
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八戸市 

就学児童保護者用 

保護者のみなさまへ 

「八戸市子ども・子育て支援ニーズ調査」に是非ご協力ください 

～八戸市子ども・子育て支援事業計画策定のための重要な調査です～ 

資料５ 

あ調査票の記入にあたっての注意 

◆この調査は、住民基本台帳の中から一定条件のもとで無作為に抽出したお子さんの

保護者のみなさまにご協力をお願いするものです。 

◆この調査は、上記の目的以外には使用いたしません。 

◆ご記入いただいた調査票は、平成２５年○○月○○日（○）までに、同封の返信用

封筒に入れて投函してください。 

◆このアンケートに関するお問い合わせは、次のとおりです。 

八戸市 福祉部 こども家庭課 こども支援グループ 担当：工藤、上村、吉田 

住 所  八戸市内丸一丁目１番１号（別館２階） 

ＴＥＬ  ０１７８－４３－９０９４（直通） 

受 付  平日 ８：１５～１７：００ 

この調査は、次の会社へ調査票の発送・回収・集計等の業務を委託しておりますが、回答者が特定さ

れたり、回答が他に漏れたり、他の目的に利用されたりすることは一切ありません。 

 委託先：○○○○㈱ 

 

皆様には、日頃より市政運営に御理解と御協力を賜り、誠にありがとうございます。 

 さて、現在、国では「子ども・子育て支援法」に基づく子ども・子育て支援のための新しい

制度について、平成 27年度からの導入をめざし、準備を進めております。 

 これに伴い、当市においても、新制度にあわせた「子ども・子育て支援事業計画」を策定す

ることとなります。 

 この計画は、平成 27 年度以降の市の子育て支援施策の方向性を決める大切な計画であるこ

とから、その策定にあたっては、ファミリー・サポート・センターなどの子育て支援事業につ

いて、皆様の利用状況や利用希望をお聞きし、計画に反映する必要があります。そこで、この

たび、「八戸市子ども・子育て支援ニーズ調査」を実施することといたしました。 

つきましては、ご多忙のところ大変お手数をおかけしますが、調査の趣旨を御理解いただき、

何卒、御協力くださいますようお願い申し上げます。 



八戸市子ども・子育て支援ニーズ調査

宛名シールに記載されている町内名と、お住まいの地区を小学校区でご記入ください。
※　学区外通学をしている場合でも、本来指定されていた小学校区でご記入ください。

宛名シールの町内名 お住まいの地区の小学校区

宛名のお子さんの学年を〔　〕内に数字でご記入ください。

この調査票にご回答いただく方はどなたですか。宛名のお子さんからみた関係でお答えくだ
さい。当てはまる番号１つに○をつけてください。

１．母親 ２．父親 ３．その他（　　　　　　　　　　）

この調査票にご回答いただく方の配偶関係についてお答えください。当てはまる番号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

宛名のお子さんの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当て
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４

問５

１　お住まいの地区についてうかがいます

問１

２　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２

小学校〔　　　　〕年生

問３
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八戸市子ども・子育て支援ニーズ調査

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。みてもらえることに関する状
況も含めて、当てはまる番号すべてに○をつけてください。

１．日常的に祖父母等の親族にみてもらえる ア．祖父母等の親族の身体的・精神的な負担や時間的

　　制約を心配することなく、安心して子どもをみて

２．緊急時もしくは用事の際には祖父母等の 　　もらえる

　　親族にみてもらえる イ．祖父母等の親族の身体的負担が大きく心配である

ウ．祖父母等の親族の時間的制約や精神的な負担が大

　　きく心配である

エ．自分たち親の立場として、負担をかけていること

　　が心苦しい

オ．子どもの教育や発達にとってふさわしい環境であ

　　るか、少し不安がある

カ．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３．日常的に子どもをみてもらえる友人・知 ア．友人・知人の身体的・精神的な負担や時間的制約

