
就学児童調査票

 

大淀町次世代育成支援に関するニーズ調査 

ご協力のお願い 
 

皆様には、日頃より町政にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

 さて、国においては、次世代育成支援対策推進法の成立により、次代の社会を担う子どもたちが健やかに

成長できる環境の整備に取り組んでおります。 

 本町においても、平成 17 年３月に大淀町次世代育成支援行動計画を定め、子育て支援を推進していると

ころですが、急速な少子化や多様なニーズの変化を受け、平成 21 年度に上記計画の見直しを予定しており

ます。 

 このため今回、皆様のご協力のもと、その基礎資料を得ることを目的に「大淀町次世代育成支援に関する

ニーズ調査」を実施することになりました。 

 大変お忙しいところ恐縮ですが、地域における子育て支援のあり方を広く検討するための調査ですので、

趣旨をご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。 

平成21 年1 月 

大淀町長 森下 征夫 

 

【ご記入にあたってのお願い】 

１． この調査は、住民の子育て支援に関する生活実態や要望・意見等を把握し、次世代育成支援の行動計

画を策定するための基礎資料を得ることを目的として行います。 

２． この調査票は、小学校１年生から３年生までの児童のいらっしゃる世帯の世帯主あてに送付させてい

ただいておりますが、お答えについては、児童の保護者がご記入ください。なお、就学前児童のいら

っしゃる世帯については、就学前児童調査票も同封していますので、両方の調査票にお答えください。

 

３． 調査票の記入は、黒または青のボールペンなどを用い、はっきりと記入してください。 

４． 回答は、選択肢に○をつけてお選びいただく場合と、数字などを記入していただく場合があります。

○印の数は設問によって異なりますので、ご注意ください。また、「その他」をお選びいただく場合は、

（   ）内にできる限り具体的な内容を記入してください。 

５． 数字で時間（時刻）をご記入いただく場合は、24 時間制（例：午後６時→18 時）でご記入ください。

６． 設問によってご回答いただく方が限られる場合がございますので、ことわり書きや矢印に従ってご回

答ください。特にことわりのない場合は、次の設問にお進みください。 

７． この調査票は無記名でご回答いただき、調査結果は統計的に集約しますので、回答内容を直接公表し

たり、ご迷惑をおかけするようなことはございません。 

 

ご記入が済みましたら、お手数ですが、同封の返信用封筒に入れて2 月 16 日（月）までに、ポストに投

函してください。 

 
  
 



【調査に対するご不明な点、お問い合わせなど】 
 

大淀町役場 少子高齢化社会対策課   

電話：０７４７－５２－５５０１（代表） 内線（135・136） 

 
  
 



 「保育サービス」の説明について 

 

 

「ベビーシッター」 

利用者の家庭で、家族に替わって子どもの世話をするサービスです。 

 

「病児・病後児保育」 

保護者が就労等により子ども（１歳児から小学３年生）が病気の際に自宅での保育が困難な場合、

一時的に病院、診療所、保育所等に付設された専用スペースで保育する事業です。 

 

「一時預かり（一時保育）」 

保護者の疾病や災害などで一時的に家庭での保育が困難となった場合や育児疲れによる保護者の

心理的、肉体的負担を軽減するため、保育所などで一時的に保育する事業です。 

 

「宿泊を伴う一時預かり（ショートステイ事業）」 

保護者が疾病やその他の事情により、家庭において子どもを養育することが困難になった場合、

宿泊を含め一時的に施設で養育する事業です。 

 

「ファミリーサポートセンター」 

子どもの預かり等の援助を行いたい人と援助を受けたい人が会員となり、組織を設立して会員相

互の援助を行う事業です。 

 

「地域子育て支援事業」 

地域において子育て家庭の交流などを促進するために、子育て支援の拠点となる施設を設置し

て地域の子育て支援機能の充実を図り、子育て不安などを緩和、子どもの健やかな育ちを促進す

る事業です。この事業の一つとして、地域子育て支援センターがあります。 

「学童保育（プレジャールーム）」 

保護者が就労等により昼間家庭にいない低学年の小学生を対象に、授業の終了後、生活の場を提

供する事業です。 

 

