をつけたに○をつけ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。。。。おおお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））））にににに関関関関

してしてしてして、、、、気軽気軽気軽気軽にににに相談相談相談相談できるできるできるできる先先先先はははは、、、、誰誰誰誰（（（（どこどこどこどこ））））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べてにすべてにすべてにすべてに○○○○をつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください。。。。    

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）・NPO 

5．保健所・保健センター  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  

    

問問問問 11111111    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））））をするをするをするをする上上上上でででで、、、、周囲周囲周囲周囲（（（（身近身近身近身近なななな人人人人、、、、行政行政行政行政担当者担当者担当者担当者などなどなどなど））））からどのようなサポートがあれからどのようなサポートがあれからどのようなサポートがあれからどのようなサポートがあれ

ばよいとおばよいとおばよいとおばよいとお考考考考えでしょうかえでしょうかえでしょうかえでしょうか。。。。ごごごご自由自由自由自由におにおにおにお書書書書きくださいきくださいきくださいきください。。。。    
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問問問問 12121212    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護者保護者保護者保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（（（（自自自自営業営業営業営業、、、、家族従事者含家族従事者含家族従事者含家族従事者含むむむむ））））ををををうかがいますうかがいますうかがいますうかがいます。。。。    

    

（（（（１１１１））））母親母親母親母親    【【【【父子家庭父子家庭父子家庭父子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１つに１つに１つに１つに○をつけてください○をつけてください○をつけてください○をつけてください。。。。        

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 

    

（（（（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））））に○をつけたに○をつけたに○をつけたに○をつけ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。。。。    週当週当週当週当たりのたりのたりのたりの「「「「就労日数就労日数就労日数就労日数」、」、」、」、

１１１１日当日当日当日当たりのたりのたりのたりの「「「「就労時間就労時間就労時間就労時間（（（（残業時間残業時間残業時間残業時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。。。。就労日数就労日数就労日数就労日数やややや就労時間就労時間就労時間就労時間がががが一定一定一定一定でないでないでないでない

場合場合場合場合はははは、、、、もっとももっとももっとももっとも多多多多いパターンについておいパターンについておいパターンについておいパターン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・・・・育休育休育休育休・・・・介護休業中介護休業中介護休業中介護休業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。。。。（（（（□□□□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字一字一字一字。）。）。）。）    

      １週当たり □日      １日当たり □□時間 

    

（（（（１１１１））））----2222    （（（（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））））に○をつけたに○をつけたに○をつけたに○をつけ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。。。。家家家家をををを出出出出るるるる時刻時刻時刻時刻とととと帰宅時刻帰宅時刻帰宅時刻帰宅時刻をををを

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。。。。時間時間時間時間がががが一定一定一定一定でないでないでないでない場合場合場合場合はははは、、、、もっとももっとももっとももっとも多多多多いパターンについておいパターンについておいパターンについておいパターン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・・・・

育休育休育休育休・・・・介護休業中介護休業中介護休業中介護休業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。。。。時間時間時間時間はははは、、、、必必必必ずずずず    （（（（例例例例））））００００８８８８

時時時時～～～～１８１８１８１８時時時時のようにのようにのようにのように、、、、２４２４２４２４時間時間時間時間制制制制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。。。。（（（（□□□□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

一字一字一字一字。）。）。）。）    

      家を出る時刻 □□時      帰宅時刻 □□時 

    

（（（（２２２２））））父親父親父親父親    【【【【母子家庭母子家庭母子家庭母子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１つに１つに１つに１つに○をつけてください○をつけてください○をつけてください○をつけてください。。。。    

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 

    

    

    

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 

⇒⇒⇒⇒ （2）-1 へ 

⇒⇒⇒⇒ 問 14 へ 
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（（（（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））））に○をつけたに○をつけたに○をつけたに○をつけ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。。。。１１１１週当週当週当週当たりのたりのたりのたりの「「「「就労日数就労日数就労日数就労日数」、」、」、」、

１１１１日当日当日当日当たりのたりのたりのたりの「「「「就労時間就労時間就労時間就労時間（（（（残業時間残業時間残業時間残業時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。。。。就労日数就労日数就労日数就労日数やややや就労時間就労時間就労時間就労時間がががが、、、、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、、、、もっとももっとももっとももっとも多多多多いパターンについておいパターンについておいパターンについておいパターン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。。。。育休育休育休育休・・・・介護休業中介護休業中介護休業中介護休業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。。。。（（（（□□□□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字一字一字一字。）。）。）。）    

      １週当たり □日      １日当たり □□時間 

    

（（（（２２２２））））----2222    （（（（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））））に○をつけたに○をつけたに○をつけたに○をつけ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。。。。家家家家をををを出出出出るるるる時刻時刻時刻時刻とととと帰宅時刻帰宅時刻帰宅時刻帰宅時刻をををを

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。。。。時間時間時間時間がががが一定一定一定一定でないでないでないでない場合場合場合場合はははは、、、、もっとももっとももっとももっとも多多多多いパターンについておいパターンについておいパターンについておいパターン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。。。。育休育休育休育休・・・・

介護休業中介護休業中介護休業中介護休業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。。。。時間時間時間時間はははは、、、、必必必必ずずずず    （（（（例例例例））））００００８８８８時時時時～～～～１１１１

８８８８時時時時のようにのようにのようにのように、、、、２４２４２４２４時間制時間制時間制時間制でおでおでおで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（（（（□□□□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字一字一字一字））））。。。。    

      家を出る時刻 □□時      帰宅時刻 □□時 

問問問問 13131313    問問問問 12121212 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・アルバイトパート・アルバイトパート・アルバイトパート・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））））に○をつけたに○をつけたに○をつけたに○をつけた方方方方にうにうにうにう

かかかかがいますがいますがいますがいます。。。。該当該当該当該当しないしないしないしない方方方方はははは、、、、問問問問 14141414 へへへへおおお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。。。。    

フルタイムへのフルタイムへのフルタイムへのフルタイムへの転換希望転換希望転換希望転換希望はありますかはありますかはありますかはありますか。。。。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１つに１つに１つに１つに○をつけてください○をつけてください○をつけてください○をつけてください。。。。    

