
問1 封筒のあて名のお子さんの生年月をお伺いします。

平成 年 月　生まれ

問2

人 末子の年齢 歳

問3

・父親又は母親が単身赴任の場合は、「8．その他」に○をつけてください。

問4

　1.　日常的に祖父母等の親族に預かってもらえる

　２．緊急時又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．緊急時又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

問5

　1.　主に父親 ２．主に母親 ３．主に祖父母 ４．その他（　　　　　　）

問６ あて名のお子さんのお住まいの区について、次の中から1つ選んで○をおつけください。

・回答はこの調査票に直接記入し、返信用封筒でご提出願います。提出期限：２月28日

・同封の「札幌市からのお願い」の＜ご回答に当たって＞を先にお読みください。

・設問にある「（＊）保育サービス一覧表」は同封の「札幌市からのお願い」の２ページ目にあります。

札幌市子育てに関する実態・意向調査　調査票（就学前児童用）

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20年4月1日現在の年齢）をご記入ください。

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）の状況についてお伺い
します。続柄はあて名のお子さんからみた関係です。あてはまる答えの番号すべてに○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

　 1. 　中央区　  　　2．　北区 　 　　3．　東区  　　　4．　白石区  　　　5．　厚別区

　６．  豊平区　　 　7．　清田区　　　8．　南区　　 　9．　西区　　　　10．　手稲区　

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、あてはまる答えの番号に１つだ
け○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。

日ごろ、お子さんを預かってもらえる人はいますか。あてはまる答えの番号すべてに○をつけてく
ださい。（保育所や幼稚園に行っている時間帯を除きます。）

・本設問は、預けられる“人”がいるかどうかに着目してお聞きするものであり、例えば、「用事の際に施設に預
けることができる」などの預かりサービスは含んでいません。
・「日常的」とは、保育所や幼稚園のように常時預けることができることをいいます。

１.  すべての方に、封筒のあて名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7

（１）父親　

　1.　就労している（フルタイム；育休・介護休業中は含まない）

→

　2.　就労している（フルタイムだが育休・介護休業中）

　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伺いします。

→ フルタイムへの転換希望がありますか。

　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

（2）母親

　1.　就労している（フルタイム；産休・育休・介護休業中は含まない）

→

　2.　就労している（フルタイムだが産休・育休・介護休業中）

　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伺いします。

→ フルタイムへの転換希望がありますか。

　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

【　1週あたり　　  　　日　　・　　1日あたり　 　 　　時間　　】

現在の就労状況を（自営業、家族従事者含む。）お伺いします。あてはまる答えの番号に１つだけ
○をつけてください。併せて、　　　に数字の記入をお願いします。
注）時間は、１8時（例）のように24時間制でご記入ください。

２. すべての方に、封筒のあて名のお子さんの父母の就労状況について、お伺いします

・「派遣労働者」として働いている方、自営業、家業、家族従事者、内職の場合は、就労状況の実態に応じて
フルタイム又はパートタイム・アルバイト等の選択肢に○をつけてください。

【　1週あたり　　　  　　時間・帰宅時間　　　　　　　　時　　】　

１週あ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週あたり　　　  　　時間・帰宅時間　　　　　　　　時　　】　

【　1週あたり　　  　　日　　・　　1日あたり　 　 　　時間　　】

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　希望がある　　　　②　希望があるが予定はない　　③希望はない　　】

【　　①　希望がある　　　　②　希望があるが予定はない　　③希望はない　　】
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該当しない方は、問9へお進みください。

問8

　1.　有（すぐにでも若しくは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8-1

　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（週あたり　　　　日・１日あたり　　　　時間）

問8-2

　1.　保育サービス(*)が利用できない

　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

　＊保育サービス一覧表を参照してください。

問8-3

歳になったとき

問8-1～8-2は、問8で「1」又は「2」を選んだ方に、お伺いします。

　5.　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

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。

就労希望の形態はどのようなものですか。あてはまる答えの番号に１つだけ○をつけてください。
（パート、アルバイトを希望の方は一週あたり日数及び１日あたり時間も記入してください。）

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。もっとも近い答えの番号に１つだけ○
をつけてください。

