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子ども・子育て支援事業計画に関するニーズ調査について 

 

 

 １ 目的 

子ども・子育て支援新制度における「子ども・子育て支援事業計画」の策定に向けて、幼 

児期の学校教育・保育・地域の子育て支援の量の見込み（現在の利用状況＋利用希望）を調 

査する。 

 

 ２ 実施時期 

  平成 25年 12月 5日（木）～平成 26年 1月 8日（水） 

    

 ３ 調査対象者 

  住民基本台帳を用いて、市内在住の未就学児 4,800人を無作為に抽出し、その保護者を対象 

に実施する。 

区 分 調査対象者数 
実対象者数 

(Ｈ25.10.1現在) 

調査票の 

回収率 

未就学児の 

保護者 

0歳児 800人 1,546人 

50％ 

1歳児 800人 1,585人 

2歳児 800人 1,635人 

3歳児 800人 1,652人 

4歳児 800人 1,683人 

5歳児 800人 1,732人 

合 計 4,800人 9,833人  

 

 ４ 調査項目・・・別添「上越市子ども・子育て支援ニーズ調査票」のとおり 

  ・設 問 数：36項目（必須：24項目、任意：12項目） 

・調査票枚数：14ページ 

   ※参考 国の示す調査票 設 問 数：63項目（必須：24項目、任意：39項目） 

               調査票枚数：23ページ 

 

 ５ 調査方法 

  郵送による配布及び回収 

 

６ 回収率 

 53.5％（回収票数 2,570票） 
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上越市子ども・子育て支援ニーズ調査 

ご協力のお願い 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就学前児童の保護者の皆さまへ 

日頃から、市政にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

 昨年 8 月に、一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会の実現に寄与する

ことを目的とする「子ども・子育て支援法」が成立し、平成 27 年 4 月から子ども・子育

て支援新制度がスタートする予定です。 

 上越市では、この制度のもと、幼児期の教育・保育や様々な子ども・子育て支援の充実

を図るため、子育て家庭の皆さまから、施設やサービスの利用状況と利用希望をお聴かせ

いただきたく、アンケートを実施することとしました。 

 皆さまからご回答いただいた内容は、施設やサービスをどのように整備し、実施してい

くかを定める事業計画を策定するための貴重な資料とさせていただきます。 

つきましては、お忙しいこととは存じますが、調査の趣旨にご理解いただき、ご協力く

ださいますようお願い申し上げます。 

                          平成 25 年 12 月 5 日 

上越市長 村山 秀幸 

 

 

 

上越市 PRマスコット「上越忠義隊けんけんず」 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

上越市役所こども課企画係 

【電話】025-526-5111  【電話受付時間】平日 8：30～17：15 

【ＦＡＸ】025-526-6116 

【Ｍａｉｌ】kodomo@city.joetsu.lg.jp 
 

 

 

 

 

 

「みんなが笑顔で子育てできるまち」

を実現するため、皆さまの声をお聴

かせかせください 
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ご記入が済みましたら、お手数ですが同封の返信用封用（切手は不要）に入れて、 

 

１２月２０日（金）までに郵便ポストにご投函ください。 
 

 

 

 

 

 

 １ アンケート調査について 

・この調査は、市内にお住まいの小学校就学前のお子さんの中から、無作為に 4,800 人を抽 

出させていただき、その保護者の方にご協力をお願いするものです。 

 ・ご回答いただいた内容は、調査結果をまとめるために利用し、調査の目的以外に使用する 

ことは一切ありません。 

  ・ご回答者個人が特定されることはありません。また、ご回答いただいた内容は、実際の施設 

やサービスの利用の可否などには一切影響ありません。 

 

２ 記入方法について 

・アンケートには、封筒の宛名のお子さんの保護者の方が記入してください。（保護者ご本人 

   の記入が難しい場合には、ご家族の方などが代わって、記入してください。） 

※氏名の記入の必要はありません。 

・黒または青のボールペン、濃い鉛筆等ではっきりとご記入ください。回答を書き直す場合は、 

×を付けるか、二重線を引くなどして書き直してください。 

・ご回答は、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。 

・設問によって、「あてはまる番号１つに○」「あてはまる番号すべてに○」など、回答数を 

指定している場合は、指定の範囲内で ○ をつけてください。また、「その他」をお選びい 

ただいた場合、その後にある（ ）内には、具体的な内容を記入してください。 

・数字で時刻をご記入いただく場合は、「午前」「午後」を分けないで、「午後６時」を「１ 

 ８時」のように24 時間制で記入してください。 

・設問のご回答によって、次の設問に回答していただく必要がなくなる場合がありますので、 

 ことわり書きや矢印に従って回答してください。特にことわり書きのない場合は次の設問に 

お進みください。 

・このアンケートのご回答に必要な時間の目安は１５分程度を想定しています。 

 

