
 

子ども・子育て支援事業計画策定のためのアンケート調査 
 

 

市民の皆様には、日頃から市政の推進に対しまして格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼を申し上

げます。 

さて、北茨城市では、次代を担う子どもの健やかな成長と子育てを支える新しい地域社会をつくるた

め、平成22年３月に北茨城市次世代育成支援行動計画（後期計画）を策定し、子育て支援施策を推進し

てきました。 

しかし、今日の子ども・子育てを取巻く環境の変化は大きく、抜本的な制度改革が求められており、

平成27年４月から、わが国の子ども・子育て支援は新制度に移行することとなりました。 

そこで、市では新制度移行に伴う子ども・子育て支援事業計画（５年計画）策定に当たり、皆様の子

ども・子育てに関する生活実態やご要望・ご意見などを把握するため「アンケート調査」を実施するこ

ととしました。 

この調査は、小学生のお子さんを対象に、その保護者の方にお答えをお願いするものです。ご回答い

ただいた調査内容は、今後の子育て支援施策を進めていくための基礎資料にのみ利用させていただくも

ので、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、ご多忙のこととは存じますが、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。 

このアンケート調査票は、年齢毎の調査のため兄弟姉妹の一人ひとりに配布しています。そのため、

複数届くことがありますが、宛名のお子さんごとに回答をお願いいたします。 

なお、対象者の抽出は、平成25年５月１日現在のデータにより行っています。 

 

 

平成 25年９月 

北茨城市  豊田 稔 
 

 

 

 

１．宛名の保護者の方がお答えください。 

２．お答えは、設問ごとに（１つに○）、（５つまで○）など、それぞれ指定していますので、

お間違えのないようご注意ください。 

○印は、番号を囲むように濃くつけてください。（例 ○1 ．） 

３．ご記入いただいた調査票は、無記名のまま１０月１０日（木）までに同

封の返信用封筒に入れ、切手を貼らずにそのままポストに投函するか、または小学

校、市役所、市民サービスセンターへ提出してください。 

４．この調査票についてのお問い合わせは、下記にお願いします。 

北茨城市役所 社会福祉課 児童福祉係 

ＴＥＬ：０２９３－４３－１１１１ 内線１３２，１３３ 

 

 

ご記入にあたってのお願い 

就学児童用 
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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 お住まいの地区として当てはまる答えの ( )内地区１つに○をつけてください。 

 

１．中郷町 （上桜井・下桜井・足洗・小野矢指・汐見が丘・粟野・日棚・松井・石岡） 

２．磯原町 （内野・大塚・木皿・上相田・豊田・磯原・本町） 

３．華川町 （臼場・中妻・下相田・車・下小津田・上小津田・小豆畑・花園） 

４．関南町 （神岡上・神岡下・関本下・仁井田・里根川） 

５．大津町  （大津町・大津町北町・五浦） 

６．平潟町 （平潟町） 

７．関本町  （小川・才丸・富士ヶ丘・八反・関本上・福田・関本中） 

 

 

問２ 封筒のあて名のお子さんの生年月を記入してください。 

 

 
 

 

問３ 封筒のあて名のお子さんを含め、お子さんは何人いますか。また、２人以上いる場合、末

子の年齢（平成25年４月１日現在の年齢）をご記入ください。 
 

 

 

問４ あて名のお子さんとの同居・近居（概ね３０分以内程度に行き来できる範囲）の状況につ

いておうかがいします。続柄はあて名のお子さんからみた関係です。あてはまるものすべて

に○をつけてください。 

１.父母同居    ２.父同居（ひとり親家庭）    ３.母同居（ひとり親家庭）    ４.祖父同居 

５.祖母同居    ６.祖父近居         ７.祖母近居          ８.その他 

 

問５ 日頃、お子さんを預かってもらえる状況について、あてはまるものすべてに○をつけてく

ださい。 

１．日常的に祖父母等の親族に預かってもらえる 

２．緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族に預かってもらえる 

３．日常的に子どもを預けられる友人・知人がいる 

４．緊急時もしくは用事の際には子どもを預けられる友人・知人がいる 

５．いずれもない 

 

 

 

 

 

 

     人  末子の年齢     歳    

平成       年          月 生まれ     
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      問５-１は、問５で「１」または「２」を選ばれた方におうかがいします。   

問５-１ 祖父母に預かってもらっている状況について、あてはまるものすべてに○をつけてくだ

さい。 

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（                              ） 