（希望する勤務時間が合わない、残業がある、短時間勤務を希望するが、そのような働き口が
ない、などの理由です。）

問8-3は、問8で「2」を選んだ方に、お伺いします。

問8は、問7の「（1）父親」で「4.　以前は就労していたが、現在は就労していない」又は「5. これまで
に就労したことがない」を選んだ方に、お伺いします。

就労希望はありますか。あてはまる答えの番号に１つだけ○をつけてください。

3



該当しない方は、問10へお進みください。

問9

　1.　有（すぐにでも若しくは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

　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（週あたり　　　　日・1日当たり　　　　時間）

問9-2

　1.　保育サービス(*)が利用できない

　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

　＊保育サービス一覧表を参照してください。

問9-3

歳になったとき

（希望する勤務時間が合わない、残業がある、短時間勤務を希望するが、そのような働き口が
ない、などの理由です。）

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。最も近い答えの番号に１つだけ○をつ
けてください。

就労希望はありますか。あてはまる答えの番号に１つだけ○をつけてください。

問9-3は、問９で「2」を選んだ方に、お伺いします。

問9-1～9-2は、問9で「1」又は「2」を選んだ方に、お伺いします。

問9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」又は「5. これまで
に就労したことがない」を選んだ方に、お伺いします。

　5.　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

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。

就労希望の形態はどのようなものですか。あてはまる答えの番号に１つだけ○をつけてください。
（パート、アルバイトを希望の方は一週あたり日数及び１日あたり時間も記入してください。）

4



父子家庭の方は問11にお進みください。

問10

　1.　離職した

　2.　継続的に働いていた（転職も含む）

　3.　出産１年前にすでに働いていなかった

問10-1

   5.　いずれにしてもやめていた

   6.　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

＊保育サービス一覧表を参照してください。

問11

　1.　利用している

　2.　利用していない

問11-1

【定期的な保育サービス】

 　10.  延長保育

　 11.  ベビーシッター

【一時的な保育サービス】

　8.　幼稚園（通常の就園時間）

　9.　幼稚園の預かり保育

仕事と家庭の両立を支援する保育サービスや環境が整っていたら、就労を継続しましたか。もっと
も近い答えの番号に１つだけ○をつけてください。

問11-1～11-3は、問11で「1」を選んだ方に、お伺いします。

　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】

　1.　保育サービス(*)が確実に利用できる見込みがあれば、継続して就労していた

　3.　保育サービスと職場の両立支援環境がどちらも整っていれば、継続して就労していた

　2.　家庭的な保育

　3.　事業所内保育施設

封筒のあて名のお子さんの出産前後（前後それぞれ１年以内）に離職をしましたか。あてはまる答
えの番号に１つだけ○をつけてください。

　 16.  特にない

　2.　職場において育児休業制度等の仕事と家庭の両立支援制度が整い、働き続けやすい環境が
　　整っていれば、継続して就労していた

　 14.  一時預かり

　 13.  その他（　　　　　　　　　　）

　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れば、継続して就労して
　　いた

　5.　認定こども園
　　【共通利用時間（4時間程度）のみの保育の利用】

問10-1は、問10で「１」を選んだ方に、お伺いします。

　1.　認可保育所

封筒のあて名のお子さんは、現在、定期的な保育サービス(*)を利用していますか。
＊「保育サービス一覧表」を参照してください。

問10は、母親の皆さますべての方に、出産前後の就労について、お伺いします。

封筒のあて名のお子さんは、現在、どのような保育サービスを利用していますか。不定期に利用し
ているものも含めて、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。

　4.　自治体の認証・認定保育施設

　 12.  ファミリーサポートセンター

　7.　認可外保育所

３.  すべての方に、保育サービスの利用について、お伺いします

　 15.  病児・病後児保育
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問11-2

１週当たり 日 １日当たり 時間 （ 時～ 時）

問11-3

　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.　病気又は障がいがある

　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

問11-4

　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

　3．近所の人や父母の友人・知人が子どもの面倒をみている

　4．利用したいが、保育サービスに空きがない

　6.　利用したいが、保育サービスの場所や時間帯の条件が整わない

　8．子どもがまだ小さいため（　　歳くらいになったら利用しようと考えている）

　7.　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

現在の定期的な保育サービスの利用状況についてお伺いします。
１週当たり何日、１日当たり何時間（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。）を利用していますか。枠内に具体的な数字でお答えください。
注）時間帯は、9時～18時（例）のように24時間制でご記入ください。

