就学前児童票（案）
問9-1～9-3は、問9で「1.

利用している

」を選ばれた方にお伺いします。

問9-1 封筒の宛名のお子さんは、現在、どのような子育て支援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。次の中から、利用されているものすべてに○をつけてくださ
い。

【日中の定期的保育】
1. 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）

8. 幼稚園（通常の就園時間）

子育て支援サービスの利用実
態を把握。通常保育等のサー
ビス利用率算出に用いる。当
該自治体で実施されている
サービスを、利用者に分かる
名称で示す等の工夫が必要。

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）

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）

10. ベビーシッター

3. 事業所内保育施設
（企業が従業員用に運営する施設）

11. ファミリーサポートセンター （地域
住民による子どもの預かりｻｰﾋﾞｽ）

4. 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）
5. 認定こども園
【共通利用時間のみの保育の利用】

（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時間程度）以上の
保育の利用】
（保育施設と幼稚園が一体化した施設）
7. その他の保育施設
問9-2及び問9-3は、問9-1で「１.」～「９.」の選択肢を選んだ方にお伺いします。
問9-2 現在の保育サービスの利用状況についてお伺いします。
１週あたり何日、１日あたり何時間（何時から何時まで）保育サービス(延長保育なども含めます）
を利用していらっしゃいますか。枠内に具体的な数字でお答えください。時間は、必ず 9:00～
18:00（例）のように24時間制でご記入ください。

１週当たり

日

１日あたり

時間

（

時～

時

）

問9-3 利用されている理由についてお伺いします。主な理由の番号を１つだけ選んで○をつけてください。
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

利用状況及び利用している理
由について、本設問では「日
中の定期的な保育」に限定し
て把握。問9-1の選択肢
「10.ベビーシッター」及び
「11.ファミリーサポートセ
ンター」については、問17
及び問18により、利用実態
及び理由を把握。
延長保育のニーズ推計や短時
間の保育ニーズ等を把握する
場合に用いる。その場合、当
該自治体で実施してる延長・
夜間等のサービス提供時間帯
に即して、問9-2の回答を分
類する必要がある。

2. 就労予定がある／求職中である
問9-1で利用しているサービ
スの組み合わせパターンを作
り、そのパターンごとに、問
9-3の利用理由を分析するこ
とが可能。

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（

）
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就学前児童票（案）

問9-4は、問9で「２.

利用していない

」を選ばれた方にお伺いします。

問9-4 保育サービスを利用していない理由は何ですか。主な理由の番号を１つだけ選んで○をつけてくださ
い。

1. （子どもの母親か父親が就労していないなどの理由で）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

問9-1で利用しているサービ
スの組み合わせパターンを作
り、そのパターンごとに、問
9-4の利用していない理由を
分析することが可能。ニーズ
推計で求めた潜在ニーズと現
状ニーズのギャップの背景を
分析することが可能。

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（

）

サービスの利用希望について、すべての方にお伺いします。
問10 封筒の宛名のお子さんに関して、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・回数や利用時間が）足りていない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。次の中からあてはまる答えの番号
を選んで○をつけてください。
【日中の定期的保育】
1. 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）

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）

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）

10. 延長保育

3. 事業所内保育施設
（企業が従業員用に運営する施設）

12. ファミリーサポートセンター （地域
住民による子どもの預かりｻｰﾋﾞｽ）

4. 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）
5. 認定こども園

11. ベビーシッター

【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）

【共通利用時間のみの保育の利用】

（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時間程度）以上の
保育の利用】
（保育施設と幼稚園が一体化した施設）
7. その他の保育施設

14. 病児・病後児保育
（子どもの病気時の保育）
【その他】
15. 特にない
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子育て支援サービスの利用希
望を把握。問10-1と合わせ
て保育所に対するニーズとし
て、通常保育事業、延長保育
事業、夜間保育事業、特定保
育事業のニーズを、また、ト
ワイライトステイ事業などの
ニーズを把握することができ
る。主な希望サービスについ
ては、地域のサービス資源を
勘案し、当該自治体の独自施
策も含める等、選択肢を工夫
することが必要。

就学前児童票（案）

問10-1及び問10-2は、問10で「１.」～「１１.」の選択肢を選んだ方にお伺いします。選択されたサー
ビスそれぞれについてお答えください。
問10-1

今後の利用希望についてお伺いします。
１週あたり何日、１日あたり何時間（何時から何時まで）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。時間は、必ず 9:00～18:00（例）のよう
に24時間制でご記入ください。
選択したサービス番号
１週当たり

日

１日あたり

時間

（

時～

時

）

日

１日あたり

時間

（

時～

時

）

延長保育の潜在ニーズ推計
や、短時間の潜在的なニーズ
を把握する場合に用いる。そ
の場合、当該自治体で実施し
てる延長・夜間等のサービス
提供時間帯に即して、問101の回答を分類する必要があ
る。回答欄は適宜追加する。

選択したサービス番号
１週当たり

問10-2

サービスを利用したいと考えている理由はどのようなことですか。次の中からもっともあてはまるも
のを１つだけ選んで○をつけてください。
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

問10で利用したいサービス
の組み合わせパターンを作
り、そのパターンごとに、問
10-2の利用希望理由を分析
することが可能。さらに、問
9のサービス利用状況と合わ
せて分析することが可能。

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（

）

封筒の宛名のお子さんの土・休日の保育について、すべての方に希望をお伺いします。
問11 封筒のあて名のお子さんについて、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、認可外保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。
【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

利用したい時間帯をお答えください。
（

時から

時まで）

3. 利用希望はない
【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

利用したい時間帯をお答えください。
（

3. 利用希望はない
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時から

時まで）

土曜日及び日曜日、休日の保
育ニーズを把握。