 

      問５-２は、問５で「３」または「４」を選ばれた方におうかがいします。   

問５-２ 友人や知人に預かってもらっている状況について、あてはまるものすべてに○をつけて

ください。 

１．友人・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・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．その他（                              ） 

 

問６ あて名のお子さんの身の回りの世話などを主にしている方として、あてはまるもの１つに

○をつけてください。続柄はあて名のお子さんから見た関係です。 

１.父親    ２.母親    ３.祖父母    ４.その他     

 

封筒のあて名のお子さんの親御さんの就労状況についておうかがいします。 

 

問７ 現在の就労状況を（自営業、家族従事者含む）おうかがいします。あてはまるもの１つに

○をつけてください。また、〔   〕に数字を記入してください。 

（１）父親【母子家庭の場合は記入不要】 

１．就労している（フルタイム；育休・介護休暇中は含まない） 

→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を記入してください。 

【 １週当たり〔   〕時間、 帰宅時間〔   〕時（２４時間制）】 

２．就労している（フルタイムだが育休・介護休暇中） 

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うかがいします。 

【 １週当たり〔   〕日位・ １日当たり〔   〕時間（２４時間制）】 

→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 
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（２）母親【父子家庭の場合は記入不要】 

１．就労している（フルタイム；産休・育休・介護休暇中は含まない） 

→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を記入してください。 

【 １週当たり〔   〕時間、 帰宅時間〔   〕時（２４時間制）】 

２．就労している（フルタイムだが産休・育休・介護休暇中） 

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うかがいします。 

【 １週当たり〔   〕日位・ １日当たり〔   〕時間（２４時間制）】 

→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は、問７の「（２）母親」で「４.以前は就労していたが、現在は就労していない」または「５.こ

れまでに就労したことがない」を記入した方におうかがいします。該当しない方は、問９へお進みく

ださい。 

 

問８. 母親の就労希望はありますか。あてはまるもの１つに○をつけてください。 
１.有（１年以内に就労したい）                       （→  問８-１へ） 
２.有（１年以上先で、子どもがある程度大きくなったら就労したい）           （→ 問８-1,３へ） 

３.無                                   （→   問９へ） 

 

問８-１及び問８-２は、問８で「１.有（１年以内に就労したい）」、「２.有（１年以上先で、子どもが 

ある程度大きくなったら就労したい）」を選ばれた方におうかがいします。 

問８-１ 希望する就労の形態はどのようなものですか。あてはまるもの１つに○をつけてくだ

さい。（パートタイム、アルバイト等を希望の方は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。） 

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８-２ 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

○をつけてください。 

１.放課後児童クラブなどのサービスが利用できれば就労したい 

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８-３は、問８で「２.有（１年以上先で、子どもがある程度大きくなったら就労したい）」を選ば 

れた方におうかがいします。 

問８-３あて名のお子さんも含めて一番小さい子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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放課後児童クラブの利用についておうかがいします。 

 

問９ あて名のお子さんについて、現在、放課後児童クラブを利用していますか。 

   【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、指導員の下で、子ども（おおむね１０歳未満）の生活の場

を提供するものです。 

 

１．利用している                     （→ 問９-１へ） 

２．利用していない                    （→ 問９-２へ） 

 

問９-１ 上記で「１.利用している」を選ばれた方におうかがいします。あて名のお子さんの放

課後児童クラブの利用日数はどれくらいですか。また、利用している理由について、あては

まるもの１つに○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．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．その他（                               ） 

 

問９-２ 上記で「２.利用していない」を選ばれた方におうかがいします。利用していない理由

について、もっともあてはまるもの１つに○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. 現在就労していない 

２. 就労しているが、放課後児童クラブを知らなかった 

３. 就労しているが、近くに放課後児童クラブがない 

４. 就労しているが、放課後児童クラブに空きがない 

５. 就労しているが、放課後児童クラブの開所時間が短い 

６. 就労しているが、利用料がかかる 

７. 就労しているが、子どもは放課後の習い事をしている 

８. 就労しているが、放課後の短時間ならば、子どもだけでも大丈夫だと思う 

９. 就労しているが、他の施設に預けている 

10. その他（                                    ） 

週    日くらい → うち土・日の利用 → １．ある 

                       ２．ない 
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問９-３ 問９で「２.利用していない」を選ばれた方におうかがいします。あて名のお子さんに