問11-4は、問11で「２.　利用していない」を選んだ方に、お伺いします。

　7．利用したいが、保育サービスの質や場所など、納得できる保育サービスがない

   9．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　5．利用したいが、経済的な理由で保育サービスを利用できない

　2．子どもの祖父母や親族が子どもの面倒をみている

定期的な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。

利用し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。
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問12

  10.  延長保育

問13-1

１週当たり 日 １日当たり 時間 （ 時～ 時）

１週当たり 日 １日当たり 時間 （ 時～ 時）

１週当たり 日 １日当たり 時間 （ 時～ 時）

問13-2

　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

　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.　病気又は障がいがある

　8.　学生である・就学したい

　9.　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

  15.  病児・病後児保育

問13-1～13-2は、問12で「１」～「１２」の選択肢を選んだ方に、選択された保育サービスについ
て、お伺いします。

【一時的な保育サービス】　5.　認定こども園
　　　【共通利用時間（4時間程度）のみの保育の利用】

選択したサービス番号

　7.　認可外保育所

  16.  特にない

今後の利用希望についてお伺いします。
１週当たり何日、１日当たり何時間（何時から何時まで）の保育サービス(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。
注）時間帯は、9時～18時（例）のように24時間制でご記入ください。

　8.　幼稚園（通常の就園時間）

選択したサービス番号

　1.　認可保育所

封筒のあて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、又は、施設数や利
用可能日数・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。あてはまる答えの番号を、最大
３つまで選んで○をつけてください。
＊「保育サービス一覧表」を参照してください。

 　9. 幼稚園の預かり保育【定期的な保育サービス】

  13. その他（　　　　　　　　　　　）　4.　自治体の認証・認定保育施設

  11.  ベビーシッター　2.　家庭的な保育

問12は、すべての方に、保育サービスの利用希望について、お伺いします。

　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】

選択したサービス番号

  14.  一時預かり

  12.  ファミリーサポートセンター　3.　事業所内保育施設

保育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。最もあてはまるものを１
つだけ選んで○をつけてください。
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問14

・ 時間帯は、9時～18時（例）のように24時間制で数字をご記入ください。

【土曜日】

　1.　ほぼ毎週利用したい 利用したい時間帯をお答えください。

　2.　月に１～２回は利用したい

　3.　利用希望はない

【日曜日・祝日】

　1.　ほぼ毎週利用したい 利用したい時間帯をお答えください。

　2.　月に１～２回は利用したい

　3.　利用希望はない

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。あてはまる番号を1つに○をつけてください。

・ すでに、土曜日又は日曜日・祝日に保育サービスを利用されている方も、希望時間等をお答えく
ださい。

（　　　　　　時から　　　　　　時まで）

問14は、すべての方に、封筒のあて名のお子さんの土・日・休日の保育について、希望をお伺いします。

（　　　　　　時から　　　　　　時まで）

＊「保育サービス一覧表」を参照してください。親族・知人による預かりは含みません。
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問15

　1.　あった

　2.　なかった

問15-1 問15-2

日　

日　 日

日　

日

日

日

日

日

日

４. 保育サービスを利用している保護者の方に、あて名のお子さんの病児・病後児保育
について、お伺いします

9. その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

8. やむを得ず、子どもだけで留守番をさせた

6. ベビーシッターを利用した

1. 父親が休んだ

この１年間に、あて名のお子さんが病気やケガで通常利用している保育サービス(*)が利用できな
かったことがありましたか。
＊「保育サービス一覧表１～１２」を参照してください。

できれば病児・病後児の保育サービスを利用したい　　　　

この１年間の対処方法とそれぞ
れの日数はおおむね何日です
か。あてはまる答えの番号すべ
てに○をつけ、それぞれの日数
を記入してください。

問15-1で「父が休んだ」「母が休んだ」「親族・知
人に預けた」に回答された方に伺います。その際、で
きれば病児・病後児の預かり保育サービスなどを利用
し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。

