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就学前児童用モデル調査票（詳細版） 

Ｉ． 封筒のあて名のお子さんとご家族の状況についておうかがいします。 

問1 封筒のあて名のお子さんの生年月をおうかがいします。 

平成  年  月 生まれ 

問2 すべてのお子さん（封筒のあて名のお子さんを含む）について、年齢（平成 14年 4月 1日

現在）をご記入ください。お子さんが 5 人以上いらっしゃる場合には、欄外にご記入くだ

さい。 

第 1子 第２子 第３子 第４子 

歳 歳 歳 歳 

問3 封筒のあて名のお子さんのご両親の状況についておうかがいします。それぞれの欄につい

て、あてはまるものに 1つずつ○印をおつけください。 

 父親 母親 

あて名の 

お子さんとの

同別居状況 

1．一緒に住んでいる 

2．単身赴任や入院などで別に住ん

でいる 

3．別居している 

4．死亡、離婚、未婚などでいない  

1．一緒に住んでいる 

2．単身赴任や入院などで別に住ん

でいる 

3．別居している 

4．死亡、離婚、未婚などでいない 

健康状態 1．おおむね健康 2．病気療養中 1．おおむね健康 2．病気療養中 

就労状況 

1．常勤の勤め人（正社員・正職員） 

2．パート・アルバイト 

3．契約社員・派遣社員 

4．自営業・家族従業 

5．在宅勤務・内職 

6．学生 

7．無職 

8．その他（         ） 

1．常勤の勤め人（正社員・正職員） 

2．パート・アルバイト 

3．契約社員・派遣社員 

4．自営業・家族従業 

5．在宅勤務・内職 

6．学生 

7．無職 

8．その他（         ） 

問4 ご両親とお子さん以外に、ご一緒にお住まいの方はいらっしゃいますか。あてはまるもの

をすべて選んで○印をおつけください。なお、続柄はあて名のお子さんからみた関係です。 

1．祖父 2．祖母 3．その他 4．誰もいない 

問5 あなたを含めて同居のご家族は何人ですか。 

（    ）人 
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問6 ご家族の中にどなたか介護を必要とする方はいらっしゃいますか。いずれか１つを選んで

○印をおつけください。 

1．いる 2．いない 

問7 あなたのお住まいの近く（おおむね 30分以内）に、お子さんの世話を頼める親族や友人・

知人などはいらっしゃいますか。次の中から 1つだけ選んで○印をおつけください。（※同

居のご家族は除く） 

1．近くに気軽に頼める人がいる 

2．気軽ではないが、いざという時には頼める人が近くにいる 

3．近くにはいないが、頼める人がいる 

4．特に頼める人はいない 

問8 お子さんがお住まいの地区はどれにあてはまりますか。次の中から 1 つだけ選んで○印を

おつけください。 

1．○○ 

5．○○ 

2．○○ 

6．○○ 

3．○○ 

7．○○ 

4．○○ 

8．○○ 
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Ⅱ． すべての方に、お子さんの保護者についておうかがいします。 

問9 家庭でお子さんの身の回りの世話などを主にしている方はどなたですか。次の中から 1 つ

だけ選んで○印をおつけください。選択肢はすべてお子さんからみた関係です。 

1. 主にお母さん （→問 10へ進む） 

2. 主にお父さん （→問 10へ進む） 

3. 祖父、祖母、兄姉、その他の親族、その他 （→問 14へ進む） 

 

問 9で選んだ保護者の方の就労状況についておうかがいします。 

問10 現在、就労していますか。次の中から 1 つだけ選んで○印をおつけください。自営業、在

宅勤務・内職等も「就労している」に含めてお答えください。 

1. 就労している （→問 11へ進む） 

2. 産休・育休・介護休業中 （→問 14へ進む） 

3. 以前は就労していたが、現在は就労していない （→問 13へ進む） 

4. これまでに就労したことはない （→問 13へ進む） 

 

問 11と問 12は、上の問 10で「1．就労している」を選ばれた方におうかがいします。 

問11 通常の平日、仕事のため家を出る時間と家に着く時間（自営業や在宅勤務・内職は、仕事

の開始時間と終了時間）は何時から何時までですか。また、週に何日くらい仕事をされて

いますか。（在宅勤務・内職は仕事の開始時間と終了時間、定まっていない場合は比較的多

い時間帯）は何時ですか。なお、時間の記入については 24時間制（例；午後 6時の場合は

18時）でご記入ください。 

家を出る時間   時  分頃 

家に着く時間   時  分頃 

  → 週に  日くらい 

問12 通常の仕事の時間帯を超えて、残業が発生することはありますか。ある場合は月に何日ぐ

らいありますか。また、その場合の時間も同様にご記入ください。なお、時間の記入につ

いては 24時間制（例；午後 6時の場合は 18時）でご記入ください。 

1. 通常の時間を超えることはない 

2. ある → 月に  日くらい 

 家を出る時間  時  分頃 

 家に着く時間  時  分頃 

（→問 14へ進む） 
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問 13は、問 10で「3．以前は就労していたが、現在は就労していない」及び「4．こ

れまでに就労したことはない」を選ばれた方におうかがいします。 

問13 働く意思はありますか。次の中から 1つだけ選んで○印をおつけください。 

1. 仕事を探している（求職活動中である） 

2. 働く意思はあるが子どもの預け先がないので仕事が探せない （→問 13-1へ進む） 

3. 具体的に働く予定がある 

4. 子育てがある程度落ちついたら働きたい 

5. いい仕事があれば働いてみたい 

6. 働くつもりはない （→問 14へ進む） 

7. 病気等のため働けない 

8. わからない 

問13-1 働く場合、家を空ける時間（自営業や在宅勤務・内職は、仕事の開始時間と終了時間）

は何時から何時までとお考えですか。また、週に何日くらい働くお考えですか。なお、

時間の記入については 24時間制（例；午後 6時の場合は 18時）でご記入ください。 

家を出る時間   時  分頃 

家に着く時間   時  分頃 

  → 週に  日くらい 

 

