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会議資料 「焼津市の子ども・子育て支援に関する調査」の概要  
１ 調査の目的 
本調査は、就学前の教育・保育や地域子ども・子育て支援事業の需要量推計にあたっての実態・意向の

把握とともに、次期計画の課題や重点施策の把握等を目的に実施します。  
２ 調査の対象 
（１）本市在住の未就学児童（２，０００人無作為抽出）の保護者 

（２）本市在住の小学生（１，０００人無作為抽出）の保護者 

 

３ 調査の方法 
調査票を郵送にて配布・回収します。 

 

４ 調査のスケジュール 
２月１５日（金）に調査票配布、３月４日（月）の回答期限を予定しています。 

 

５ 調査票案について 
（１）未就学児童の保護者用 
本調査票案は、現計画策定時に実施したニーズ調査票（国のモデル調査票を基礎とするもの）をもとに、

新規設問項目を加えたものです。 

★は、需要量推計に使用する設問 

●は、新規の設問 

区分 設問 目的等 

１．宛名のお子さん

とご家族の状況 

★問１、★問２、問３、

★問４、★問５、★問

６、●問７、問８、問９、

問９-１ 

お住まいの小学校区、子

どもの年齢や配偶者の有

無、世帯収入等、子ども

をみてもらえる状況、子

育てに関して相談できる

人の有無 

校区別、年齢別の実態・意

向の把握、家庭類型（ひと

り親家庭等）の把握等、家

庭を取り巻く子育て環境

の把握 

２．宛名のお子さん

の保護者の就労状況 

★問 10、問 10-１、★問

11、★問 12、問 12-１、

問 12-２ 

保護者の就労状況、就労

意向 

家庭類型（フルタイム×フ

ルタイム、フルタイム×パ

ートタイム等）の把握 

３．宛名のお子さん

の平日の幼稚園、保

育所（園）、認定こど

も園などの利用状況 

★問 13、★問 13-１、問

13-２、★問 14、★問 14-

１、★問１５、★問１５

-１、●問 16 

幼稚園、保育園、認定こ

ども園などの定期利用の

状況、今後の利用意向、

幼稚園、保育園、認定こ

ども園などを市内で選ぶ

際に重視する条件等 

就学前の教育・保育及び延

長保育事業の需要量の推

計 
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区分 設問 目的等 

４．宛名のお子さん

の地域の子育て支援

事業の利用状況 

問 17、★問 18、問 18-

１、★問 19、問 19-１ 

市の事業で知っているも

のや利用したことがある

もの、今後、利用したい

と思うもの、子育て支援

センター等の利用状況・

利用意向 

市の事業の認知度や今後

の利用意向等の把握、子育

て支援センター等の需要

量の推計 

５．宛名のお子さん

の日曜日、祝日、夏

休みなどの幼稚園、

保育所（園）、認定こ

ども園などの「定期

的」な利用希望 

★問 20、問 20-１、★問

21、問 21-１ 

土曜日と日曜日・祝日、

夏休み・冬休みなど長期

の休暇期間中における、

幼稚園、保育園、認定こ

ども園などの定期的な利

用意向 

就学前の教育・保育の需要

量推計 

６．宛名のお子さん

の病気やケガの際の

対応 

★問 22、★問 22-１、★

問 22-２、問 22-３ 

病気やケガで幼稚園、認

定こども園、保育園など

が利用できなかったこと

の有無と対処方法、病児・

病後児保育施設等の利用

意向 

病児保育事業、子育て援助

活動支援事業（ファミリ

ー・サポート・センターの

需要量の推計 

７．宛名のお子さん

の幼稚園、保育所

（園）、認定こども園

などの不定期の利用

や宿泊を伴う一時預

かり等の利用 

★問 23、問 23-１、★問

24、★問 25、問 25-１ 

不定期に利用している事

業の有無と今後の利用意

向、泊りがけで家族以外

に子どもをみてもらわな

ければならないことの有

無 

一時預かり事業、子育て短

期支援事業の需要量の推

計 

８．宛名のお子さん

について、将来、小

学校に就学した時の

放課後の過ごし方 

★問 26、★問 27、問 28、

問 29 

小学校低学年及び小学校

高学年の間における、放

課後（平日の小学校終了

後）の時間を過ごさせた

い場所、放課後児童クラ

ブの利用意向 

放課後児童健全育成事業

（放課後児童クラブ）の需

要量推計 

９．焼津市の子育て

の環境や支援など 

●問 30、●問 30-１、●

問 31、●問 31-１、●問

31-２、●問32、●問33、

●問 34、●問 35、●問

36、問 37 

焼津市への転入時期、転

入した理由、焼津市の子

育ての環境や支援への満

足度、満足の理由、満足

していない理由、現在の

暮らしの状況、子育ての

不安等、情報の入手先、

経済的にできないこと、

充実を望む市の支援、子

育ての環境や支援に関す

る意見【自由記述】 

市の子ども・子育ての環

境、市の施策に対する意識

や意向の把握 



3 

（２）小学生の保護者用 
本調査票案は、現計画策定時に実施したニーズ調査票をもとに、新規設問項目を加えたものです。 

★は、需要量推計に使用する設問 

●は、新規の設問 

区分 設問 目的等 

１．宛名のお子さん

とご家族の状況 

★問１、問２、問３、★

問４、★問５、★問６、

●問７、問８、問９、問

９-１ 

お住まいの小学校区、子

どもの学年や配偶者の有

無、世帯収入等、子ども

をみてもらえる状況、子

育てに関して相談できる

人の有無 

校区別、学年別の実態・意

向の把握、家庭類型（ひと

り親家庭等）の把握等 

２．宛名のお子さん

の保護者の就労状況 

★問 10、問 10-１、★問

11、★問 12、問 12-１、

問 12-２ 

保護者の就労状況、就労

意向 

家庭類型（フルタイム×フ

ルタイム、フルタイム×パ

ートタイム等）の把握 

３．宛名のお子さん

の病気やケガの際の

対応 

★問 13，★問 13-１、★

問 13-２ 

  

４．宛名のお子さん

の放課後の過ごし方 

●★問 14，●問 14-１、

●問 14-２、問 14-３、

★問１５、★問１５-１ 

放課後事業の利用状況、

放課後児童クラブの満足

度、放課後児童クラブへ

の要望、放課後児童クラ

ブの利用意向 

放課後児童健全育成事業

（放課後児童クラブ）の需

要量推計 

５．焼津市の子育て

の環境や支援など 

●問 16、●問 16-１、●

問 17、●問 17-１、●問

17-２、●問18、●問19、

●問 20、●問 21、●問

22、問 23 

焼津市への転入時期、転

入した理由、焼津市の子

育ての環境や支援への満

足度、満足の理由、満足

していない理由、現在の

暮らしの状況、子育ての

不安等、情報の入手先、

経済的にできないこと、

充実を望む市の支援、子

育ての環境や支援に関す

る意見【自由記述】 

市の子ども・子育ての環

境、市の施策に対する意識

や意向の把握 

 
 