（半日程度についても１日とし
て数えて下さい。）

4. 就労していない保護者がみた(※) ※「4.就労していない保護者が
みた」には、自宅のほか病院で
の付き添いなども含みます。

3. （同居者を含
 む）親族・知人
 に預けた

2. 母親が休んだ

該当しない方は、問16へお進みください

問15-1～15-2は、問15で「１」を選んだ方に、お伺いします。
通常の保育サービスが利用できなかったときの対処方法とその日数について、お伺いします。

5. 病児・病後児の保育サービスを利用した

7. ファミリーサポートセンターを利用した

9



問16

　1.　ある　→　年間 日

（理由別）

日

日

日

　2.　ない

問17

年に 日くらい

問18

　1.　あった（預け先が見つからなかった場合を含む）

　2.　なかった

問18-1 問18-2

泊

泊

泊

泊

泊

　② 冠婚葬祭、子どもの親の病気

　③ 就労

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。）

５．すべての方に、あて名のお子さんの一時預かりについて、お伺いします

4. やむを得ず、子どもだけで留守番をさせた ※子育て支援短期利用事業（子
どもショートステイ）、こども
緊急さぽねっと、認可外保育施
設などの宿泊保育サービス

3. やむを得ず、子どもも同行させた

1. （同居者を含
 む）親族・知人
 に預けた

3.特に困難ではない

2.どちらかというと困難

1.非常に困難

その場合の困難度はどの程度で
したか。
（あてはまる答えの番号１つに
○をつけてください。）

６．すべての方に、あて名のお子さんの宿泊を伴う一時預かりについて、お伺いします

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。

　① 私用（買物、習い事等）、
　　リフレッシュ目的

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。あてはまる答えの番号すべ
てに○をつけ、それぞれの日数
を記入してください。

5. その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

2. 宿泊を伴う保育サービス（※右下注）を利用した

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。

問18-1～18-2は、問18で「１」を選んだ方に、お伺いします。
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問19

　1.　就労等で保護者が昼間家庭にいないため、自宅以外に放課後の居場所が必要である

　2.　保護者や祖父母などが昼間家庭にいるので、放課後の心配はしていない

　3.　わからない （→　問20へ）

　4.　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　） （→　問20へ）

問19-1

　1．児童会館・ミニ児童会館の児童クラブ

　２．民間児童育成会（学童保育所）

　３．祖父母や知人の家

　4．塾などの習い事

問19-2

　1．児童会館で友だちと遊ばせたい

　2．ミニ児童会館で友だちと遊ばせたい

　3．公園などで友だちと遊ばせたい

　4．祖父母や知人の家で遊ばせたい

　6．特に考えていない

　5．塾などの習い事をさせたい

該当しない方は、問20へお進みください。

あて名のお子さんの小学校入学以降の放課後の過ごし方について、あてはまるもの1つに○をつけて
ください。

問19-1は、問19で「１」を選ばれた方に、お伺いします。

自宅以外の放課後の居場所として、どのような場所を考えていますか。あてはまるものすべてに○
をつけてください。

　6．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

自宅以外で、放課後の居場所として、どのような場所でお子さんを遊ばせたい（過ごさせたい）と
考えていますか。あてはまるものすべてに○をつけてください。

　5．特に考えていない

　7．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問19-2は、問19で「2」を選ばれた方に、お伺いします。

７．あて名のお子さんが平成２１年４月に小学校入学予定の保護者の方に、お伺いしま
す

11



問20 どのような目的で利用していますか。あてはまる番号すべてに○をつけてください。

　1.　主たる保育サービスとして利用している

　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．その他の目的で利用している

月に 日くらい １回当たり 時間程度

問21

　1.　利用している

　2.　利用していない

　3.　さっぽろ子育てサポートセンターを知らない

問21-1 どのような目的で利用していますか。あてはまる番号すべてに○をつけてください。

　1.　主たる保育サービスとして利用している

　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.   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