Ⅲ． 封筒のあて名のお子さんの保育の状況についておうかがいします。 

問14 通常、あて名のお子さんの保育は、どこで、あるいは、どなたが行っていますか。あては

まるものをすべて選んで○印をおつけください。≪注：保育所の後、認可外保育施設に通

っているような場合には、「1．保育所に通っている」と「2．認可外保育施設に通っている」

の両方に○印をつけて、それぞれの（ ）内の問へ進んでください。≫ 

1. 保育所に通っている...................................  （→問 15へ進む） 

2. 幼稚園に通っている...................................  （→問 20へ進む） 

3. 認可外保育施設に通っている...........................  （→問 25へ進む） 

※家庭保育室、家庭福祉員（保育ママ）、勤務先の保育施設などを含みます。 

4. ベビーシッターなどにみてもらっている.................  （→問 30へ進む） 

※ファミリーサポートセンター事業の利用を含みます。 

5. 親族や知人にみてもらっている.........................  （→問 33へ進む） 

※同居の祖父母等を含みます。 

6. 家庭等で保護者がみている.............................  （→問 36へ進む） 

（上記 1．～5．のいずれも○印がない方） 
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Ⅳ． 問 15から問 19は、お子さんが保育所に通っている方（緊急一時保育の利用者は

除く）におうかがいします。 

問15 保育所にはどの程度の頻度で、何時から何時まで通っていますか。平日（月曜日から金曜

日）と土曜日、日曜日・祝日のそれぞれについてお答えください。なお、時間の記入につ

いては 24時間制（例；午後 6時の場合は 18時）でご記入ください。 

曜 日     頻 度     時 間     

平日 

（月曜日か

ら金曜日） 

1. 毎日通っている 2. 時々通っている 

   週  回くらい 

 時  分頃から 

 時  分頃まで 

土曜日 

1. 毎週通っている 2. 時々通っている 

3. 通っていない  月  回くらい 

 時  分頃から 

 時  分頃まで 

日曜日 

・祝日 

1. 毎週通っている 2. 時々通っている 

3. 通っていない  月  回くらい 

 時  分頃から 

 時  分頃まで 

問16 通っている保育所は公立ですか、私立ですか。次の中から１つだけ選んで○印をおつけく

ださい。 

1. 公立 2. 公設民営 3. 私立 

問17 現在通っている保育所に対してどのように感じていますか。それぞれの項目について、1～

4の中から 1つずつ選んで○印をおつけください。 

 大変満足 ほぼ満足 やや不満 大変不満 

施設・環境（園舎・園庭、玩具など） １ ２ ３ ４ 

保育士の配置状況（人員体制） １ ２ ３ ４ 

子どもへの接し方・日常の遊び（保育内容） １ ２ ３ ４ 

行事（保育参観や運動会など） １ ２ ３ ４ 

食事 １ ２ ３ ４ 

病気やケガの時の対応 １ ２ ３ ４ 

保護者への情報伝達 １ ２ ３ ４ 

悩みごとなどへの相談対応 １ ２ ３ ４ 

保護者の要望・意見への対応 １ ２ ３ ４ 

利用者間のネットワークづくり １ ２ ３ ４ 

安全対策 １ ２ ３ ４ 

衛生対策 １ ２ ３ ４ 
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問18 保育所に対して何かご要望はありますか。あてはまるものをすべて選んで○印をおつけく

ださい。 

1. もっと時間を長くみてもらいたい （→問 18-1へ進む） 

2. 日曜日・祝日の保育を充実してほしい （→問 19へ進む） 

3. 入園に関わる事務手続きなどを簡素化してほしい （→問 19へ進む） 

4. その他（                     ） （→問 19へ進む） 

5. 現在のままでよい （→問 19へ進む） 

問18-1 ≪問 18で 1．を選ばれた方におうかがいします。≫ 

どのような時間あるいは曜日に保育所が開いていれば、よいと思いますか。現在通って

いる時間を含めてお答えください。なお、時間の記入については 24時間制（例；午後 6

時の場合は 18時）でご記入ください。 

1. 平日  時  分頃から  時  分頃まで 

2. 土曜日  時  分頃から  時  分頃まで 

問19 開園時間等の条件があえば、幼稚園に預けたいと思いますか。いずれか 1 つを選んで○印

をおつけください。 

1. 時間や場所などの条件があえば幼稚園に預けたい 

2. 今のまま保育所でよい 

 

下記の項目にもあてはまる方は、それぞれの設問に進んでください。 

 認可外保育施設にも通っている.........................  （→問 25へ進む） 

 ベビーシッターなどにもみてもらっている...............  （→問 30へ進む） 

 親族や知人（同居の祖父母等を含む）にもみてもらっている （→問 33へ進む） 

上記項目にあてはまらない方は、問 37へ進んでください。 
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Ⅴ． 問 20から問 24は、お子さんが幼稚園に通っている方におうかがいします。 

問20 幼稚園に何時から何時まで通っていますか。なお、時間の記入については 24時間制（例；

午後 6時の場合は 18時）でご記入ください。 

【通常保育】 

 時  分頃から  時  分頃まで 

【預かり保育】 

頻 度     時 間     

1. 毎日利用している 2. 時々利用している 

3. 利用していない  週  回くらい 
 時  分頃まで 

問21 通っている幼稚園は公立ですか、私立ですか。次の中から１つだけ選んで○印をおつけく

ださい。 

1. 公立 2.私立 

問22 幼稚園に通っている理由のうち、いずれか 1つを選んで○印をおつけください。 

1. はじめから幼稚園に入れようと思っていたから 

2. 保育所に申し込んだが、空きがなかったから 

問23 現在通っている幼稚園に対してどのように感じていますか。それぞれの項目について、1～

4の中から 1つずつ選んで○印をおつけください。 

 大変満足 ほぼ満足 やや不満 大変不満 

施設・環境（園舎・園庭、玩具等） １ ２ ３ ４ 

教員の配置状況（人員体制） １ ２ ３ ４ 

子どもへの接し方（教育内容） １ ２ ３ ４ 

行事（参観や運動会など） １ ２ ３ ４ 

食事 １ ２ ３ ４ 

病気やケガの時の対応 １ ２ ３ ４ 

保護者への情報伝達 １ ２ ３ ４ 

悩みごとなどへの相談対応 １ ２ ３ ４ 

保護者の要望・意見への対応 １ ２ ３ ４ 

利用者間のネットワークづくり １ ２ ３ ４ 

安全対策 １ ２ ３ ４ 

衛生対策 １ ２ ３ ４ 
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問24 幼稚園の開園時間について要望がありますか。あてはまるものをすべて選んで○印をおつ

