
 

子育て中の保護者のみなさまへ

大津市では、幼稚園・保育園はもちろん、家庭での子育

ても含めた、すべての大津の子どもたちのために、質の高

い教育・保育を提供していきたいと考えています。

そこで、子育てに関するみなさまの率直な意見と現状を

お聞きするためにアンケート調査をおこなうこととなり

ました。 

このアンケートは、今後の大津市の子育て支援をより良くしていくために、非常に

重要な資料となります。質問項目が多くお手数をおかけいたしますが、子育てしやす

いまち大津の実現のため、ご回答くださいますようお願いいたします。
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★この調査に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。

大津市

電 話：077

幼児期の教育・保育の更なる質の向上を目指すための幼児期の教育・保育の更なる質の向上を目指すための幼児期の教育・保育の更なる質の向上を目指すための幼児期の教育・保育の更なる質の向上を目指すための

大津市子ども・子育て支援事業計画策定にかかるアンケート大津市子ども・子育て支援事業計画策定にかかるアンケート大津市子ども・子育て支援事業計画策定にかかるアンケート大津市子ども・子育て支援事業計画策定にかかるアンケート

【ご記入にあたってのお願い】

 

１．アンケートは「あて名のお子さん」「あて名のお子さん」「あて名のお子さん」「あて名のお子さん」

２．回答は、基本的に用意している答えの中から、あなたの

ください。また、「その他」をお選びいただいた場合は、

３．ご記入いただいた調査票は、

らずにポストにご投函ください。

４．このアンケートは、市内在住のお子さんの中から無作為に抽出し、お願いするものです。

５．回答内容やご意見については、調査目的以外に使用したり、公表したりすることは、一切ありません。

是非、率直なご意見をお聞かせください。
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大津市 福祉子ども部 幼保連携推進室 

077-528-2806  MAIL：otsu1497@city.otsu.lg.jp
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【ご記入にあたってのお願い】 

「あて名のお子さん」「あて名のお子さん」「あて名のお子さん」「あて名のお子さん」についてについてについてについて、ご記入ください。 

２．回答は、基本的に用意している答えの中から、あなたの考えにあてはまる番号を選んで○印をつけて

。また、「その他」をお選びいただいた場合は、（  ）内に具体的な内容

３．ご記入いただいた調査票は、１０月３１日（木）まで１０月３１日（木）まで１０月３１日（木）まで１０月３１日（木）まで    に同封の返信用封筒に入れ、切手を貼

らずにポストにご投函ください。 

４．このアンケートは、市内在住のお子さんの中から無作為に抽出し、お願いするものです。

５．回答内容やご意見については、調査目的以外に使用したり、公表したりすることは、一切ありません。

是非、率直なご意見をお聞かせください。 
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____問１問１問１問１____    お住まいの学区はどこですか。（お住まいの学区はどこですか。（お住まいの学区はどこですか。（お住まいの学区はどこですか。（１つに１つに１つに１つに○）○）○）○）    

  １．小松      ２．木戸     ３．和邇    ４．小野    ５．葛川     ６．伊香立 

  ７．真野      ８．真野北    ９．堅田     10．仰木      11．仰木の里   12．仰木の里東 

  13．雄琴      14．日吉台      15．坂本     16．下阪本   17．唐崎     18．滋賀 

  19．山中比叡平  20．藤尾     21．長等     22．逢坂     23．中央     24．平野 

25．膳所      26．富士見    27．晴嵐    28．石山     29．南郷     30．大石 

31．田上      32．上田上    33．青山   34．瀬田    35．瀬田北    36．瀬田南 

37．瀬田東 

 

 

____問２問２問２問２____    お子さんの生年月をご記入ください。（お子さんの生年月をご記入ください。（お子さんの生年月をご記入ください。（お子さんの生年月をご記入ください。（    ）内に）内に）内に）内に数字でご記入数字でご記入数字でご記入数字でご記入ください。ください。ください。ください。    

 

平成（   ）年 （   ）月生まれ 

 

 

____問３問３問３問３____    お子さんのきょうだいは何人いらっしゃいますか。お子さんのきょうだいは何人いらっしゃいますか。お子さんのきょうだいは何人いらっしゃいますか。お子さんのきょうだいは何人いらっしゃいますか。あてあてあてあて名のお子さんを含めた人数を（名のお子さんを含めた人数を（名のお子さんを含めた人数を（名のお子さんを含めた人数を（    ）内に）内に）内に）内にごごごご

記入記入記入記入ください。ください。ください。ください。お子さんがお子さんがお子さんがお子さんが２人以上２人以上２人以上２人以上いらっしゃる場いらっしゃる場いらっしゃる場いらっしゃる場合は、末子の方の生年月をご記入ください。合は、末子の方の生年月をご記入ください。合は、末子の方の生年月をご記入ください。合は、末子の方の生年月をご記入ください。    

 

きょうだい数（   ）人    末子の生年月 平成（   ）年（   ）月生まれ 

 

 

____問４問４問４問４____    この調査票にご回答いただく方はどなたですか。お子さんからみた関係でお答えください。この調査票にご回答いただく方はどなたですか。お子さんからみた関係でお答えください。この調査票にご回答いただく方はどなたですか。お子さんからみた関係でお答えください。この調査票にご回答いただく方はどなたですか。お子さんからみた関係でお答えください。                        

（（（（１つに１つに１つに１つに○）○）○）○）    

 

１．母親             ２．父親            ３．その他（         ） 

 

 

____問５問５問５問５____    この調査票にご回答いただいている方の配偶関係についてお答えください。（この調査票にご回答いただいている方の配偶関係についてお答えください。（この調査票にご回答いただいている方の配偶関係についてお答えください。（この調査票にご回答いただいている方の配偶関係についてお答えください。（１つに１つに１つに１つに○）○）○）○）    

 

 

１．配偶者がいる          ２．配偶者はいない 

 

 

____問６問６問６問６____    お子さんのお子さんのお子さんのお子さんの子育てを主に子育てを主に子育てを主に子育てを主に行っているのはどなたですか。お子さんからみた関係でお答えください。行っているのはどなたですか。お子さんからみた関係でお答えください。行っているのはどなたですか。お子さんからみた関係でお答えください。行っているのはどなたですか。お子さんからみた関係でお答えください。

（（（（１つに１つに１つに１つに○）○）○）○）    

 

 

１．父母ともに  ２．主に母親   ３．主に父親   ４．主に祖父母   ５．その他（      ） 

 

 

  

１ あて名のお子さんとご家族の状況についてうかがいます。 
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____問７問７問７問７____    お子さんの子育てに日常的に関わっている方はどなた（施設）ですか。お子さんからみた関係でおお子さんの子育てに日常的に関わっている方はどなた（施設）ですか。お子さんからみた関係でおお子さんの子育てに日常的に関わっている方はどなた（施設）ですか。お子さんからみた関係でおお子さんの子育てに日常的に関わっている方はどなた（施設）ですか。お子さんからみた関係でお

答えください。また、答えください。また、答えください。また、答えください。また、お子さんの子育てや教育にお子さんの子育てや教育にお子さんの子育てや教育にお子さんの子育てや教育に影響すると思影響すると思影響すると思影響すると思われる環境についてもお答えください。われる環境についてもお答えください。われる環境についてもお答えください。われる環境についてもお答えください。                                                

（当てはまる番号（当てはまる番号（当てはまる番号（当てはまる番号すべてにすべてにすべてにすべてに○）○）○）○）    

    

____問８問８問８問８____    日頃、子育てをサポートしてもらえる祖父母等の親族や友人・知人はいますか。（当てはまる番号日頃、子育てをサポートしてもらえる祖父母等の親族や友人・知人はいますか。（当てはまる番号日頃、子育てをサポートしてもらえる祖父母等の親族や友人・知人はいますか。（当てはまる番号日頃、子育てをサポートしてもらえる祖父母等の親族や友人・知人はいますか。（当てはまる番号    

すべてにすべてにすべてにすべてに○）○）○）○）    

 

１．日常的に祖父母等の親族にみてもらえる  

２．緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる    

３．日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる       

４．緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる友人・知人がいる   

５．いずれもいない 

    

    

____問８－１問８－１問８－１問８－１____    ____問８問８問８問８____で「で「で「で「１」から「４」に○をつけた方にうかがいます。１」から「４」に○をつけた方にうかがいます。１」から「４」に○をつけた方にうかがいます。１」から「４」に○をつけた方にうかがいます。サポートしてもらっている状況にサポートしてもらっている状況にサポートしてもらっている状況にサポートしてもらっている状況に

ついてお答えください。（当てはまるものついてお答えください。（当てはまるものついてお答えください。（当てはまるものついてお答えください。（当てはまるものすべてにすべてにすべてにすべてに○）○）○）○）    

 親族 友人・知人 

１．心配することなく、安心して子どもをみてもらえる 
  

２．身体的負担が大きく心配である 
  

３．時間的制約や精神的な負担が大きく心配である  
  

４．保護者の立場として、負担をかけていることが心苦しい 
  

５．子どもにとってふさわしい環境であるか、少し不安がある 
  

６．その他（                      ） 
  

 

 

 

  

日常的に関わっている方（施設） 

（当てはまる番号（当てはまる番号（当てはまる番号（当てはまる番号すべてにすべてにすべてにすべてに○）○）○）○）    

 影響すると思われる環境 

（当てはまる番号（当てはまる番号（当てはまる番号（当てはまる番号すべてにすべてにすべてにすべてに○）○）○）○） 

１．父母ともに    
 

１．家庭    

２．母親    
 

２．幼稚園    

３．父親    
 

３．保育園    

４．祖父母        
 

４．認定こども園 

５．幼稚園 
 

５．地域 

６．保育園 
 

６．その他（              ） 

７．認定こども園    
    

    

８．その他（              ） 

 

２ 子どもの育ちをめぐる環境についてうかがいます。 

⇒⇒⇒⇒    ____問問問問9999____へへへへ    

⇒⇒⇒⇒    ____問８問８問８問８----1111____へへへへ    
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____問９問９問９問９____    子育てをする上で、気軽に相談できる人や場所はありますか。（子育てをする上で、気軽に相談できる人や場所はありますか。（子育てをする上で、気軽に相談できる人や場所はありますか。（子育てをする上で、気軽に相談できる人や場所はありますか。（１つに１つに１つに１つに○○○○））））    

また、その場合の相談先をお答えください。（当てはまる項目また、その場合の相談先をお答えください。（当てはまる項目また、その場合の相談先をお答えください。（当てはまる項目また、その場合の相談先をお答えください。（当てはまる項目すべてにすべてにすべてにすべてに○）○）○）○）    

相談先の有無など 相談先 

１．いる／ある ⇒    

相談先を相談先を相談先を相談先を    

お答えください。お答えください。お答えください。お答えください。    

（当てはまる項目 

すべてに○）    

個人 

１．配偶者（夫または妻）     

２．自分または配偶者の両親、兄弟姉妹    

３．友人や知人    

４．近所の人    

施設 

５．子育て支援施設（ゆめっこやつどいの広場等）・ＮＰＯ    

６．保健所・すこやか相談所    

７．保育園や幼稚園の先生    

８．民生委員児童委員    

９．かかりつけの医師 

10．自治体の子育て関連担当窓口 

11．その他（              ） 

２．ない  ⇒    

それはなぜですか。それはなぜですか。それはなぜですか。それはなぜですか。    

（当てはまる項目 

すべてに○） 

１．人づきあいが苦手だから  

２．外に出るのが好きでない 

３．他人に子どものことをあれこれ言われたくない 

４．誰に相談していいのかわからない 

５．祖父母や親せきとあまりつきあいがない  

６．その他（              ）    

 

 

____問問問問10101010____    あなたは、子育てあなたは、子育てあなたは、子育てあなたは、子育てしているときに、不安や悩み、負担を感じたときに何があればしているときに、不安や悩み、負担を感じたときに何があればしているときに、不安や悩み、負担を感じたときに何があればしているときに、不安や悩み、負担を感じたときに何があればよい、または、よい、または、よい、または、よい、または、    

よかったよかったよかったよかったと思いますか。（と思いますか。（と思いますか。（と思いますか。（３つまでに３つまでに３つまでに３つまでに○）○）○）○）    

 

１．身近で気軽に相談できる施設 

２．専門的な相談ができる相談窓口 

３．匿名で相談できる専用電話 

４．子育て経験者による子育て相談 

５．家庭に訪問して行う相談 

６．子育ての知識や情報がいつでも得られるホームページなど 

７．配偶者や親族、近隣の人によるさまざまな支援や心の支え 

８．一時的に子どもを預けることができる保育サービス 

９．子育てなどについて互いに気軽に話ができる仲間づくりの場 

10．その他（                                   ） 

11．特に必要ない 
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____問問問問11111111____    お子さんの保護者（母親・父親）の現在の就労状お子さんの保護者（母親・父親）の現在の就労状お子さんの保護者（母親・父親）の現在の就労状お子さんの保護者（母親・父親）の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）をうかがいます。況（自営業、家族従事者含む）をうかがいます。況（自営業、家族従事者含む）をうかがいます。況（自営業、家族従事者含む）をうかがいます。