　4.   親の冠婚葬祭等や買い物等の外出の際に利用している

   5.　保育施設等の送り迎えに利用している

　6.  その他の目的で利用している

問21-2 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 回くらい １回当たり 時間程度

問21-3 利用頻度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 回くらい １回当たり 時間程度

問21-4 今は利用していないが、できれば利用したい又は利用予定がある方は、枠内に数字をご記入ください。

月に 回くらい １回当たり 時間程度

（→問21-4へ）

ファミリーサポートセンター（さっぽろ子育てサポートセンター）を利用していますか。

該当しない方は、問21へお進みください

問20-1　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。

９．すべての方に、ファミリーサポートセンターの利用について、お伺いします

（→問21-1へ）

問21-4は、問21で「2」又は「3」を選んだ方に、お伺いします。

（→問21-4へ）

問21-1～21-3は、問21で「1」を選ばれた方に、お伺いします。

８．ベビーシッターを利用している方に、お伺いします
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問22

はい いいえ はい いいえ はい いいえ

はい いいえ はい いいえ はい いいえ

はい いいえ はい いいえ はい いいえ

はい いいえ はい いいえ はい いいえ

はい いいえ はい いいえ はい いいえ

はい いいえ はい いいえ はい いいえ

はい いいえ はい いいえ はい いいえ

はい いいえ はい いいえ はい いいえ

はい いいえ はい いいえ はい いいえ

はい いいえ はい いいえ はい いいえ

はい いいえ はい いいえ はい いいえ

はい いいえ はい いいえ はい いいえ

はい いいえ はい いいえ はい いいえ

はい いいえ はい いいえ はい いいえ

はい いいえ はい いいえ はい いいえ

10．すべての方に、子育て支援サービス等について、お伺いします

⑦児童会館(3～4)

下記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。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
○をつけてください。

Ｃ
今後利用したい

⑧各区役所

子育て情報室(30)

⑨市のホームページ

⑩子育て支援総合センター(2)

（毎年市が発行している）
　　さっぽろ子育てガイド

Ｃ
今後も利用したい

④幼児教育センター・教育相談
室(30)

⑤認可保育所や幼稚園の園開放
(3)

⑥子育てサロン(2)

⑬シティサロン(2)

⑭サンデーサロン(2)

②　保健センターの情報・相談
サービス(30)

　　　子育て支援サービス名
（各名称の後についているカッコ
内の数字は、さっぽろ子育てガイ
ドのページ数）

今回同封した冊子
Ａ

知っていた

Ｂ
2007年版以前を

利用したことがある

⑫地域子育て支援センター(3)

①　母親教室、両親教室、子育
て講座 (5)

③家庭教育に関する学級(16)

Ａ
知っている

⑪区保育・子育て支援センター
（愛称：ちあふる）(2)

Ｂ
これまでに利用
したことがある
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問23

　　　　月に　　　　　　　回くらい

　2．各区子育て情報室（各区健康・子ども課子育て支援係）

　　　　月に　　　　　　　回くらい

　3.  地域や児童会館の子育てサロン・サンデーサロン・シティサロン

　　　　月に　　　　　　　回くらい

　4.  利用していない　

問23-1

　　　　月に　　　　　　　回くらい

　2．各区子育て情報室（各区健康・子ども課子育て支援係）

　　　　月に　　　　　　　回くらい

　3.  地域や児童会館の子育てサロン・サンデーサロン・シティサロン

　　　　月に　　　　　　　回くらい

　4.  利用希望はいない

問23-2

6．　時間がない

7．　サービスの利用方法がわからない

8．　その他

9．　特に理由はない

現在利用していない理由はどのようなことですか。最もあてはまる答えの番号を１つだけ選んで○
をつけてください。

2．　地域のサービスの質に不安がある

3．　地域のサービスの利便性（立地・開催時間・
　　日数等）が悪く利用しづらい

4．　利用料がかかる

5．　自分がサービスの対象者になるのかどうかわ
　　からない

封筒のあて名のお子さんは、現在、親子が集まって過ごしたり、相談をしたり、情報提供を受けた
りする場等を利用していますか。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。
また、おおよその利用回数（頻度）を数字でご記入ください。

利用日数を増やしたい、あるいは、今は利用していないが、できれば利用したいと思いますか。今
後の新たな利用希望について枠内に数字をご記入ください。

　1.　子育て支援総合センター、ちあふる（ひがし・とよひら・にし・ていね）又は
　　　地域子育て支援センター（新川・新琴似・青葉・東白石の各保育園）

1．　利用したいサービスが地域にない

問23-2は、問23で「４」を選んだ方に、お伺いします。

　1.　子育て支援総合センター、ちあふる（ひがし・とよひら・にし・ていね）又は
　　　地域子育て支援センター（新川・新琴似・青葉・東白石の各保育園）
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問24