けください。なお希望する時間については、現在通っている時間を含めてお答えください。 

1. 今のままでよい 

2. もっと長くみてもらいたい  

 時  分頃から  時  分頃まで 

3. 小中学校等が夏休み等の期間も開園してほしい 

4. 小中学校等が夏休み等の期間も開園の日数を増やしてほしい
 

 

下記の項目にもあてはまる方は、それぞれの設問に進んでください。 

 認可外保育施設にも通っている.........................  （→問 25へ進む） 

 ベビーシッターなどにもみてもらっている...............  （→問 30へ進む） 

 親族や知人（同居の祖父母等を含む）にもみてもらっている （→問 33へ進む） 

上記項目にあてはまらない方は、問 37へ進んでください。 
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Ⅵ． 問 25から問 28は、お子さんが認可外保育施設に通っている方におうかがいしま

す。 

問25 利用しているのは次のどれにあたりますか。最も多く利用しているものを１つだけ選んで

○印をおつけください。 

1. 家庭保育室（市の助成がある施設） 2. 家庭福祉員 

3. 勤務先の保育施設 4. その他（          ） 

問26 ≪問 25で選ばれた施設についてお答えください。≫ 

認可外保育施設にはどの程度の頻度で、何時から何時まで通っていますか。平日（月曜日

から金曜日）と土曜日、日曜日・祝日のそれぞれについてお答えください。なお、時間の

記入については 24時間制（例；午後 6時の場合は 18時）でご記入ください。 

曜 日     頻 度     時 間     

平日 

（月曜日か

ら金曜日） 

1. 毎日通っている 2. 時々通っている 

3. 通っていない  週  回くらい 

 時  分頃から 

 時  分頃まで 

土曜日 

1. 毎週通っている 2. 時々通っている 

3. 通っていない  月  回くらい 

 時  分頃から 

 時  分頃まで 

日曜日 

・祝日 

1. 毎週通っている 2. 時々通っている 

3. 通っていない  月  回くらい 

 時  分頃から 

 時  分頃まで 

問27 通っている認可外保育施設の開園時間について要望がありますか。あてはまるものを１つ

選んで○印をおつけください。なお希望する時間については、現在通っている時間を含め

てお答えください。 

1. 今のままでよい 

2. もっと長くみてもらいたい  

 時  分頃から  時  分頃まで 
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問28 現在通っている認可外保育施設に対してどのように感じていますか。それぞれの項目につ

いて、1～4の中から 1つずつ選んで○印をおつけください。 

 大変満足 ほぼ満足 やや不満 大変不満 

施設・環境（園舎・園庭、玩具など） １ ２ ３ ４ 

保育時間帯 １ ２ ３ ４ 

保育士の配置状況（人員体制） １ ２ ３ ４ 

子どもへの接し方・日常の遊び（保育内容） １ ２ ３ ４ 

行事（保育参観や運動会など） １ ２ ３ ４ 

食事 １ ２ ３ ４ 

病気やケガの時の対応 １ ２ ３ ４ 

保護者とのコミュニケーション（情報伝

達・相談などへの対応） 
１ ２ ３ ４ 

安全対策 １ ２ ３ ４ 

衛生対策 １ ２ ３ ４ 

問29 今後、条件があえば保育所や幼稚園に預けたいと思いますか。いずれか 1 つを選んで○印

をおつけください。 

1. 条件があえば保育所に預けたい 

2. 条件があえば幼稚園に預けたい 

3. 今のままでよい 

問29-1 ≪問 29で 1．2.を選ばれた方におうかがいします。≫現在、認可外保育施設に通ってい

る理由を次の中から 1つだけ選んで○印をおつけください。 

1. 通えるところに保育所や幼稚園がなかったから 

2. 保育所や幼稚園に申し込んだが、空きがなかったから 

3. 希望する保育所では産休明けや 0歳児を受け入れてくれなかったから 

4.  幼稚園の対象年齢に達していないから 

5．保育所や幼稚園が開いている時間や曜日と勤務時間帯や勤務曜日が合わないから 

6.  保育所や幼稚園の保育料が高いから 

7. その他（                             ） 

 

下記の項目にもあてはまる方は、それぞれの設問に進んでください。 

 ベビーシッターなどにもみてもらっている...............  （→問 30へ進む） 

 親族や知人（同居の祖父母等を含む）にもみてもらっている （→問 33へ進む） 

上記項目にあてはまらない方は、問 37へ進んでください。 
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Ⅶ． 問 30から問 32-1は、ベビーシッターなどにお子さんをみてもらっている方（フ