就労している方は、就労している方は、就労している方は、就労している方は、週当たりの「就労日数」、１日当たりの「就労時間（残業時間を含む）」「家を出る週当たりの「就労日数」、１日当たりの「就労時間（残業時間を含む）」「家を出る週当たりの「就労日数」、１日当たりの「就労時間（残業時間を含む）」「家を出る週当たりの「就労日数」、１日当たりの「就労時間（残業時間を含む）」「家を出る

時間と帰宅時間」をお答えください。就労日数や就労時間、出勤・帰宅時間が一定でない場合は、も時間と帰宅時間」をお答えください。就労日数や就労時間、出勤・帰宅時間が一定でない場合は、も時間と帰宅時間」をお答えください。就労日数や就労時間、出勤・帰宅時間が一定でない場合は、も時間と帰宅時間」をお答えください。就労日数や就労時間、出勤・帰宅時間が一定でない場合は、も

っとも多いパターンについてお答えください。っとも多いパターンについてお答えください。っとも多いパターンについてお答えください。っとも多いパターンについてお答えください。    

    産休・育休・介護休業中の方は、休業に入る前の状況についてお答えください。産休・育休・介護休業中の方は、休業に入る前の状況についてお答えください。産休・育休・介護休業中の方は、休業に入る前の状況についてお答えください。産休・育休・介護休業中の方は、休業に入る前の状況についてお答えください。    

（（（（    ）内には）内には）内には）内には数字をご記入数字をご記入数字をご記入数字をご記入ください。ください。ください。ください。    

（（（（１）母親１）母親１）母親１）母親    【父子家庭の場合、【父子家庭の場合、【父子家庭の場合、【父子家庭の場合、記入は不要です】記入は不要です】記入は不要です】記入は不要です】（（（（１つに１つに１つに１つに○）○）○）○）    

選択肢 内容 １週当たり １日当たり 家を出る時間 帰宅時間 

１ フルタイム  （   ）日 （   ）時間 （  ：  ） （  ：  ） 

２ 

フルタイム 

【産休・育休・介護休業中である】 

（   ）日 （   ）時間 （  ：  ） （  ：  ） 

３ パート・アルバイト等 （   ）日 （   ）時間 （  ：  ） （  ：  ） 

４ 

パート・アルバイト等 

【産休・育休・介護休業中である】 

（   ）日 （   ）時間 （  ：  ） （  ：  ） 

５ 以前は就労していたが、現在は就労していない  

現在就労していない方は____問問問問13131313____へへへへ 

６ これまで就労したことがない 

 ※フルタイム：１週５日程度・１日８時間程度の就労  ※パート・アルバイト：フルタイム以外の就労 

 

 

 

（２）父親【母子家庭の場合、（２）父親【母子家庭の場合、（２）父親【母子家庭の場合、（２）父親【母子家庭の場合、記入は不要です】記入は不要です】記入は不要です】記入は不要です】    （（（（１つに１つに１つに１つに○）○）○）○）    

 

選択肢 内容 １週当たり １日当たり 家を出る時間 帰宅時間 

１ フルタイム  （   ）日 （   ）時間 （  ：  ） （  ：  ） 

２ 

フルタイム 

【産休・育休・介護休業中である】 

（   ）日 （   ）時間 （  ：  ） （  ：  ） 

３ パート・アルバイト等 （   ）日 （   ）時間 （  ：  ） （  ：  ） 

４ 

パート・アルバイト等 

【産休・育休・介護休業中である】 

（   ）日 （   ）時間 （  ：  ） （  ：  ） 

５ 以前は就労していたが、現在は就労していない   

現在就労していない方は____問問問問13131313____へへへへ 

６ これまで就労したことがない 

 ※フルタイム：１週５日程度・１日８時間程度の就労  ※パート・アルバイト：フルタイム以外の就労 

    

    

    

    

３ あて名のお子さんの保護者の就労状況についてうかがいます。 

※※※※    記載例（記載例（記載例（記載例（    18181818：：：：30 30 30 30 ）【）【）【）【    24242424時間制時間制時間制時間制    】】】】    

問問 問問
 

 
 

 
 

 
 

 
へへ へへ

    

12121212    

問問 問問
 

 
 

 
 

 
 

 
へへ へへ

    

12121212    

※※※※    記載例（記載例（記載例（記載例（    18181818：：：：30 30 30 30 ））））【【【【    24242424時間制時間制時間制時間制    】】】】    

問問 問問
 

 
 

 
 

 
 

 
へへ へへ

    

14141414    

問問 問問
 

 
 

 
 

 
 

 
へへ へへ

    

14141414    
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____問問問問12121212____    パート・アルバイト等で就労している方にうかがいます。（パート・アルバイト等で就労している方にうかがいます。（パート・アルバイト等で就労している方にうかがいます。（パート・アルバイト等で就労している方にうかがいます。（    ____問問問問11111111____    の（１）または（２）で「３」の（１）または（２）で「３」の（１）または（２）で「３」の（１）または（２）で「３」

「４」（パート・アルバイト等で就労している）に○をつけた方「４」（パート・アルバイト等で就労している）に○をつけた方「４」（パート・アルバイト等で就労している）に○をつけた方「４」（パート・アルバイト等で就労している）に○をつけた方））））    

    フルタイムへの転換希望はありますか。母親・父親それぞれお答えください。（フルタイムへの転換希望はありますか。母親・父親それぞれお答えください。（フルタイムへの転換希望はありますか。母親・父親それぞれお答えください。（フルタイムへの転換希望はありますか。母親・父親それぞれお答えください。（それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ１つに１つに１つに１つに○）○）○）○）    

母親 父親 内 容 

１ １ フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みがある 

２ ２ フルタイムへの転換希望はあるが、実現できる見込みはない 

３ ３ パート・アルバイト等の就労を続けることを希望 

４ ４ パート・アルバイト等をやめて子育てや家事に専念したい 

                                                                                                                                                                        ⇒⇒⇒⇒    ____問問問問14141414____へへへへ    

    

____問問問問13131313____    現在、就労していない方にうかがいます。（現在、就労していない方にうかがいます。（現在、就労していない方にうかがいます。（現在、就労していない方にうかがいます。（    ____問問問問11111111____    の（１）または（２）で「の（１）または（２）で「の（１）または（２）で「の（１）または（２）で「５．５．５．５．以前は就労し以前は就労し以前は就労し以前は就労し

ていたが、現在は就労していないていたが、現在は就労していないていたが、現在は就労していないていたが、現在は就労していない」」」」またはまたはまたはまたは「「「「６．これまで就労したことがない６．これまで就労したことがない６．これまで就労したことがない６．これまで就労したことがない」に○をつけた方」に○をつけた方」に○をつけた方」に○をつけた方））））    

    就労したいという就労したいという就労したいという就労したいという希望希望希望希望はありますか。母親・父親それぞれはありますか。母親・父親それぞれはありますか。母親・父親それぞれはありますか。母親・父親それぞれお答えください。お答えください。お答えください。お答えください。（（（（それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ１つに１つに１つに１つに○）○）○）○）    

（（（（    ）内には）内には）内には）内には数字をご記入数字をご記入数字をご記入数字をご記入ください。ください。ください。ください。    

（１）母親（１）母親（１）母親（１）母親    

    １．子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない） ⇒⇒⇒⇒    ____問問問問14141414____へへへへ 

    ２．１年より先、一番下の子どもが（   ）歳になったころに就労したい 

    ３．すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 

      →希望する就労形態    ア．フルタイム（1週５日程度・１日８時間程度の就労） 

                   イ．パートタイム、アルバイト等（「ア」以外） 

                    →１週当たり（   ）日   １日当たり（   ）時間 

    

（２（２（２（２）父親）父親）父親）父親    

    １．子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない） ⇒⇒⇒⇒    ____問問問問14141414____へへへへ 

    ２．１年より先、一番下の子どもが（   ）歳になったころに就労したい 

    ３．すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 

      →希望する就労形態    ア．フルタイム（1週５日程度・１日８時間程度の就労） 

                   イ．パートタイム、アルバイト等（「ア」以外） 

                    →１週当たり（   ）日   １日当たり（   ）時間 

 

 

____問問問問 13131313－－－－１１１１____    ____問問問問 11113333____    の（１）まの（１）まの（１）まの（１）または（２）で「たは（２）で「たは（２）で「たは（２）で「２」「３」を選ばれた「就労したい」と考えておられる方２」「３」を選ばれた「就労したい」と考えておられる方２」「３」を選ばれた「就労したい」と考えておられる方２」「３」を選ばれた「就労したい」と考えておられる方

にうかがいにうかがいにうかがいにうかがいます。ます。ます。ます。就労したい理由は何ですか。（当てはまる番号就労したい理由は何ですか。（当てはまる番号就労したい理由は何ですか。（当てはまる番号就労したい理由は何ですか。（当てはまる番号すべてにすべてにすべてにすべてに○）○）○）○）    

 

１．生活のために働かなければいけないため 

２．子どもの教育費を蓄えるため 

３．仕事を通じて、自分の能力を発揮、向上するため 

４．人間関係を広げたいため 

５．配偶者の収入だけに依存したくないため 

６．働かないと、社会から孤立しているように感じるため 

    ７．子どもを保育園等に預けたいため（働かないと子どもが保育園に入れないため） 

８．その他（                                 ） 

  

____問問問問13131313----１１１１____へへへへ    

____問問問問13131313----１１１１____へへへへ    

⇒⇒⇒⇒    ____問問問問13131313----２２２２____へへへへ    

「「「「１１１１」」」」～～～～「「「「６６６６」」」」及び及び及び及び「「「「８８８８」」」」を選んだ方はを選んだ方はを選んだ方はを選んだ方は    ⇒⇒⇒⇒ ____問問問問14141414____へへへへ    
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____問問問問 13131313－－－－２２２２____    ____問問問問 13131313－－－－１１１１____    で「７．子どもで「７．子どもで「７．子どもで「７．子どもをををを保育園保育園保育園保育園等等等等に預けたいため」に○をつけた方にうかがいに預けたいため」に○をつけた方にうかがいに預けたいため」に○をつけた方にうかがいに預けたいため」に○をつけた方にうかがいます。ます。ます。ます。            

預けたい理由は何ですか。（当てはまる番号預けたい理由は何ですか。（当てはまる番号預けたい理由は何ですか。（当てはまる番号預けたい理由は何ですか。（当てはまる番号すべてにすべてにすべてにすべてに○）○）○）○）    

 

１．早くから集団経験をさせ社会性や協調性を身につけさせたい 

２．保育園等に預けることで子どもの自立を促したい     

３．保育園等でしつけをしてもらいたい 

４．育児に不安やストレスを感じている      

５．育児の負担を軽減させたい 

６．自分の時間を持ちたい       

７．子どもを安心して遊ばせられる場として保育園が良い 

８．その他（                                 ） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

____問問問問14141414____    お子さんは現在、幼稚園や保育園などお子さんは現在、幼稚園や保育園などお子さんは現在、幼稚園や保育園などお子さんは現在、幼稚園や保育園などの定期的な教育・保育事業の定期的な教育・保育事業の定期的な教育・保育事業の定期的な教育・保育事業を利用されていますか。を利用されていますか。を利用されていますか。を利用されていますか。    

（（（（１つに１つに１つに１つに○）○）○）○）    

    

１．利用している  ⇒⇒⇒⇒    ____問問問問14141414----1111____へへへへ              ２．利用していない   ⇒⇒⇒⇒    ____問問問問14141414----５５５５____へへへへ 

 

 

 

____問問問問14141414－－－－１１１１____    ____問問問問14141414－－－－１１１１____～～～～____問問問問14141414－－－－４４４４____    は、は、は、は、____問問問問14141414____で「で「で「で「１．利用している」に○をつけた方にうかがいま１．利用している」に○をつけた方にうかがいま１．利用している」に○をつけた方にうかがいま１．利用している」に○をつけた方にうかがいま

す。す。す。す。平日、お子さんが平日、お子さんが平日、お子さんが平日、お子さんが利用している利用している利用している利用している事業事業事業事業はははは何ですか何ですか何ですか何ですか。。。。（当てはまる番号（当てはまる番号（当てはまる番号（当てはまる番号すべてにすべてにすべてにすべてに○）○）○）○）    

    