ご記入にあたってお読みください 
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問１ お住まいの地域自治区はどちらですか。（あてはまる番号 1つに○をつけてください） 

１．高田区    ２．新道区     ３．金谷区    ４．春日区    ５．諏訪区 

６．津有区    ７．三郷区     ８．和田区    ９．高士区   １０．直江津区 

１１．有田区   １２．八千浦区   １３．保倉区   １４．北諏訪区  １５．谷浜・桑取区 

１６．安塚区   １７．浦川原区   １８．大島区   １９．牧区    ２０．柿崎区    

２１．大潟区   ２２．頸城区    ２３．吉川区   ２４．中郷区   ２５．板倉区    

２６．清里区   ２７．三和区    ２８．名立区 

お住まいの地域自治区がわからない場合は住所を書いてください。 

※記入例：上越市木田１丁目、上越市五智１丁目 （番地の記入は不要です） 

 

 

 

 

 

問２ 宛名のお子さんの生年月はいつですか。（□内に数字でご記入ください。数字は一枠に一字） 

 平成 □□年 □□月生まれ 

 

問３ このアンケートにご回答いただいている方は、宛名のお子さんからみて、いずれに該当しますか。 

（あてはまる番号１つに○をつけてください） 

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

 

問４ このアンケート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。 

（あてはまる番号１つに○をつけてください） 

１．配偶者がいる            ２．配偶者はいない 

 

問５ 宛名のお子さんの子育て（教育を含む）をしているのは、主にどなたですか。 

（お子さんからみた関係で、あてはまる番号１つに○をつけてください） 

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（      ） 

  

問６ 日頃、宛名のお子さんをみてもらえる親族・知人はいますか。（あてはまる番号すべてに○をつけてく 
ださい） 
１．日常的に祖父母など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など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 

封筒の宛名のお子さんとご家族の状況についてうかがいます。 

⇒ 問７へ 

お住まいの地域についてうかがいます。 

住所：上越市                

⇒ 問８へ 
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問７ 問６で「５．いずれもいない」に○をつけた方にうかがいます。  

宛名のお子さんの子育て（教育を含む）をする上で、気軽に相談できる人はいますか。また、相談でき

る場所はありますか。（あてはまる番号１つに○をつけてください） 

１．いる／ある         ２．いない／ない   

 

 

 

 

 

※問８～10は、母親・父親それぞれについて、お答えください。該当する方がいない場合は、記入は 

不要です。（ひとり親の方は、ご自身に関する設問のみ、お答えください）  

問８ 宛名のお子さんのご両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。 
 
（１）母親（あてはまる番号１つに○をつけてください。） ※父子家庭の場合は記入不要です。  

１．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しており、 

産休・育休・介護休業中ではない 

2．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しているが、 

産休・育休・介護休業中である 

３．パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で就労しており、 

産休・育休・介護休業中ではない 

4．パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で就労しているが、 

産休・育休・介護休業中である 

5．以前は就労していたが、現在は就労していない 

6．これまで就労したことがない 

 

（１）-1 （１）で「１.」～「４.」（就労している）に○をつけた方にうかがいます。  

１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）」をお答えください。 

（□内に数字でご記入ください。） 

※就労日数や就労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。 

※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。 

      １週当たり □日程度      １日当たり □□時間程度 

 

（１）-2 （１）で「１.」～「４.」（就労している）に○をつけた方にうかがいます。 

家を出る時刻と帰宅時刻をお答えください。（□内に数字でご記入ください。） 

※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。 

※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。 

※時間は、必ず （例）０８時３０分・１８時００分のように２４時間制でお答えください。 

※自営業等で通勤を要しない方は、「勤務を開始する時刻」と「勤務を終える時刻」をお答えくだ 

さい。 

 家を出る時刻 □□時□□分頃     帰宅時刻 □□時□□分頃 

 

 

 

 

宛名のお子さんのご両親の就労状況についてうかがいます。 

⇒ （1）-1へ 

⇒ （2）へ 
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（２）父親（あてはまる番号１つに○をつけてください。） ※母子家庭の場合は記入不要です。 

