
 

平成２５年度に実施した 

子ども・子育て支援事業計画作成に係るニーズ調査内容 

№ 設問 選択肢（記載をする内容） 

１ 住まいについて 

1 住んでいる小学校区 （学校名） 

２ 家族状況について 

2 ｱﾝｹｰﾄの回答者 父親 母親 その他 

3 ｱﾝｹｰﾄ対象児の生年月 （生年月） 

4 ｱﾝｹｰﾄ対象児の兄弟姉妹の数と年齢 （兄弟姉妹の数と年齢） 

5 ｱﾝｹｰﾄ対象児と同居の者 父 母 祖父 祖母 その他 

6 ｱﾝｹｰﾄ対象児の日中の保育者 主に父 主に母 主に祖父 主に祖母 その他 

３ 現在の子育て環境について 

7 子どもの面倒を見てくれる人はいるか 祖父母 親戚 友人・知人 いない 

7-1 祖父母等の親族に見てもらっている状況 安心 大きく心配 少し心配 負担を掛け心苦しい 

7-2 友人・知人に見てもらっている状況 安心 大きく心配 少し心配 負担を掛け心苦しい 

8 気軽に相談できる人はいるか 親 兄弟姉妹 友人 保育所等職員  

民生委員 医師 いない 

9 身近にどのような場所や活動があると良

いか 

悩みを気軽に相談できるような場所 

親同士の仲間づくりを支援してくれる場所 

しつけ方を教えてくれる場所 

同年代の子ども同士が交流できる場所 

世代間交流ができる場所 

子どもの遊びを教えてくれる場所 

不意の外出の時に子どもを預かってくれる場所 

ちょっとした休憩やオムツ換えができる場所 

子育て家庭の家事を支援する活動 

交通安全や犯罪防止のためのパトロールをする活動 

公園などの花壇や樹木の管理、清掃等の美化活動 

４ 保護者の就労状況 

10 現在は仕事をしているか（父母） ﾌﾙﾀｲﾑ就労 ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ 就労育休中 無職 

就労の場合における勤務時間等の状況 （１週間当たりの時間）（出勤時間）（帰宅時間） 

10-2 転職等希望の有無（父母） ﾌﾙﾀｲﾑへ 転職希望なし 仕事をやめて子育てに専念 

10-3 就労への意欲（就労していない人） 子育てに専念したい 

一番下の子が○歳になったら就労したい 

すぐにでも就労したい  １年以内に就労したい 

５ 幼児教育、保育事業の利用状況 

11 定期的な幼児教育・保育事業の利用 利用している 利用していない 

11-1 入園している施設類型 幼稚園 保育所 認定こども園 認可外保育所 

11-2 利用時間（現状） （１日あたりの希望時間） 

利用時間（希望） （１日あたりの希望時間） 

11-3 利用している施設の所在地 藤枝市内 他の市町 

11-4 利用する理由 子どもの教育や発達のため 就労しているため 

就労予定であるため 家族などを介護しているため 

病気や障がいがあるため その他 

11-5 利用していない理由 利用する必要がない 祖父母や親戚の人が見ている 

友人・知人が見ている 利用したいが空きがない 

経済的な理由で利用できない その他 

12 定期的に利用したい事業 幼稚園 幼稚園の預かり保育 認可保育所  

認定こども園 小規模保育所 家庭的保育事業 

事業所内保育事業 認可外保育所 ﾍﾞﾋﾞｰｼｯﾀｰ 

ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業 その他 

13 幼児教育・保育事業を利用したい場所 藤枝市内 他の市町村 

 



 