　1.　母親が利用した (又は利用中）

　2.　父親が利用した（又は利用中）

　3.　母親と父親の両方が利用した（又は利用中）

　4.　利用しなかった （→　問25へ）

問24-1

子どもは か月だった

問24-2

　1.　育児休業期間を調整せずに利用できた （→　問25へ）

　2.　育児休業期間を調整したので利用できた

　3.　利用できなかった

　4.　利用を希望しなかった

問24-3

　1.  変わらない 2.  長くした か月 3.  短くした か月

問24-4

　1.　希望とは違う認可保育所を利用した

　2.　事業所内の保育サービスを利用した

　3.　上記以外の保育サービスを利用した（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　）

　4.　家族等にみてもらうことで対応した

　5.　仕事を辞めた

　6.　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（→　問24-1へ）
（ただし、利用中の方は問25
へ）

問24-1～24-4は、問24で「１」、「２」、「３」を選んだ方に、お伺いします。

希望する保育サービスをすぐに利用できずに、どのように対応しましたか。あてはまる番号１つに
○をつけてください。

（→　問25へ）

（→　問24-4へ）

問24-4は、問24-2で「3」を選んだ方に、お伺いします。

育児休業明けに、希望する保育サービスをすぐ利用できましたか。あてはまる答えの番号1つに○を
つけてください。

育児休業明けに希望する保育サービスが確実に利用できたとしたら、育児休業は実際に取得した期
間と変わりましたか。あてはまる答えの番号１つに○をつけ、「2」及び「3」を選んだ方は、枠内
に数字でご記入ください。

育児休業から復帰なさったとき、お子さんの月齢は何か月でしたか。枠内に、具体的に数字でご記
入ください。（お子さんが１歳以上の場合も月に換算してお答えください。問24で「３」とお答え
になった方は、最後の育児休業利用者が復帰された時についてお答えください。）

11．すべての方に、育児休業制度の利用について、お伺いします

封筒のあて名のお子さんについて、母親又は父親が育児休業制度を利用しましたか。あてはまる番
号1つに○をつけてください。

（→　問24-3へ）

問24-3は、問24-2で「２」を選んだ方に、お伺いします。
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問25

 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辛いと感じることが同じくらい

 3．辛いと感じることの方が多い

 4．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 ５．わからない

問26

 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．どちらともいえない

問27

19．特にない

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（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

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

  8．子どもの教育に関すること

  9．友達づきあい（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

  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

あなたが、子育てに関して日常悩んでいること、又は気になることはどのようなことですか。あて
はまる答えの番号すべてに○をつけてください。

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

  5．子どもとの時間を十分にとれないこと

  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

あなたは、子育てに関して不安や負担などを感じていますか。あてはまる答えの番号1つに○をつけ
てください。

  3．子育て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

12． すべての方に、子育てに関する思いや不安感、負担感などについて、お伺します

あなた（この調査に回答をしていただいている方、以降同じ）は、自分にとって子育てを楽しいと
感じることが多いですか。それとも辛いと感じることが多いですか。あてはまる答えの番号１つに
○をつけてください。
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問28

問29

 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30

希望する仕事と生活のバランス 現実の仕事と生活のバランス

１．仕事時間を優先 １．仕事時間を優先

２．家事（育児）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 ３．プライベートを優先

４．その他（　　　　　　　　　　　　） ４．その他（　　　　　　　　　　　）

21．民間の電話相談

14．母子･婦人相談員（区役所健康・子ども課）

18．保健センター

24．相談するほどの悩みや不安はない

22．その他（　　　　　　　　　　　　　　）

20．札幌市発達医療センター

９．保育士（子育て支援総合センター、ちあふ
る、地域子育て支援センター、区役所子育て支
援係）

19．児童相談所

12．医師･保健師･看護師･栄養士など

23．相談相手がいない10．幼稚園、学校の先生

7．保育士（認可保育所）

8．保育士（認可外保育所）

2．その他の親族（親、兄弟･姉妹など）

15．子育てサロン

16．民生･児童委員、主任児童委員

6．子育てサークルの仲間

17．札幌市幼児教育センター

1．配偶者・パートナー 13．家庭児童相談員（区役所健康・子ども課）

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
てお伺します。「希望」と「現実」それぞれについてあてはまるものを選んで１つに○をつけてく
ださい。