１．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しており、 

育休・介護休業中ではない 

2．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しているが、 

育休・介護休業中である 

３．パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で就労しており、 

育休・介護休業中ではない 

4．パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で就労しているが、 

育休・介護休業中である 

5．以前は就労していたが、現在は就労していない 

6．これまで就労したことがない 

 

（２）-1 （２）で「１.」～「４.」（就労している）に○をつけた方にうかがいます。 

１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）」をお答えください。 

（□内に数字でご記入ください。） 

※就労日数や就労時間が、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。 

※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。 

      １週当たり □日程度      １日当たり □□時間程度 

 

（２）-2 （２）で「１.」～「４.」（就労している）に○をつけた方にうかがいます。 

家を出る時刻と帰宅時刻をお答えください。（□内に数字でご記入ください。） 

※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。 

※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。 

※時間は、必ず （例）０８時３０分・１８時００分のように２４時間制でお答えください。 

※自営業等で通勤を要しない方は、「勤務を開始する時刻」と「勤務を終える時刻」をお答えくだ 

さい。 

  家を出る時刻 □□時□□分頃     帰宅時刻 □□時□□分頃 

 

問９ 問８の（１）または（２）で「３．」「４．」のいずれか（パート・アルバイト等で就労している）に

○をつけた方にうかがいます。                    ⇒該当しない方は、問 10へ 

フルタイムへの転換希望はありますか。（あてはまる番号１つに○をつけてください。） 

（１）母親        

１．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望があり、実現できる見込みがある 

2．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望はあるが、実現できる見込みはない 

３．パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）の就労を続けることを希望 

４．パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）をやめて子育てや家事に専念したい 

 

（２）父親        

１．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望があり、実現できる見込みがある 

2．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望はあるが、実現できる見込みはない 

３．パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）の就労を続けることを希望 

４．パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）をやめて子育てや家事に専念したい 

⇒ （2）-1へ 

⇒ 問 10へ 
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問 10 問８の（１）または（２）で「５.以前は就労していたが、現在は就労していない」または「６.これま

で就労したことがない」に○をつけた方にうかがいます。        ⇒該当しない方は、問 11へ               

就労したいという希望はありますか。（あてはまる番号１つに○をつけてください。） 

  ※該当する□内には数字をご記入ください。 
 
（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） 

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 

 

（２）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） 

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 

 

 

問10-1 問10の（１）または（２）で「２．」「３．」のいずれかに○をつけた方にうかがいます。 

                                    ⇒該当しない方は、問11へ 

    希望する就労形態についてお答えください。（あてはまる番号1つに○をつけてください。） 

※該当する□内には数字をご記入ください。 

 

（１）母親 

１．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労） 

 

２．パートタイム、アルバイト等（１．以外） → １週当たり □日程度  

１日当たり □□時間程度   

 

（２）父親 

１．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労） 

 

２．パートタイム、アルバイト等（１．以外） → １週当たり □日程度  

１日当たり □□時間程度   

 

 

 

⇒問 11へ 

⇒問 10-1へ 

⇒問 11へ 

⇒問 10-1へ 
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問 11 宛名のお子さんは現在、平日、日常的に幼稚園や保育施設等（問 11-1に記載されている施設やサービ

ス。以下、「幼稚園・保育施設等」とします。）を利用されていますか。あてはまる番号１つに○をつけ

てください。 

 １．利用している  ⇒ 問 11-1へ       ２．利用していない  ⇒ 問 11-4へ 

 

問 11-1 問 11で「１.利用している」に○をつけた方にうかがいます。 

宛名のお子さんは、平日、日常的にどのような幼稚園・保育施設等を利用していますか。 

（あてはまる番号すべてに○をつけてください。）（別紙「施設・サービス一覧」をご覧ください） 

１．幼稚園 

（通常の就園時間の利用） 

 
 

３．認定こども園 

（幼稚園と保育園の機能を併せ持つ施設） 

 

 

５．事業所内保育施設 

（企業が主に従業員用に運営する施設） 

 

 

７．ファミリー・サポート・センター 

（市民が登録会員となって子どもを預ける・ 

預かる相互援助活動） 

 

９．居宅訪問型保育 

（ベビーシッターのような保育者が 

子どもの家庭で保育するサービス） 

 

１１．その他（          ） 

２．保育園（認可保育園） 

（国が定める最低基準に適合した施設で 

新潟県の認可を受けたもの） 

 

４．地域保育園（自治体の認証・認定保育施設） 

（認可保育園ではないが、自治体が認証・ 

認定した施設） 

 