　　人がいる 　　を心配することなく、安心して子どもをみてもら

　　える

４．緊急時もしくは用事の際には子どもをみ イ．友人・知人の身体的負担が大きく心配である

　　てもらえる友人・知人がいる ウ．友人・知人の時間的制約や精神的な負担が大きく

　　心配である

エ．自分たち親の立場として、負担をかけていること

　　が心苦しい

オ．子どもの教育や発達にとってふさわしい環境であ

　　るか、少し不安がある

カ．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

宛名のお子さんの子育てをする上で、気軽に相談できる人、または相談できる場所はありま
すか。相談先の有無に○をつけてください。また、相談先がある場合、当てはまる番号すべ
てに○をつけてください。

ア．祖父母等の親族　　　　イ．友人や知人　　　　ウ．近所の人　　

エ．民生委員・児童委員　　　オ．自治体の子育て関連担当窓口　

カ．子育て支援施設（児童館・放課後児童クラブ等）　　

キ．保健師・南郷保健センター・県保健所 ク．かかりつけの医師

ケ．その他

３　子どもの育ちをめぐる環境についてうかがいます

問６

みてもらえる親族・知人の有無【複数選択可】 みてもらえることに関する状況【複数選択可】

 １．いる／ある ⇒

 2．いない／ない

⇒

⇒

３．いずれもいない

問７

相談先の有無
【１つ選択】

相談できる人・相談できる場所【複数選択可】
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八戸市子ども・子育て支援ニーズ調査

　 母親の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）についてうかがいます。
【父子家庭の場合は記入は不要です】　

母親の「就労状況」と「就労時間（残業時間を含む）」をお答えください。当てはまる就労状況
に１つ○をつけ、「１～４」に該当した方は、就労時間の欄にある〔　〕内に日数および時間を
数字でご記入ください。産休・育休・介護休業中の方は、休業に入る前の状況でお答えいただき、
就労日数や就労時間が一定でない方は、最も多いパターンについてお答えください。就労時間の
表記は、２４時間制（例：8時00分～18時30分）でご記入ください。
※　フルタイムとは１週５日程度、１日８時間程度の就労を、パート・アルバイト等とは、それ
　   以外の就労をいいます。

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

８－1で「３. 」または「４. 」（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。フルタイムへの転換希望はありますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。

　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．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．パート・アルバイト等の就労を続けることを希望

　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

８－１の質問で「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。
就労したいという希望はありますか。当てはまる番号・記号それぞれ１つに○をつけ、該当する
〔　〕内には数字をご記入ください。

１．すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい

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．子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）

４　宛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

問８－1

母親の就労状況【１つ選択】 就労時間【数字を記入】

４．パート・アルバイト等で就労しているが、産休･育休･介護休業中である 帰宅時間 〔　  　〕時〔　  　〕分

問８－２

問８－３

希望する就労形態
【１つに○】

　ア．フルタイム　　イ．パート、アルバイト等（フルタイム以外）

１．フルタイムで就労しており、産休･育休･介護休業中ではない

⇒

１週当たり 〔　　　 〕日

２．フルタイムで就労しているが、産休･育休･介護休業中である １日当たり 〔　　　 〕時間

３．パート・アルバイト等で就労しており、産休･育休･介護休業中ではない 家を出る時間 〔　　  〕時〔　　  〕分

希望する就労時間
【数字を記入】

　１週当たり〔　　　〕日　　１日当たり〔　　　〕時間
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八戸市子ども・子育て支援ニーズ調査

父親の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）についてうかがいます。
【母子家庭の場合は記入は不要です】

父親の「就労状況」と「就労時間（残業時間を含む）」をお答えください。当てはまる就労状況
に１つ○をつけ、「１～４」に該当した方は、就労時間の欄にある〔　〕内に日数および時間を
数字でご記入ください。産休・育休・介護休業中の方は、休業に入る前の状況でお答えいただき、
就労日数や就労時間が一定でない方は、最も多いパターンについてお答えください。就労時間の
表記は、２４時間制（例：8時00分～18時30分）でご記入ください。
※　フルタイムとは１週５日程度、１日８時間程度の就労を、パート・アルバイト等とは、それ
　   以外の就労をいいます。

９－１で「３.」または「４.」（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。フルタイムへの転換希望はありますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。

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．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．パート・アルバイト等の就労を続けることを希望

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

９－１の質問で「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。
就労したいという希望はありますか。当てはまる番号・記号それぞれ１つに○をつけ、該当する
〔　〕内には数字をご記入ください。