ァミリーサポートセンター事業の利用を含む）におうかがいします。 

問30 利用しているのは次のどれにあたりますか。最も多く利用しているものを１つだけ選んで

○印をおつけください。 

1. 民間営利のベビーシッター 2. 非営利（NPO等）のベビーシッター 

3. ファミリーサポートセンター事業 4. その他（ ） 

問31 ≪問 30で選ばれたベビーシッターについてお答えください。≫ 

ベビーシッターなどにはどの程度の頻度で、何時から何時までみてもらっていますか。平

日（月曜日から金曜日）と土曜日、日曜日・祝日のそれぞれについてお答えください。な

お、時間の記入については 24時間制（例；午後 6時の場合は 18時）でご記入ください。 

曜 日     頻 度     時 間     

平日 

（月曜日か

ら金曜日） 

1.毎日みてもらっている  2.時々みてもらっている 

3.みてもらっていない 週  回くらい 

 時  分頃から 

 時  分頃まで 

土曜日 

1.毎週みてもらっている  2.時々みてもらっている 

3.みてもらっていない 月  回くらい 

 時  分頃から 

 時  分頃まで 

日曜日 

・祝日 

1.毎週みてもらっている  2.時々みてもらっている 

3.みてもらっていない 月  回くらい 

 時  分頃から 

 時  分頃まで 

問32 今後、条件があえば、保育所や幼稚園に預けたいと思いますか。いずれか 1 つを選んで○

印をおつけください。 

1. 条件があえば保育所に預けたい 

2. 条件があえば幼稚園に預けたい 

3. 今のままでよい 

問32-1 ≪問 32で 1．2.を選ばれた方におうかがいします。≫現在、ベビーシッターなどにみて

もらっている理由を次の中から 1つだけ選んで○印をおつけください。 

1. 通えるところに保育所や幼稚園がなかったから 

2. 保育所や幼稚園に申し込んだが、空きがなかったから 

3. 希望する保育所では産休明けや 0歳児を受け入れてくれなかったから 

4.  幼稚園の対象年齢に達していないから 

5．保育所や幼稚園が開いている時間や曜日と勤務時間帯や勤務曜日が合わないから 

6.  保育所や幼稚園の保育料が高いから 

7. その他（                             ） 
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下記の項目にもあてはまる方は、それぞれの設問に進んでください。 

 親族や知人（同居の祖父母等を含む）にもみてもらっている （→問 33へ進む） 

 保育所にも通っている.................................  （→問 37へ進む） 

  幼稚園にも通っている.................................  （→問 37へ進む） 

 認可外保育施設にも通っている.........................  （→問 37へ進む） 

上記項目にあてはまらない方は、問 39へ進んでください。 

 

 

Ⅷ． 問 33から問 35-1は、親族や知人（同居の祖父母等を含む）にお子さんをみても

らっている方におうかがいします。 

問33 お子さんをみてもらっている人はどなたですか。次の中から主な方を 1 つだけ選んで○印

をおつけください。 

1. 同居の親族（同居の祖父母等を含む） 2. 別居の親族 

3. 知人 4. その他（             ） 

問34 ≪問 33で選ばれた親族や知人の方についてお答えください。≫ 

親族や知人にはどの程度の頻度で、何時から何時までみてもらっていますか。平日（月曜

日から金曜日）と土曜日、日曜日・祝日のそれぞれについてお答えください。なお、時間

の記入については 24時間制（例；午後 6時の場合は 18時）でご記入ください。 

曜 日     頻 度     時 間     

平日 

（月曜日か

ら金曜日） 

1.毎日みてもらっている  2.時々みてもらっている 

3.みてもらっていない 週  回くらい 

 時  分頃から 

 時  分頃まで 

土曜日 

1.毎週みてもらっている  2.時々みてもらっている 

3.みてもらっていない 月  回くらい 

 時  分頃から 

 時  分頃まで 

日曜日 

・祝日 

1.毎週みてもらっている  2.時々みてもらっている 

3.みてもらっていない 月  回くらい 

 時  分頃から 

 時  分頃まで 
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問35 今後、条件があえば保育所や幼稚園に預けたいと思いますか。いずれか 1 つを選んで○印

をおつけください。 

1. 条件があえば保育所に預けたい 

2. 条件があえば幼稚園に預けたい 

3. 今のままでよい 

問35-1 ≪問 35で 1．2.を選ばれた方におうかがいします。≫現在、親族や知人にみてもらって

いる理由を次の中から 1つだけ選んで○印をおつけください。 

1. 通えるところに保育所や幼稚園がなかったから 

2. 保育所や幼稚園に申し込んだが、空きがなかったから 

3. 希望する保育所では産休明けや 0歳児を受け入れてくれなかったから 

4.  幼稚園の対象年齢に達していないから 

5．保育所や幼稚園が開いている時間や曜日と勤務時間帯や勤務曜日が合わないから 

6.  保育所や幼稚園の保育料が高いから 

7. その他（                             ） 

 

下記の項目にもあてはまる方は、それぞれの設問に進んでください。 

 保育所にも通っている ................................. （→問 37へ進む） 

  幼稚園にも通っている ................................. （→問 37へ進む） 

 認可外保育施設にも通っている ......................... （→問 37へ進む） 

上記項目にあてはまらない方は、問 39へ進んでください。 
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Ⅸ． 現在、家庭等で保護者がお子さんをみている方におうかがいします。 

問36 封筒のあて名のお子さんについて、本当はどこか、もしくは誰かにみてもらいたいとお考

えですか。 

1．みてもらいたい 

2．今のままでよい（→問 39へ進む） 

問36-1 ≪問 36で 1．を選ばれた方におうかがいします。≫ 

次の中から最も希望するものを 1つだけ選んで○印をおつけください。 

1. 保育所 2. 幼稚園 

3. その他の保育サービス 4. 親族や知人など 

5．その他（                       ） 

問36-2 あて名のお子さんをみてもらいたい理由は何ですか。次の中から 1つだけ選んで○印を

おつけください。 

現在家庭等で封筒のあて名のお子さんの面倒を主にみている保護者が、 

1. 現在も自宅等で働いているから 

2. 働く予定があるから 

3. 仕事を探している、仕事を探したい 

4. 幼稚園教育を受けさせたいから 

5. 家族や親族等の介護のため 

6. 病気等で健康を害しているから 

7. 学生だから、学生になるから 

8.  その他（                              ） 

（→問 39へ進む） 
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Ⅹ． 現在、保育所、認可外保育施設（家庭保育室、勤務先の保育施設等を含む）、幼