６．幼稚園の預かり保育 

（通常の就園時間を延長して日常的に利用する 

場合のみ） 

 

８．家庭的保育 

（保育者の家庭等で子どもを 

預かるサービス） 

 

１０．その他の認可外の保育施設 

 

 

問 11-2 問 11で「１.利用している」に○をつけた方にうかがいます。 

平日、日常的に利用している幼稚園・保育施設等について、ど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。 

※月曜～金曜のうち何日か、また、１日当たり何時間（何時何分から何時何分まで）かを、□内に具体的 

な数字でご記入ください。 

※時間は、必ず （例）０８時３０分・１８時００分のように２４時間制でご記入ください。 

現在の 

利用状況 

月曜～金曜のうち 

□日 

 １日当たり □□時間程度 

（□□時□□分頃～□□時□□分頃） 

利用希望 
月曜～金曜のうち 

□日 

 １日当たり □□時間程度 

（□□時□□分頃～□□時□□分頃） 

宛名のお子さんの平日の日常的な幼稚園・保育施設等の 

利用状況についてうかがいます。 
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問11-3 問11-1で「１．」～「３．」に○つけた方にうかがいます。 

幼稚園・保育施設等を利用する際に選ぶポイントは何ですか。（あてはまる番号２つに○をつけてくだ 

さい） 

１．利用料金       ２．自宅からの距離    ３．勤務先からの距離    ４．開設時間 

５．施設の設備・サービス ６．通園バスの有無    ７．公立の施設      ８．私立の施設 

９．その他（                                       ） 

 

問 11-4 問 11で「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ですか。 

（あてはまる番号すべてに○をつけてください） 

１．（子どもの教育や発達のため、または子どもの母親か父親が就労していないなどの理由で）利用す

る必要がない 

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、幼稚園・保育施設等に空きがない 

5．利用したいが、経済的な理由でファミリー・サポート・センターなどを利用できない 

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．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） 

８．その他（                                     ） 

 

問 12 すべての方にうかがいます。 

現在、利用している、利用していないにかかわらず、宛名のお子さんの平日の幼稚園・保育施設等として、 

「日常的に」利用したいと考える施設・サービスはどれですか。 

※利用希望について、あてはまる番号すべてに○をつけてください。 

※なお、これらの施設・サービスの利用には、一定の利用者負担が発生します。（別紙「施設・サービス 

一覧」をご覧ください） 

１．幼稚園 

（通常の就園時間の利用） 

 

 

３．認定こども園 

（幼稚園と保育園の機能を併せ持つ施設） 

 

 

５．小規模な保育施設 

（国が定める最低基準に適合した施設で 

市町村の認可を受けた定員概ね６～１９ 

人のもの） 
 

７．幼稚園の預かり保育 

（通常の就園時間を延長して日常的に利用する

場合のみ） 

 

９．家庭的保育 

（保育者の家庭等で子どもを預かるサービス） 

 

11．その他の認可外の保育施設 

 

２．保育園（認可保育園） 

（国が定める最低基準に適合した施設で 

新潟県の認可を受けた定員２０人以上の 

もの） 

４．地域保育園（自治体の認証・認定保育施設） 

（認可保育園ではないが、自治体が認証・ 

認定した施設） 

 

６．事業所内保育施設 

（企業が主に従業員用に運営する施設） 

 

 

８．ファミリー・サポート・センター 

（市民が登録会員となって子どもを預かる・預か 

る相互援助活動） 

 

10．居宅訪問型保育 

（ベビーシッターのような保育者が 

子どもの家庭で保育するサービス） 

12．その他（             ） 
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問 12-1 問 12で「１．」～「３．」に○をつけた方にうかがいます。 

どの地域自治区にある幼稚園・保育施設等を利用したいですか。（あてはまる番号１つに○をつけてくだ 

さい 。）  

１．高田区    ２．新道区     ３．金谷区    ４．春日区    ５．諏訪区 

６．津有区    ７．三郷区     ８．和田区    ９．高士区   １０．直江津区 

１１．有田区   １２．八千浦区   １３．保倉区   １４．北諏訪区  １５．谷浜・桑取区 

１６．安塚区   １７．浦川原区   １８．大島区   １９．牧区    ２０．柿崎区    

２１．大潟区   ２２．頸城区    ２３．吉川区   ２４．中郷区   ２５．板倉区    

２６．清里区   ２７．三和区    ２８．名立区 

利用したい幼稚園・保育施設等がある地域自治区がわからない場合は、具体的な施設名を書いてください。 

 ※記入例：春日保育園、高田幼稚園 

  

