
平成 31 年１月  

放課後児童クラブを御利用されている保護者の皆様へ

   札幌市子ども未来局  

放課後児童クラブに関するアンケート 回答のお願い 

 拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は札幌市の子ども施策

に対し御理解と御協力を賜り、誠にありがとうございます。

 平成 27 年度から子ども・子育て支援新制度が開始しております。この制度では、子

育て中の御家庭の現状やニーズを踏まえ、各自治体が「市町村子ども・子育て支援事業

計画」を策定することとされており、現在の計画が平成 31 年度までとなっております

ので、平成 32 年度に向けて新たな計画を策定する必要があります。

 つきましては、計画検討において児童会館及びミニ児童会館の児童クラブを御利用さ

れているお子様の保護者の皆様に対しまして、ご利用の実態・ご要望を把握するため、

アンケートを実施することといたしましたので、大変お忙しいところ誠にお手数ではご

ざいますが、御協力くださいますようお願いいたします。

 御回答いただいた調査票については、返信用封筒に入れて封をし、平成３１年１月 

２１日（月）までに児童会館及びミニ児童会館に提出してください。また、このアンケ

ートはウェブフォーム、E メールにて御回答いただくことも可能です。スマートフォン、

PC から下の QR コードまたは

https://www.northerncross.co.jp/houkago/ または

https://goo.gl/EZx4xs にアクセスのうえ、上記期日までに

ご回答くださいますようお願いいたします。

なお、ウェブフォーム、E メールにて御回答いただいた方

は、紙の調査票を提出いただく必要はありません。

【ご回答方法】 

選択式の設問については当てはまる番号を○で囲んでください。（括弧）内、 四角枠 内には具体

的内容をご記入ください。 

【問合せ先】 

札幌市役所子ども未来局子ども育成部子ども企画課放課後児童係 齋藤・青木 

〒060-0051 札幌市中央区南１条東１丁目大通バスセンタービル１号館３階 

TEL：011-211-2989 FAX：011-211-2943

（児童会館・ミニ児童会館 御利用者様向け）

放課後児童クラブ利用世帯を対象としたニーズ調査 調査票
（児童会館・ミニ児童会館利用者向け）
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放課後児童クラブに関するアンケート

 問１ お子様が御利用の施設と区に○をつけてください。 

１．児童会館 

２．ミニ児童会館 

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

 問２ お子様の学年に○をつけてください。 

※兄弟姉妹で御利用中の場合は、当てはまるものすべてに○をつけてください。

１．１年生  ２．２年生  ３．３年生  ４．４年生  ５．５年生  ６．６年生

 問３ 父親の就労状況に○をつけてください。 

   ※母子家庭の場合、御記入は不要です。

   ※就労日数や時間が一定でない場合は、もっとも多いパターンでお答えください。

【就労形態】

１．正規職員   ２．契約職員   ３．パート・アルバイト職員   ４．自営業  

５．その他（          ） ６．非就労

【就労する曜日】

固定勤務：１．月曜 ２．火曜 ３．水曜 ４．木曜 ５．金曜 ６．土曜 ７．日･祝

変則勤務：８．シフト勤務 ９．その他（                   ）

【１日当たりの就労時間】

１．８時間以上       ２．６時間以上８時間未満  ３．４時間以上６時間未満  

４．２時間以上４時間未満  ５．２時間未満

 問４ 母親の就労状況に○をつけてください。 

   ※父子家庭の場合、御記入は不要です。

   ※就労日数や時間が一定でない場合は、もっとも多いパターンでお答えください。

【就労形態】

１．正規職員   ２．契約職員   ３．パート・アルバイト職員   ４．自営業  

５．その他（          ） ６．非就労

【就労する曜日】

固定勤務：１．月曜 ２．火曜 ３．水曜 ４．木曜 ５．金曜 ６．土曜 ７．日･祝

変則勤務：８．シフト勤務 ９．その他（                   ）

【１日当たりの就労時間】

１．８時間以上       ２．６時間以上８時間未満  ３．４時間以上６時間未満  

４．２時間以上４時間未満  ５．２時間未満
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問５ 世帯の年収に○をつけてください。 