「放課後子ども教室」 

放課後や週末、子どもたちに安全で安心な居場所（小学校や公民館など）を提供し、地域の人々

に参画してもらい勉強やスポーツ、地域独自の伝統文化活動など様々な体験や学習を行う事業です。 
 
 
 

※このアンケートはニーズ調査を目的としているため、現在、大淀町では実施していない保育サー

ビスも含まれています
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 ●ご記入していただく方はどなたですか。 
 

１．母 親        ２．父 親        ３．その他（                ）

 

 

 

問１  小学校1 年生から3 年生までのすべてのお子さんの生年月をお伺いします。 
 

平成 （    ） 年  （    ） 月生まれ 

平成 （    ） 年  （    ） 月生まれ 

平成 （    ） 年  （    ） 月生まれ 

平成 （    ） 年  （    ） 月生まれ 

平成 （    ） 年  （    ） 月生まれ 
 

問2  ご家族全員とお子さんの人数をおたずねします。（ご自分も含めて、人数をご記入ください）また、お子さ

んが２人以上いる場合、末子の年齢をご記入ください。（年齢は平成20 年４月１日現在） 
 

家族全員（     ）人     うち子どもの数（     ）人 

※末子の年齢（     ）歳 

 

問３  あなたが理想とする子どもの数は何人ですか。 
 

理想とする子どもの数（        ）人 

 

問４  お子さんとの同居・近居（おおむね３0 分以内程度に行き来できる範囲）の状況についてお伺いします。

続柄はお子さんからみた関係です。（○はいくつでも） 
 

１．父母同居  ３．母同居（ひとり親家庭） ５．祖母同居  ７．祖母近居 
 ２．父同居（ひとり親家庭） ４．祖父同居    ６．祖父近居 ８．その他（        ）

 

問5  日頃または緊急時等に、お子さんを預かってもらえる人はいますか。（○はいくつでも） 
 

１．日常的に祖父母等の親族に預かってもらえる              →問５‐１へ 
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     →問５‐１へ 
３．日常的に子どもを預けられる友人、知人がいる             →問５‐２へ 
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    →問５‐２へ 
５．いずれもない 

 

問5-１  問５で「１」、「２」を選ばれた方にお伺いします。

祖父母に預かってもらっている状況についてお伺いします。（○はいくつでも） 
 

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（                       ） 

小学校１年生から３年生までのお子さんとご家族の状況についてお伺いします 
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問5-２  問５で「３」、「４」を選ばれた方にお伺いします。

友人や知人に預かってもらっている状況についてお伺いします。（○はいくつでも） 
  

１．友人や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．友人や知人の身体的負担が大きく心配である 
３．友人や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  お子さんの身の回りのお世話などをしている方はどなたですか。続柄はお子さんからみた関係です。 

（○は１つ） 
 

１．主に父親   ２．主に母親   ３．主に祖父母   ４．その他（           ） 
 
問７  お住まいの小学校区はどこですか。（○は１つ） 
 

１．希望ヶ丘小学校区 ２．緑ヶ丘小学校区 ３．桜ヶ丘小学校区 

 

※希望ヶ丘小学校区（中増・西増・増口・出口・比曽・上比曽・北六田・新野・馬佐・北野） 

※緑ヶ丘小学校区（口越部・中越部・奥越部・土田・南大和・口桧垣本・上桧垣本・吉野平・金吾町・畑屋・持尾・

矢走・芦原） 

※桜ヶ丘小学校区（新一・新二・新三・岡一・岡二・岡三・西一・西二・西三・西四・西五・西六・香梨台・車坂

町・高見台・つつじヶ丘・北一・北二・北三・北町学園前・岩壺・鉾立・大岩・今木・薬水・

佐名伝・大阿太グリーンポリス・花吉野ガーデンヒルズ） 
 

 
 