 

 

 

 

 

 

 

問 13 すべての方にうかがいます。 

宛名のお子さんは、現在、こどもセンターや子育てひろば（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です）を利用していますか。 

（利用されているものすべてに○をつけ、おおよその利用回数（頻度）を□内に数字でご記入ください。） 

１．こどもセンター、または子育てひろば（親子が集まって過ごしたり、相談をする場） 

   １週当たり □回程度 もしくは １か月当たり □回程度 

２．その他１と類似しているとお考えのサービス（具体名：            ） 

１週当たり □回程度 もしくは １か月当たり □回程度 

３．利用していない 

 

問 14 問 13のようなこどもセンターや子育てひろばについて、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。 

（あてはまる番号１つに○をつけ、おおよその利用回数（頻度）を□内に数字でご記入ください。） 

※こどもセンターや子育てひろばの利用は無料です。（別紙「施設・サービス一覧」をご覧ください） 

 

１．利用していないが、今後利用したい 

   １週当たり □回程度 もしくは １か月当たり □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 さらに □回程度 もしくは １か月当たり さらに □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 

宛名のお子さんの子育てひろばなどの利用状況 

についてうかがいます。 

施設名：                  
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問 15 現在、利用している、利用していないにかかわらず、宛名のお子さんについて、土曜日と日曜日・祝日に、

「定期的」な幼稚園・保育施設等の利用希望はありますか（一時的な利用は除きます）。（あてはまる番号に

○をつけ、希望がある場合は、利用したい時間帯を、(例)０８時３０分～１８時００分のように２４時間制

でご記入ください）。 

※なお、これらの施設・サービスの利用には、一定の利用者負担が発生します。（別紙「施設・サービス一 

覧」をご覧ください） 

※親族・知人による預かりは含みません。 

（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    □□時□□分頃から□□時□□分頃まで 

 

（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    □□時□□分頃から□□時□□分頃まで 

 

問 16 現在、「幼稚園」（「認定こども園」の幼稚園を含む）を利用されている方にうかがいます。 

宛名のお子さんについて、夏休み・冬休みなど長期の休暇期間中の幼稚園・保育施設等の利用を希望します

か。（あてはまる番号 1つに○をつけてください。） 

※希望がある場合は、利用したい時間帯を、 (例)０８時３０分・１８時００分のように２４時間制でご記入 

ください。 

※なお、これらの施設・サービスの利用には、一定の利用者負担が発生します。（別紙「施設・サービス一覧」 

をご覧ください） 

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    □□時□□分頃から□□時□□分 

頃まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宛名のお子さんの土曜日、日曜日・祝日や長期休暇中の 

「定期的」な幼稚園・保育施設等の利用希望についてうかがいます。 
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 問１１で「２．利用していない」に○をつけた方は、問１８へ 

問 17 平日、日常的に幼稚園・保育施設等を利用していると答えた方（問 11で１に○をつけた方）にうかがいま 

す。利用していらっしゃらない方は、問 18にお進みください。 

この１年間に、宛名のお子さんが病気やケガで幼稚園や保育施設等を利用できなかったことはありますか。 

  １．あった      ⇒ 問 17-1へ       ２．なかった  ⇒ 問 18へ 

  
問 17-1 宛名のお子さんが病気やけがで普段利用している幼稚園や保育施設等が利用できなかった場合に、この１ 

年間に、どのように対応されましたか。（あてはまる記号すべてに○をつけ、それぞれの日数も□内に数字 

でご記入ください。半日程度の対応の場合も１日とカウントしてください。） 

 １年間の対処方法 日数 

ア. 父親が休んだ □□ 日程度 

イ. 母親が休んだ □□ 日程度 

ウ. （同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった □□ 日程度 

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 □□ 日程度 

オ. 
病児・病後児保育施設（わたぼうし病児保育室、わかくさ保

育室、がんぎ通り保育室）を利用した 
□□ 日程度 

カ. ベビーシッターを利用した  □□ 日程度 

キ. ファミリー・サポート・センターを利用した  □□ 日程度 

ク. 仕方なく子どもだけで留守番をさせた  □□ 日程度 

ケ. その他（               ） □□ 日程度 
 
  