（（（（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 

    

問問問問 14141414    問問問問 12121212 のののの（（（（１１１１））））またはまたはまたはまたは（（（（２２２２））））でででで「「「「5555....以前以前以前以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....これまこれまこれまこれま

ででで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」」」」に○をつけたに○をつけたに○をつけたに○をつけた方方方方ににににうかがいますうかがいますうかがいますうかがいます。。。。該当該当該当該当しないしないしないしない方方方方はははは、、、、問問問問 15151515 へおへおへおへ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。。。。                                                            

就労就労就労就労したいというしたいというしたいというしたいという希望希望希望希望はありますかはありますかはありますかはありますか。。。。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・・・・記号記号記号記号それぞれ１つそれぞれ１つそれぞれ１つそれぞれ１つにににに○をつけ○をつけ○をつけ○をつけ、、、、該当該当該当該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（（（（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字一字一字一字））））。。。。    

（（（（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） 

                  →１週当たり □日   １日当たり □□時間 

    

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

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） 

                  →１週当たり □日   １日当たり □□時間 
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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 15-1 に示した事業が含まれます。 

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はさんはさんはさんは現在現在現在現在、、、、幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園やややや保育所保育所保育所保育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」」」」をををを利用利用利用利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１つに１つに１つに１つに○をつけてください○をつけてください○をつけてください○をつけてください。。。。    

 １．利用している  ⇒⇒⇒⇒ 問 15-1 へ       ２．利用していない  ⇒⇒⇒⇒ 問 15-5 へ 

    

問問問問 15151515----1111    問問問問 11115555----1111～～～～問問問問 15151515----4444 はははは、、、、問問問問 15151515 でででで「「「「1.1.1.1.利用利用利用利用しているしているしているしている」」」」に○をつけたに○をつけたに○をつけたに○をつけ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。。。。    

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ようなどのようなどのようなどのよう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用利用利用利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てじてじてじて「「「「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べてにすべてにすべてにすべてに○をつけてください○をつけてください○をつけてください○をつけてください。。。。    

１．幼稚園 

（通常の就園時間の利用） 

 

 

３．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 

（育者の家庭等で子どもを 

保育する事業） 

 

７．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） 

 

９．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） 

 

１１．その他（     ） 

 

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） 

 

４．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．事業所内保育施設 

（企業が主に従業員用に運営する施設） 

 

 

８．その他の認可外の保育施設 

 

 

 

１０．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） 

 

 

問問問問 15151515----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用利用利用利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、、、、どのくらいどのくらいどのくらいどのくらい利用利用利用利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ととと

してはどのくらいしてはどのくらいしてはどのくらいしてはどのくらい利用利用利用利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週当週当週当週当たりたりたりたり何日何日何日何日、、、、１１１１日当日当日当日当たりたりたりたり何時間何時間何時間何時間（（（（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））））かをかをかをかを、、、、□□□□

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（（（（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字一字一字一字）。）。）。）。時間時間時間時間はははは、、、、必必必必ずずずず    （（（（例例例例））））００００９９９９時時時時～～～～１８１８１８１８時時時時のようのようのようのよう

に２４に２４に２４に２４時間制時間制時間制時間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。。。。    

（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） 

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 15151515----3333    現在現在現在現在、、、、利用利用利用利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場所実施場所実施場所実施場所についてうかがいますについてうかがいますについてうかがいますについてうかがいます。。。。「「「「１１１１....」「」「」「」「２２２２....」」」」ののののいずれかにいずれかにいずれかにいずれかに○○○○

をつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください    。。。。    

  1．居住している市区町村内      2．他の市区町村 

 

問問問問 15151515----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用利用利用利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うかがいますについてうかがいますについてうかがいますについてうかがいます。。。。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べてにすべてにすべてにすべてに○をつけてください○をつけてください○をつけてください○をつけてください。。。。    

 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）をしている方が病気や障害がある 

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 15151515----5555    問問問問 15151515 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」」」」に○をつけたに○をつけたに○をつけたに○をつけ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。。。。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もっともとしてもっともとしてもっともとしてもっと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べてすべてすべてすべてにににに○をつけてください○をつけてください○をつけてください○をつけてください。。。。    

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 16161616    すべてのすべてのすべてのすべての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。。。。現在現在現在現在、、、、利用利用利用利用してしてしてしているいるいるいる、、、、利用利用利用利用していないにかかわらずしていないにかかわらずしていないにかかわらずしていないにかかわらず、、、、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日平日平日平日

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」」」」利用利用利用利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

べてにべてにべてにべてに○をつけてください○をつけてください○をつけてください○をつけてください。。。。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用利用利用利用にはにはにはには、、、、一定一定一定一定のののの利用者負担利用者負担利用者負担利用者負担がががが発生発生発生発生しますしますしますします。。。。認可保育認可保育認可保育認可保育

所所所所のののの場合場合場合場合、、、、世帯収入世帯収入世帯収入世帯収入にににに応応応応じたじたじたじた利用料利用料利用料利用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。（。（。（。（自治体自治体自治体自治体におけるにおけるにおけるにおける料金設定料金設定料金設定料金設定をををを示示示示すすすす））））    

１．幼稚園 

（通常の就園時間の利用） 

 

 

３．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．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．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．その他の認可外の保育施設 

 

 

 

11．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） 

 

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） 

 

４．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．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．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．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．その他（             ） 

 

 

 

    問問問問 16161616----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用利用利用利用したいしたいしたいしたい場所場所場所場所についてうかがいますについてうかがいますについてうかがいますについてうかがいます。。。。「「「「１１１１....」「」「」「」「２２２２....」」」」ののののいずれかにいずれかにいずれかにいずれかに○をつけてくだ○をつけてくだ○をつけてくだ○をつけてくだ

さいさいさいさい    。。。。        

  1．居住している市区町村内      2．他の市区町村 
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問問問問 17171717    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、、、、地域子育地域子育地域子育地域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（（（（親子親子親子親子がががが集集集集まってまってまってまって過過過過ごしたりごしたりごしたりごしたり、、、、相談相談相談相談をしたりをしたりをしたりをしたり、、、、情報提供情報提供情報提供情報提供