１．すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい

３．子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）

問９－１

父親の就労状況【１つ選択】 就労時間【数字を記入】

１．フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない

⇒

１週当たり 〔　　　 〕日

２．フルタイムで就労しているが、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

問９－２

問９－３

希望する就労形態
【１つに○】

　ア．フルタイム　　イ．パート、アルバイト等（フルタイム以外）

１日当たり 〔　　　 〕時間

３．パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない 家を出る時間 〔　　  〕時〔　　  〕分

４．パート・アルバイト等で就労しているが、産休・育休・介護休業中である 帰宅時間 〔　　  〕時〔　　  〕分

希望する就労時間
【数字を記入】

　１週当たり〔　 　　〕日　　１日当たり〔　　　〕時間

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

－4－



八戸市子ども・子育て支援ニーズ調査

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していますか。当てはまる番
号すべてに○をつけ、現在利用している週当たり日数を〔　〕内に数字でご記入ください。
また、希望としてはどのような場所で過ごさせたいですか。現状と希望が違う場合には、過
ごさせたいと思う場所の希望欄の〔　〕内に日数を数字でご記入ください。６.「放課後児童
クラブ」を選択した場合には、時間を「１８時まで」のように２４時間制で〔　〕内に数字
でご記入ください。なお、４.５.６.を選んだ方で、お住まいの小学校区以外の場所を現在利用
中、もしくは今後利用を希望する方は、その小学校区を〔　〕内にお答えください。

１．自宅

２．祖父母宅や友人・知人宅

４．児童館

５．放課後子ども教室

７．ファミリー・サポート・センター

８．その他（公民館、公園など）

「放課後子ども教室」と「放課後児童クラブ」って何が違うの？
●「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等で学習・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。週１

　回程度開催されています。

●「放課後児童クラブ」

　地域によって仲よしクラブや学童保育などと呼ばれています。保護者が就労等により昼間家庭に

　いない場合などに、指導員の下、子どもの生活の場を提供するものです。概ね下校時～午後６時

　ごろまで、土曜日、長期休業期間は、おおむね午前８時ごろ～午後６時ごろまでです（基本的に

　日・祝日は休み）。事業の利用にあたっては、一定の利用料がかかります。

週　〔　　　〕日くらい 週　〔　　　〕日くらい

週　〔　　　〕日くらい 週　〔　　　〕日くらい

３．部活、習い事（ピアノ教室、学習塾など） 週　〔　　　〕日くらい 週　〔　　　〕日くらい

5　宛名のお子さんの放課後の過ごし方についてうかがいます

問10

放課後を過ごしている場所
【複数選択可】

週当たりの利用日数など

現状 希望

⇒下校時から〔　　　〕時まで ⇒下校時から〔　　　〕時まで

週　〔　　　〕日くらい 週　〔　　　〕日くらい

週　〔　　　〕日くらい 週　〔　　　〕日くらい

週　〔　　　〕日くらい 週　〔　　　〕日くらい

週　〔　　　〕日くらい 週　〔　　　〕日くらい

週　〔　　　〕日くらい 週　〔　　　〕日くらい
６．放課後児童クラブ（学童保育）

お住まいの小学校区以外の場所の利用⇒

お住まいの小学校区以外の場所の利用⇒

お住まいの小学校区以外の場所の利用⇒

〔　　　　　　　〕小学校区 〔　　　　　　　〕小学校区

〔　　　　　　　〕小学校区 〔　　　　　　　〕小学校区

〔　　　　　　　〕小学校区 〔　　　　　　　〕小学校区

－5－



八戸市子ども・子育て支援ニーズ調査

宛名のお子さんについて、土曜日、日曜日・祝日、長期の休暇期間中（春・夏・冬休みなど）
について放課後児童クラブの利用希望はありますか（一時的な利用は除きます）。利用希望
がある場合は、利用したい時間帯を〔　〕内へ「９時～１８時」のように２４時間制でご記
入ください。あわせて、「月に１～２回は利用したい」「週に数日利用したい」方は、その
理由として当てはまる記号すべてに○をつけてください。なお、事業の利用には、一定の利
用料がかかります。