親御さんの就労状況についてお伺いします 

問８  現在の就労状況をおうかがいします（自営業、家族従事者含む）。父親、母親それぞれについて、あてはま

るもの１つに○をつけてください。あわせて、（   ）に数字の記入をお願いします。 

時間は、「9:00～18:00」または「18 時頃」のように24 時間制でご記入ください。 
 
（１）父親【母子家庭の場合は記載不要です】 

１. 就労している（フルタイムの就労。※育休・介護休業中の場合は含みません） 

→ 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についてお伺いします。 

【 １日（   ）時間×（   ）日   ・  帰宅時間 （   ）時   】 

→ 土曜日・日曜日及び祝日の就労についてお伺いします。 

【① 基本的に土曜日・日曜日及び祝日の就労はない ② 土曜日・日曜日及び祝日の就労もある】 
 

２. 就労している（フルタイムだが育休・介護休業中の場合） 

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伺いします。 

【 １週当たり（     ）日   ・  １日当たり（     ）時間     】 

→ 土曜日・日曜日及び祝日の就労についてお伺いします。 

【① 基本的に土曜日・日曜日及び祝日の就労はない ② 土曜日・日曜日及び祝日の就労もある】 

→ 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 

【父子家庭の場合は６ページの問10へ進んでください】
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 （２）母親【父子家庭の場合は記載不要です】 

１. 就労している（フルタイムの就労。※育休・介護休業中の場合は含みません）  →問10へ 

→ 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についてお伺いします。 

【 １日（   ）時間×（   ）週   ・  帰宅時間 （   ）時   】 

→ 土曜日・日曜日及び祝日の就労についてお伺いします。 

【① 基本的に土曜日・日曜日及び祝日の就労はない ② 土曜日・日曜日及び祝日の就労もある】 
 

２. 就労している（フルタイムだが産休・育休・介護休業中の場合）  →問10へ 

３. 就労している（パートタイム、アルバイト等）          →問10へ 

→ 就労時間についてお伺いします。 

【 １週当たり（     ）日   ・  １日当たり（     ）時間     】 

→ 土曜日・日曜日及び祝日の就労についてお伺いします。 

【① 基本的に土曜日・日曜日及び祝日の就労はない ② 土曜日・日曜日及び祝日の就労もある】 

→ 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          →問９へ 

５. これまでに就労したことがない                 →問９へ 

【問８(２)の設問で「１」～「３」を選ばれた方は６ページの問10へ進んでください】 
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問９  問８（２）で「４」、「５」を選ばれた方にお伺いします。 母親の就労希望はありますか。（○は１つ） 
 

１. 有（すぐにでも、もしくは１年以内に希望がある） 

２. 有（１年より先で、子どもがある程度大きくなったら就労したい） 

３. 無 

→問９-１ 

→問９-１ 

→問10へ 

 

問９-１  問９で「１」、「２」を選ばれた方にお伺いします。就労希望の形態はどのようなものですか。パート、

アルバイトを希望の方は１週当たりの日数及び１日当たりの時間も記入してください。（○は１つ） 
 

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９-２  問９で「１」、「２」を選ばれた方にお伺いします。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○） 
 

１. 学童保育（プレジャールーム）などのサービスが利用できないから         

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９-３  問９で「２」を選ばれた方にお伺いします。お子さん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 

 

 
 



  
 
お子さんの放課後や休日等の過ごし方等についてお伺いします 

 

問10  お子さんは、平日の放課後や休日等どのように過ごしていますか。下の表から主なものの番号を３つまで

選んでそれぞれの欄にご記入ください。 

 

平日の放課後 土曜日 日曜日 

         

 
 
 
 
 
 
 

１．小学校にいる（遊びなど）           

２．学童保育（プレジャールーム）で過ごす 

３．家で家族と過ごす 

４．家で兄弟姉妹等、子どもだけで過ごす 

５．家で一人で過ごす 

６．ベビーシッター・家政婦と過ごす       

７．家、公園などで友達と過ごす 

８．家族と外出する 

９．公民館などの公共の施設にいる 

10．子ども会活動、スポーツ活動等に参加している 

11．学習塾や習い事に行く 

12．同居していない親族や知人宅で過ごす 

13．その他（                 ）

 

 

 

 
学童保育（プレジャールーム）の利用についてお伺いします 

          

問11  お子さんついて、現在、学童保育（プレジャールーム）を利用していますか。（○は１つ） 

 
 

１.利用している    →問11-１へ  ２.利用していない   →問11－3へ  

 
 