１．～200 万円未満 ２．200～300 万円未満 ３．300～400 万円未満 ４．400～500 万円未満

５．500～700 万円未満  ６．700～1,000 万円未満  ７．1,000 万円以上

問６ 児童クラブの御利用日数に○をつけてください。 

※兄弟姉妹で御利用中の場合は、当てはまるものすべてに○をつけてください。

１．週６日  ２．週５日  ３．週２～４日  ４．週１日  ５．週１日未満

問７ 放課後のお子さんの習い事の状況について、当てはまるものすべてに○をつけ、活動状況を

御記入してください。 

  ※兄弟姉妹で御利用中の場合は、それぞれのお子さんの状況をお答えください

※３人以上のお子さんが利用している場合は、下からお二人の状況をお答えください。

                （1 人目）        （2 人目）

１．学習塾         ⇒ 週( )日( )時～( )時 週( )日( )時～( )時
２．スポーツクラブ     ⇒ 週(  )日( )時～( )時 週( )日( )時～( )時
３．音楽教室        ⇒ 週( )日( )時～( )時 週( )日( )時～( )時
４．語学教室        ⇒ 週( )日( )時～( )時 週( )日( )時～( )時
５．書道教室        ⇒ 週( )日( )時～( )時 週( )日( )時～( )時
６．その他（       ）⇒ 週( )日( )時～( )時 週( )日( )時～( )時
７．習い事はしていない

問８ あなたが児童クラブを御利用の理由について、主なもの３つまでに○をつけてください。 

１．安全に放課後を過ごせる ２．交友範囲が広がる ３．子どもの成長発達に役立つ 

４．豊富な活動内容や行事  ５．外遊びができる  ６．家がたまり場となるのが心配 

７．信頼できる指導員がいる ８．行動を把握できる ９．習い事までの時間つなぎ 

10．利用料が安価      11．子どもの希望   12．近くに民間のクラブがない  

13．その他（                                  ）

問９ あなたの児童クラブの全体的な満足度について、当てはまるものに○をつけてください。 

１．大変満足している  ２．ある程度満足している  ３．少し不満である

４．不満である     ５．どちらともいえない

問 10 児童クラブは全学年の御利用が可能ですが、あなたが児童クラブを退会する場合の判断基準

について、当てはまるもの１つに○をつけてください。 

１．学年の進行   ２．留守番の可否     ３．子どもの意向  ４．友人の動向

５．習い事の状況  ６．６年生まで入会予定  ７．その他（          ）
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問 11 あなたが児童クラブに今後望むことについて、主なもの３つまでに○をつけてください。 

１．読書活動の充実   ２．学習に関する取組の充実  ３．体力づくりの充実   

４．野外活動の充実   ５．スタッフ体制の充実    ６．保護者との情報共有の強化 

７．施設の拡充     ８．開設時間の延長      ９．日曜・祝日の開所   

10．おやつの提供    11．その他（        ）12. 現状で十分

問 12 児童クラブの開設時間とあなたの利用状況について、当てはまるものに○をつけてください。 

１．適当である  ２．適当ではない

【「２．適当ではない」に○をつけた方にお伺いします】 

何時を希望しますか  平日  ⇒( )時( )分～( )時( )分
           土曜日 ⇒( )時( )分～( )時( )分
           長期休 ⇒( )時( )分～( )時( )分

問 13 現在、児童クラブの延長時間帯（平日 18 時～19 時。土曜日・長期休 8 時～8 時 45 分、18

時～19 時）について、月額 2,000 円でご利用できます。また、日曜日や祝日は休館としており

ます。今後、現在よりも開設時間を延長したり開館日を増やすとした場合、あなたの御利用の

意向について、当てはまるものに○をつけてください。 

問 14 現在、一部の校区内には民間の放課後児童クラブ（民間児童育成会・届出事業所）がありま

すが、あなたの御利用の意向について、当てはまるものに○をつけてください。 

※民間児童育成会は、一定の会費（平均月 15,000 円程度）がかかりますが、民家等において

地域や父母等が主体となり、家庭的な雰囲気の中、おやつや食事の提供、学校や自宅間の送迎、

長時間開設など、児童クラブとは異なるメニューで運営する放課後の居場所です。

 また、届出事業所も一定の会費（施設によって異なる）がかかりますが、認定こども園等に

おいて学校法人等が主体となって運営する放課後の居場所です。

１．利用したい  ２．もう少し安価なら利用したい ３．児童クラブで満足している

【「２．もう少し安価なら利用したい」に○をつけた方にお伺いします】 

いくらぐらいを希望しますか  ⇒  月額 （     ） 円程度

問 15 最後に、児童クラブや児童会館・ミニ児童会館全般について、御意見や御要望がございまし

たら、自由に御記入ください。 

御協力ありがとうございました

１．現状のままで良い 

２．月額（      ）円まで増額しても、開設時間を延長してほしい 

３．月額（      ）円まで増額しても、休日も開所してほしい 