１．利用する必要はない

２．ほぼ毎週利用したい ア．月に数回仕事が入るため

３．月に１～２回は利用したい

１．利用する必要はない

２．ほぼ毎週利用したい

３．月に１～２回は利用したい

１．利用する必要はない エ．息抜きのため

２．ほぼ毎日利用したい オ．その他

３．週に数日利用したい （　　　　　　　　　　　　）

この１年間に、保護者の用事（冠婚葬祭、家族の病気など）により、あて名のお子さんを日
　　　　　　　帰りまたは泊りがけで、家族以外の方に預けなければならないことはありましたか（預け先

がみつからなかった場合も含む）。当てはまる番号１つに○をつけてください。「あった」
場合は、対処方法のうち、当てはまる記号すべてに○をつけ、それぞれの日数（おおよそ）
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。

ア．就労していない保護者が見た（幼稚園などの利用者）（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった 〔　　　〕日 〔　　　〕泊

イ．短期入所生活援助（ショートステイ）事業を利用した 〔　　　〕日 〔　　　〕泊

ウ．認可外保育施設、ベビーシッター等を利用した 〔　　　〕日 〔　　　〕泊

エ．仕方なく子どもを同行させた 〔　　　〕日 〔　　　〕泊

オ．仕方なく子どもだけで留守番をさせた 〔　　　〕日 〔　　　〕泊

カ．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 〔　　　〕日 〔　　　〕泊

短期入所生活援助（ショートステイ）事業って？
　　保護者が、傷病や出産、看護、事故、災害、仕事などにより家庭における子育てが一時的に

困難となった場合、児童養護施設で短期間養護・保護を行う事業です。

八戸市では、浩々学園で実施しています。預かり期間は、原則７日以内で、市民税の課税額


の区分に応じた利用料がかかります。

問11

月に１～２回利用したい理由
週に数日利用したい理由

※左で「３」を選択した方
【複数選択可】

休日等の種類

土
曜
日

利用したい時間帯

⇒ 〔　　〕時から〔　　〕時まで

⇒

イ．平日に済ませられない用事
　　をまとめて済ませるため

日
・
祝

利用したい時間帯

⇒ 〔　　〕時から〔　　〕時まで
ウ．親族の介護や手伝いが必要
　　なため

長
期
休
暇

利用したい時間帯

⇒ 〔　　〕時から〔　　〕時まで

１．あった
⇒

２．なかった

６　宛名のお子さんの不定期の宿泊等を伴う一時預かりの利用についてうかがいます

問12

必要性の有無
【１つ選択】

１年間の対処方法【複数選択可】
年間日数

日帰り 泊りがけ
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八戸市子ども・子育て支援ニーズ調査

親族・知人にみてもらう場合の困難度はどの程度でしたか。当てはまる番号１つに○をつけ
てください。

この１年間に、病気やケガのために小学校に通うことができず、特別な対応をとる必要があ
　　　　　　　りましたか。当てはまる番号１つに○をつけてください。「あった」場合は、対処方法のう

ち、当てはまる記号すべてに○をつけ、それぞれの日数（おおよそ）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。