問11-1  問11 で「１. 利用している」を選ばれた方にお伺いします。

お子さんの学童保育（プレジャールーム）の利用日数はどれくらいですか。また、サービスを利用さ

れている主な理由は何ですか。（○は１つ） 
 

 
週（     ）日くらい  →  うち土曜日の利用 

 

 
１．ある 

２．ない 

【利用している理由】 
 

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11-2  問11 で「１. 利用している」を選ばれた方にお伺いします。

お子さんの学童保育（プレジャールーム）の日曜日の利用希望はありますか。（○は１つ） 

 

１．ある     ２．ない  

      

6 
 

 



  
問11-3  問11 で「２. 利用していない」を選ばれた方にお伺いします。 

利用していない主な理由は何ですか。（○は１つ） 
 

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から 

２．就労しているが、学童保育（プレジャールーム）の制度を知らなかったから 

３．就労しているが、学童保育（プレジャールーム）に空きがないから  

４．就労しているが、学童保育（プレジャールーム）の開所時間が短いから  

５．就労しているが、利用料がかかるから 

６．就労しているが、子どもは放課後の習い事をしているから 

７．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から 

８．就労しているが、他の施設に預けているから 

９．その他（                           ） 

 

問11-4  問11 で「２．利用していない」を選ばれた方にお伺いします。

お子さんは、今後、学童保育（プレジャールーム）を利用したいとお考えですか。（○は１つ） 
 

 

 

１．利用したい → 週（    ）日くらい   うち土・日の利用希望 
   

２．今後も利用しない   → 問12へ 
 

 

１. ある 
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２. ない 

 

問11-5  問11-4 で「１．利用したい」を選ばれた方にお伺いします。 

今後、学童保育（プレジャールーム）を利用したい主な理由は何ですか。（○は１つ）  
 

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．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12  すべての子どもを対象とした「放課後子ども教室」がありますが、その利用意向はありますか。 

（○は１つ） 
 

 

１．利用意向はある    → 週（    ）日くらい 
   

２．利用意向はない    
 

 

 

問13  小学４年生以降の放課後の過ごし方について、どのようなことを望みますか。 

（○は１つ） 

１．学童保育（プレジャールーム）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．放課後子ども教室を利用したい 

３．クラブ活動など習い事をさせたい  

４．利用を希望するサービスは特にない  

５．その他（                                 ） 
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お子さんの病児・病後児の対応についてお伺いします 

問14  この１年間に、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。（○は１つ） 

 
 

１．あった 

２．なかった 

→ 問14-１へ 

→ 問15へ 

 

問14-１  問14 で「１」を選ばれた方にお伺いします。

この１年間のお子さんが病気やケガで学校を休んだり、

学童保育（プレジャールーム）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それぞれの日数

はおおむね何日ですか。半日程度についても１日とし

てカウントしてください。（○は１つ。日数も記入） 
 

１．父親が休んだ （     ）日  

２．母親が休んだ （     ）日 

３.（同居者を含む） 

親族・知人に預けた

（     ）日 

 

      

問14-２  問14-1 で「１」～「3」を選ばれた方に

お伺いします。 

その際、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。  

     

 
 

できれば施設等に預けたい （     ）日 

 

４．就労していない保護者がみた 

５．病後児保育サービスを利用した 

６．ベビーシッターを頼んだ 

７．仕方なく子どもだけで留守番をさせた 

８．その他（                ）

（     ）日 

（     ）日 

（     ）日 

（     ）日 

（     ）日 

 

 

 

お子さんの一時預かりのことについてお伺いします 

問15  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、冠婚葬祭や子

どもの親の病気、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日としてカウントしてください。（○は１つ。日数も記入） 
 

 １．ある → 年間（     ）日      

     （理由別）      

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

        ② 冠婚葬祭、子どもの親の病気        （     ）日 

        ③ 就労                   （     ）日 

                 ④ その他（家族の入院、学校行事等）     （     ）日 

２．ない 

 

問16  今は一時預かりを利用していないが、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  
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お子さんの宿泊を伴う一時預かりのことについてお伺いします 

問17  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。（○は１つ）       
 

 １．あった（預け先がみつからなかった場合を含む）   →問17-１へ 

２．なかった       →問18へ 

 

問17-１  問17 で「１」を選ばれた方にお伺いします。 

 