稚園にお子さんをみてもらっている方におうかがいします。 

問37 この 1
．
年間
．．
に、お子さんが病気

．．
で保育所、認可外保育施設や幼稚園を休まなければならな

いことはありましたか。 

1．あった 2．なかった（→問 38へ進む） 

問37-1 そのような場合、どのように対処しましたか。この 1
．
年間
．．
にとったことがある対処方法

をすべて選んで番号に○印をつけ、対処の方法別にそれぞれ日数をご記入ください。 

対処の方法（あてはまる番号にすべて○印） 日数（1年間） 

1. 父親または母親が仕事を休んだ  日 

2. 親族や知人にみてもらった（同居の祖父母を含む）  日 

3. 病後児保育を実施している施設を利用した  日 

4. ベビーシッターなどに頼んだ  日 

5. 病院に入院した  日 

6. 就労していない保護者が自宅でみた  日 

7. 仕方なく子ども連れで出社、仕事をした（在宅勤務を含む）  日 

8. 仕方なく子どもだけで留守番をさせた  日 

9. その他（           ）  日 

問37-2 ≪問 37で 1．を選ばれた方におうかがいします。≫ 

父親または母親が仕事を休むのは困難でしたか。1つだけ選んで○印をおつけください。 

1. 非常に困難なことが多い  2. どちらかといえば困難だった 

3. 特に困難というほどでもない 

問37-3 ≪問 37で 2．を選ばれた方におうかがいします。≫ 

親族や知人にみてもらうのは困難でしたか。1つだけ選んで○印をおつけください。 

1. 非常に困難なことが多い  2. どちらかといえば困難だった 

3. 特に困難というほどでもない 
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問38 お子さんが病気や病気回復期であり、家族が面倒をみるのが困難な場合に、医療機関との

連携のもとに看護師などが預かるサービスがあるとしたら、どのような条件の場合に利用

したいと思いますか。次の中から 1つだけ選んで○印をおつけください。 

1. 看護師などが自宅にきて子どもをみてくれるサービス 

2. 保育所などの専用スペースで子どもを預かってくれるサービス 

3. 医療機関の専用スペースで子どもを預かってくれるサービス 

4. その他（     ） 

5．特にサービスを利用する希望はない 
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ⅩⅠ．すべての方に、封筒のあて名のお子さんの一時預かりのことについておうかが

いします。 

 

問 39と問 40は、それぞれ以下の事柄をおうかがいするものです。必ず双方にお答えください。 

 問 39 ....緊急の用事
．．．．．

（冠婚葬祭、保護者・家族の病気など）でお子さんの面倒を

みられなくなった日のこと 

 問 40 ....私用
．．
（美容院、習い事、スポーツ、会合など）でお子さんの面倒をみら

れなくなった日のこと 

※なお、通常通っている保育所や幼稚園、認可外保育施設で対応している日数については、

除いてお答えください。 

問39 この 1
．
か月間
．．．

に、緊急の用事
．．．．．

（冠婚葬祭、保護者・家族の病気など）で、ふだん主にお子

さんの面倒をみている方が日中お子さんの面倒をみられなくなったことはありましたか。 

1．あった 2．なかった（→問 40へ進む） 

問39-1 そのような場合、どのように対処しましたか。この 1
．
か月間
．．．

にとったことがある対処方

法をすべて選んで番号に○印をつけ、対処の方法別にそれぞれ日数をご記入ください。 

日数（1か月間） 
対処の方法（あてはまる番号にすべて○印） 

平日 土曜・日曜・祝日 

1. 配偶者がみた  日  日 

2. 親族や知人にみてもらった 

（同居の祖父母を含む） 
 日  日 

3. 保育所の緊急一時保育を利用した  日  日 

4. 幼稚園の預かり保育を利用した  日  日 

5. 認可外保育施設やベビーシッターなどに頼んだ

（ファミリーサポートセンター事業の利用を含む） 
 日  日 

6. 仕方なく同行した  日  日 

7. 仕方なく子どもだけで留守番をさせた  日  日 

8. その他（              ）  日  日 

問39-2 ≪問 39-1で 1．を選ばれた方におうかがいします。≫ 

配偶者にみてもらうのは困難でしたか。1つだけ選んで○印をおつけください。 

1. 非常に困難なことが多い  2. どちらかといえば困難だった 

3. 特に困難というほどでもない 
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問39-3 ≪問 39-1で 2．を選ばれた方におうかがいします。≫ 

親族や知人にみてもらうのは困難でしたか。1つだけ選んで○印をおつけください。 

1. 非常に困難なことが多い  2. どちらかといえば困難だった 

3. 特に困難というほどでもない 

問40 この 1
．
か月間
．．．

に、私用
．．
（美容院、習い事、スポーツ、会合など）で、ふだん主にお子さん

の面倒をみている方が日中お子さんの面倒をみられなくなったことはありましたか。 

1．あった 2．なかった（→問 41へ進む） 

問40-1 そのような場合、どのように対処しましたか。この 1
．
か月間
．．．

にとったことがある対処方

法をすべて選んで番号に○印をつけ、対処の方法別にそれぞれ日数をご記入ください。 

日数（1か月間） 
対処の方法（あてはまる番号にすべて○印） 

平日 土曜・日曜・祝日 

1. 配偶者がみた  日  日 

2. 親族や知人にみてもらった 

（同居の祖父母を含む） 
 日  日 

3. 保育所の緊急一時保育を利用した  日  日 

4. 幼稚園の預かり保育を利用した  日  日 

5. 認可外保育施設やベビーシッターなどに頼んだ

（ファミリーサポートセンター事業の利用を含む） 
 日  日 

6. 仕方なく同行した  日  日 

7. 仕方なく子どもだけで留守番をさせた  日  日 

8. その他（              ）  日  日 

問40-2 ≪問 40-1で 1．を選ばれた方におうかがいします。≫ 

配偶者にみてもらうのは困難でしたか。1つだけ選んで○印をおつけください。 

1. 非常に困難なことが多い  2. どちらかといえば困難だった 

3. 特に困難というほどでもない 

問40-3 ≪問 40-1で 2．を選ばれた方におうかがいします。≫ 

親族や知人にみてもらうのは困難でしたか。1つだけ選んで○印をおつけください。 

1. 非常に困難なことが多い  2. どちらかといえば困難だった 

3. 特に困難というほどでもない 
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問41 お子さんを家族・親族以外の誰かに預けてリフレッシュしたいと思うことはありますか。