ア．就労していない保護者が子どもをみた 〔　　　〕日

イ．父親が休んだ 〔　　　〕日

ウ．母親が休んだ 〔　　　〕日

エ．（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった 〔　　　〕日

オ．病児・病後児保育施設を利用した 〔　　　〕日

カ．ベビーシッターを利用した 〔　　　〕日

キ．仕方なく子どもだけで留守番をさせた 〔　　　〕日

ク．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）〔　　　〕日

病児・病後児保育施設って？
●病後児保育：お子さんが病気の回復期にあるが、まだ集団生活ができない場合に利用

明星保育園「プーさんルーム」（八戸市大字白銀町字浜崖13番地２）

中居林保育園「すくすくバンビーノ」（八戸市大字石手洗字久保４番地３）

南売市保育園「マリーゴールド」（八戸市売市一丁目８番10号）

●病児保育：お子さんが病気の回復期に至っていないが、病状が安定している場合に利用

村上こども医院「きしゃぽっぽ」（八戸市小中野四丁目２番８号）

滝沢小児科内科医院「ひまわり」（八戸市根城五丁目３番17号）

●利用料金　１，５００円／日（ただし、課税額等で変更あり）※利用申込みは各施設へ

●利用前にかかりつけ医の受診が必要となります。

問１2で「ア．（同居者を含む）親族・知人にみてもらった」を選んだ方にうかがいます。
問13    

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

２．なかった

７　宛名のお子さんの病気やケガの際の対応についてうかがいます

問1４

必要の有無
【１つ選択】

１年間の対処方法 日数

１．あった

⇒

問15へ

問16へ
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八戸市子ども・子育て支援ニーズ調査

問１4で「イ．父親が休んだ」「ウ．母親が休んだ」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・病後児のための施設等を利用したい」と思われましたか。当ては
まる番号１つに○をつけ、利用したい場合は、希望の日数を〔　〕内に数字で、また希望す
る事業形態として当てはまる記号すべてに○をご記入ください。利用したいと思わなかった
場合は、その理由として当てはまる記号すべてに○をご記入ください。なお、これらの事業
は一定の利用負担が発生します。

　ア．保育所等に併設した施設又は施設内の専用スペースで子どもを

　　　保育する事業

　イ．小児科に併設した施設で子どもを保育する事業

　ウ．地域住民等が子育て家庭等の身近な場所で保育する事業

　　　（例：ファミリー・サポート・センター等）

　エ．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　ア．病児・病後児を他人に子どもをみてもらうのは不安

　イ．地域の事業の質に不安がある

　ウ．地域の事業の利便性（立地や利用可能時間日数など）がよくない

　エ．利用料がかかる・高い

　オ．利用料がわからない

　カ．親が仕事を休んで対応する

　キ．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問１4で「エ.」から｢ク.｣のいずれかに回答した方にうかがいます。

その際、「 できれば父母のいずれかが仕事を休んで子どもをみたい 」と思われましたか。当
てはまる番号１つに○をつけ、「エ」から「ク」の日数のうち仕事を休んで子どもをみたかっ
た日数について〔　〕内に数字でご記入ください。「休んで看ることは非常に難しい」場合は、
その理由ととしてあてはまる記号すべてに○をつけてください。

　ア．子どもの看護を理由に休みがとれない

　イ．自営業なので休めない

　ウ．休暇日数が足りないので休めない

　エ．その他（　　　　　　　　　　　　　）

問15

病気の際の利用意向
【いずれか１つ選択】

１．できれば病児・病後
　　児保育施設等を利用
　　したい

⇒

希望延べ日数

問1６

病気の際の意向
【いずれか１つ選択】

１．できれば父母のいずれかが仕事
　　を休んで子どもをみたい

⇒ 希望延べ日数 〔　　　〕日
※問15で「エ」～「ク」と答え
　た日数の合計に対して

〔　　　〕日 ※問15でイ・ウと答えた日数の合計に対して

希望する
事業形態

【複数選択可】

２．利用したいと思わな
　　かった

⇒

思わなかった
理由

【複数選択可】

２．休んで子どもをみることは
　　非常に難しい

⇒

非常に難しい
理由

【複数選択可】
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八戸市子ども・子育て支援ニーズ調査

子育てに関する情報をどのようにして入手していますか。あてはまる番号すべてに○をつけ

てください。

１．親族（親・兄弟等）　　　　　　　　　２．近所の人、友人、知人

３．子育てサークルの仲間　　　　　　　　４．保育所、幼稚園

５．市役所や市の機関　　　　　　　　　　６．市の広報やパンフレット

７．テレビ、ラジオ、新聞　　　　　　　　８．子育て雑誌

９．インターネット　　　　　　　　　　  10．コミュニティー誌

11．情報の入手手段がわからない　　　　12．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

子育てについて、どのように感じていますか。強く感じること１つに○をつけてください。

１．生きがいや喜びを感じることの方が多い

２．負担や苦労を感じることの方が多い

３．楽しいと感じることと、辛いと感じることが同じくらいである

４．わからない

５．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

子育てに関して、日常悩んでいること、または気になるの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．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

３．育児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もてないこと

５．子どもとの時間が十分にとれないこと 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にできないこと ８．子どもの教育に関すること