この１年間の対処方法とそれぞれの泊数はおおむね何

日ですか。（○はいくつでも。それぞれの日数を記入） 
 

１.（同居者を含む） 

親族・知人に預けた （     ）泊  

 

 

問 17-２  問 17-1 で「１」を選ばれた方にお伺

いします。

その場合の困難度はどの程度でしたか。（○は１つ）

   

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 

２．保育サービス※を利用した    

３. 仕方なく子どもも同行させた 

４. 仕方なく子どもだけで留守番をさせた  

５. その他（               ）

（     ）泊 

（     ）泊  

（     ）泊 

（     ）泊 

   

※ショートステイ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 

 

 

          
お子さんのベビーシッターの利用についてお伺いします 

 

問18  お子さんについて、ベビーシッターを利用している方にお伺いします。どのような目的で利用しています

か。（○はいくつでも） 
 

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等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18-１  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回当たり（     ）時間程度 

 

問19  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  

 

 
 



  
 

       
お子さんのファミリーサポートセンターの利用希望についてお伺いします 

           

問20  ファミリーサポートセンターがあれば利用したいと思いますか。（○は１つ） 
 

１．利用したい   →問20-1へ   ２．利用しない  →問21へ 

 

問20-１  問20 で「１．利用したい」を選ばれた方にお伺いします。 

どのような目的で利用したいと思いますか。（○はいくつでも） 
 

１．主たる保育サービスとして利用したい 

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たい（朝・夕等） 

３．子どもの病気・ケガ等の緊急時に利用したい  

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たい  

５．親の冠婚葬祭等や買い物等の外出の際に利用したい 

６．保育施設等の送り迎えに利用したい  

７．その他の目的で利用したい 
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問20-2  問20 で「１. 利用したい」を選ばれた方にお伺いします。 

どれくらいの頻度で利用したいと思いますか。枠内に数字をご記入ください。 
 

月に（     ）日くらい   １回当たり（     ）時間程度 

 
 

 

問 21  仕事と子育てを両立するうえで大変だと感じることは何ですか。（○は２つまで） 
  

１．急な残業が入ってしまう 
２．自分や子どもが病気・ケガをした時に面倒をみる人がいない 
３．家族の理解が得られない 
４．職場の理解が得られない 
５．子どもの他に面倒をみなければならない人がいる 
６．子どもの面倒をみてくれる保育所などが見つからない 
７．子どもと接する時間が少ない 
８．その他（                                     ） 

 

問22  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。「希望」と「現実」それぞれについて１つに○をつけてください。 

【希 望】 

１．仕事時間を優先   ３．プライベートを優先 

２．家事（育児）時間を優先  ４．その他（                  ） 
 
【現 実】 

１．仕事時間を優先   ３．プライベートを優先 

２．家事（育児）時間を優先  ４．その他（                  ） 
 

就業されている保護者の方に仕事と子育てについてお伺いします 

 
 



  
 

 

問23  子育てをする上で、特に不安に思っていることや悩んでいることはどのようなことですか。 

（○はいくつでも） 
 

１．病気や発育・発達に関すること        12．子育てに関して話し相手や相談相手がいないこと

２．食事や栄養に関すること  

３．育児のことがよくわからない  

４．子どもとの接し方に自信がもてないこと  

５．子どもと過す時間が十分とれないこと 

６．子どもの教育に関すること 

７．子どもの友だちづきあいに関すること 

13．仕事や自分のやりたいこと、夫婦で楽しむことなど自

分の時間が十分とれないこと 

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．子育てのストレス等から、子どもに手を上げたり、叱

りすぎたり、世話をしなかったりしてしまうこと  

16．子育てによる身体の疲れが大きいこと 

17．子育てにかかる出費がかさむこと 

８．子どもの登所・登園拒否などの問題 

９．子育てに関して配偶者・パートナーの協力が少ない 

10．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 

11．自分の子育てについて、親族・近隣の人・職場など

周りの見る目が気になること 

18．子育てが大変なことを身近な人が理解してくれない 

19．住居が狭いこと 

20．その他（                ）  

21．負担に思うことはない 

子育ての不安と悩みについてお伺いします 

 