１．認可保育園     ２．市立幼稚園    

３．私立（国立大学法人含む）幼稚園   ４．認定こども園 

５．家庭的保育室（保育ママ）    ６．事業所内保育施設    

７．無認可保育施設などその他の保育施設  ８．幼稚園の預かり保育    

９．ファミリーサポートセンター  10．居宅訪問型保育（ベビーシッター等） 

11．その他（               ） 

 

 

※認定こども園：現在、大津市では本福寺・茶臼山・麗湖で実施  

※利用時間：大津市立幼稚園は9:00～14:00、私立（国立大学法人含む）幼稚園は概ね8:30～14:00  

 

 

 

 

 

 

  

※ここでいう「定期的な教育・保育事業」とは、月単位で定期的に利用している事業を指します。具体的

には、幼稚園や保育園など、_問14-１_に示した事業が含まれます。 

４ あて名のお子さんの平日の定期的な教育・保育事業の利用状況についてうかがいます。  
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____問問問問14141414－－－－２２２２____    平日、平日、平日、平日、お子さんはお子さんはお子さんはお子さんは幼稚園・保育園等の幼稚園・保育園等の幼稚園・保育園等の幼稚園・保育園等の事業について、ど事業について、ど事業について、ど事業について、どのくらい利用していますか。また、希のくらい利用していますか。また、希のくらい利用していますか。また、希のくらい利用していますか。また、希

望としてはどのくらい利用したいですか。１週当たり何日、１日当たり何時間（何時から何時ま望としてはどのくらい利用したいですか。１週当たり何日、１日当たり何時間（何時から何時ま望としてはどのくらい利用したいですか。１週当たり何日、１日当たり何時間（何時から何時ま望としてはどのくらい利用したいですか。１週当たり何日、１日当たり何時間（何時から何時ま

で）かを、（で）かを、（で）かを、（で）かを、（    ）内に具体的な）内に具体的な）内に具体的な）内に具体的な数字でご記入数字でご記入数字でご記入数字でご記入ください。ください。ください。ください。    

（１）現在（１）現在（１）現在（１）現在    

    

１週当たり（   ）日    １日当たり（   ）時間 （  ：  ）から（  ：  ）まで    

    

    

（２）希望（２）希望（２）希望（２）希望    

 

１週当たり（   ）日    １日当たり（   ）時間 （  ：  ）から（  ：  ）まで    

 
 

____問問問問14141414－－－－３３３３____    平日、平日、平日、平日、お子さんがお子さんがお子さんがお子さんが利用する施設利用する施設利用する施設利用する施設の実施場所（学区）についてうかがいます。の実施場所（学区）についてうかがいます。の実施場所（学区）についてうかがいます。の実施場所（学区）についてうかがいます。（（（（１つに１つに１つに１つに○）○）○）○）    

    

  １．小松      ２．木戸     ３．和邇    ４．小野    ５．葛川     ６．伊香立 

  ７．真野      ８．真野北    ９．堅田     10．仰木      11．仰木の里   12．仰木の里東 

  13．雄琴      14．日吉台      15．坂本     16．下阪本   17．唐崎     18．滋賀 

  19．山中比叡平  20．藤尾     21．長等     22．逢坂     23．中央     24．平野 

25．膳所      26．富士見    27．晴嵐    28．石山     29．南郷     30．大石 

31．田上      32．上田上    33．青山   34．瀬田    35．瀬田北    36．瀬田南 

37．瀬田東    38．他の市区町村（具体的に：        ） 

 
 
____問問問問14141414－－－－４４４４____    平日、お子さんが平日、お子さんが平日、お子さんが平日、お子さんが事業を事業を事業を事業を利利利利用されている主な理由用されている主な理由用されている主な理由用されている主な理由はははは何ですか何ですか何ですか何ですか。。。。（当てはまる番号（当てはまる番号（当てはまる番号（当てはまる番号すべてにすべてにすべてにすべてに○）○）○）○）    

    

１．子どもの教育や発達のため   ２．現在就労しているため    

３．就労予定がある、または求職中のため ４．家族・親族などを介護しなければならないため 

５．子育てをしている方に病気や障害があるため ６．学生であるため 

７．その他（                     ） 

 
 
____問問問問14141414－－－－５５５５____    ____問問問問14141414____    で「で「で「で「２．利用していない」に○をつけた方にうかがいます。２．利用していない」に○をつけた方にうかがいます。２．利用していない」に○をつけた方にうかがいます。２．利用していない」に○をつけた方にうかがいます。利用していない理由は何利用していない理由は何利用していない理由は何利用していない理由は何

ですか。（当てはまる番号ですか。（当てはまる番号ですか。（当てはまる番号ですか。（当てはまる番号すべてにすべてにすべてにすべてに○）○）○）○）    

※選択肢「８」を選ばれた方は具体的な※選択肢「８」を選ばれた方は具体的な※選択肢「８」を選ばれた方は具体的な※選択肢「８」を選ばれた方は具体的な年齢をご記入年齢をご記入年齢をご記入年齢をご記入ください。ください。ください。ください。    

 

１．利用する必要がない（子どもの教育や発達のため、母親か父親が就労していないなどの理由で） 

２．子どもの祖父母や親戚の人がみている  

３．近所の人や父母の友人・知人がみている  

４．利用したいが、保育園等の教育・保育の事業に空きがない 

５．利用したいが、経済的な理由で事業を利用できない 

６．利用したいが、延長・夜間等の時間帯の条件が合わない 

７．利用したいが、事業の質や場所など、納得できる保育園等の事業がない 

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 

９．子どもが3～４歳になれば幼稚園の利用を考えている 

10．その他（                                    ） 

    

    

※※※※    記載例（記載例（記載例（記載例（    9999：：：：00 00 00 00 ）から（）から（）から（）から（    18181818：：：：30 30 30 30 ）まで）まで）まで）まで    【【【【    24242424時間制時間制時間制時間制    】】】】    
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____問問問問15151515____    すべての方にうかがいます。すべての方にうかがいます。すべての方にうかがいます。すべての方にうかがいます。現在の現在の現在の現在の利用利用利用利用状況状況状況状況にかかわらずにかかわらずにかかわらずにかかわらず、平日、お子さんが、平日、お子さんが、平日、お子さんが、平日、お子さんが「「「「定期的に」利用し定期的に」利用し定期的に」利用し定期的に」利用し

たいと考えるたいと考えるたいと考えるたいと考える施設や施設や施設や施設や事業をお答えください。事業をお答えください。事業をお答えください。事業をお答えください。（（（（当てはまる番号当てはまる番号当てはまる番号当てはまる番号すべてにすべてにすべてにすべてに○）○）○）○）    

選択肢 施設 内容等 

１ 認可保育園 

内容 国が定める基準に適合した施設で大津市の認可を受けたもの 

費用 所得に応じて月０～76,300 円 

２ 市立幼稚園 

内容 通常の利用時間（9:00～14:00）のみの利用 

費用 月 8,500 円 

３ 

市立幼稚園 

＋預かり保育（就労支援型） 

内容 

通常の幼稚園と、親の就労等を理由に延長保育を行う事業の併用 

（8:00～18:00） 

費用 月 23,000 円 

４ 

私立幼稚園 

（国立大学法人含む） 

内容 

通常の利用時間（概ね8:30～14:00）のみの利用 

⇒ 利用を開始したい年齢に○を付けてください。（ 3 歳・４歳 ・５歳 ） 

費用 月概ね20,000～30,000 円（園により異なります） 

５ 

私立幼稚園＋預かり保育 

（国立大学法人含む） 

内容 

通常の幼稚園と、夕方まで延長して保育を行う事業の併用 

（利用時間は園により異なります） 

費用 月概ね30,000～50,000 円（園により異なります） 

６ 認定こども園 

内容 幼稚園と保育園の機能を併せもつ施設 

費用 所得に応じて月０～76,300 円 

７ 

家庭的保育室 

（保育ママ） 

内容 保育者の家庭や小規模の施設等で子どもを保育する事業 

費用 所得に応じて月０～50,300 円 

８ 事業所内保育施設 

内容 

企業が主に従業員用に運営する施設 

⇒ 利用したい施設名（                    ） 

費用 施設ごとに異なります 

９ その他の保育施設 

内容 

無認可保育施設、小規模保育施設など 

⇒ 利用したい施設名（                    ） 

費用 施設ごとに異なります 

10 居宅訪問型保育 

内容 ベビーシッター等、保育者が子どもの家庭で保育する事業 

費用 利用業者ごとに異なります 

 
_問問問問15151515－－－－１１１１_    ____問問問問15151515____でででで利用したいと回答した事業利用したいと回答した事業利用したいと回答した事業利用したいと回答した事業を選択される際に、重視する点はどのようなことですかを選択される際に、重視する点はどのようなことですかを選択される際に、重視する点はどのようなことですかを選択される際に、重視する点はどのようなことですか。。。。    

（当てはまる番号（当てはまる番号（当てはまる番号（当てはまる番号すべてにすべてにすべてにすべてに○）○）○）○）    

１．自宅の近くにある            ２．子どもが将来通う小学校区にある    

３．職場の近くにある       ４．駅の近くにある  

５．バスなどの送迎サービスがある   ６．駐車場がある 

７．きょうだいが通っている    ８．保育時間が希望通りである  

９．乳児保育を実施している                   10．施設・設備が充実している 

11．教育・保育の内容がよい         12．給食を提供している 

13．行事が充実している            14．地域の評判がよい 

15．保育料が安い               16．園長・スタッフの対応や印象がよい 

17．英語や体操など、特色ある教育プログラム  18．夜間や休日保育、延長保育に対応している 

  の提供がある              19．その他（               ） 
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____問問問問15151515－－－－２２２２____    ____問問問問15151515____で利用したいと回答した事業で利用したいと回答した事業で利用したいと回答した事業で利用したいと回答した事業を利用したい場所を利用したい場所を利用したい場所を利用したい場所はどの学区ですかはどの学区ですかはどの学区ですかはどの学区ですか。。。。（（（（１つに１つに１つに１つに○）○）○）○）    

 

     １．小松      ２．木戸     ３．和邇    ４．小野    ５．葛川     ６．伊香立 

  ７．真野      ８．真野北    ９．堅田     10．仰木      11．仰木の里   12．仰木の里東 

  13．雄琴      14．日吉台      15．坂本     16．下阪本   17．唐崎     18．滋賀 

  19．山中比叡平  20．藤尾     21．長等     22．逢坂     23．中央     24．平野 

25．膳所      26．富士見    27．晴嵐    28．石山     29．南郷     30．大石 

31．田上      32．上田上    33．青山   34．瀬田    35．瀬田北    36．瀬田南 

37．瀬田東    38．大津市以外の市区町村（具体的に：        ） 

 

    

____問問問問15151515－－－－３３３３____    すべての方にうかがいます。すべての方にうかがいます。すべての方にうかがいます。すべての方にうかがいます。現在、現在、現在、現在、利用状況にかかわらず、利用したいと考える子育て支援事利用状況にかかわらず、利用したいと考える子育て支援事利用状況にかかわらず、利用したいと考える子育て支援事利用状況にかかわらず、利用したいと考える子育て支援事

業をお答えください。（当てはまる番号業をお答えください。（当てはまる番号業をお答えください。（当てはまる番号業をお答えください。（当てはまる番号すべてにすべてにすべてにすべてに○）なお、これらの事業の利用には、一定の利○）なお、これらの事業の利用には、一定の利○）なお、これらの事業の利用には、一定の利○）なお、これらの事業の利用には、一定の利

用者負担が発生します。用者負担が発生します。用者負担が発生します。用者負担が発生します。    

選択肢 利用したい事業 内容等 

１ ファミリーサポートセンター 

育児の援助をしてほしい人、援助できる人、両方を兼ねる人が会員となり、

有償でお互いに助け合う育児の相互援助活動 

２ 保育園等の一時預かり 

家庭にいる乳幼児を、私用など理由を問わずに、保育園等で一時的に預

かるサービス 

３ 幼稚園の預かり保育 

幼稚園の在園児を対象に、私用など理由を問わずに、時間を延長して預かる

事業のうち、不定期な利用を対象とするもの 

４ その他（                                           ） 

 

 

 

 

 

____問問問問16161616____    お子さんは、現在、大津市の地域子育て支援お子さんは、現在、大津市の地域子育て支援お子さんは、現在、大津市の地域子育て支援お子さんは、現在、大津市の地域子育て支援拠点拠点拠点拠点事業事業事業事業等等等等を利用していますか。次の中から、利用さを利用していますか。次の中から、利用さを利用していますか。次の中から、利用さを利用していますか。次の中から、利用さ

れているものれているものれているものれているものすべてにすべてにすべてにすべてに○○○○をつけてください。また、おおよその利用回数（頻度）を（をつけてください。また、おおよその利用回数（頻度）を（をつけてください。また、おおよその利用回数（頻度）を（をつけてください。また、おおよその利用回数（頻度）を（    ）内に）内に）内に）内に数字で数字で数字で数字で