15．すべての方に、仕事と生活のバランスについて、お伺します

14．すべての方に、子育てに関する自主的な活動の参加について、お伺いします

子育てに関するサークルなどの自主的な活動に参加していますか。あてはまる答えの番号1つに○を
つけてください。

13．すべての方に、子育てに関する悩みの相談相手について、お伺いします

身近な地域で、子育てに関する悩みや不安をどなたに（どこに）相談していますか。次の中であて
はまる答えの番号すべてに○をつけてください。

3．友人、地域の知人

4．職場の人

5．保育所、幼稚園、学校の保護者仲間

11．児童会館などの指導員
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問31

1.　自宅周辺

2.　自宅から勤務先等への経路途中

3.　勤務先等の周辺

4.　ＪＲ・地下鉄・市電の駅（停留所）周辺

5.　どこでも構わない

6.　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問32

1.　徒歩又は自転車

2.　自動車

3.　公共交通機関

4.　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　※３ 乳幼児併設保育所とは、０歳から就学前までの乳幼児を受け入れる保育所です。

17．１歳10か月未満の乳児期からお子さんを認可保育所に預けている方（預けていた
　　方）にお伺いします

問33 お子さんの保育環境及びあなたの利便性を合わせて考えると、認可保育所の利用に当たっては、ど
のような利用形態が望ましい（望ましかった）と思いますか。
あてはまる答えの番号に１つだけ○をつけてください。

　1.　まずは乳児専門保育所（※１）を利用し、２歳到達後に幼児専門保育所（※2）又は乳幼
　　　児併設保育所（※3）へ転園して就学前まで預けるといった利用形態

　２．最初から乳幼児併設保育所を利用し、就学前まで預けるといった利用形態

　※１ 乳児専門保育所とは、０歳から２歳未満までの乳児のみを受け入れる保育所です。

　※２ 幼児専門保育所とは、１歳10か月から就学前までの幼児のみを受け入れる保育所です。

認可保育所を利用している又は利用することを考えた場合、お子さんの送迎として利用する主な交
通手段について、１つだけ○をつけてください。

16．認可保育所を利用している方（利用を希望している方）に、お伺いします

認可保育所が、どのような場所にあったら利用しやすいと思いますか。
あてはまる番号に１つだけ○をつけてください。

該当しない方は、問34へお進みください。
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問34

1.　親子が安心して集まれる身近な場、地域のイベントの機会を増やす

2.　子連れでも出かけやすく楽しめる場所を増やす

3.　子育てに困った時に相談したり情報が得られる場を増やす

4.　認可保育所を増やす

5.　幼稚園を増やす

6.　認可保育所や幼稚園にかかる費用の軽減

7.　専業主婦などだれでも気軽に利用できるNPO等による保育サービス

8.　子どもが医療機関にかかる費用負担を軽減する制度

9.　公営住宅における多子世帯の優先入居や広い部屋の割り当てなど、住宅面の配慮

  10.  残業時間の短縮や休暇の取得推進など、企業に対して職場環境の改善を働きかける

  11.  子育てについて学べる機会をつくる

  12. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問35

○保育所、幼稚園、放課後児童クラブなどのサービスについて

○労働環境（育児休業等の制度、労働時間の短縮など）について

○子どもの生活環境（道路、公園、交通機関など）について

○経済的負担について

○その他、市の子育て支援施策について

ご協力ありがとうございました。

同封の封筒に入れて　２月２８日（土）までに郵便ポストに投かんしてください。

18．すべての方に、行政サービスへの要望について、お伺します

子育て支援環境の充実のためには、どのような支援策が望ましいとお考えになりますか。次の中か
らあてはまる答えの番号すべてに○印をつけてください。

下記にあげる項目について、ご意見やご要望がありましたらご自由にご記入ください。
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