いずれか１つを選んで○印をつけ、ある場合は回数と平均的な時間をご記入ください。 

1. ある →月  回くらい，1回あたり平均  時間くらい 

2. ない （→問 42へ進む） 

問41-1 ≪問 41で 1．を選ばれた方におうかがいします。≫ 

お子さんを預ける場合、どのようなサービスを希望しますか。次に中から希望するもの

すべてを選んで○印をおつけください。 

1. 自宅にきて子どもをみてくれるサービス 

2. 保育所などの施設で子どもを預かってくれるサービス 

3. 保育士などがその自宅で子どもを預かってくれるサービス 

4. 近所の知り合いが子どもをみてくれるサービス 

5. その他（     ） 

6. 特にサービスを利用する希望はない 

問42 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。 

1．あった 2．なかった（→問 43へ進む） 

問42-1 そのような場合、どのように対処しましたか。この 1
．
年間
．．
にとったことがある対処方法

をすべて選んで番号に○印をつけ、対処の方法別にそれぞれ日数をご記入ください。 

対処の方法（あてはまる番号にすべて○印） 日数（1年間） 

1. 親族や知人にみてもらった（同居の祖父母を含む）  日 

2. 認可外保育施設やベビーシッターなどに頼んだ  日 

3. 仕方なく同行させた  日 

4. 仕方なく子どもだけで留守番をさせた  日 

5. その他（           ）  日 

問42-2 ≪問 42-1で 1．を選ばれた方におうかがいします。≫ 

親族や知人にみてもらうのは困難でしたか。1つだけ選んで○印をおつけください。 

1. 非常に困難なことが多い  2. どちらかといえば困難だった 

3. 特に困難というほどでもない 
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ⅩⅡ．これ以降の設問は、ご家族すべてのお子さんについてお答えください。 

問43 子育てに関して不安感や負担感などはお感じですか。次の中から 1 つだけ選んで○印をお

つけください。 

1. 非常に不安や負担を感じる 

2. なんとなく不安や負担を感じる 

3. あまり不安や負担などは感じない 

4. 全く感じない 

5. なんともいえない 

問44 子育てに関して、日常悩んでいること、または気になることはどのようなことですか。あ

てはまるものをすべて選んで○印をおつけください。 

1. 病気や発育・発達に関すること  

2. 食事や栄養に関すること 

3. 育児の方法がよくわからないこと 

4. 子どもとの接し方に自信が持てないこと 

5. 子どもとの時間を十分にとれないこと 

6. 話し相手や相談相手がいないこと 

7. 仕事や自分のやりたいことが十分できないこと 

8. 子どもの教育に関すること 

9. 友だちづきあい（いじめ等を含む）に関すること 

10. 登園拒否、不登校などの問題について 

11. 子育てに関しての配偶者・パートナーの協力が少ないこと 

12. 配偶者・パートナーと子育てに関して意見が合わないこと 

13. 自分の子育てについて、親族・近隣の人・職場などまわりの見る目が気になること 

14. 配偶者・パートナー以外に子育てを手伝ってくれる人がいないこと 

15. 子どもを叱りすぎているような気がすること 

16. 子育てのストレスがたまって、子どもに手をあげたり、世話をしなかったりして 

しまうこと 

17.地域の子育て支援サービスの内容や利用・申し込み方法がよくわからないこと 

18. その他（ ） 

19. 特にない 



 107 

問45 身近な地域で、子育てに関する悩みや不安をどなたに相談していらっしゃいますか。あて

はまるものをすべて選んで○印をおつけください。 

1. 配偶者・パートナー 2．その他の親族（親、きょうだいなど） 

3. 隣近所の人、地域の知人、友人 4. 職場の人 

5. 保育所、幼稚園、学校の保護者の仲間 6. 子育てサークルの仲間 

7.  子育てサポーター 8． 保育士、幼稚園の先生、学校の先生 

9. 医師・保健師・看護師など 10. 家庭児童相談室（○○課） 

11. 地域子育て支援センター 12. 子育てサロンなど（親子のつどいの場） 

13. 母子相談員 14. 民生・児童委員、主任児童委員 

15. 教育相談室 16. 保健センター 

17. 保健所 18. 児童相談所 

19. 民間の電話相談 20. その他（             ） 

21. 相談相手がいない 22. 相談すべきことはない 

問46 子育てに関する情報をどのように入手されていますか。あてはまるものをすべて選んで○

印をおつけください。 

1. 親族（親、きょうだいなど） 2. 隣近所の人、知人、友人 

3. 子育てサークルの仲間 4. 保育所、幼稚園、学校  

5． 市役所や市の機関 6． 市の広報やパンフレット  

7. テレビ、ラジオ、新聞 8. 子育て雑誌 

9. インターネット 10.コミュニティー誌 

11.その他（         ） 12. 情報の入手先がない 

13. 情報の入手手段がわからない 
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問47 あなたは子育てに関するサークルなど自主的な活動に参加していますか。次の中から 1 つ