問 17-2 問 17-1で「ア．」「イ．」のいずれかに回答した方にうかがいます。 

その際、「できれば病児・病後児保育施設などを利用したかった」と思われましたか。 

（あてはまる番号１つに○をつけ、日数についても□内に数字でご記入ください） 

※なお、病児・病後児保育施設の利用には、一定の利用料が必要です。（別紙「施設・サービス一覧」 

をご覧ください）また、利用前にかかりつけ医の受診が必要となります。 

 

１．できれば病児・病後児保育施設などを利用したかった  □□日程度  ⇒ 問 18へ 

２．利用したいとは思わない                 ⇒ 問 17-3へ 

 

問 17-3 問 17-2で「利用したいと思わない」に○をつけた方にうかがいます。そう思われる理由につい 

てあてはまる番号すべてに○をつけてください。 

 

１．病児・病後児を他人に看てもらうのは不安 ２．看てもらえる人がいる 

３．利用可能時間が短い ４．利用料がかかる・高い 

５．施設までの距離が遠い ６．その他（               ）      

宛名のお子さんの病気の際の対応についてうかがいます。 

（問１１で「１．利用している」に○をつけた方のみ） 
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問 18 すべての方にうかがいます。 

宛名のお子さんについて、私用、親の通院、不定期の就労等の理由で不定期に利用しているサービスはあり 

ますか。（あてはまる番号すべてに○をつけてください） 

※１年間の利用日数（おおよそ）も□内に数字でご記入ください。 

※なお、サービスの利用にあたっては、一定の利用料がかかります。（別紙「施設・サービス一覧」をご 

覧ください） 

 

利用しているサービス・日数（年間） 

1．一時預かり（一部の保育園やファミリーヘルプ保育園） 

   （私用など理由を問わずに保育園などで一時的に子どもを 
    保育する事業） □□ 日程度 

２．幼稚園の預かり保育 

（通常の就園時間を延長して不定期に利用する場合のみ） □□ 日程度 

３．ファミリー・サポート・センター 

   （市民が登録会員となって子どもを預ける・預かる相互援 

助活動） 
□□ 日程度 

４．ベビーシッター □□ 日程度 

５．その他（                     ） □□ 日程度 

６．利用していない  
 
 
問18-1 問18で「６．利用していない」と回答した方にうかがいます。 

現在、利用していない理由は何ですか。（あてはまる番号すべてに○をつけてください。） 

１．他人にみてもらうのは不安 ２．みてもらえる人がいる 

３．利用可能時間が短い ４．利用料がかかる・高い 

５．施設までの距離が遠い             ６．その他（              ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宛名のお子さんの幼稚園・保育施設等の 

不定期な利用（一時的な利用など）についてうかがいます。 

⇒問 19へ 

⇒問 18-1へ 
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問 19 すべての方にうかがいます。 

宛名のお子さんについて、問 18のサービスを利用したことがある、利用したことがないにかかわらず、私

用、親の通院、不定期の就労等の理由で、年間何日くらい利用する必要があると思いますか。 

（利用希望の有無について、あてはまる番号・記号すべてに○をつけてください） 

※必要な日数をご記入ください（利用したい日数の合計と、目的別の内訳の日数を□内に数字でご記入くだ
さい）。 

 

１．利用したい 
計 □□ 日程度 

 
ア. 私用（買物、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の

習い事等）、リフレッシュ目的 
 □□ 日程度 

 
イ. 冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含む）

や親の通院 等 
 □□ 日程度 

 
ウ. 不定期の就労  □□ 日程度 

 
エ. その他（               ）  □□ 日程度 

２．利用する必要はない    

 

問 20 この１年間に、保護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族の病気など）により、宛名のお子さんを泊りがけで

家族以外にみてもらわなければならないことはありましたか。（預け先が見つからなかった場合も含みます。）

（あてはまる番号、記号すべてに○をつけてください） 

※それぞれの日数も□内に数字でご記入ください。 

 １年間の対処方法 日数 

１．あった ア. （同居者を含む）親族・知人にみてもらった □□ 泊程度 

 

イ. 
保育事業（認可外保育施設、ベビーシッター等）を利用

した □□ 泊程度 

 
ウ. 仕方なく子どもを同行させた □□ 泊程度 

 
エ. 仕方なく子どもだけで留守番をさせた  □□ 泊程度 

 
オ. その他（               ） □□ 泊程度 

２．なかった  
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※ご回答いただく時点で、宛名のお子さんが５歳以上である方のみお答えください。 

⇒ ５歳未満の方は、問 22へ 

 