ご記入ご記入ご記入ご記入ください。ください。ください。ください。    

１．地域子育て支援拠点事業（つどいの広場） 

   1週当たり（    ）回 もしくは 1ヶ月当たり（    ）回程度 

２．その他、大津市で実施している類似の事業（具体名：               ） 

   1週当たり（    ）回 もしくは 1ヶ月当たり（    ）回程度 

３．利用していない 

     

 

※ 地域子育て支援拠点事業（つどいの広場） 

子育て中の親が気軽に集い、語り合って子育ての不安を解消する場をいいます。 

市内では、「ゆめっこ」（子育て総合支援センター内）、「にじっこ」（木戸市民センター内）、 

「親と子の未来塾」（せんだん保育園内）、「ありんこ」（風の子保育園内）「てくてく」（保育の家しょう

なん内）、「きらきらひろば」（アル・プラザ瀬田４階）が整備されています。 

    

        

５ あて名のお子さんの地域子育て支援拠点事業等の利用状況についてうかがいます。 
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____問問問問17171717____    ____問問問問16161616____    のような地域のような地域のような地域のような地域子育て支援子育て支援子育て支援子育て支援拠点拠点拠点拠点事業事業事業事業等等等等について、今は利用していないが、できれば今後利用について、今は利用していないが、できれば今後利用について、今は利用していないが、できれば今後利用について、今は利用していないが、できれば今後利用

したい、あるいは、利用日数を増やしたいと思いますか。当てはまる番号したい、あるいは、利用日数を増やしたいと思いますか。当てはまる番号したい、あるいは、利用日数を増やしたいと思いますか。当てはまる番号したい、あるいは、利用日数を増やしたいと思いますか。当てはまる番号１つに１つに１つに１つに○をつけて、おおよ○をつけて、おおよ○をつけて、おおよ○をつけて、おおよ

その利用回数（頻度）を（その利用回数（頻度）を（その利用回数（頻度）を（その利用回数（頻度）を（    ）内に）内に）内に）内に数字でご記入数字でご記入数字でご記入数字でご記入ください。ください。ください。ください。    

    

１．利用していないが、今後利用したい  

     1週当たり（    ）回 もしくは 1ヶ月当たり（    ）回程度 

２．すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい 

     1週当たり 更に（    ）回 もしくは 1ヶ月当たり 更に（    ）回程度 

３．新たに利用したり、利用日数を増やしたいとは思わない     

    

    

____問問問問18181818____    下記の事業で知っているものや、これまでに利用したことがあるもの、今後、利用したいと思うも下記の事業で知っているものや、これまでに利用したことがあるもの、今後、利用したいと思うも下記の事業で知っているものや、これまでに利用したことがあるもの、今後、利用したいと思うも下記の事業で知っているものや、これまでに利用したことがあるもの、今後、利用したいと思うも

のをのをのをのを１～１～１～１～19191919の事業ごとの事業ごとの事業ごとの事業ごとに、Ａ～Ｃのそれぞれについてお答えください。（「はい」「いいえ」のに、Ａ～Ｃのそれぞれについてお答えください。（「はい」「いいえ」のに、Ａ～Ｃのそれぞれについてお答えください。（「はい」「いいえ」のに、Ａ～Ｃのそれぞれについてお答えください。（「はい」「いいえ」のいずれいずれいずれいずれ

かにかにかにかに○）○）○）○）    

 

Ａ 

知っている 

B 

これまでに利用 

したことがある 

Ｃ 

今後利用したい 

１．子育て総合支援センター「ゆめっこ」 はい  いいえ    はい  いいえ    はい  いいえ 

２．児童館（未就園児親子・子育て支援事業など） はい  いいえ    はい  いいえ    はい  いいえ 

３．すこやか相談所 はい  いいえ    はい  いいえ    はい  いいえ 

４．保育園での子育てステーション事業 はい  いいえ    はい  いいえ    はい  いいえ 

５．幼稚園での子育て支援事業 はい  いいえ    はい  いいえ    はい  いいえ 

６．公民館での子育て事業 はい  いいえ    はい  いいえ    はい  いいえ 

７．子育てハンドブック「大津っ子」 はい  いいえ    はい  いいえ    はい  いいえ 

８．児童虐待の早期発見と防止のための手引き はい  いいえ    はい  いいえ    はい  いいえ 

９．子育て情報交換ウェブサイト はい  いいえ    はい  いいえ    はい  いいえ 

10．新生児訪問・乳児家庭全戸訪問 はい  いいえ    はい  いいえ    はい  いいえ 

11．離乳食教室 はい  いいえ    はい  いいえ    はい  いいえ 

12．赤ちゃん相談会 はい  いいえ    はい  いいえ    はい  いいえ 

13．初めてのパパママ教室（第1 子妊娠時のみ） はい  いいえ はい  いいえ 
 

14．小学生を対象とした乳幼児体験事業 はい  いいえ はい  いいえ はい  いいえ 

15．子育てリフレッシュ講座 はい  いいえ はい  いいえ はい  いいえ 

16．家族ふれあい講座「地域であそぼう」 はい  いいえ はい  いいえ はい  いいえ 

17．父親のための子育て講座 はい  いいえ はい  いいえ はい  いいえ 

18．妊婦のつどい  はい  いいえ はい  いいえ はい  いいえ 

19．子ども家庭相談室 はい  いいえ はい  いいえ はい  いいえ 
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____問問問問19191919____    お子さんについて、土曜日と日曜日・祝日に、保育園、幼稚園、認定こども園などを定期的に利用お子さんについて、土曜日と日曜日・祝日に、保育園、幼稚園、認定こども園などを定期的に利用お子さんについて、土曜日と日曜日・祝日に、保育園、幼稚園、認定こども園などを定期的に利用お子さんについて、土曜日と日曜日・祝日に、保育園、幼稚園、認定こども園などを定期的に利用

する希望はありますか。（する希望はありますか。（する希望はありますか。（する希望はありますか。（１つに１つに１つに１つに○）（一時的な利用は除きます）希望がある場合は、利用したい時間○）（一時的な利用は除きます）希望がある場合は、利用したい時間○）（一時的な利用は除きます）希望がある場合は、利用したい時間○）（一時的な利用は除きます）希望がある場合は、利用したい時間

帯をご記入ください。なお、これらの事業の利用には、一定の利用者負担が発生します。帯をご記入ください。なお、これらの事業の利用には、一定の利用者負担が発生します。帯をご記入ください。なお、これらの事業の利用には、一定の利用者負担が発生します。帯をご記入ください。なお、これらの事業の利用には、一定の利用者負担が発生します。    

（１）土曜日（１）土曜日（１）土曜日（１）土曜日    

 
１．利用する必要はない 
２．ほぼ毎週利用したい             利用したい時間帯 
３．月に１～２回は利用したい            （  ：  ）から（  ：  ）まで 

 
（２）日曜日・祝日（２）日曜日・祝日（２）日曜日・祝日（２）日曜日・祝日     

１．利用する必要はない 
２．ほぼ毎週利用したい             利用したい時間帯 
３．月に１～２回は利用したい            （  ：  ）から（  ：  ）まで 

 

____問問問問19191919－－－－１１１１____    ____問問問問19191919____    の（１）もしくは（２）で、「３．月に１～２回は利用したい」に○をつけた方にうかの（１）もしくは（２）で、「３．月に１～２回は利用したい」に○をつけた方にうかの（１）もしくは（２）で、「３．月に１～２回は利用したい」に○をつけた方にうかの（１）もしくは（２）で、「３．月に１～２回は利用したい」に○をつけた方にうか

がいます。がいます。がいます。がいます。毎週ではなく、たまに利用したい理由は毎週ではなく、たまに利用したい理由は毎週ではなく、たまに利用したい理由は毎週ではなく、たまに利用したい理由は何ですか。何ですか。何ですか。何ですか。（当てはまる番号（当てはまる番号（当てはまる番号（当てはまる番号すべてにすべてにすべてにすべてに○）○）○）○）    

    

１．月に数回仕事が入るため        ２．平日に済ませられない用事をまとめて済ませるため 

３．親族の介護や手伝いが必要なため    ４．息抜きのため 

５．その他（              ）    

 

____問問問問20202020____    「幼稚園」を利用されている方にうかがいます。「幼稚園」を利用されている方にうかがいます。「幼稚園」を利用されている方にうかがいます。「幼稚園」を利用されている方にうかがいます。お子さんについて、夏休み・冬休みなど長期の休お子さんについて、夏休み・冬休みなど長期の休お子さんについて、夏休み・冬休みなど長期の休お子さんについて、夏休み・冬休みなど長期の休

暇期間中の施設や事業の利用を希望しますか。（暇期間中の施設や事業の利用を希望しますか。（暇期間中の施設や事業の利用を希望しますか。（暇期間中の施設や事業の利用を希望しますか。（１つに１つに１つに１つに○）希望がある場合は、利用したい時間帯を○）希望がある場合は、利用したい時間帯を○）希望がある場合は、利用したい時間帯を○）希望がある場合は、利用したい時間帯を

ご記入ください。なお、これらの事業の利用には、一定の利用者負担が発生します。ご記入ください。なお、これらの事業の利用には、一定の利用者負担が発生します。ご記入ください。なお、これらの事業の利用には、一定の利用者負担が発生します。ご記入ください。なお、これらの事業の利用には、一定の利用者負担が発生します。    

    

    

１．利用する必要はない    

２．休みの期間中、ほぼ毎日利用したい        利用したい時間帯    

３．休みの期間中、週に数日利用したい         （  ：  ）から（  ：  ）まで 

 

____問問問問20202020－－－－１１１１____    ____問問問問20202020____    で、「３で、「３で、「３で、「３．週に数日利用したい」に○をつけた方にうかがいます。．週に数日利用したい」に○をつけた方にうかがいます。．週に数日利用したい」に○をつけた方にうかがいます。．週に数日利用したい」に○をつけた方にうかがいます。    

毎日ではなく、たまに利用したい理由は毎日ではなく、たまに利用したい理由は毎日ではなく、たまに利用したい理由は毎日ではなく、たまに利用したい理由は何ですか何ですか何ですか何ですか。（当てはまる番号。（当てはまる番号。（当てはまる番号。（当てはまる番号すべてにすべてにすべてにすべてに○）○）○）○）    

 

１．週に数回仕事が入るため        ２．買い物等の用事をまとめて済ませるため 

３．親族の介護や手伝いが必要なため    ４．息抜きのため 

５．その他（              ）    

    

    

        

６ あて名のお子さんの土曜・休日や長期休暇中の「定期的」な教育・保育事業の利用希望についてうかがいます。  

※※※※    記載例（記載例（記載例（記載例（    9999：：：：00 00 00 00 ）から（）から（）から（）から（    18181818：：：：30 30 30 30 ）まで）まで）まで）まで    【【【【    24242424時間制時間制時間制時間制    】】】】    

※※※※    記載例（記載例（記載例（記載例（    9999：：：：00 00 00 00 ）から（）から（）から（）から（    18181818：：：：30 30 30 30 ）まで）まで）まで）まで    【【【【    24242424時間制時間制時間制時間制    】】】】    
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    平日、平日、平日、平日、幼稚園や保育園などの定期的な教育・保育事業を利用幼稚園や保育園などの定期的な教育・保育事業を利用幼稚園や保育園などの定期的な教育・保育事業を利用幼稚園や保育園などの定期的な教育・保育事業を利用していると答えた保護者の方（していると答えた保護者の方（していると答えた保護者の方（していると答えた保護者の方（        問問問問14141414    で１で１で１で１

に○をつけた方）にうかがいます。に○をつけた方）にうかがいます。に○をつけた方）にうかがいます。に○をつけた方）にうかがいます。    ⇒⇒⇒⇒    利用していない方は利用していない方は利用していない方は利用していない方は        問問問問22222222    へへへへ    

    

____問問問問21212121____    この１年間に、お子さんがこの１年間に、お子さんがこの１年間に、お子さんがこの１年間に、お子さんが病病病病気や気や気や気やケガケガケガケガでででで通通通通常の利用ができなかったことはありますか。（常の利用ができなかったことはありますか。（常の利用ができなかったことはありますか。（常の利用ができなかったことはありますか。（１つに１つに１つに１つに○）○）○）○）    

    

１．あった      ⇒⇒⇒⇒    ____問問問問21212121----1111____へへへへ          ２．なかった    ⇒⇒⇒⇒    ____問問問問22222222____へへへへ    

    

    