ついて、今後、放課後児童クラブを利用したいとお考えですか。なお、この事業の利用には、

一定の利用者負担金がかかります。 

１. 利用したい →週    日くらい  うち土・日の利用希望 １.ある 

                                 ２.なし 

２. 今後も利用しない 

  （その理由：                                ） 

問９-４ 今後、放課後児童クラブを利用したい理由について、もっともあてはまるもの１つに

○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. 就労予定がある／休職中である 

３. そのうち就労したいと考えている 

４. 家族・親族などを介護しなければならない 

５. 病気や障害を持っている 

６. 学生である／就学したい 

７. 就労していないが、子どもの教育などのために預けたい 

８. その他（                                       ） 

 

問10 あて名のお子さんについておうかがいいします。小学４年生以降の放課後の過ごし方につ

いて、どのようなことを希望しますか。あてはまるものすべてに○をつけてください。 

１. 放課後児童クラブを利用したい 

    （１.を選ばれた方）→小学    年生まで利用したい 

２. クラブ活動など習い事をさせたい 

３. 利用を希望するサービスは特にない 

４. その他（                                        ） 
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あて名のお子さんの病児・病後児の対応についておうかがいします。 

問11 この１年間に、あて名のお子さんが病気やケガで学校を休まなければならなかったことは

ありますか。 

１. あった                       （→ 問11-１，２へ） 

２. なかった                      （→ 問12へ） 

 

この１年間の、お子さんが病気やケガで学校を休んだり、放課後児童クラブ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、仕事を休んだ日数はどれくらいありましたか。父親、母 

親等それぞれについてお答えください。 

問11-１                         問11-２ 

 
 
 

 
 
 
   （半日程度についても１日として 
   計算してください） 
 
 

１.父親が休んだ       日 
  

   

２.母親が休んだ       日 
 

できれば施設等に預けたい      日 

   

３.（同居者を含む）         

親族・知人に預けた       日 
 

 

 

４.就労していない保護者がみた      日 

５.病児・病後児の保育サービスを利用した 

 （保育園で実施しているサービスを含む） 
     日 

６.ベビーシッターを頼んだ      日 

７.ファミリーサポートセンターにお願いした 
 （地域住民による子どもの預かりサービス）      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 

 

この１年間の対処方法とそれぞれの

日数は概ね何日ですか。あてはまる

ものすべてに○をつけ、それぞれの

日数を記入してください。 

「父親または母親が休んだ」、「親族・知

人に預けた」欄に回答された方にうかが

います。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。 
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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12 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日として計算してください。） 

１.ある → 年間      日 

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

               ②冠婚葬祭、病気                日 

               ③就労                      日 

２．ない 

 

問13 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 

 

あて名のお子さんの宿泊を伴う一時預かりについておうかがいします。 

 

問14 この１年間に、保護者の用事などにより、あて名の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（預け先がみつからなかった場合を含む）      （→ 問14-１,２へ） 

２.なかった                           （→ 問15へ） 

 
問14-１                               問14-２ 

 
 
 
 
 
 

１.（同居者を含む） 

 親族・知人に        日 → 

 預けた 

 

２.保育サービス（※右下注）を利用した          泊 

３.仕方なく子どもを同行させた              泊 

４.仕方なく子どもだけで留守番をさせた          泊 

５.その他（             ）         泊 

 

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。あてはまるもの

すべてに○をつけ、それぞれの日数を

記入してください。 

その場合の困難度はどの程度でした

か。（あてはまるもの１つに○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 

※ショートスティ事業を実施して

いる施設、認可外保育施設、ベビ

ーシッターなど 
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ベビーシッターを利用している方におうかがいします。 

 

問 15 どのような目的で利用していますか。あてはまるものすべてに○をつけください。 

 

１.子どもの病気・ケガ等の緊急時に利用している 

２.祖父母や近所の人・友人等に預かってもらえないときに利用している 

３.親の冠婚葬祭等や買い物などの外出の際に利用している 

４.その他の目的で利用している 

 

問 15-１ どれくらいの頻度で利用していますか。枠内に数字をご記入ください。 

 

月に     日くらい      １回あたり     時間程度 

 

ファミリーサポートセンターの利用についておうかがいします。 

 

問 16 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16-１,２,３へ） 

２.利用していない             （→ 問16-４へ） 

 

問 16-１ どのような目的で利用していますか。あてはまるものすべてに○をつけください。 

 

１.主たる保育サービスを利用している 

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え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.その他の目的で利用している 

 