をををを受受受受けたりするけたりするけたりするけたり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れていますばれていますばれていますばれています））））をををを利用利用利用利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、、、、利用利用利用利用されているものされているものされているものされているものすべてにすべてにすべてにすべてに○をつけてください○をつけてください○をつけてください○をつけてください。。。。またまたまたまた、、、、おおよそのおおよそのおおよそのおおよその利用回数利用回数利用回数利用回数（（（（頻度頻度頻度頻度））））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字一字一字一字））））。。。。    

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） 

   １週当たり □回 もしくは １ヶ月当たり □回程度 

２．その他当該自治体で実施している類似の事業（具体名：            ） 

１週当たり □回 もしくは １ヶ月当たり □回程度 

３．利用していない 

 

問問問問 18181818    問問問問 11117777 のようなのようなのようなのような地域子育地域子育地域子育地域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用利用利用利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、、、、できればできればできればできれば今後今後今後今後利用利用利用利用したいしたいしたいしたい、、、、あるあるあるある

いはいはいはいは、、、、利用日数利用日数利用日数利用日数をををを増増増増やしたいとやしたいとやしたいとや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一番号一番号一番号一つに○をつけてつに○をつけてつに○をつけてつに○をつけて、、、、おおよそのおおよそのおおよそのおおよその利用回数利用回数利用回数利用回数（（（（頻度頻度頻度頻度））））

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字一字一字一字）。）。）。）。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用利用利用利用にはにはにはには、、、、一定一定一定一定のののの利用者負担利用者負担利用者負担利用者負担がががが

発生発生発生発生するするするする場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります。。。。（（（（自治体自治体自治体自治体におけるにおけるにおけるにおける料金設定料金設定料金設定料金設定をををを示示示示すすすす））））    

１．利用していないが、今後利用したい 

   １週当たり □回 もしくは １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  

１週当たり 更に □回 もしくは １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 19191919    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ていっていっていっているものやるものやるものやるものや、、、、これまでにこれまでにこれまでにこれまでに利用利用利用利用したことしたことしたことしたことがあるものがあるものがあるものがあるもの、、、、今後今後今後今後、、、、利用利用利用利用したいとしたいとしたいとしたいと思思思思うものをおうものをおうものをおうものをお答答答答

えくださいえくださいえくださいえください。。。。①①①①～～～～⑦の⑦の⑦の⑦の事業事業事業事業ごとにごとにごとにごとに、Ａ～Ｃ、Ａ～Ｃ、Ａ～Ｃ、Ａ～Ｃのそれぞれについてのそれぞれについてのそれぞれについてのそれぞれについて、「、「、「、「はいはいはいはい」「」「」「」「いいえいいえいいえいいえ」」」」ののののいずれかにいずれかにいずれかにいずれかに○○○○をつけてをつけてをつけてをつけて

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よってはによってはによってはによっては、、、、おおおお住住住住まいのまいのまいのまいの地域地域地域地域でででで実施実施実施実施されていないものもありますされていないものもありますされていないものもありますされていないものもあります。。。。    

 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 はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

②保健センターの情報・相談事業 はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

③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 

④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 

⑤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 

⑥子育ての総合相談窓口 はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

⑦自治体発行の子育て支援情報誌 はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

○○○○○ はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

○○○○○ はい いいえ はい いいえ はい 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 20202020    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、、、、土曜日土曜日土曜日土曜日とととと日曜日日曜日日曜日日曜日・・・・祝日祝日祝日祝日にににに、、、、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用希望利用希望利用希望利用希望ははははありますかありますかありますかありますか（（（（一一一一

時的時的時的時的なななな利用利用利用利用はははは除除除除きますきますきますきます））））。。。。希望希望希望希望があるがあるがあるがある場合場合場合場合はははは、、、、利用利用利用利用したいしたいしたいしたい時間帯時間帯時間帯時間帯をををを、、、、((((例例例例))))００００９９９９時時時時～～～～１８１８１８１８時時時時のようにのようにのようにのように２４２４２４２４時間時間時間時間

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字一字一字一字））））。。。。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用利用利用利用にはにはにはには、、、、一定一定一定一定のののの利用者負担利用者負担利用者負担利用者負担がががが発生発生発生発生しましましましま

すすすす。。。。    

※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 20202020----1111    問問問問 20202020 のののの（（（（１１１１））））もしくはもしくはもしくはもしくは（（（（２２２２））））でででで、「、「、「、「3333....月月月月に１に１に１に１～～～～２２２２回回回回はははは利用利用利用利用したいしたいしたいしたい」」」」に○をつけたに○をつけたに○をつけたに○をつけた方方方方ににににうかがいますうかがいますうかがいますうかがいます。。。。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用利用利用利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ででですかすかすかすか。。。。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べてに○すべてに○すべてに○すべてに○をつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください。。。。 

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 21212121    「「「「幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園」」」」をををを利用利用利用利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。。。。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休暇休暇休暇

期間中期間中期間中期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用利用利用利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。。。。希望希望希望希望があるがあるがあるがある場合場合場合場合はははは、、、、利用利用利用利用したいしたいしたいしたい時間帯時間帯時間帯時間帯をををを、、、、    ((((例例例例))))００００９９９９時時時時

～～～～１８１８１８１８時時時時のようにのようにのようにのように２４２４２４２４時間制時間制時間制時間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一一一一枠枠枠枠にににに一字一字一字一字））））。。。。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用利用利用利用にはにはにはには、、、、一一一一

定定定定のののの利用者負担利用者負担利用者負担利用者負担がががが発生発生発生発生しますしますしますします。。。。    

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 22221111----1111    問問問問 21212121 でででで、「、「、「、「3333....週週週週にににに数日利用数日利用数日利用数日利用したいしたいしたいしたい」」」」に○をつに○をつに○をつに○をつけたけたけたけ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。。。。毎日毎日毎日毎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用利用利用利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べてに○すべてに○すべてに○すべてに○をつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください。。。。 