____問問問問21212121－－－－１１１１____    お子さんがお子さんがお子さんがお子さんが病病病病気やけがで気やけがで気やけがで気やけがで普段普段普段普段利用している施設や事業が利用できなかった場合に、この１年間利用している施設や事業が利用できなかった場合に、この１年間利用している施設や事業が利用できなかった場合に、この１年間利用している施設や事業が利用できなかった場合に、この１年間

に行ったに行ったに行ったに行った対処対処対処対処方方方方法法法法についてお答えください。（当てはまる記号についてお答えください。（当てはまる記号についてお答えください。（当てはまる記号についてお答えください。（当てはまる記号すべてにすべてにすべてにすべてに○）それぞれの日数も（○）それぞれの日数も（○）それぞれの日数も（○）それぞれの日数も（    ））））

内に内に内に内に数字でご記入数字でご記入数字でご記入数字でご記入ください。（ください。（ください。（ください。（半半半半日日日日程程程程度の度の度の度の対応対応対応対応の場合も１日との場合も１日との場合も１日との場合も１日とカウカウカウカウントしてください。）ントしてください。）ントしてください。）ントしてください。）    

1111 年間の対処方法年間の対処方法年間の対処方法年間の対処方法    日数日数日数日数        

ア．父親が休んだ （      ）日 

⇒⇒⇒⇒        問問問問21212121----2222____へへへへ    

イ．母親が休んだ （      ）日 
ウ．親族（同居者を含む）・知人に子どもをみてもらった （      ）日 

⇒⇒⇒⇒        問問問問21212121----5555____へへへへ    

エ．父親又は母親のうち就労していない方が子どもをみた （      ）日 
オ．病児・病後児の保育を利用した （      ）日 
カ．ベビーシッターを利用した （      ）日 
キ．ファミリーサポートセンターを利用した （      ）日 
ク．仕方なく子どもだけで留守番をさせた （      ）日 
ケ．その他（               ） （      ）日 

    

    

____問問問問21212121－－－－１１１１____    で「ア」「イ」のいずれかに回答した方にうかがいます。で「ア」「イ」のいずれかに回答した方にうかがいます。で「ア」「イ」のいずれかに回答した方にうかがいます。で「ア」「イ」のいずれかに回答した方にうかがいます。    

____問問問問21212121－－－－２２２２____    その際、「できればその際、「できればその際、「できればその際、「できれば病児病児病児病児・・・・病病病病後後後後児児児児のための保育施設等を利用したい」と思われましたか。（のための保育施設等を利用したい」と思われましたか。（のための保育施設等を利用したい」と思われましたか。（のための保育施設等を利用したい」と思われましたか。（１つ１つ１つ１つ

にににに○）日数についても（○）日数についても（○）日数についても（○）日数についても（    ）内に）内に）内に）内に数字でご記入数字でご記入数字でご記入数字でご記入ください。なお、ください。なお、ください。なお、ください。なお、病児病児病児病児・・・・病病病病後後後後児児児児のための事業等ののための事業等ののための事業等ののための事業等の

利用には、一定の利用利用には、一定の利用利用には、一定の利用利用には、一定の利用料料料料がかかり、利用前にかかりつけがかかり、利用前にかかりつけがかかり、利用前にかかりつけがかかり、利用前にかかりつけ医医医医のののの受診受診受診受診がががが必要必要必要必要となります。となります。となります。となります。    

    

１．できれば病児・病後児保育施設等を利用したい ⇒（   ）日  ⇒⇒⇒⇒        ____問問問問21212121----３３３３____へへへへ 

２．利用したいとは思わない                     ⇒⇒⇒⇒        ____問問問問21212121----４４４４____へへへへ    

    

____問問問問21212121－－－－３３３３____    ____問問問問21212121－－－－２２２２____    で「１．でで「１．でで「１．でで「１．できればきればきればきれば病児病児病児病児・・・・病病病病後後後後児児児児保育施設等を利用したい」に○をつけた方にうか保育施設等を利用したい」に○をつけた方にうか保育施設等を利用したい」に○をつけた方にうか保育施設等を利用したい」に○をつけた方にうか

がいます。がいます。がいます。がいます。上記の目的で子どもを預ける場合、下記のいずれの事業上記の目的で子どもを預ける場合、下記のいずれの事業上記の目的で子どもを預ける場合、下記のいずれの事業上記の目的で子どもを預ける場合、下記のいずれの事業形態形態形態形態が望ましいと思われますが望ましいと思われますが望ましいと思われますが望ましいと思われます

か。（当てはまる番号か。（当てはまる番号か。（当てはまる番号か。（当てはまる番号すべてにすべてにすべてにすべてに○）○）○）○）    

    

１．幼稚園・保育園等に併設した施設で子どもを保育する事業  

２．小児科に併設した施設で子どもを保育する事業 

３．つどいの広場等の地域子育て支援拠点に併設した施設で子どもを保育する事業 

４．ファミリーサポートセンター等地域住民が子育て家庭の身近な場所で保育する事業 

５．その他（                             ）    

    

                                           ⇒⇒⇒⇒    ____問問問問22222222____へへへへ    

７ あて名のお子さんの病気の際の対応についてうかがいます。（平日の教育・保育を利用する方のみ）  
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____問問問問21212121－－－－４４４４____    ____問問問問21212121－－－－２２２２____    で「で「で「で「２．利用したいと思わない」に○をつけた方にうかがいます。２．利用したいと思わない」に○をつけた方にうかがいます。２．利用したいと思わない」に○をつけた方にうかがいます。２．利用したいと思わない」に○をつけた方にうかがいます。そう思われるそう思われるそう思われるそう思われる

理由についてお答えください。（当てはまる番号理由についてお答えください。（当てはまる番号理由についてお答えください。（当てはまる番号理由についてお答えください。（当てはまる番号すべてにすべてにすべてにすべてに○）○）○）○）    

    

１．病児・病後児を他人に看てもらうのは不安     ２．質に不安がある 

３．利便性（立地や利用可能時間・日数など）がよくない  ４．利用料がかかる・高い 

５．利用方法や利用料がわからない      ６．親が仕事を休んで対応する 

７．子どもが嫌がるから       ８．その他（             ） 

    

    

____問問問問21212121－－－－１１１１____    で「で「で「で「ウウウウ」から」から」から」から｢｢｢｢ケケケケ｣｣｣｣のいずれかに回答した方にうかがいます。のいずれかに回答した方にうかがいます。のいずれかに回答した方にうかがいます。のいずれかに回答した方にうかがいます。    

____問問問問21212121－－－－５５５５____    「「「「できれば父母のいずれかができれば父母のいずれかができれば父母のいずれかができれば父母のいずれかが仕仕仕仕事を休んで事を休んで事を休んで事を休んで看看看看たい」と思われましたか。（たい」と思われましたか。（たい」と思われましたか。（たい」と思われましたか。（１つに１つに１つに１つに○）○）○）○）    

「「「「ウウウウ」から「」から「」から「」から「ケケケケ」の日数のう」の日数のう」の日数のう」の日数のうち仕ち仕ち仕ち仕事を休んで事を休んで事を休んで事を休んで看看看看たかった日数についてもたかった日数についてもたかった日数についてもたかった日数についても数字でご記入数字でご記入数字でご記入数字でご記入ください。ください。ください。ください。    

 

１．できれば仕事を休んで看たい ⇒（   ）日  ⇒⇒⇒⇒    ____問問問問22222222____へへへへ 

２．休んで看ることは非常に難しい ⇒⇒⇒⇒    ____問問問問21212121----６６６６____へへへへ 

 

 

____問問問問22221111－－－－６６６６____    ____問問問問22221111－－－－５５５５____    で「で「で「で「２２２２．休んで．休んで．休んで．休んで看看看看ることはることはることはることは非非非非常に常に常に常に難難難難しい」に○をつけた方にうかがいます。しい」に○をつけた方にうかがいます。しい」に○をつけた方にうかがいます。しい」に○をつけた方にうかがいます。そうそうそうそう

思われる理由についてお答えください。（当てはまる番号思われる理由についてお答えください。（当てはまる番号思われる理由についてお答えください。（当てはまる番号思われる理由についてお答えください。（当てはまる番号すべてにすべてにすべてにすべてに○）○）○）○）    

 

１．子どもの看護を理由に休みがとれない  ２．自営業なので休めない    

３．休暇日数が足りないので休めない   ４．仕事が多忙等で休みづらい 

５．その他（              ）    

    

    

    

    

    

        

⇒⇒⇒⇒    ____問問問問22222222____へへへへ    

ご協力ありがとうございます。 

お手間と時間をとって申し訳ありません。 

もう少しの間、ご協力のほど、よろしくお願

いします。 
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____問問問問22222222____    お子さんについて、日中の定期的な保育やお子さんについて、日中の定期的な保育やお子さんについて、日中の定期的な保育やお子さんについて、日中の定期的な保育や病病病病気のため以気のため以気のため以気のため以外外外外に、に、に、に、私私私私用、親の用、親の用、親の用、親の通院通院通院通院、不定期の就労等の、不定期の就労等の、不定期の就労等の、不定期の就労等の

目的で不定期に利用している事業はありますか。（当てはまる番号目的で不定期に利用している事業はありますか。（当てはまる番号目的で不定期に利用している事業はありますか。（当てはまる番号目的で不定期に利用している事業はありますか。（当てはまる番号すべてにすべてにすべてにすべてに○）○）○）○）    

１年間の利用日数（おおよそ）も（１年間の利用日数（おおよそ）も（１年間の利用日数（おおよそ）も（１年間の利用日数（おおよそ）も（    ）内に）内に）内に）内に数字でご記入数字でご記入数字でご記入数字でご記入ください。ください。ください。ください。    

利用している事業利用している事業利用している事業利用している事業    利用利用利用利用日数（年間）日数（年間）日数（年間）日数（年間）    

１．一時預かり                           

家庭にいる乳幼児を、私用など理由を問わずに、保育園等で一時的に 

預かるサービス 

（     ）日 

２．幼稚園の預かり保育                       

幼稚園の在園児を対象に、私用など理由を問わずに、時間を延長して 

預かる事業のうち、不定期な利用を対象とするもの） 

（     ）日 

３．ファミリーサポートセンター 

   育児の援助をしてほしい人、援助できる人、両方を兼ねる人が会員と 

なり、有償でお互いに助け合う育児の相互援助活動） 

（     ）日 

４．夜間養護等事業：トワイライトステイ               

 （児童養護施設等で休日・夜間、子どもを保育する事業）  

（     ）日 

５．ベビーシッター                         （     ）日 

６．その他（                     ）      （     ）日 

７．利用していない  

    

____問問問問22222222____    で「で「で「で「７７７７．利用していない」と回答した方にうかがいます。．利用していない」と回答した方にうかがいます。．利用していない」と回答した方にうかがいます。．利用していない」と回答した方にうかがいます。    

____問問問問22222222－－－－１１１１____    現在利用していない理由は何ですか。（当てはまる番号現在利用していない理由は何ですか。（当てはまる番号現在利用していない理由は何ですか。（当てはまる番号現在利用していない理由は何ですか。（当てはまる番号すべてにすべてにすべてにすべてに○）○）○）○）    

    

１．特に利用する必要がない    

２．利用したいが近くにない    

３．質に不安がある 

４．利便性（立地や利用可能時間・日数など）がよくない    

５．利用料がかかる・高い 

６．自分が事業の対象者になるのかどうかわからない 

７．事業の内容や利用方法（手続き等）などがわからない 

８．利用料などがわからない 

9．その他（                        ） 

    

    

    

    

    

    

    

    

８ あて名のお子さんの不定期の教育・保育事業や宿泊を伴う一時預かり等の利用についてうかがいます。  

    問問問問23232323 へへへへ    

（              ） 

（              ） 

（              ） 
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____問問問問23232323____    私私私私用、親の用、親の用、親の用、親の通院通院通院通院、不定期の就労等の目的で、年間何日くらい、不定期の就労等の目的で、年間何日くらい、不定期の就労等の目的で、年間何日くらい、不定期の就労等の目的で、年間何日くらいお子さんを預かるお子さんを預かるお子さんを預かるお子さんを預かる事業を利用する事業を利用する事業を利用する事業を利用する必要必要必要必要

があると思いますか。利用希望のがあると思いますか。利用希望のがあると思いますか。利用希望のがあると思いますか。利用希望の有無有無有無有無についてお答えください。（についてお答えください。（についてお答えください。（についてお答えください。（１つに１つに１つに１つに○○○○））））    

利用したい方は利用したい方は利用したい方は利用したい方は①①①①～～～～④④④④の目的の目的の目的の目的別別別別についてもお答えください。（についてもお答えください。（についてもお答えください。（についてもお答えください。（当当当当てはまるてはまるてはまるてはまるものものものものすべてにすべてにすべてにすべてに○○○○）また、利）また、利）また、利）また、利