問 21 宛名のお子さんについて、放課後（平日の小学校終了後）の時間を、どのような場所で過ごさせたいと思い

ますか。現在お持ちのイメージで、小学校低学年と高学年それぞれの期間についてお答えください。（あて

はまる番号すべてに○をつけ、それぞれ希望する週当たり日数を数字でご記入ください） 

※「放課後児童クラブ」の場合には、利用を希望する時間も□内に数字でご記入ください。時間は必ず（例）

１８時のように２４時間制でご記入ください。 

※「５．放課後児童クラブ」「６.ファミリーサポートセンター」の内容や利用料については、（別紙「施設・ 

サービス一覧」をご覧ください） 

 

放課後の居場所 
過ごさせたい日数（月曜日～金曜日） 

低学年（1～3 年生） 高学年（4～6 年生） 

1．自宅 
週 □ 日くらい 週 □ 日くらい 

２．祖父母宅や友人・知

人宅 
週 □ 日くらい 週 □ 日くらい 

３．習い事 

（学習塾、ピアノ教室、

スポーツクラブなど） 

週 □ 日くらい 週 □ 日くらい 

４．児童館 ※１ 
週 □ 日くらい 週 □ 日くらい 

５．放課後児童クラブ 

〔学童保育〕 
週 □ 日くらい  

→ 下校時から 

□□時□□分頃まで 

週 □ 日くらい  

→ 下校時から  

□□時□□分頃まで 

６．ファミリー・サポー

ト・センター 
週 □ 日くらい 週 □ 日くらい 

７．放課後子ども教室 

※２ 
週 □ 日くらい 週 □ 日くらい 

８．その他 

（公民館、公園など） 
週 □ 日くらい 週 □ 日くらい 

※１ 児童館で行う放課後児童クラブを利用したい場合は「５．」に回答 

※２ 「放課後子ども教室」･･･地域の方々の協力を得て、放課後や週末に小学校や公民館で学習・スポ

ーツ・文化芸術活動などを体験する取組です。保護者の就労の有無に関わらず、すべての小学生が

利用できます。現在、上越市の事業として実施しているものはありません。 

 

 

 

 

 

 

 
小学校就学後の放課後の過ごし方についてうかがいます。 
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問22 子育てに関して不安感や負担感を感じていますか。（あてはまる番号１つに○をつけてください。） 

    

１．非常に感じる     ２．なんとなく感じる    ３．あまり感じない 

４．まったく感じない   ５．なんとも言えない 

 

問23 子育てをしていて、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。（あてはま 

る番号すべてに○をつけてください。） 

１．身体の疲れが大きいこと      

２．精神的な疲れが大きいこと 

３．育児の方法がよくわからず、自信が持てないこと 

４．子どもを叱りすぎているような気がすること 

５．自分の子育てについて、まわりの見る目が気になること 

６．子どもと接する時間を十分に取れないこと 

７．自分（たち）の自由な時間が持てないこと     

８．配偶者・パートナーの協力が少ないこと 

９．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    

10．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 

11．子育てで出費がかさむこと 

12．住居がせまいこと 

13．その他（                                     ） 

14．特になし 

 

問 23 最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がございましたら、ご記入く 

ださい。 

   

   

   

   

   

   

 
 

 

調査にご協力いただきまして、ありがとうございました。 

  

同封の返信用封筒（切手は不要）に入れ、１２月２０日（金）までに

郵便ポストにご投函ください。 
 

市への要望などについてうかがいます。 
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上越市の施設・サービス一覧（平成 25年 10月 1日現在） 

 