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 22222222    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用利用利用利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護者保護者保護者保護者のののの方方方方（（（（問問問問 15151515 で１で１で１で１に○をつけたに○をつけたに○をつけたに○をつけた方方方方））））にうかにうかにうかにうか

がいますがいますがいますがいます。。。。利用利用利用利用していらっしゃらないしていらっしゃらないしていらっしゃらないしていらっしゃらない方方方方はははは、、、、問問問問 23232323 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１この１この１この１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ケガでやケガでやケガでやケガ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用利用利用利用できなかったことはありますかできなかったことはありますかできなかったことはありますかできなかったことはありますか。。。。    

  １．あった      ⇒⇒⇒⇒ 問 22-1 へ       ２．なかった  ⇒⇒⇒⇒ 問 23 へ 

     
    問問問問 22222222----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がでやけがでやけがでやけがで普段利用普段利用普段利用普段利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用利用利用利用できなかったできなかったできなかったできなかっ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たったったった対処対処対処対処方法方法方法方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べてにすべてにすべてにすべてに○をつけ○をつけ○をつけ○をつけ、、、、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くくく

ださいださいださいださい（（（（半日程度半日程度半日程度半日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１も１も１も１日日日日とカウントしてくださいとカウントしてくださいとカウントしてくださいとカウントしてください。。。。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字一字一字一字。。。。））））。。。。    

    １１１１年間年間年間年間のののの対処方法対処方法対処方法対処方法    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 

                       
 

 ※「キ.ファミリー・サポート・センター」には、「病児・緊急対応強化事業」による利用も含まれます。 

    

問問問問 22222222----1111 で「アで「アで「アで「ア....」「イ」「イ」「イ」「イ....」のいずれかに回答した」のいずれかに回答した」のいずれかに回答した」のいずれかに回答した方にうかがいます。方にうかがいます。方にうかがいます。方にうかがいます。    

問問問問 22222222----2222    そのそのそのその際際際際、、、、「「「「できればできればできればできれば病児病児病児病児・・・・病後児病後児病後児病後児のためののためののためののための保育施設等保育施設等保育施設等保育施設等をををを利用利用利用利用したいしたいしたいしたい」」」」とととと思思思思われわれわれわれましましましましたたたたかかかか。。。。当当当当てはまてはまてはまてはま

るるるる番号番号番号番号１つに１つに１つに１つに○をつけ○をつけ○をつけ○をつけ、、、、日数日数日数日数についてもについてもについてもについても□□□□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（（（（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字一字一字一字））））。。。。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めののためののためののための事業等事業等事業等事業等のののの利用利用利用利用にはにはにはには、、、、一定一定一定一定のののの利用料利用料利用料利用料がかかりがかかりがかかりがかかり、、、、利用前利用前利用前利用前にかかりつけにかかりつけにかかりつけにかかりつけ医医医医のののの受診受診受診受診がががが必必必必

要要要要となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

１．できれば病児・病後児保育施設等を利用したい ⇒ □□日 ⇒ 問 22-3 へ 

２．利用したいとは思わない                 ⇒ 問 22-4 へ 
 

 

問問問問 22222222----3333    問問問問 22222222----2222 でででで「「「「1.1.1.1.でででできればきればきればきれば病児病児病児病児・・・・病後児保育施設等病後児保育施設等病後児保育施設等病後児保育施設等をををを利用利用利用利用したいしたいしたいしたい」」」」に○をつけたに○をつけたに○をつけたに○をつけ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。。。。

上記上記上記上記のののの目的目的目的目的でででで子子子子どもをどもをどもをどもを預預預預けるけるけるける場合場合場合場合、、、、下記下記下記下記のいずれののいずれののいずれののいず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べてにすべてにすべてにすべてに○をつけてください○をつけてください○をつけてください○をつけてください。。。。    

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 23 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 22-5 へ 
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問問問問 22222222----4444    問問問問 22222222----2222 でででで「「「「利用利用利用利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」」」」に○をつけたに○をつけたに○をつけたに○をつけ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。。。。そうそうそうそ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

てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号すべてにすべてにすべてにすべてに○をつけてください○をつけてください○をつけてください○をつけてください。。。。    

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．その他（               ）  

⇒ 問 23 へ 
    

問問問問 22222222----1111 で「ウで「ウで「ウで「ウ....」から｢ケ」から｢ケ」から｢ケ」から｢ケ....｣のいずれか｣のいずれか｣のいずれか｣のいずれかにににに回答した方にうかがいます。回答した方にうかがいます。回答した方にうかがいます。回答した方にうかがいます。    

問問問問 22222222----5555    そのそのそのその際際際際、「、「、「、「できればできればできればできれば父母父母父母父母のいずれかがのいずれかがのいずれかがのいずれかが仕事仕事仕事仕事をををを休休休休んでんでんでんで看看看看たいたいたいたい」」」」とととと思思思思われわれわれわれましましましましたたたたかかかか。。。。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

つにつにつにつに○をつ○をつ○をつ○をつけけけけ、、、、「「「「ウウウウ」」」」からからからから「「「「ケケケケ」」」」のののの日数日数日数日数のうちのうちのうちのうち仕事仕事仕事仕事をををを休休休休んでんでんでんで看看看看たかったたかったたかったたかった日数日数日数日数についてもについてもについてもについても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字一字一字一字））））。。。。    

１．できれば仕事を休んで看たい ⇒ □□ 日  ⇒ 問 23 へ 

２．休んで看ることは非常に難しい         ⇒ 問 22-6 へ 
  

 

問問問問 22222222----6666    問問問問 22222222----5555 でででで「「「「2222．．．．休休休休んでんでんでんで看看看看ることはることはることはることは考考考考えられないえられないえられないえられない」」」」に○をつけたに○をつけたに○をつけたに○をつけ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。。。。そうそうそうそ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ににに

ついてついてついて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すべてにすべてにすべてにすべてに○をつけてください○をつけてください○をつけてください○をつけてください。。。。    