用したい日数の合用したい日数の合用したい日数の合用したい日数の合計計計計と、目的と、目的と、目的と、目的別別別別の内の内の内の内訳訳訳訳の日数を（の日数を（の日数を（の日数を（    ）内に）内に）内に）内に数字でご記入数字でご記入数字でご記入数字でご記入ください。なお事業の利用にください。なお事業の利用にください。なお事業の利用にください。なお事業の利用に

あたっては、一定の利用あたっては、一定の利用あたっては、一定の利用あたっては、一定の利用料料料料がかかります。がかかります。がかかります。がかかります。    

 

利用状況等 目的別の内容（当てはまる項目すべてに○） 

目的別の内訳

の日数 

1．利用したい 

→年間 計（   ）日 

①私用（買物、習い事等）、リフレッシュ目的 
（   ）日 

②冠婚葬祭、子どもや親の通院 （   ）日 

③不定期の就労 （   ）日 

④その他（              ） （   ）日 

２．利用する必要はない ⇒⇒⇒⇒    ____問問問問24242424____へへへへ 

    

____問問問問23232323－－－－１１１１____    ____問問問問22223333____の目的でお子さんを預ける場合、下記のいずれの事業の目的でお子さんを預ける場合、下記のいずれの事業の目的でお子さんを預ける場合、下記のいずれの事業の目的でお子さんを預ける場合、下記のいずれの事業形態形態形態形態が望ましいと思われますか。が望ましいと思われますか。が望ましいと思われますか。が望ましいと思われますか。

（当てはまる番号（当てはまる番号（当てはまる番号（当てはまる番号すべてにすべてにすべてにすべてに○）○）○）○）    

    

１．幼稚園・保育園等の大規模施設で子どもを預かる事業 

２．つどいの広場等の地域の子育て支援拠点など、小規模施設で子どもを預かる事業 

３．ファミリーサポートセンター等地域住民が子育て家庭の身近な場所で保育する事業 

４．その他（                             ）    

 

 

____問問問問24242424____    この１年間に、保護者の用事などにより、お子さんをこの１年間に、保護者の用事などにより、お子さんをこの１年間に、保護者の用事などにより、お子さんをこの１年間に、保護者の用事などにより、お子さんを泊泊泊泊りがけで預けなければならないことはありりがけで預けなければならないことはありりがけで預けなければならないことはありりがけで預けなければならないことはあり

ましたか。（ましたか。（ましたか。（ましたか。（１つに１つに１つに１つに○）また、この１年間の○）また、この１年間の○）また、この１年間の○）また、この１年間の対処対処対処対処方方方方法法法法とそれぞれの日数はとそれぞれの日数はとそれぞれの日数はとそれぞれの日数は概ね概ね概ね概ね何日ですか。（当ては何日ですか。（当ては何日ですか。（当ては何日ですか。（当ては

まる番号まる番号まる番号まる番号すべてにすべてにすべてにすべてに○）また、それぞれの日数も（○）また、それぞれの日数も（○）また、それぞれの日数も（○）また、それぞれの日数も（    ）内に）内に）内に）内に数字でご記入数字でご記入数字でご記入数字でご記入ください。ください。ください。ください。    

状況等 対処方法（当てはまる項目すべてに○） 対処方法の日数 

１．あった 

（預け先が 

みつからな

かった場合

を含む） 

①（同居者を含む）親族・知人に預けた （   ）泊 

②短期入所生活援助事業（ショートステイ）を利用した 
（   ）泊 

③②以外の保育事業（認可外保育施設、ベビーシッター

等）を利用した 

（   ）泊 

④仕方なく子どもも同行させた （   ）泊 

⑤仕方なく子どもだけで留守番をさせた （   ）泊 

⑥その他（              ） 

２．なかった  

 

____問問問問24242424－－－－１１１１____    ____問問問問24242424____    「１．あっ「１．あっ「１．あっ「１．あったたたた    ①①①①（（（（同居同居同居同居者を含む）親族・知人に預けた」と回答した方にうかがいま者を含む）親族・知人に預けた」と回答した方にうかがいま者を含む）親族・知人に預けた」と回答した方にうかがいま者を含む）親族・知人に預けた」と回答した方にうかがいま

す。す。す。す。その場合のその場合のその場合のその場合の困難困難困難困難度はどの度はどの度はどの度はどの程程程程度でしたか。（度でしたか。（度でしたか。（度でしたか。（１つに１つに１つに１つに○）○）○）○）    

    

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 

        

問問問問23232323----1111 へへへへ    

⇒⇒⇒⇒    問問問問24242424----1111 へへへへ    

問問問問25252525 へへへへ    
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１．低学年（１～３年生）の間だけ利用したい        利用したい時間帯 

２．卒業まで（１～６年生）の間ずっと利用したい       

３．高学年（４～６年生）の間だけ利用したい        （  ：  ）から（  ：  ）まで 

４．利用する必要はない 

１．低学年（１～３年生）の間だけ利用したい        利用したい時間帯 

２．卒業まで（１～６年生）の間ずっと利用したい       

３．高学年（４～６年生）の間だけ利用したい        （  ：  ）から（  ：  ）まで 

４．利用する必要はない 

１．低学年（１～３年生）の間だけ利用したい        利用したい時間帯 

２．卒業まで（１～６年生）の間ずっと利用したい       

３．高学年（４～６年生）の間だけ利用したい        （  ：  ）から（  ：  ）まで 

４．利用する必要はない 

 

 

⇒⇒⇒⇒    あて名のお子さんがあて名のお子さんがあて名のお子さんがあて名のお子さんが5555 歳未満の方は歳未満の方は歳未満の方は歳未満の方は        問問問問28282828    へへへへ 

 

____問問問問25252525____    小小小小学学学学校低校低校低校低学年（１～３年生）と学年（１～３年生）と学年（１～３年生）と学年（１～３年生）と高高高高学年（４～６年生）のう学年（４～６年生）のう学年（４～６年生）のう学年（４～６年生）のうちちちちは、は、は、は、放課放課放課放課後（平日の後（平日の後（平日の後（平日の小小小小学学学学校終了校終了校終了校終了後）の後）の後）の後）の

時間を主にどのような場所で時間を主にどのような場所で時間を主にどのような場所で時間を主にどのような場所で過過過過ごさごさごさごさせせせせたいと思いますか。たいと思いますか。たいと思いますか。たいと思いますか。    

あてはまるものを選択し、それぞれ希望する週当たりの日数をあてはまるものを選択し、それぞれ希望する週当たりの日数をあてはまるものを選択し、それぞれ希望する週当たりの日数をあてはまるものを選択し、それぞれ希望する週当たりの日数を数字で数字で数字で数字でごごごご記入記入記入記入ください。ください。ください。ください。    

※ 高学年はかなり先のことになりますが、現在お持ちのイメージでお答えください。 

 

小学校低学年 

（１～３年生） 

小学校高学年 

（４～６年生） 

１．自宅 週に（    ）日くらい 週に（    ）日くらい 

２．祖父母宅や友人・知人宅 週に（    ）日くらい 週に（    ）日くらい 

３．習い事（学習塾・運動クラブ・ピアノ教室など） 週に（    ）日くらい 週に（    ）日くらい 

４．児童館 週に（    ）日くらい 週に（    ）日くらい 

５．放課後児童クラブ〔学童保育〕  

【費用負担：登録料 + 月10,000 円 + 間食費】 

週に（    ）日くらい 

⇒（   ）時まで 

週に（    ）日くらい 

⇒（   ）時まで 

６．その他（公民館、公園など） 週に（    ）日くらい 週に（    ）日くらい 

    

____問問問問22226666____    土曜日と日曜日・祝日に土曜日と日曜日・祝日に土曜日と日曜日・祝日に土曜日と日曜日・祝日に放課放課放課放課後後後後児童クラブ児童クラブ児童クラブ児童クラブの利用希望はありますか。事業の利用には、一の利用希望はありますか。事業の利用には、一の利用希望はありますか。事業の利用には、一の利用希望はありますか。事業の利用には、一

定の利用定の利用定の利用定の利用料料料料がかかります。（１）（２）それぞれについてお答えください。（がかかります。（１）（２）それぞれについてお答えください。（がかかります。（１）（２）それぞれについてお答えください。（がかかります。（１）（２）それぞれについてお答えください。（１つに１つに１つに１つに○）○）○）○）    

また利用したい時間帯を（また利用したい時間帯を（また利用したい時間帯を（また利用したい時間帯を（    ）内にご記入ください。）内にご記入ください。）内にご記入ください。）内にご記入ください。    

（１）土曜日（１）土曜日（１）土曜日（１）土曜日 

 
 
 
 
 
（２）日曜日・祝日（現在、大津市は児童クラブを日曜日・祝日に開所していません）（２）日曜日・祝日（現在、大津市は児童クラブを日曜日・祝日に開所していません）（２）日曜日・祝日（現在、大津市は児童クラブを日曜日・祝日に開所していません）（２）日曜日・祝日（現在、大津市は児童クラブを日曜日・祝日に開所していません）    

 
 
 
 

 

 

____問問問問27272727____    お子さんの夏休み・冬休みなどの長期の休暇期間中のお子さんの夏休み・冬休みなどの長期の休暇期間中のお子さんの夏休み・冬休みなどの長期の休暇期間中のお子さんの夏休み・冬休みなどの長期の休暇期間中の放課放課放課放課後後後後児童クラブ児童クラブ児童クラブ児童クラブの利用希望はありますか。の利用希望はありますか。の利用希望はありますか。の利用希望はありますか。

事業の利用には、一定の利用事業の利用には、一定の利用事業の利用には、一定の利用事業の利用には、一定の利用料料料料がかかります。（がかかります。（がかかります。（がかかります。（１つに１つに１つに１つに○○○○））））    

また利用したい時間帯を、（また利用したい時間帯を、（また利用したい時間帯を、（また利用したい時間帯を、（    ）内にご記入ください。）内にご記入ください。）内にご記入ください。）内にご記入ください。    

    

    

    

    

    

９ あて名のお子さんが５歳以上の方にうかがいます。 

※※※※    記載例（記載例（記載例（記載例（    9999：：：：00 00 00 00 ）から（）から（）から（）から（    18181818：：：：30 30 30 30 ）まで）まで）まで）まで    【【【【    24242424時間制時間制時間制時間制    】】】】    

※※※※    記載例（記載例（記載例（記載例（    9999：：：：00 00 00 00 ）から（）から（）から（）から（    18181818：：：：30 30 30 30 ）まで）まで）まで）まで    【【【【    24242424時間制時間制時間制時間制    】】】】    
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____問問問問28282828____    １日当たりの子どもと一１日当たりの子どもと一１日当たりの子どもと一１日当たりの子どもと一緒緒緒緒にににに過過過過ごす時間はどのくらいですか。ごす時間はどのくらいですか。ごす時間はどのくらいですか。ごす時間はどのくらいですか。平日の平平日の平平日の平平日の平均均均均的な時間をお答えくださ的な時間をお答えくださ的な時間をお答えくださ的な時間をお答えくださ

い。また、その時間はい。また、その時間はい。また、その時間はい。また、その時間は十分十分十分十分だと思いますか。（だと思いますか。（だと思いますか。（だと思いますか。（１つに１つに１つに１つに○）○）○）○）    

（１）母親【父子家庭の場合、記入は不要です】（１）母親【父子家庭の場合、記入は不要です】（１）母親【父子家庭の場合、記入は不要です】（１）母親【父子家庭の場合、記入は不要です】    

 

子どもと一緒に過ごす時間  （    ）時間 

１．十分だと思う              ２．まあまあ十分だと思う 

３．あまり十分だと思わない         ４．不十分だと思う 

５．わからない 

    

（２）父親【母子家庭の場合、記入は不要です】（２）父親【母子家庭の場合、記入は不要です】（２）父親【母子家庭の場合、記入は不要です】（２）父親【母子家庭の場合、記入は不要です】    

 

子どもと一緒に過ごす時間  （    ）時間 

１．十分だと思う              ２．まあまあ十分だと思う 

３．あまり十分だと思わない               ４．不十分だと思う 

５．わからない 

 
____問問問問29292929____    １日当たり、家事を何時間くらいしますか。１日当たり、家事を何時間くらいしますか。１日当たり、家事を何時間くらいしますか。１日当たり、家事を何時間くらいしますか。平日の平平日の平平日の平平日の平均均均均的な時間を的な時間を的な時間を的な時間をごごごご記入してください。記入してください。記入してください。記入してください。    

母親【父子家庭の場合、記入は不要です】 父親【母子家庭の場合、記入は不要です】 

（      ）時間 （      ）時間 

    