１ 子どもを日常的に預かる施設・サービス 

 内容・利用料金 

幼稚園 

市立：2園 

私立：9園 

国立：1園 

学校教育法に基づく教育機関で、保護者の就労状況にかかわらず３歳から入

園できます。３歳になる学年（満３歳児）の受け入れや預かり保育を行って

いる園もあります。 

【利用料金】月額 8,000 円～26,000 円程度（各園によって異なります。） 

保育園（認可保育園） 

 市立：44園 

 私立：18園 

保護者の就労や病気などで家庭で子どもをみることができない場合に保護者

に代わり保育する施設で、新潟県の認可を受けたものです。 

【利用料金】0～64,000 円（保護者の税額や子どもの年齢によって異なり

ます。また、兄弟姉妹の人数に応じた補助制度があります。） 

認定こども園 

 私立：2施設 

幼稚園・保育園のうち、就学前のお子さんに教育・保育を提供する機能と、

子育て支援を行う機能を備え、新潟県の認定を受けた施設です。 

【利用料金】幼稚園、保育園をご覧ください。 

認可外保育施設 新潟県の認可を受けていない保育施設です。認可保育所の入園要件を満たさ

なくても利用できます。 

 事業所内保育施設 

 6施設 

企業等が、主に従業員用に運営する保育施設です。 

【利用料金】10,000～33,000 円（各施設によって異なります。） 

地域保育園（自治

体の認証・認定保

育施設） 

 公立：4園 

認可保育園の設置が困難な地域において設置する保育施設で、上越市が認

証・認定したものです。 

【利用料金】月額 8,500 円（保護者の税額や子どもの年齢によって異なりま

す。また、兄弟姉妹の人数に応じた補助制度があります。） 

小規模な保育施設 国が定める最低基準に適合した保育施設で、市町村の認可を受けた定員 6～

19 人のものです。 

現在、上越市の事業として実施しているものはありません。 

家庭的保育 

 私立：1園 

保育ママなど、保育者の家庭等で子供を預かるものです。 

【利用料金】300 円/時間（利用目的によって異なります。） 

居宅訪問型保育 ベビーシッターのような保育者が子どもの家庭で保育する事業です。 

現在、上越市の事業として実施しているものはありません。 

ファミリー・ 

サポート・センター 

育児の援助を受けたい人（依頼会員）と育児の援助を行いたい人（提供会員）

とにより会員組織をつくり、地域で子育て家庭を支援する仕組みです。0 歳

～おおむね 12 歳までの子どもの送り迎え、預かりなど。 

【利用料金】月曜日～金曜日の午前 7 時～午後 7 時 700 円/時間 

      土曜日、日曜日、祝日及び上記の時間帯以外 800 円/時間 

放課後児童クラブ 

 公設：46施設 

保護者が仕事などにより、昼間、不在となる小学生に対して、適切な遊びと

生活の場を与えて、その健全育成を図る事業です。 

【利用料金】通年利用月額 4,000 円（夏休みなどの長期休業期間や緊急時の

利用料金は異なります） 

 

 

                                         裏面あり 
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２ 子どもを一時的に預かる施設・サービス 

 内容・利用料金 

一時預かり 病気やけが、冠婚葬祭など、保護者の事情でやむを得ず家庭での保育が困難

になった場合、一時的に保育します。 

 保育園 

 公立：17園 

 私立：7園 

【対象】未就園児 

【利用料金】日額 1,100～1,500 円 

※育児のリフレッシュを理由にご利用できます。 

ファミリーヘルプ

保育園 

【対象】生後 8 週間から就学前児童 

【利用料金】 昼間保育 1,000～1,400 円（午前 7 時～午後 6 時まで） 

       夜間保育 800 円（午後 6 時～午後 10 時まで） 

       24 時間保育 3,000 円（宿泊を要するものに限る。また、 

       連続 24 時間を限度とする） 

※昼間保育に限り、育児のリフレッシュを理由にご利用できます。 

幼稚園の預かり保育 

 私立：9園 

通常の教育時間の前後や、土日、夏休みなどに、幼稚園が在園児をお預かり

するものです。保護者の仕事などに応じ、さまざまな形で預かり保育を実施

しています。 

【利用料金】1 回無料～1000 円程度（各園によって異なります） 

休日保育（保育園） 

 私立：1園 

就学前児童で、保護者の就労などにより、日曜日・祝日にも保育を必要とす

る児童をお預かりします。 

【利用料金】1,000～1,400 円 

病児・病後児保育施設 

 

 病児保育室：1施設 

 病後児保育室：2施設 

病気や病気の回復期にある子どもを対象に、幼稚園・保育園での集団保育や

授業への出席が困難な場合に子育てと仕事の両立を支援するため、一時的に

保育する施設です。 

【対象】幼稚園、保育園、小学校 1～3 年生までの子ども 

【利用料金】病児保育室（わたぼうし病児保育室）日額 2,000 円 

      病後児保育室（わかくさ保育室、がんぎ通り保育室）日額 900 

      円 

 

３ その他の子ども・子育て支援サービス 

 内容・利用料金 

こどもセンター 

子育てひろば 

子どもの健やかな育ちを支援する施設です。子育て相談、子育てセミナー、

親子で自由に遊べるプレイルームを開放しています。子どもと一緒に遊びな

がら、保護者同士の情報交換や友達づくりができ、親子で楽しく過ごせます。 

【利用料金】無料 

 