１．子どもの看護を理由に休みがとれない ２．自営業なので休めない 

３．休暇日数が足りないので休めない ４．その他（               ） 
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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めのためのためのため以外以外以外以外にににに、、、、私用私用私用私用、、、、親親親親のののの通院通院通院通院、、、、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用利用利用利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ありますかはありますかはありますかはありますか。。。。あるあるあるある場合場合場合場合はははは、、、、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べてにすべてにすべてにすべてに○をつけ○をつけ○をつけ○をつけ、、、、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（（（（おおよそおおよそおおよそおおよそ））））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（（（（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字一字一字一字））））。。。。    

利用利用利用利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     
 

問問問問２３２３２３２３で「で「で「で「7777．利用していない」と回答した方にうかがいます。．利用していない」と回答した方にうかがいます。．利用していない」と回答した方にうかがいます。．利用していない」と回答した方にうかがいます。    

問問問問 23232323----1111    現在利用現在利用現在利用現在利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べてにすべてにすべてにすべてに○をつけてください○をつけてください○をつけてください○をつけてください。。。。    

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 24242424    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、、、、私用私用私用私用、、、、親親親親のののの通院通院通院通院、、、、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的目的目的目的でででで、、、、年間何日年間何日年間何日年間何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用利用利用利用するするするする必要必要必要必要

があるがあるがあるがあるとととと思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。利用希望利用希望利用希望利用希望のののの有無有無有無有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号番号番号番号・・・・記号記号記号記号すべてにすべてにすべてにすべてに○をつけ○をつけ○をつけ○をつけ、、、、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記記記

入入入入くださいくださいくださいください（（（（利用利用利用利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計合計合計合計とととと、、、、目的別目的別目的別目的別のののの内訳内訳内訳内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

一字一字一字一字。。。。）。）。）。）。なおなおなおなお事業事業事業事業のののの利用利用利用利用にあたってはにあたってはにあたってはにあたっては、、、、一定一定一定一定のののの利用料利用料利用料利用料がかかりますがかかりますがかかりますがかかります。。。。    

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25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 24 へ 

問 24-1 へ 
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問問問問 24242424----1111    問問問問 24242424 でででで「「「「1.1.1.1.利用利用利用利用したいしたいしたいしたい」」」」に○をつけたに○をつけたに○をつけたに○をつけ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 24242424 のののの目的目的目的目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るけるけるける場合場合場合場合、、、、

下記下記下記下記のいずれののいずれののいずれののいず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べてにすべてにすべてにすべてに○をつけてください○をつけてください○をつけてください○をつけてください。。。。    

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 25252525    この１この１この１この１年間年間年間年間にににに、、、、保護者保護者保護者保護者のののの用事用事用事用事（（（（冠婚葬祭冠婚葬祭冠婚葬祭冠婚葬祭、、、、保護者保護者保護者保護者・・・・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））））によりによりによりにより、、、、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がけりがけりがけりがけでででで

家族以外家族以外家族以外家族以外ににににみてもらわみてもらわみてもらわみてもらわなければならないことはありましたかなければならないことはありましたかなければならないことはありましたかなければならないことはありましたか（（（（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ったつからなかったつからなかったつからなかった場合場合場合場合もももも含含含含みますみますみますみます））））。。。。

あったあったあったあっ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方法対処方法対処方法対処方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べてにすべてにすべてにすべてに○をつけ○をつけ○をつけ○をつけ、、、、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字一字一字一字））））。。。。    

    １１１１年間年間年間年間のののの対処方法対処方法対処方法対処方法    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 25252525 で「で「で「で「1.1.1.1.あったあったあったあった    アアアア.(.(.(.(同居者を含む同居者を含む同居者を含む同居者を含む))))親族・知人に親族・知人に親族・知人に親族・知人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」と答えた方にうかがいます。」と答えた方にうかがいます。」と答えた方にうかがいます。」と答えた方にうかがいます。    

⇒ア.以外を選択した方は 問 26 へ 

問問問問 25252525----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１つ１つ１つ１つにににに○をつけてください○をつけてください○をつけてください○をつけてください。。。。    

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 30 へ 

    

問問問問 26262626    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、、、、小学校低学年小学校低学年小学校低学年小学校低学年（（（（１１１１～～～～３３３３年生年生年生年生））））のうちはのうちはのうちはのうちは、、、、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終了後小学校終了後小学校終了後小学校終了後））））のののの時間時間時間時間をををを

どのようなどのようなどのようなどのような場所場所場所場所でででで過過過過ごさせたいとごさせたいとごさせたいとごさせ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べてにすべてにすべてにすべてに○をつけ○をつけ○をつけ○をつけ、、、、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当週当週当週当たたたた

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、、、、利用利用利用利用をををを希望希望希望希望するするするする時間時間時間時間もももも□□□□内内内内にににに数数数数

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。。。。時間時間時間時間はははは必必必必ずずずず（（（（例例例例））））１８１８１８１８時時時時    のようにのようにのようにのように２４２４２４２４時間制時間制時間制時間制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字一字一字一字））））。。。。    

「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 ※１ 週 □ 日くらい 

５．放課後子ども教室 ※２ 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を利用している場合は「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 27272727    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））））になったらになったらになったらになったら、、、、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終了後小学校終了後小学校終了後小学校終了後））））のののの時間時間時間時間

をどのようなをどのようなをどのようなをどのような場所場所場所場所でででで過過過過ごさせたいとごさせたいとごさせたいとごさせ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べてにすべてにすべてにすべてに○○○○をつけをつけをつけをつけ、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの週当週当週当週当たりたりたりたり日日日日

数数数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用利用利用利用をををを希望希望希望希望するするするする時間時間時間時間もももも□□□□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。。。。時間時間時間時間はははは、、、、必必必必ずずずず（（（（例例例例））））１８１８１８１８時時時時    のように２４のように２４のように２４のように２４時間制時間制時間制時間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字一字一字一字））））。。。。    

※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。 

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 

※ 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。 
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問問問問 28282828    問問問問 26262626 またはまたはまたはまたは問問問問 27272727 でででで「「「「６６６６．．．．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（（（（学童保育学童保育学童保育学童保育））））」」」」に○をつけたに○をつけたに○をつけたに○をつけ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。。。。宛名宛名宛名宛名のおのおのおのお子子子子ささささ