問 16-２ どれくらいの頻度で利用していますか。枠内に数字をご記入ください。 

 

月に     日くらい      １回あたり     時間程度 

 

問 16-３ 利用日数・回数を増やしたいと思いますか。希望がある場合は枠内に数字をご記入く

ださい。 

 

    月に     時間くらい 

 

問 16-４ 今は利用していないが、できれば利用したい方は、枠内に数字をご記入ください。 

    月に     時間くらい 
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すべての方に、子育てに関する悩みや丌安感などについてうかがいます。 

 

問 17 子育てに関して不安感や負担感を感じることがありますか。当てはまるもの１つに○をつけてく

ださい。 
 

１．非常に丌安や負担を感じる     ２．何となく丌安や負担を感じる 

３．あまり丌安や負担は感じない    ４．まったく感じない→問19へ 

５．なんともいえない 

 

問 18 子育てに関して、日頃悩んでいること、または気になることはどのようなことですか。当てはま

るもの５つまでに○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すべての方に、子育ての楽しさなどについてうかがいます。 

問 19 あなたは、自分にとって子育てを楽しいと感じるときが多いと思いますか。それとも大変と感じ

るときが多いと思いますか。当てはまるもの１つに○をつけてください。 

 

すべての方に、あなたの時間の優先度についてうかがいます。 

 

問 20 あなたの生活の中で、「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。当てはまるものそれぞれ１つに○をつけてください。 

「希望」と「現実」それぞれについて回答してください。 

回答欄：「希望」 

１．仕事時間を優先         ２．家事（育児）時間を優先 

３．プライベートを優先       ４．その他（           ） 

 

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 

４．子どもとの接し方に自信が持てない 

５．子どもとの時間を十分にとれない 

６．話し相手や相談相手がいない 

７．仕事や自分のやりたいことが十分できない 

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・丌登校などに関すること 

11．子育てに関しての配偶者・パートナーの協力が少ない 

12．配偶者・パートナーと子育てに関して意見が合わない 

13．自分の子育てについて、親族・近隣の人・職場などの周りの見る目が気になる 

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 

15．子どもを叱りすぎているような気がする 

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 

17．地域の子育て支援サービスの内容や利用・申込み方法がよくわからない 

18．その他（                            ） 

19．特にない 

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大変と感じることが同じくらい 

３．大変と感じることの方が多い  ４．わからない                 

５．その他（                    ）   
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回答欄：「現実」 

１．仕事時間を優先         ２．家事（育児）時間を優先 

３．プライベートを優先       ４．その他（           ） 

 

すべての方に、子どもに関する施策についてうかがいます。 

 

問 21 子育て支援の環境づくりに対する施策について、市が重点的に取り組む必要が高いと思わ

れるものは何だと思いますか。当てはまるもの５つまでに○をつけてください。 
 

１．子どもの居場所づくりの推進 

２．社会性の発達や規範意識の形成など、児童の健全育成の推進 

３．食を通じた豊かな人間性の形成・家族関係づくりなど「食育」の推進 

４．性、喫煙や薬物等に関する正しい知識の普及など、思春期保健対策の充実 

５．小児救急医療など小児医療の充実 

６．家庭を築き、子どもを産み育てることの意義の啓発など、将来親となる子どもの育成 

７．豊かな心・健やかな体の育成など、子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境の

整備 

８．雑誌、インターネット等による有害情報など、子どもを取り巻く有害環境対策の推進 

９．子どもを犯罪等の被害から守る安全・安心なまちづくりの推進 

10．子どもの交通安全を確保するための活動の推進 

11．防犯パトロール（スクールガードを含む）など、子どもを犯罪等の被害から守るための

活動の推進 

12．犯罪、いじめ、児童虐待等の被害にあった子どもの保護の推進 

13．児童虐待対策の充実 

14．遊びや行事を通じての地域における交流の推進 

15．障害児教育・保育の充実 

16．その他（                            ） 

 

問 22 最後に、北茨城市では子育て支援を保護者の方々・市民の皆様方と一緒に子育て環境につ

いて考えていきたいと思います。つきましては、教育・保育環境の充実など、市民が参加で

きる内容も含め、ご意見がございましたら、ご自由にご記入ください。 
 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

調査にご協力いただきまして、ありがとうございました。 

無記名のまま、切手は貼らずに同封の封筒に入れ、学校・市役所・ 

市民サービスセンターへ提出するか、ポストへ投函してください。 

 
ご協力ありがとうございました。 