９．子どもの友だちづきあい（いじめ等含む） 10．配偶者・パートナーの協力が少ないこと

11．配偶者・パートナーと意見があわないこと 12．親族・近隣の人・職場などまわりの見る

　　 目が気になること

13．配偶者・パートナー以外に子育てを手伝ってくれる 14．子どもを叱りすぎているような気がすること

　　  人がいないこと

15．子育てのストレスがたまり子どもに手を上げたり、 16．子育て支援サービスの内容や利用・申込方法

       世話をしない場合があること   　  がよくわからないこと

17．特にない 18．その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

子育てのつらさを解決する方法はどんなことですか。あてはまる番号すべてに○をつけてく

ださい。

１．誰かに話す ２．誰かに子どもを頼む

３．買い物をする ４．趣味や娯楽を楽しむ

５．好きなものを食べる ６．子どもにやつあたりをする

７．子どもを置いて外出する ８．虐待をすることがある

９．お酒を飲む 10．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

問２0

８　ご家庭の子育てについてうかがいます

問17

問18

問19
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八戸市子ども・子育て支援ニーズ調査

あなたの生活の中で、「仕事時間」と「家事（育児）・プライベートの時間」の優先度につ

いて、「希望」と「現実」のそれぞれにおいてあてはまる番号1つに○をつけてください。

１．仕事時間を優先 １．仕事時間を優先

２．家事(育児)を優先 ２．家事(育児)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（　　　　　　　　　　　　　）

子どもをもう一人欲しいと思いますか。あてはまる番号１つに○をつけてください。また、

「２．欲しいけど難しい」「３．欲しいとは思わない」理由について、あてはまる記号す

べてに○をつけてください。

ア．現在の子どもの数（きょうだい含む）で満足している

イ．配偶者や家族が望んでいない

ウ．経済的に難しい

エ．職場に迷惑がかかる

オ．支援してくれる親族・知人が少ない、いない

カ．行政の支援が充実していない

キ．将来に不安がある

ク．プライベートな時間が持てなくなる

子どもと外出する際、困ること、困ったことは何ですか。主なものを３つまで選んで○をつ

けてください。

１．歩道や信号がない通りが多く、安全に心配があること

２．交通機関や建物、歩道の段差などがベビーカーでの移動に配慮されていないこと

３．トイレが、おむつ替えや親子での利用に配慮されていないこと

４．授乳する場所や必要な設備が少ないこと

５．雨や雪の日に遊べる場所が少ないこと

６．緑や広い歩道が少ない等、街並みに“ゆとり”と“うるおい”がないこと

７．暗い通りや見通しのきかないところが多く、子どもが犯罪の被害に遭わないか心配で

      あること

８．日中の子どもの遊び場が少ないこと

９．特に困ること・困ったことはない

問２1

「希望」 「現実」

問２2

9　地域での子育てについてうかがいます

問２3

10．その他

希望の有無

　１．もう一人欲しい

　２．欲しいけど難しい

　３．欲しいとは思わない

⇒

難しい・欲しいとは思わない理由

ケ．その他
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八戸市子ども・子育て支援ニーズ調査

子育てをしていくうえで、地域に期待することは何ですか。あてはまる番号すべてに○をつ

けてください。

１．近所の人との付き合いがうまくいくこと

２．地域活動が活発であること

３．天候に左右されず、自由に子どもを遊ばせることができる集会所や広場の設備が充実

　　していること

４．困ったときに頼れる友人・知人が近くにいること

５．いたずらや危険なことをしていたら、注意や報告をしてくれること

６．子どもが安心して通園できること

７．地域の治安・防犯体制が整備されていること

８．休日・夜間・緊急時等の医療体制が整っていること

９．子育てについて気軽に情報交換や相談ができる場が得やすいこと

最後に、お住まいの地域における子育ての環境や支援への満足度について、当てはまる番号

１つに○をつけてください。また、満足度が低い場合はその理由などを含め、教育・保育環

境の充実、子育ての環境や支援に関してご意見がございましたら、ご自由にご記入ください。

１ ２ ３ ４ ５

（意見）

満足度が低い　　　　　　　　　　　　　　　　　　満足度が高い

問２4

10．その他

問２５
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