んについてんについてんについてんについて、、、、土曜日土曜日土曜日土曜日とととと日曜日日曜日日曜日日曜日・・・・祝日祝日祝日祝日にににに、、、、放課後児童放課後児童放課後児童放課後児童クラブのクラブのクラブのクラブの利用希望利用希望利用希望利用希望はありますかはありますかはありますかはありますか。。。。事業事業事業事業のののの利用利用利用利用にはにはにはには、、、、一定一定一定一定

のののの利用料利用料利用料利用料がかかりますがかかりますがかかりますがかかります。。。。（（（（１１１１）（）（）（）（２２２２））））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１つに１つに１つに１つに○をつけてください○をつけてください○をつけてください○をつけてください。。。。またまたまたまた

利用利用利用利用したいしたいしたいしたい時間帯時間帯時間帯時間帯をををを、、、、□□□□内内内内にににに（（（（例例例例））））００００９９９９時時時時～～～～１８１８１８１８時時時時    のようにのようにのようにのように２４２４２４２４時間制時間制時間制時間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

一字一字一字一字））））。。。。 

（１）土曜日 

１．低学年（１～３年生）の間は利用したい       利用したい時間帯 

２．高学年（４～６年生）になっても利用したい      □□時から □□時まで 

3．利用する必要はない 

 

（２）日曜・祝日 

１．低学年（１～３年生）の間は利用したい       利用したい時間帯 

２．高学年（４～６年生）になっても利用したい      □□時から □□時まで 

3．利用する必要はない 

 

問問問問 29292929    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、、、、おおおお子子子子さんのさんのさんのさんの夏休夏休夏休夏休み・み・み・み・冬休冬休冬休冬休みなどのみなどのみなどのみなどの長期長期長期長期のののの休暇期間中休暇期間中休暇期間中休暇期間中のののの放課後児童放課後児童放課後児童放課後児童クラブのクラブのクラブのクラブの利利利利

用希望用希望用希望用希望はありますかはありますかはありますかはありますか。。。。事業事業事業事業のののの利用利用利用利用にはにはにはには、、、、一定一定一定一定のののの利用料利用料利用料利用料がかかりますがかかりますがかかりますがかかります。。。。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１つに１つに１つに１つに○をつけてくださ○をつけてくださ○をつけてくださ○をつけてくださ

いいいい。。。。またまたまたまた利用利用利用利用したいしたいしたいしたい時間帯時間帯時間帯時間帯をををを、、、、□□□□内内内内にににに（（（（例例例例））））００００９９９９時時時時～～～～１８１８１８１８時時時時    のようにのようにのようにのように２４２４２４２４時間制時間制時間制時間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字一字一字一字））））。。。。    

１．低学年（１～３年生）の間は利用したい       利用したい時間帯 

２．高学年（４～６年生）になっても利用したい      □□時から □□時まで 

3．利用する必要はない 
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問問問問 30303030    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ずれかもしくはのいずれかもしくはのいずれかもしくはのいずれかもしくは双方双方双方双方がががが育児休業育児休業育児休業育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１つに１つに１つに１つに○をつけ○をつけ○をつけ○をつけ、、、、該当該当該当該当する□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一一一一

枠枠枠枠にににに一字一字一字一字））））。。。。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30303030----1111    子子子子どもがどもがどもがどもが原則原則原則原則１１１１歳歳歳歳（（（（保育所保育所保育所保育所におけるにおけるにおけるにおける保育保育保育保育のののの実施実施実施実施がががが行行行行われないなどわれないなどわれないなどわれないなど一定一定一定一定のののの要件要件要件要件をををを満満満満たすたすたすたす場合場合場合場合はははは１１１１歳歳歳歳６６６６月月月月））））

になるまでになるまでになるまでになるまで育児休業給付育児休業給付育児休業給付育児休業給付がががが支給支給支給支給されるされるされるされる仕組仕組仕組仕組みみみみ、、、、子子子子どもがどもがどもがどもが満満満満３３３３歳歳歳歳になるまでのになるまでのになるまでのになるまでの育児休業育児休業育児休業育児休業等等等等（（（（法定法定法定法定のののの育児休業及育児休業及育児休業及育児休業及

びびびび企業企業企業企業がががが法定法定法定法定をををを上回上回上回上回るるるる期間設期間設期間設期間設けたけたけたけた育児休業育児休業育児休業育児休業にににに準準準準ずるずるずるずる措置措置措置措置））））期間期間期間期間についてについてについてについて健康保険及健康保険及健康保険及健康保険及びびびび厚生年金保険厚生年金保険厚生年金保険厚生年金保険のののの保険料保険料保険料保険料

がががが免除免除免除免除になるになるになるになる仕組仕組仕組仕組みがありますみがありますみがありますみがありますがががが、、、、そのことをごそのことをごそのことをごそのことをご存存存存じでしたじでしたじでしたじでしたかかかか。。。。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１つに１つに１つに１つに○をつけてください○をつけてください○をつけてください○をつけてください。。。。    

１．育児休業給付、保険料免除のいずれも知っていた 

２．育児休業給付のみ知っていた 

３．保険料免除のみ知っていた 

４．育児休業給付、保険料免除のいずれも知らなかった 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

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理由理由理由理由（下から番号を

選んでご記入ください）（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。 
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問問問問 30303030 でででで「「「「2. 2. 2. 2. 取得した取得した取得した取得した（取得中である）（取得中である）（取得中である）（取得中である）」と回答した方にうかがいます。」と回答した方にうかがいます。」と回答した方にうかがいます。」と回答した方にうかがいます。    

⇒⇒⇒⇒ 該当しない方は、問 31 へ 

問問問問 30303030----2222    育児休業取得後育児休業取得後育児休業取得後育児休業取得後、、、、職場職場職場職場にににに復帰復帰復帰復帰しましたかしましたかしましたかしましたか。。。。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１つに１つに１つに１つに○を○を○を○をつけてくださいつけてくださいつけてくださいつけてください。。。。    