____問問問問30303030____    あなたがあなたがあなたがあなたが仕仕仕仕事と子育てを事と子育てを事と子育てを事と子育てを両立両立両立両立ささささせせせせる上で大る上で大る上で大る上で大変変変変だと思うことは何ですか。だと思うことは何ですか。だと思うことは何ですか。だと思うことは何ですか。    

（当てはまる番号（当てはまる番号（当てはまる番号（当てはまる番号すべてにすべてにすべてにすべてに○）○）○）○）    

    

１．残業や出張が入ること 

２．子どもや自分が病気やけがをしたときに代わりに子どもをみてくれる人がいないこと 

３．配偶者の理解や協力が得られないこと 

４．ご自身や配偶者の親などの理解や協力が得られないこと 

５．職場の理解や協力が得られないこと 

６．職場に子育てを支援する制度がないこと（子どもの看護休暇など） 

７．子どものほかにご自身や配偶者の親などの介護をしなければならないこと 

８．子どもを預かってくれる保育園等がみつからないこと 

９．子どもと接する時間が少ないこと 

   10．仕事をしたことがないので、わからない 

11．その他（                             ）    

    

____問問問問31313131____    お子さんが生まれた時、父母のいずれかもしくはお子さんが生まれた時、父母のいずれかもしくはお子さんが生まれた時、父母のいずれかもしくはお子さんが生まれた時、父母のいずれかもしくは双双双双方が育方が育方が育方が育児児児児休業を休業を休業を休業を取得取得取得取得しましたか。（母親、父親しましたか。（母親、父親しましたか。（母親、父親しましたか。（母親、父親

それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ１つずつに１つずつに１つずつに１つずつに○）○）○）○）    

母親【父子家庭の場合、記入は不要です】 父親【母子家庭の場合、記入は不要です】 

１．当時、働いていなかった ⇒⇒⇒⇒ ____問問問問33333333____へへへへ 

２．現在、育児休業中である ⇒⇒⇒⇒ ____問問問問31313131----1111____へへへへ 

３．取得後、職場に復帰した ⇒⇒⇒⇒ ____問問問問31313131----2222____へへへへ 

４．育児休業中に離職した  ⇒⇒⇒⇒ ____問問問問33333333____へへへへ 

５．取得していない     ⇒⇒⇒⇒ ____問問問問31313131----4444____へへへへ 

１．当時、働いていなかった ⇒⇒⇒⇒ ____問問問問33333333____へへへへ 

２．現在、育児休業中である ⇒⇒⇒⇒ ____問問問問31313131----1111____へへへへ 

３．取得後、職場に復帰した ⇒⇒⇒⇒ ____問問問問31313131----2222____へへへへ 

４．育児休業中に離職した  ⇒⇒⇒⇒ ____問問問問33333333____へへへへ 

５．取得していない     ⇒⇒⇒⇒ ____問問問問31313131----4444____へへへへ 

１０ すべての方に、育児休業や短時間勤務制度など職場の両立支援制度についてうかがいます。 
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____問問問問31313131－－－－１１１１____    ____問問問問31313131____    で「２」を選ばれた方にで「２」を選ばれた方にで「２」を選ばれた方にで「２」を選ばれた方にうかがいます。うかがいます。うかがいます。うかがいます。職職職職場場場場復復復復帰の希望時期に帰の希望時期に帰の希望時期に帰の希望時期に必必必必ずお子さんを預けるこずお子さんを預けるこずお子さんを預けるこずお子さんを預けるこ

とができれば、とができれば、とができれば、とができれば、職職職職場場場場復復復復帰を希望される時期はいつですか。（母親、父親それぞれ（帰を希望される時期はいつですか。（母親、父親それぞれ（帰を希望される時期はいつですか。（母親、父親それぞれ（帰を希望される時期はいつですか。（母親、父親それぞれ（    ）内に）内に）内に）内に数字数字数字数字

でご記入でご記入でご記入でご記入ください。）ください。）ください。）ください。）    

母親【父子家庭の場合、記入は不要です】 父親【母子家庭の場合、記入は不要です】 

平成（   ）年（   ）月／ 

  お子さんが（   ）歳（  ）ヶ月 

平成（   ）年（   ）月／ 

  お子さんが（   ）歳（  ）ヶ月 

                                                                                                                                                                ⇒⇒⇒⇒        問問問問32323232    へへへへ    

    

____問問問問33331111－－－－２２２２____    ____問問問問33331111____    で「３」を選ばれたで「３」を選ばれたで「３」を選ばれたで「３」を選ばれた方にうかがいます。方にうかがいます。方にうかがいます。方にうかがいます。    

職職職職場場場場復復復復帰の状況について母親、父親それぞれについてお答えください。帰の状況について母親、父親それぞれについてお答えください。帰の状況について母親、父親それぞれについてお答えください。帰の状況について母親、父親それぞれについてお答えください。    

（（（（    ）内に）内に）内に）内に数字をご記入数字をご記入数字をご記入数字をご記入ください。ください。ください。ください。    

母親【父子家庭の場合、記入は不要です】 父親【母子家庭の場合、記入は不要です】 

【①復帰時期の希望】 

  １．年度初め    

２．それ以外 （        ）月頃 

【①復帰時期の希望】 

  １．年度初め    

２．それ以外 （        ）月頃 

【②実際に取得した期間】 

⇒お子さんが（   ）歳（  ）ヶ月まで 

【②実際に取得した期間】 

⇒お子さんが（   ）歳（  ）ヶ月まで 

【③希望として取得したかった期間】 

⇒お子さんが（   ）歳（  ）ヶ月まで 

【③希望として取得したかった期間】 

⇒お子さんが（   ）歳（  ）ヶ月まで 

【④もし、お子さんが3歳になるまで育児休業を取れ

るとしたら、希望として取得したかった期間はどれ

ぐらいですか】 

⇒お子さんが（   ）歳（  ）ヶ月まで 

【④もし、お子さんが3歳になるまで育児休業を

取れるとしたら、希望として取得したかった期

間はどれぐらいですか】 

⇒お子さんが（   ）歳（  ）ヶ月まで 

    

    

    

____問問問問31313131－－－－２２２２____    で「で「で「で「②②②②」」」」｢③｣｢③｣｢③｣｢③｣で実際に育で実際に育で実際に育で実際に育児児児児休業を休業を休業を休業を取得取得取得取得した期間と希望がした期間と希望がした期間と希望がした期間と希望が異異異異なる方にうかがいます。なる方にうかがいます。なる方にうかがいます。なる方にうかがいます。    

____問問問問31313131－－－－３３３３____    その理由は以下のうその理由は以下のうその理由は以下のうその理由は以下のうちちちち何ですか。（母親、父親それぞれ何ですか。（母親、父親それぞれ何ですか。（母親、父親それぞれ何ですか。（母親、父親それぞれ当てはまる番号当てはまる番号当てはまる番号当てはまる番号すべてにすべてにすべてにすべてに○）○）○）○）    

実際の取得期間と希望が異なった理由 

母親 

【父子家庭は記入不要】  

父親 

【母子家庭は記入不要】  

１．希望する保育園に子どもを入れるため   

２．家族の希望によるもの   

３．経済的な理由によるもの   

４．人事異動など、職場の事情に合わせたため   

５．自分や子どもの体調が思わしくなかったから   

６．希望の保育園に入れなかったため   

７．その他（              ）   
⇒⇒⇒⇒        問問問問32323232    へへへへ  

実際の取得期間と希望が異なった場合は実際の取得期間と希望が異なった場合は実際の取得期間と希望が異なった場合は実際の取得期間と希望が異なった場合は    ____問問問問31313131----3333____へへへへ、一致した方は一致した方は一致した方は一致した方は        問問問問32323232____へへへへ 
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____問問問問31313131－－－－４４４４____    ____問問問問31313131____    で「５．で「５．で「５．で「５．取得取得取得取得していない」に○をつけた方にうかがいます。していない」に○をつけた方にうかがいます。していない」に○をつけた方にうかがいます。していない」に○をつけた方にうかがいます。    

育育育育児児児児休業を休業を休業を休業を取得取得取得取得しなかった理由は何ですか。（母親、父親それぞれ当てはまる番号しなかった理由は何ですか。（母親、父親それぞれ当てはまる番号しなかった理由は何ですか。（母親、父親それぞれ当てはまる番号しなかった理由は何ですか。（母親、父親それぞれ当てはまる番号すべてにすべてにすべてにすべてに○）○）○）○）    

育児休業を取得しなかった理由 

母親 

【父子家庭は記入不要】  

父親 

【母子家庭は記入不要】  

１．子育てや家事に専念するために退職したため   

２．職場に育児休業の制度がなかった（就業規則に定めがない）   

３．育児休業の制度はあったが有期雇用のため取得できなかった   

４．育児休業を知らなかった   

５．知らずに退職した   

６．職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった   

７．仕事が忙しく、取りたくても取れなかった   

８．仕事に早く復帰するため   

９．育休後に仕事に戻るのが大変そうだった   

10．昇給・昇格に影響が出そうだった   

11．収入減になるので経済的に苦しいため   

12．保育園等の預ける場所があったから   

13．配偶者が育児休業を取得した   

14．配偶者を含む同居の親族等が働いていないなど、取得する必要がなかった    

15．働いていなかった   

16．その他（              ）   
    

    

____問問問問32323232____    短短短短時間勤時間勤時間勤時間勤務制務制務制務制度を利用しましたか。（母親、父親それぞれ度を利用しましたか。（母親、父親それぞれ度を利用しましたか。（母親、父親それぞれ度を利用しましたか。（母親、父親それぞれ１つずつに１つずつに１つずつに１つずつに○）○）○）○）    

短時間勤務制度の利用状況と利用しなかった場合の理由 

母親 

【父子家庭は記入不要】  

父親 

【母子家庭は記入不要】  

１．利用した （又は、利用する予定）   

２．利用しなかった  （又は、利用しない予定） 

※「利用しなかった」を選んだ方は理由をお答えください。（当てはまる番号すべてに○）  

  

利
用

し
な

か
っ

た
（

又
は

利
用

し
な

い
予

定
）

理
由

 

① 職場に制度を利用しにくい雰囲気あった   

② 仕事が多忙だった   

③ 経済的な事情   

④ 保育園の入園の優先順位が下がるため   

⑤ 同居の家族が子どもを見てくれたから   

⑥ 制度があったことを知らなかった   

⑦ 働いていなかった   

⑧ その他（                ）   

    

    

        



20 
 

 

    

    

 

____問問問問 33333333____    あなたはあなたはあなたはあなたは子育てをするうえで、次のようなことを感じることはありますか。次の１～子育てをするうえで、次のようなことを感じることはありますか。次の１～子育てをするうえで、次のようなことを感じることはありますか。次の１～子育てをするうえで、次のようなことを感じることはありますか。次の１～11119999 について、について、について、について、

それぞれお答えください。（それぞれお答えください。（それぞれお答えください。（それぞれお答えください。（１つずつに１つずつに１つずつに１つずつに○）○）○）○）    

子育てで感じること 

非常に 

感じる 

時々 

感じる 

あまり 

感じない 

まったく 

感じない 

１．自分の時間がとれず、自由がない １ ２ ３ ４ 

２．夫婦や家族との間で子育てに対する意見が合わない １ ２ ３ ４ 

３．子育てに対する配偶者や家族の理解や協力が得られない １ ２ ３ ４ 

４．子育てに不安や負担を感じる １ ２ ３ ４ 

５．社会から孤立しているように感じる １ ２ ３ ４ 

６．子どもの健康や食生活が気にかかる １ ２ ３ ４ 

７．成長、発達が遅れているのではないかと気にかかる １ ２ ３ ４ 

８．子どもの気持ちや考えていることがよくわかる １ ２ ３ ４ 

９．子どもに教えられることがよくある １ ２ ３ ４ 

10．子どもを通して知り合いや、友だちが増えた １ ２ ３ ４ 

11．家族のきずなが強くなった １ ２ ３ ４ 

12．保育園や幼稚園などでの子どもの生活や友達関係に不安がある １ ２ ３ ４ 

13．子育ての悩みや不安を気軽に相談できる相手がいない １ ２ ３ ４ 

14．同じ年頃の子どもを持つ親同士で話す機会がない １ ２ ３ ４ 

15．保育サービスや公共施設などの情報が入手しにくい １ ２ ３ ４ 

16．子育てにお金がかかる １ ２ ３ ４ 

17．子どもが問題を起こしたときなど、適切に対応できる １ ２ ３ ４ 

18．大体において自分の子育てに満足している １ ２ ３ ４ 

19．子どもといると楽しい １ ２ ３ ４ 

 

____問問問問34343434____    子育ての子育ての子育ての子育ての仲仲仲仲間や友だ間や友だ間や友だ間や友だちちちちはどのようなきっかけでできましたか。（当てはまる番号はどのようなきっかけでできましたか。（当てはまる番号はどのようなきっかけでできましたか。（当てはまる番号はどのようなきっかけでできましたか。（当てはまる番号すべてにすべてにすべてにすべてに○）○）○）○）    