№ 設問 選択肢（記載をする内容） 

６ 地域子育て支援事業の利用状況について 

14 子育て支援ｾﾝﾀｰの利用 利用している 利用していない 

利用している場合の利用回数・頻度 （ ）／回   （ ）回／月 

15 子育て支援ｾﾝﾀｰの利用についての考え 今後利用したい 利用回数を増やしたい 変わらず 

16 子育て支援事業で知っている事業 あかちゃん駅 育児ｻﾎﾟｰﾀｰ派遣事業 藤枝おやこ館 

乳幼児健康相談 ﾌｧﾐﾘｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業 子育てﾌｪｽﾀ 

子育て優待ｶｰﾄﾞ 子育てｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ 子育てﾌｪｱ 

７ 土・日曜日、休日や長期休暇中の定期的な保育所等の利用について 

17 土日祝日の保育所等の利用希望 利用する必要なし 

利用したい ⇒  毎週  １～２回／月 

  〃   ⇒  利用したい時間帯 

17-1 土日祝日に保育所等を利用したい理由 月数回の仕事 仕事ではない用事 親族の介護 

18 幼稚園通園者 長期休業中の幼稚園利用 必要なし 毎日利用したい 数日利用したい 

８ 子どもが病気の際の対応について 

19 病気等で幼稚園等が利用できないことが

あったか 
あった  なかった 

19-1 利用できなかったときどうしたか 父親が仕事を休んだ 母親が仕事を休んだ 

親族にみてもらった 

就労していない父又は母が見た 

病児・病後児保育事業を利用した 

ﾍﾞﾋﾞｰｼｯﾀｰを利用した 

仕方なく子どもだけにしてしまった 

19-2 父又は母が仕事を休んだ際、病児・病後児

保育事業を利用したいと思ったか 

できれば利用したいと思った 

利用したいとは思わなかった 

19-3 病児・病後児保育事業を利用したと思わな

かった理由 

病児・病後児を他人にみてもらうのは不安 

利用の仕方がわからなかった 利用料がかかる 

利便性がよくない 

９ 不定期の保育所等の利用や宿泊を伴う一事預かり等の利用について 

20 定期的な保育以外に利用していること 一時預かり事業 幼稚園の預かり保育 

ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業 ﾍﾞﾋﾞｰｼｯﾀｰ 利用していない 

20-1 利用していない理由 利用する必要がない 利用したいことが地域にない 

質に不安がある 利便性が悪い 利用料がかかる 

利用料がわからない 利用できるかわからない 

21 一時預かり事業等の利用希望 利用したい 利用する必要なし 

利用したい場合の理由及び希望日数 私用・ﾘﾌﾚｯｼｭ  冠婚葬祭・学校行事  親の通院 

22 泊りがけでみてもらうことはあったか あった なかった 

あった場合、誰にみてもらったか 親族・知人 認可外保育所 子どもだけで留守番 

１０ 小学校就学後の放課後の過ごし方について 

23 放課後の時間をどのように過ごさせたい

か 

自宅 祖父母や友人・知人宅 習い事  

放課後児童ｸﾗﾌﾞ 公民館 その他 

23-1 放課後児童ｸﾗﾌﾞを利用しないという理由 就労していない 下校に合わせて仕事が終わる 

習い事をしている 子どもだけで大丈夫だと思う 

利用料がかかる その他 

24 高学年になったら放課後をどのように過

ごさせたいか 

自宅 祖父母や友人・知人宅 習い事  

放課後児童ｸﾗﾌﾞ 公民館 その他 

24-1 放課後児童ｸﾗﾌﾞを利用したい場合、何年生

まで利用したいか 
４年生 ５年生 ６年生 わからない 

24-2 放課後児童ｸﾗﾌﾞを利用しないという理由 就労していない 下校に合わせて仕事が終わる 

習い事をしている 子どもだけで大丈夫だと思う 

利用料がかかる その他 

 

 



 

№ 設問 選択肢（記載をする内容） 

25 土日祝日の放課後児童ｸﾗﾌﾞの利用希望 低学年の間 ４年生まで ５年生まで ６年生まで 

利用したい時間帯 （時間帯を記入） 

26 長期の休みの間の利用希望 低学年の間 ４年生まで ５年生まで ６年生まで 

利用したい時間帯 （時間帯を記入） 

１１ 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 

27 育児休業等の制度について 育児休業給付、保険料免除のいずれも知っていた 

育児休業給付のみ知っていた 

保険料免除のみ知っていた いずれも知らなかった 

28 育児休業の取得について  取得した 取得していない 働いていない 

取得しなかった理由 職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった 

仕事が忙しかった 

産休後、仕事に早く復帰したかった 

仕事に戻るのが難しそうだった 

昇給・昇格などが遅れそうだった 

収入減となり、経済的に苦しくなる 

保育所などに預けることができた 

配偶者が育児休業制度を利用した 

配偶者が無職など、制度を利用する必要がなかった 

子育てに専念するため退職した 

職場に育児休業の制度が無かった 

育児休業を取得できることを知らなかった その他 

28-1 育児休業を取得した後の状況 職場に復帰した 育児休業中に離職した 

育児休業取得後、職場に復帰した際の状況 希望より早く復帰した 遅く復帰した 希望どおり 

希望どおり復帰しなかった理由 希望する保育所に入る 配偶者等の希望があった 

経済的に早く復帰する必要があった 

人事異動や業務の節目の時期に合わせる 

28-2 短時間勤務制度の利用 利用した 利用する必要なし 利用できなかった 

１２ 子育て環境や支援に関する満足度について 

29 子育てに関する満足度・楽しさ・大変さ （５段階評価） 

30 子育てする上で、周囲からのサポート （自由記述） 

31 幼児教育・保育環境の充実等への意見 （自由記述） 

 