（（（（１１１１））））母親母親母親母親    

１．育児休業取得後、職場に復帰した  

２．現在も育児休業中である 

３．育児休業中に離職した 

 

（（（（２２２２））））父親父親父親父親    

１．育児休業取得後、職場に復帰した  

２．現在も育児休業中である 

３．育児休業中に離職した 

 

 

問問問問 30303030----2222 で「で「で「で「1. 1. 1. 1. 育児休業取得後、職場に復帰した」と回答した方にうかがいます。育児休業取得後、職場に復帰した」と回答した方にうかがいます。育児休業取得後、職場に復帰した」と回答した方にうかがいます。育児休業取得後、職場に復帰した」と回答した方にうかがいます。    

    問問問問 30303030----3333    育児休業育児休業育児休業育児休業からからからから職場職場職場職場にににに復帰復帰復帰復帰したのはしたのはしたのはしたのは、、、、年度初年度初年度初年度初めのめのめのめの保育所入所保育所入所保育所入所保育所入所にににに合合合合わせたタイミングでしたかわせたタイミングでしたかわせたタイミングでしたかわせたタイミングでしたか。。。。あるいあるいあるいあるい

はそれはそれはそれはそれ以外以外以外以外でしたかでしたかでしたかでしたか。。。。どちらかどちらかどちらかどちらか１つに１つに１つに１つに○をつけてください○をつけてください○をつけてください○をつけてください。。。。※※※※年度初年度初年度初年度初めでのめでのめでのめでの認可保育所入所認可保育所入所認可保育所入所認可保育所入所をををを希希希希望望望望しししし

てててて、、、、１１１１月月月月～～～～２２２２月頃復帰月頃復帰月頃復帰月頃復帰してしてしてして一時的一時的一時的一時的にににに認可外保育所認可外保育所認可外保育所認可外保育所にににに入所入所入所入所したしたしたした場合場合場合場合などもなどもなどもなども「「「「1.1.1.1.」」」」にににに当当当当てはまりますてはまりますてはまりますてはまります。。。。まままま

たたたた、、、、年度初年度初年度初年度初めでのめでのめでのめでの入所入所入所入所をををを希望希望希望希望してしてしてして復帰復帰復帰復帰したがしたがしたがしたが、、、、実際実際実際実際にはにはにはには希望希望希望希望するするするする保育所保育所保育所保育所にににに入所入所入所入所できなかったというできなかったというできなかったというできなかったという場場場場

合合合合もももも「「「「1.1.1.1.」」」」をををを選択選択選択選択してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

（（（（１１１１））））母親母親母親母親    

1．年度初めの入所に合わせたタイミングだった       ２．それ以外だった 

 

（（（（２２２２））））父親父親父親父親    

1．年度初めの入所に合わせたタイミングだった       ２．それ以外だった 

 

問問問問 30303030----4444    育児休業育児休業育児休業育児休業からはからはからはからは、「、「、「、「実際実際実際実際」」」」におにおにおにお子子子子さんがさんがさんがさんが何歳何何歳何何歳何何歳何ヶヶヶヶ月月月月のときのときのときのときにににに職場復帰職場復帰職場復帰職場復帰しましたかしましたかしましたかしましたか。。。。またまたまたまた、、、、おおおお勤勤勤勤めめめめ先先先先

のののの育育育育児休業児休業児休業児休業のののの制度制度制度制度のののの期間内期間内期間内期間内でででで、、、、何歳何何歳何何歳何何歳何ヶヶヶヶ月月月月のときのときのときのときまでまでまでまで取取取取りたかったですかりたかったですかりたかったですかりたかったですか。。。。□□□□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くだくだくだ

さいさいさいさい（（（（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字一字一字一字））））。。。。    

（（（（１１１１））））母親母親母親母親    

実際実際実際実際のののの取得期間取得期間取得期間取得期間    □ 歳 □□ヶ月 希望希望希望希望    □ 歳 □□ヶ月 

 

（（（（２２２２））））父親父親父親父親    

実際実際実際実際のののの取得期間取得期間取得期間取得期間    □ 歳 □□ヶ月 希望希望希望希望    □ 歳 □□ヶ月 

 

問問問問 30303030----5555    おおおお勤勤勤勤めめめめ先先先先にににに、、、、育児育児育児育児のために３のために３のために３のために３歳歳歳歳までまでまでまで休暇休暇休暇休暇をををを取得取得取得取得できるできるできるできる制度制度制度制度があったがあったがあったがあった場合場合場合場合、「、「、「、「希望希望希望希望」」」」としてはおとしてはおとしてはおとしてはお子子子子さんがさんがさんがさんが

何歳何何歳何何歳何何歳何ヶヶヶヶ月月月月のときまでのときまでのときまでのときまで取取取取りたかったりたかったりたかったりたかったですかですかですかですか。。。。□□□□内内内内でででで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字一字一字一字））））。。。。    

（（（（１１１１））））母親母親母親母親    

□ 歳 □□ヶ月 

 

（（（（２２２２））））父親父親父親父親    

□ 歳 □□ヶ月 
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問問問問 30303030----4444 でででで実際の復帰と希望が異なる方にうかがいます。実際の復帰と希望が異なる方にうかがいます。実際の復帰と希望が異なる方にうかがいます。実際の復帰と希望が異なる方にうかがいます。    

問問問問 30303030----6666    希望希望希望希望のののの時期時期時期時期にににに職場復帰職場復帰職場復帰職場復帰しなかったしなかったしなかったしなかった理由理由理由理由についてうかがいますについてうかがいますについてうかがいますについてうかがいます。。。。    

（（（（１１１１）「）「）「）「希望希望希望希望」」」」よりよりよりより早早早早くくくく復帰復帰復帰復帰したしたしたした方方方方            ※※※※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べてにすべてにすべてにすべてに○をつけてください○をつけてください○をつけてください○をつけてください。。。。    

    ①①①①母親母親母親母親    

１．希望する保育所に入るため ２．配偶者や家族の希望があったため 

３．経済的な理由で早く復帰する必要があった   ４．人事異動や業務の節目の時期に合わせるため 

５．その他（                                  ） 

 