だけ選んで○印をおつけください。 

1．現在参加している 

2．現在は参加していないが、今後機会があれば参加したい 

3．現在は参加しておらず、今後も参加するつもりはない （→問 48へ進む） 

問47-1 ≪問 47で 1．2.を選ばれた方におうかがいします。≫ 

自主活動をしていくにあたって行政に行ってほしい支援はどのようなものですか。あて

はまるものをすべて選んで○印をおつけください。 

1. 活動場所の提供（場所貸しなど） 

2. 情報発信や PRなどに関する支援（掲示板の開放など） 

3. 活動時間中の保育サービス 

4. 活動資金助成 

5． その他（ ） 

問48 市には会員登録した地域住民による育児の相互援助活動（ファミリーサポートセンター事

業）がありますが、そのようなサービスをどんな場合に利用したいですか。次の中から希

望するものすべてを選んで○印をおつけください。 

1. 保育所や放課後児童保育室などの開始前・終了後の預かり（送迎含む） 

2. 急な残業の時の預かり 

3. 用事などで一時的に外出する場合の預かり 

4. 保護者の病気などの際の預かり 

5. その他（     ） 

6. 特にサービスを利用する希望はない 

問49 家の近くの子どもの遊び場について、日頃感じていることがありますか。下の中から主な

ものを 3つまで選んで○印をおつけください。 

1. 近くに遊び場がない 

2. 雨の日に遊べる場所がない 

3. 思い切り遊ぶために十分な広さがない 

4. 遊具などの種類が充実していない 

5. 不衛生である 

6. いつも閑散としていて寂しい感じがする 

7. 遊具などの設備が古くて危険である 

8. 緑などの自然が少ない 

9. 遊び場やその周辺の環境が悪くて、安心して遊べない 

10. 遊び場周辺の道路が危険である 

11. 遊び場に行っても子どもと同じ歳くらいの遊び仲間がいない 

12. その他（ ） 

13. 特に感じることはない 
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問50 子どもとの外出の際、困ること・困ったことは何ですか。下の中から主なものを 3 つまで

選んで○印をおつけください。 

1. 歩道や信号がない通りが多く、安全に心配があること 

2．歩道の段差などがベビーカーや自転車の通行の妨げになっている 

3．交通機関や建物がベビーカーでの移動に配慮されていないこと 

4. トイレがオムツ替えや親子での利用に配慮されていないこと 

5. 授乳する場所や必要な設備がないこと 

6. 小さな子どもとの食事に配慮された場所がないこと 

7. 買い物や用事の合間の気分転換に、子どもを遊ばせる場所がないこと 

8. 緑や広い歩道が少ない等、まちなみにゆとりとうるおいがない 

9. 暗い通りや見通しのきかないところが多く、子どもが犯罪の被害にあわないか 

心配である 

10. 周囲の人が子ども連れを迷惑そうにみること 

11. 荷物や子どもに手をとられて困っている時に手を貸してくれる人が少ないこと 

12. その他（ ） 

13. 特に困ること・困ったことはない 

問51 下記の①～⑬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。各サービスごとに、A～C のそれぞれについて、「はい」「い

いえ」のどちらかに○印をおつけください。 

サービスの種類 

Ａ 

知っている 

Ｂ 

これまでに利用

したことがある 

Ｃ 

今後利用したい 

①母親教室、両親教室、育児教室 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・相談サービス 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子育てサロンなど（※親子のつどいの場） はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

⑦地域子育て支援センター 
（※身近な地域における相談や親同士の交流の場） 

はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

⑧児童館 はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

⑨ファミリーサポートセンター（※地域住民による
育児の相互援助活動） 

はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

⑩家庭児童相談室（※市の〇〇課にある子育ての総合
相談窓口） 

はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

⑪市が発行している子育て情報誌 はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

⑫○○○○ はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

⑬○○○○ はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

 

 

 



 110 

問52 最後に、市の子育て支援施策に関するご意見やその他ご意見・ご要望がありましたら、自

由にご記入ください。 

 

 

調査にご協力いただき誠にありがとうございました。 

ご回答もれがないかご確認の上、同封の封筒（切手不要）に入れて 

○月○日（○曜日）までにポストにお入れください。 
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就学前児童用モデル調査票（簡易版・保育需要のみ） 

Ⅰ． すべての方に、お子さんの保護者についておうかがいします。 

問1 家庭でお子さんの身の回りの世話などを主にしている方はどなたですか。次の中から 1 つ

だけ選んで○印をおつけください。選択肢はすべてお子さんからみた関係です。 

1. 主にお母さん （→問 2へ進む） 

2. 主にお父さん （→問 2へ進む） 

3. 祖父、祖母、兄姉、その他の親族、その他 （→問 6へ進む） 

 

問 1で選んだ保護者の方の就労状況についておうかがいします。 

問2 現在、就労していますか。次の中から 1 つだけ選んで○印をおつけください。自営業、在

宅勤務・内職等も「就労している」に含めてお答えください。 

1. 就労している （→問 3へ進む） 

2. 産休・育休・介護休業中 （→問 6へ進む） 

3. 以前は就労していたが、現在は就労していない （→問 5へ進む） 

4. これまでに就労したことはない （→問 5へ進む） 

 

問 3と問 4は、上の問 2で「1．就労している」を選ばれた方におうかがいします。 

問3 通常の平日、仕事のため家を出る時間と家に着く時間（自営業や在宅勤務・内職は、仕事

の開始時間と終了時間）は何時から何時までですか。また、週に何日くらい仕事をされて

いますか。（在宅勤務・内職は仕事の開始時間と終了時間、定まっていない場合は比較的多

い時間帯）は何時ですか。なお、時間の記入については 24 時間制（例；午後 6 時の場合は

18 時）でご記入ください。 

家を出る時間   時  分頃 

家に着く時間   時  分頃 

  → 週に  日くらい 

問4 土曜日や日曜日・祝日に仕事をしますか。土曜日と日曜日・祝日のそれぞれについて、1 つ

ずつ選んで○印をおつけください。 

土曜日 1. いつもする   2. 時々する →週  回くらい   3．しない 

日曜日・祝日 1. いつもする   2. 時々する →週  回くらい   3．しない 

（→問 6へ進む） 
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問 5は、問 2で「3．以前は就労していたが、現在は就労していない」及び「4．これ