 

１．子ども同士が友だちだった 

２．同じ産院だった 

３．妊婦教室で出会った 

４．市役所の乳幼児健診や赤ちゃん相談会などで出会った 

５．地域の子育て支援事業等で出会った（自主グループ、保育園、幼稚園、児童館、ゆめっこ他） 

６．保育園、幼稚園、学校、児童クラブ等の仲間 

７．職場の仲間 

８．近所の人 

９．幼なじみや以前からの友だち 

10．インターネット等で知り合った 

11．子育ての仲間や友だちはいない 

12．その他（                                 ） 

  

１１ 子育てや家庭生活などについてうかがいます。 
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____問問問問35353535____    あなたの家あなたの家あなたの家あなたの家族の族の族の族の近近近近所所所所づづづづきあいは、どのきあいは、どのきあいは、どのきあいは、どの程程程程度ですか。（度ですか。（度ですか。（度ですか。（１つに１つに１つに１つに○）○）○）○）    

    

１．暮らしの面でさまざまな助け合いをしている 

２．困りごとや悩みごとを相談し合っている 

３．一緒に外出したりするが、助け合ったり困りごとを相談したりする間柄ではない 

４．宅配便などを預かったりみやげものを分けたりするが、暮らしの中に入り込んだつきあいはない 

５．あいさつをする程度 

６．まったくつきあっていない 

７．その他（                                  ） 

    

    

____問問問問36363636____    あなたは、地域で子どもがあなたは、地域で子どもがあなたは、地域で子どもがあなたは、地域で子どもが健健健健やかに育まれるようにするために、地域はどのようなことにやかに育まれるようにするために、地域はどのようなことにやかに育まれるようにするために、地域はどのようなことにやかに育まれるようにするために、地域はどのようなことに力力力力を入れを入れを入れを入れ

るべきだと思いますか。（るべきだと思いますか。（るべきだと思いますか。（るべきだと思いますか。（３つまでに３つまでに３つまでに３つまでに○）○）○）○）    

    

１．子どもの安全を確保するための活動をする 

２．子どもに礼儀やしつけをしっかりと教える 

３．地域の歴史や文化、自然を体験したり学ぶ機会を増やす 

４．文化やスポーツなど、子どもの個性を伸ばす活動をする 

５．子どもの学力を伸ばすための活動をする 

６．異なる考えを持った人たちや異なる年齢の人たちとの交流を進める 

７．保護者・地域住民の学校行事への参加を増やす 

８．学校が保護者・地域住民に対して学校施設等を開放する機会を増やす 

９．保護者・地域住民の地域の活動への参加を増やす 

10．その他（                                 ） 

11．わからない 

    

    

____問問問問37373737____    あなたは、地域の子どもたあなたは、地域の子どもたあなたは、地域の子どもたあなたは、地域の子どもたちちちちとのとのとのとの交流交流交流交流やややや活動活動活動活動にににに参加参加参加参加していますか。次のしていますか。次のしていますか。次のしていますか。次の①①①①～～～～⑥⑥⑥⑥について、それぞれについて、それぞれについて、それぞれについて、それぞれ

お答えください。（お答えください。（お答えください。（お答えください。（１つずつに１つずつに１つずつに１つずつに○）○）○）○）    

項目 

積極的に 

している 

時々 

している 

あまり 

していない 

まったく 

していない 

①子ども会活動、保護者会（PTAなど）活動に参加する １ ２ ３ ４ 

②地域の子どもたちのスポーツ・文化活動などに参加する １ ２ ３ ４ 

③地域の祭りやイベントに親子で参加する １ ２ ３ ４ 

④子育てサークルや悩み相談グループなどの活動に参加する １ ２ ３ ４ 

⑤地域で子どもを持つ保護者同士で情報交換する １ ２ ３ ４ 

⑥上記以外の活動（             ） １ ２   

    

１２ 地域の子育て支援や大津市の子育て支援サービスについてうかがいます。 
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____問問問問38383838____    あなたは、地域と地域の子どもたあなたは、地域と地域の子どもたあなたは、地域と地域の子どもたあなたは、地域と地域の子どもたちちちちのののの交流交流交流交流やややや活動活動活動活動をさらにをさらにをさらにをさらに活活活活発にするために発にするために発にするために発にするために、どの、どの、どの、どのようなことがようなことがようなことがようなことが必必必必

要要要要だと思いますか。（だと思いますか。（だと思いますか。（だと思いますか。（２つまでに２つまでに２つまでに２つまでに○）○）○）○）    

    

１．活動に地域の人が参加する機会の増加 

２．調整や助言を行う専門的なコーディネーター役 

３．自治会など地域組織で、子どもや子育てについての活動に力を入れること 

４．地域活動を支援するボランティアの募集や養成 

５．地域活動を支援するNPOの育成 

６．子どもにかかわる地域活動の情報の一元化 

７．地域活動の拠点になる場を身近なところにつくること 

８．子どもが意見を出し、中心になって行う活動の育成 

９．地域のすべての子どもが参加できるような配慮（障害がある子の参加の促進など） 

10．その他（                                   ） 

11．わからない 

 

 

____問問問問39393939____    今のあなた今のあなた今のあなた今のあなたが、安が、安が、安が、安心心心心して子育てが出して子育てが出して子育てが出して子育てが出来来来来るるるる社会社会社会社会を実現するために、もっともを実現するために、もっともを実現するために、もっともを実現するために、もっとも必要必要必要必要とととと感じるものは何で感じるものは何で感じるものは何で感じるものは何で

すか。（すか。（すか。（すか。（３つまでに３つまでに３つまでに３つまでに○）○）○）○）    

    

１．働きながら子育てできる労働環境の整備 

２．児童手当の充実や保育料の軽減 

３．幼稚園における在園児向けの預かり保育や延長保育等の充実 

４．幼稚園における0歳～3歳の通園体験事業の充実 

５．幼稚園における3歳児保育の拡充 

６．待機児童になる心配がなく、いつでも子どもを預けられる保育施設の拡充 

７．幼稚園と保育園の機能を併せもつ認定こども園の促進 

８．保育時間の延長など、保育サービスの拡充 

９．病児・病後児を安心して預けることが出来るサービスの充実 

10．妊娠・出産・子育ての不安や悩みの相談や情報提供、学ぶ機会の充実 

11．安心して受診できる医療機関の整備 

12．子育てに十分なゆとりのある住宅の整備 

13．オムツ替え・授乳スペースなどが整備された、乳幼児連れでも活動しやすい施設の拡充 

14．子どもが安心して遊べる広場や公園等の整備 

15．自然とふれあう場や機会の増大 

16．同じ世代の親子が一緒にくつろげて情報交換もできる場の確保 

17．男女が共に子育てに参加する社会の環境づくり 

18．地域で子育てを支える住民参加の機会の提供 

19．児童虐待を防止するための対策や啓発 

20．その他（                                   ） 

21．特にない 

 

 

        



 

____問問問問40404040____    最最最最後に、後に、後に、後に、教育・保育環境の教育・保育環境の教育・保育環境の教育・保育環境の充充充充実実実実

てごてごてごてご意見意見意見意見がごがごがごがござざざざいましたら、ご自由にご記入ください。いましたら、ご自由にご記入ください。いましたら、ご自由にご記入ください。いましたら、ご自由にご記入ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートの回答に多くの時間と、お手間を取っていただき、まことにありがとうございました。アンケートの回答に多くの時間と、お手間を取っていただき、まことにありがとうございました。アンケートの回答に多くの時間と、お手間を取っていただき、まことにありがとうございました。アンケートの回答に多くの時間と、お手間を取っていただき、まことにありがとうございました。

いただきました結果をもとに、今後も「子育てしやすいまち大津」実現のため、努力してまいります。いただきました結果をもとに、今後も「子育てしやすいまち大津」実現のため、努力してまいります。いただきました結果をもとに、今後も「子育てしやすいまち大津」実現のため、努力してまいります。いただきました結果をもとに、今後も「子育てしやすいまち大津」実現のため、努力してまいります。

なお、アンケートは切手を貼らずに同封の封筒に入れ、なお、アンケートは切手を貼らずに同封の封筒に入れ、なお、アンケートは切手を貼らずに同封の封筒に入れ、なお、アンケートは切手を貼らずに同封の封筒に入れ、

    

 

アンケート調査等により、子育て家

庭の子育て支援の利用状況や利用

希望等を把握 

子育て家庭 

回答 

いただいた回答は大津の子育て支援に生

幼稚園、保育園、 

認定こども園 

小規模保育 

家庭的保育等 

放課後児童クラブ、地域子育て支援拠点事

業、一時預かり、病児・病後児保育 等 
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教育・保育環境の教育・保育環境の教育・保育環境の教育・保育環境の充充充充実実実実やややや子育てのサポート子育てのサポート子育てのサポート子育てのサポートなど、大津市の子ども・子育て支援施など、大津市の子ども・子育て支援施など、大津市の子ども・子育て支援施など、大津市の子ども・子育て支援施策策策策に関しに関しに関しに関し

てごてごてごてご意見意見意見意見がごがごがごがござざざざいましたら、ご自由にご記入ください。いましたら、ご自由にご記入ください。いましたら、ご自由にご記入ください。いましたら、ご自由にご記入ください。    

アンケートの回答に多くの時間と、お手間を取っていただき、まことにありがとうございました。アンケートの回答に多くの時間と、お手間を取っていただき、まことにありがとうございました。アンケートの回答に多くの時間と、お手間を取っていただき、まことにありがとうございました。アンケートの回答に多くの時間と、お手間を取っていただき、まことにありがとうございました。

いただきました結果をもとに、今後も「子育てしやすいまち大津」実現のため、努力してまいります。いただきました結果をもとに、今後も「子育てしやすいまち大津」実現のため、努力してまいります。いただきました結果をもとに、今後も「子育てしやすいまち大津」実現のため、努力してまいります。いただきました結果をもとに、今後も「子育てしやすいまち大津」実現のため、努力してまいります。

なお、アンケートは切手を貼らずに同封の封筒に入れ、なお、アンケートは切手を貼らずに同封の封筒に入れ、なお、アンケートは切手を貼らずに同封の封筒に入れ、なお、アンケートは切手を貼らずに同封の封筒に入れ、10101010 月月月月31313131 日（木）までに日（木）までに日（木）までに日（木）までにポストにご投函ください。ポストにご投函ください。ポストにご投函ください。ポストにご投函ください。

「大津市子ども・子育て支援事業計画」「大津市子ども・子育て支援事業計画」「大津市子ども・子育て支援事業計画」「大津市子ども・子育て支援事業計画」

【５か年計画】

 

幼児期の学校教育・保育や地域の子育て支援について

・「量の見込み（現在の利用状況＋利用希望）」

・「確保方策（確保の内容＋実施時期）」

アンケート調査等により、子育て家

庭の子育て支援の利用状況や利用

希望等を把握 

計画に基づいて整備 

調査票を送付 

大津市子ども・子育て会議

大津市 

いただいた回答は大津の子育て支援に生かします！ 

など、大津市の子ども・子育て支援施など、大津市の子ども・子育て支援施など、大津市の子ども・子育て支援施など、大津市の子ども・子育て支援施策策策策に関しに関しに関しに関し

アンケートの回答に多くの時間と、お手間を取っていただき、まことにありがとうございました。アンケートの回答に多くの時間と、お手間を取っていただき、まことにありがとうございました。アンケートの回答に多くの時間と、お手間を取っていただき、まことにありがとうございました。アンケートの回答に多くの時間と、お手間を取っていただき、まことにありがとうございました。    

いただきました結果をもとに、今後も「子育てしやすいまち大津」実現のため、努力してまいります。いただきました結果をもとに、今後も「子育てしやすいまち大津」実現のため、努力してまいります。いただきました結果をもとに、今後も「子育てしやすいまち大津」実現のため、努力してまいります。いただきました結果をもとに、今後も「子育てしやすいまち大津」実現のため、努力してまいります。    

ポストにご投函ください。ポストにご投函ください。ポストにご投函ください。ポストにご投函ください。    

「大津市子ども・子育て支援事業計画」「大津市子ども・子育て支援事業計画」「大津市子ども・子育て支援事業計画」「大津市子ども・子育て支援事業計画」    

【５か年計画】 

幼児期の学校教育・保育や地域の子育て支援について 

・「量の見込み（現在の利用状況＋利用希望）」 

・「確保方策（確保の内容＋実施時期）」        を記載 

調査によって把握した利用

希望などを考慮して、「大

津市子ども・子育て支援事

業計画」を策定 

大津市子ども・子育て会議 

 