    ②②②②父親父親父親父親    

１．希望する保育所に入るため ２．配偶者や家族の希望があったため 

３．経済的な理由で早く復帰する必要があった   ４．人事異動や業務の節目の時期に合わせるため 

５．その他（                                  ） 

 

（（（（２２２２）「）「）「）「希望希望希望希望」」」」よりよりよりより遅遅遅遅くくくく復帰復帰復帰復帰したしたしたした方方方方            ※※※※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べてにすべてにすべてにすべてに○をつけてください○をつけてください○をつけてください○をつけてください。。。。    

    ①①①①母親母親母親母親    

１．希望する保育所に入れなかったため    ２．自分や子どもなどの体調が思わしくなかったため 

３．配偶者や家族の希望があったため     ４．職場の受け入れ態勢が整っていなかったため 

５．子どもをみてくれる人がいなかったため 

６．その他（                                  ） 

 

    ②②②②父親父親父親父親    

１．希望する保育所に入れなかったため    ２．自分や子どもなどの体調が思わしくなかったため 

３．配偶者や家族の希望があったため     ４．職場の受け入れ態勢が整っていなかったため 

５．子どもをみてくれる人がいなかったため 

６．その他（                                  ） 

 

 

問問問問 30303030----2222 で「で「で「で「1. 1. 1. 1. 育児休業取得後、職場に復帰した」と回育児休業取得後、職場に復帰した」と回育児休業取得後、職場に復帰した」と回育児休業取得後、職場に復帰した」と回答した方にうかがいます。答した方にうかがいます。答した方にうかがいます。答した方にうかがいます。    

問問問問 30303030----7777    育児休業育児休業育児休業育児休業からのからのからのからの職場復帰時職場復帰時職場復帰時職場復帰時にはにはにはには、、、、短時間勤務制度短時間勤務制度短時間勤務制度短時間勤務制度をををを利用利用利用利用しましたかしましたかしましたかしましたか。。。。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 つにつにつにつに○をつ○をつ○をつ○をつ

けてくださいけてくださいけてくださいけてください。。。。    

（（（（１１１１））））母親母親母親母親    

１．利用する必要がなかった（フルタイムで働きたかった、もともと短時間勤務だった） 

２．利用した 

３．利用したかったが、利用しなかった（利用できなかった）     

 

（（（（２２２２））））父親父親父親父親    

１．利用する必要がなかった（フルタイムで働きたかった、もともと短時間勤務だった） 

２．利用した 

３．利用したかったが、利用しなかった（利用できなかった）     
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問問問問 30303030----7777 でででで「「「「３３３３....利用したかったが、利用しなかった（利用できなかった）利用したかったが、利用しなかった（利用できなかった）利用したかったが、利用しなかった（利用できなかった）利用したかったが、利用しなかった（利用できなかった）」と回答した」と回答した」と回答した」と回答した方にうかがい方にうかがい方にうかがい方にうかがい

ます。ます。ます。ます。    

問問問問 30303030----8888    短時間勤務制度短時間勤務制度短時間勤務制度短時間勤務制度をををを利用利用利用利用しなかったしなかったしなかったしなかった（（（（利用利用利用利用できなかったできなかったできなかったできなかった））））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理由理由理由理由ををををすべてすべてすべてすべて

に○に○に○に○をつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください。。。。    

    （（（（１１１１））））母親母親母親母親    

１．職場に短時間勤務制度を取りにくい雰囲気があった 

２．仕事が忙しかった 

３．短時間勤務にすると給与が減額される 

４．短時間勤務にすると保育所の入所申請の優先順位が下がる 

５．配偶者が育児休業制度や短時間勤務制度を利用した 

６．配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、子どもをみてくれる人がいた 

７．子育てや家事に専念するため退職した 

８．職場に短時間勤務制度がなかった（就業規則に定めがなかった） 

９．短時間勤務制度を利用できることを知らなかった 

１０．その他（                            ） 

 

    （（（（２２２２））））父親父親父親父親    

１．職場に短時間勤務制度を取りにくい雰囲気があった 

２．仕事が忙しかった 

３．短時間勤務にすると給与が減額される 

４．短時間勤務にすると保育所の入所申請の優先順位が下がる 

５．配偶者が育児休業制度や短時間勤務制度を利用した 

６．配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、子どもをみてくれる人がいた 

７．子育てや家事に専念するため退職した 

８．職場に短時間勤務制度がなかった（就業規則に定めがなかった） 

９．短時間勤務制度を利用できることを知らなかった 

１０．その他（                            ） 

 

問問問問 30303030----２２２２で「で「で「で「2222. . . . 現在も育児休業中である」と回答した方にうかがいます。現在も育児休業中である」と回答した方にうかがいます。現在も育児休業中である」と回答した方にうかがいます。現在も育児休業中である」と回答した方にうかがいます。    

問問問問 30303030----9999    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 1111 歳歳歳歳になったときにになったときにになったときにになったときに必必必必ずずずず利用利用利用利用できるできるできるできる事業事業事業事業があればがあればがあればがあれば、、、、1111 歳歳歳歳になるになるになるになるまでまでまでまで育児休業育児休業育児休業育児休業をををを取得取得取得取得しししし

ますかますかますかますか。。。。またまたまたまたはははは、、、、預預預預けられるけられるけられるけられる事業事業事業事業があってもがあってもがあってもがあっても 1111 歳歳歳歳にににになるなるなるなる前前前前にににに復帰復帰復帰復帰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１つ１つ１つ１つにににに○をつ○をつ○をつ○をつ

けてくださいけてくださいけてくださいけてください。。。。    

    （（（（１１１１））））母親母親母親母親    

１．１歳になるまで育児休業を取得したい    2．１歳になる前に復帰したい 

    （（（（２２２２））））父親父親父親父親    

１．１歳になるまで育児休業を取得したい    2．１歳になる前に復帰したい 
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問問問問31313131    おおおお住住住住まいのまいのまいのまいの地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおけ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のへのへのへ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にににに１１１１つにつにつにつに○をつけて○をつけて○をつけて○をつけて

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 32323232    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見意見意見意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

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封筒に入れ、ご投函ください。 