問24  子育てに関する悩みや不安などをどなた（どこ）に相談していますか。（○はいくつでも） 
 

１．配偶者、パートナー 
２．その他の親族（親、兄弟姉妹など） 
３．隣近所の人、地域の知人、友人 
４．職場の人 
５．保育所（園）、幼稚園、学校の保護者の仲間 
６．保育士、幼稚園の先生、学校の先生 

７．子育てサークルの仲間 

８．医師、保健師、看護師、栄養士など 

９．地域子育て支援センター 

10．民生・児童委員、主任児童委員 

11．民間の電話相談 

12．教育相談室 

13．こども家庭相談センター（児童相談所）   

14．保健所 

15．保健センター 

16．ベビーシッター 

17．インターネットを通じた相談機関 

18．相談相手がいない 

19．その他（              ） 

20．相談すべきことはない 

 

問25  子育てに関する情報をどのように入手していますか。（○はいくつでも） 
 

１．隣近所の人、地域の知人、友人  
２．親族（親、兄弟など） 
３．保育所、幼稚園、学校 
４．テレビ、ラジオ、新聞 
５．子育て雑誌・育児書  
６．町の広報やパンフレット  

７．町役場や町の機関 

８．地域子育て支援センター 

９．子育てサークルの仲間  

10．インターネット  

11．コミュニティ誌 

12．民間の電話相談 

13．教育相談室 

14．情報の入手先がない  

15．その他（                ） 

16．情報の入手手段がわからない 
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12 

 

子育て施策全般についてお伺いします  

  

 

問26  あなたは、大淀町における以下のような分野についてどのように感じていますか。（それぞれ○は１つ） 
 

内容 評価 

１．保育サービスに満足していますか はい・いいえ・どちらでもない 

２．子育てを楽しいと感じていますか はい・いいえ・どちらでもない 

３．子どもがいても安心して働けると感じていますか はい・いいえ・どちらでもない 

４．乳幼児健診の体制に満足していますか はい・いいえ・どちらでもない 

５．小児医療体制に満足していますか はい・いいえ・どちらでもない 

６．子どもへの教育環境が充実していると思いますか はい・いいえ・どちらでもない 

７．青少年が健全に過ごせるまちだと感じますか はい・いいえ・どちらでもない 

８．障害など配慮の必要な子どもを安心して育てられると感じますか はい・いいえ・どちらでもない 

９．学校などの公共施設が子どもにとって安心できる場だと思いますか はい・いいえ・どちらでもない 

10．地域ぐるみで子どもを見守る体制ができていると思いますか はい・いいえ・どちらでもない 

11．子育てが地域の人たちに支えられていると感じますか はい・いいえ・どちらでもない 

12．公園など遊び場が充実していると思いますか はい・いいえ・どちらでもない 

13．犯罪被害にあう事の少ない安全なまちだと思いますか はい・いいえ・どちらでもない 

 

問27  町に対して、どのような子育て支援の充実を図ってほしいと期待していますか。（○はいくつでも） 
 

１．公園等屋外施設の整備 

２．保育所や幼稚園の園庭開放の充実 

３．集いの場等の屋内施設の整備 

４．子連れでも安心して出かけられるよう、「子育てのバ

リアフリー化」に取り組む 
５．子育てに困ったときの相談体制の充実 

６．子育てに関する情報提供の充実 

７．子育て中の親の仲間づくりや子育ての知識、技能の

取得に役立つ親子教室を充実する 
８．子育てサークル活動への支援を充実する 

９．保育所、学童保育等の施設を増やす 

10．幼稚園の保育サービスの充実 

11．専業主婦など誰でも気軽に利用できるNPO等による保

育サービスを行う 

12．安心して医療機関を利用できる体制の整備 

13．住宅面での配慮・支援に取り組む 

14．企業に対して職場環境の改善を働きかける 

15．子育てについて学べる機会をつくる 

16．その他（                  ）

17．特になし 

 
 

 

 

ご協力ありがとうございました。調査票は集計を行い、大淀町次世代育成支援行動計画の策定に活用させていた

だきます。なお、調査票は、2 月 16 日（月）までに、同封の返信用封筒に入れて、ポストに

投函してください。  
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