までに就労したことはない」を選ばれた方におうかがいします。 

問5 働く意思はありますか。次の中から 1 つだけ選んで○印をおつけください。 

1. 仕事を探している（求職活動中である） 

2. 働く意思はあるが子どもの預け先がないので仕事が探せない （→問 5-1へ進む） 

3. 具体的に働く予定がある 

4. 子育てがある程度落ちついたら働きたい 

5. いい仕事があれば働いてみたい 

6. 働くつもりはない （→問 6へ進む） 

7. 病気等のため働けない 

8. わからない 

問5-1 働く場合、家を空ける時間（自営業や在宅勤務・内職は、仕事の開始時間と終了時間）

は何時から何時までとお考えですか。また、週に何日くらい働くお考えですか。なお、

時間の記入については 24 時間制（例；午後 6 時の場合は 18 時）でご記入ください。 

家を出る時間   時  分頃 

家に着く時間   時  分頃 

  → 週に  日くらい 

 

Ⅱ． 封筒のあて名のお子さんの保育の状況についておうかがいします。 

問6 通常、あて名のお子さんの保育は、どこで、あるいは、どなたが行っていますか。あては

まるものをすべて選んで○印をおつけください。 

1. 保育所に通っている...................................  （→問 7へ進む） 

2. 幼稚園に通っている...................................  （→問 7へ進む） 

3. 認可外保育施設、ベビーシッター等を利用している.......  （→問 10へ進む） 

※認可外保育施設には、家庭保育室、家庭福祉員（保育ママ）、勤務先の保育施

設などを含みます。 

※ファミリーサポートセンター事業の利用を含みます。 

4. 親族や知人にみてもらっている.........................  （→問 10へ進む） 

※同居の祖父母等を含みます。 

5. 家庭等で保護者がみている.............................  （→問 13へ進む） 

（上記 1．～4．のいずれも○印がない方） 
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Ⅲ． 問 7から問 9は、お子さんが保育所（緊急一時保育の利用者は除く）もしくは幼

稚園に通っている方におうかがいします。 

問7 通常の平日、保育所や幼稚園には、どの程度の頻度で、何時から何時まで通っていますか。

なお、時間の記入については 24 時間制（例；午後 6 時の場合は 18 時）でご記入ください。 

頻 度     時 間     

1. 毎日通っている  

2. 時々通っている  →週  回くらい 

 時  分頃から 

 時  分頃まで 

問8 保育所や幼稚園の平日の開園時間について要望はありますか。あてはまるものを１つ選ん

で○印をおつけください。 

1. もっと時間を長くみてもらいたい （→問 8-1へ進む） 

2. 今のままでよい （→問 9へ進む） 

問8-1 ≪問 8で 1．を選ばれた方におうかがいします。≫ 

どのような時間に保育所や幼稚園が開いていれば、よいと思いますか。現在通っている

時間を含めてお答えください。なお、時間の記入については 24 時間制（例；午後 6 時

の場合は 18 時）でご記入ください。 

 時  分頃から  時  分頃まで 

問9 現在通っている保育所もしくは幼稚園に対してどのように感じていますか。それぞれの項

目について、1～4 の中から 1 つずつ選んで○印をおつけください。 

 大変満足 ほぼ満足 やや不満 大変不満 

施設・環境（園舎・園庭、玩具等） １ ２ ３ ４ 

教員や保育士の配置状況（人員体制） １ ２ ３ ４ 

子どもへの接し方（保育・教育内容） １ ２ ３ ４ 

食事 １ ２ ３ ４ 

病気やケガの時の対応 １ ２ ３ ４ 

保護者への対応 １ ２ ３ ４ 

安全対策 １ ２ ３ ４ 

衛生対策 １ ２ ３ ４ 

 

下記の項目にもあてはまる方は、それぞれの設問に進んでください。 

 認可外保育施設、ベビーシッターにも通っている ......... （→問 10へ進む） 

 親族や知人にもみてもらっている ....................... （→問 10へ進む） 

上記項目にあてはまらない方は、問 14へ進んでください。 
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Ⅳ． 問 10から問 12-1は、認可外保育施設、ベビーシッター等を利用している方、及

び親族や知人等にみてもらっている方におうかがいします。 

問10 あて名のお子さんは、どこで、もしくはどなたにみてもらっていますか。次の中から主な

ものを 1 つだけ選んで○印をおつけください。 

1. 家庭福祉員 2. 勤務先の保育施設 

3. ファミリーサポートセンター事業 4. ベビーシッターなど 

5. 同居の親族 6. 別居の親族 

7. 知人 8. その他（            ） 

問11 通常の平日、どの程度の頻度で、何時から何時まで子どもをみてもらっていますか。なお、

時間の記入については 24 時間制（例；午後 6 時の場合は 18 時）でご記入ください。 

頻 度     時 間     

1. 毎日みてもらっている  

2.  時々みてもらっている→週  回くらい 

 時  分頃から 

 時  分頃まで 

問12 今後、条件があえば保育所や幼稚園に預けたいと思いますか。いずれか 1 つを選んで○印

をおつけください。 

1. 条件があえば保育所に預けたい 

2. 条件があえば幼稚園に預けたい 

3. 今のままでよい 

問12-1 ≪問 12で 1．2.を選ばれた方におうかがいします。≫現在、保育所や幼稚園に預けてい

ない理由を次の中から 1 つだけ選んで○印をおつけください。 

1. 通えるところに保育所や幼稚園がなかったから 

2. 保育所や幼稚園に申し込んだが、空きがなかったから 

3. 希望する保育所では産休明けや 0 歳児を受け入れてくれなかったから 

4.  幼稚園の対象年齢に達していないから 

5．保育所や幼稚園が開いている時間や曜日と勤務時間帯や勤務曜日が合わないから 

6.  保育所や幼稚園の保育料が高いから 

7. その他（                             ） 

 

下記の項目にあてはまる方は、それぞれの設問に進んでください。 

 認可外保育施設に通っている...........................  （→問 14へ進む） 

 保育所、幼稚園に通っている...........................  （→問 14へ進む） 

上記項目にあてはまらない方は、問 16へ進んでください。 


