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問１問１問１問１    どちらの地域にどちらの地域にどちらの地域にどちらの地域にお住まいお住まいお住まいお住まいですか。次のですか。次のですか。次のですか。次の中学校通学区域中学校通学区域中学校通学区域中学校通学区域からお選びくださいからお選びくださいからお選びくださいからお選びください。。。。（（（（    1111 つに○つに○つに○つに○    ））））    

１．千歳中学校区 
２．青葉中学校区 ３．富丘中学校区 ４．北斗中学校区 

５．向陽台中学校区 ６．勇舞中学校区 ７．東千歳中学校区 ８．駒里中学校区 

  【参考】中学校の通学区域一覧 

中学校 通学区域 

千歳中学校 

本町、真々地、東雲町、朝日町、清水町、幸町、千代田町、栄町、末広、北栄、新富、北斗１・

２丁目、錦町、春日町、緑町、大和、桂木、新星、蘭越、支笏湖温泉 

青葉中学校 青葉、日の出、旭ヶ丘、住吉、東郊、豊里､梅ヶ丘､弥生､寿､流通､根志越(一部)､祝梅(一部) 

富丘中学校 
稲穂､花園､高台､富丘､あずさ､清流､幸福､北信濃(一部)､都(一部)､根志越(一部)､祝梅(一部)､泉郷､中央  

北斗中学校 
信濃、富士、北斗３～６丁目、自由ヶ丘、桜木、北信濃(一部)、上長都(一部) 

向陽台中学校 若草、白樺、里美、文京、柏陽、福住 

勇舞中学校 北光､北陽､長都駅前､勇舞､みどり台北､みどり台南､北信濃(一部)､上長都(一部)､長都､釜加､都(一部)  

東千歳中学校 東丘、新川、幌加、協和 

駒里中学校 駒里 

 

 

        

    

問２問２問２問２    宛名の宛名の宛名の宛名のお子さんは、小学校の何年生ですお子さんは、小学校の何年生ですお子さんは、小学校の何年生ですお子さんは、小学校の何年生ですかかかか。。。。（（（（    1111 つに○つに○つに○つに○    ））））    

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問３問３問３    お子さんは、兄弟姉妹を含め全部で何人いらっしゃいますか。（お子さんは、兄弟姉妹を含め全部で何人いらっしゃいますか。（お子さんは、兄弟姉妹を含め全部で何人いらっしゃいますか。（お子さんは、兄弟姉妹を含め全部で何人いらっしゃいますか。（    1111 つに○つに○つに○つに○    ））））    

１．１人（ひとりっ子） ２．２人 ３．３人 ４．４人以上 

    

問４問４問４問４    この調査票にご回答いただいている方はどなたですか。この調査票にご回答いただいている方はどなたですか。この調査票にご回答いただいている方はどなたですか。この調査票にご回答いただいている方はどなたですか。お子さんからみた関係でお答えください。（お子さんからみた関係でお答えください。（お子さんからみた関係でお答えください。（お子さんからみた関係でお答えください。（    1111 つに○つに○つに○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。（    1111 つに○つに○つに○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    お子さんを含む家族構成についてうかがいます。（お子さんを含む家族構成についてうかがいます。（お子さんを含む家族構成についてうかがいます。（お子さんを含む家族構成についてうかがいます。（    1111 つに○つに○つに○つに○    ））））    

１．両親とお子さん（兄弟姉妹を含む） 

２．ひとり親（母親または父親）とお子さん（兄弟姉妹を含む） 

３．その他（３世代世帯など）    

     

お子さんとご家族の状況について 

お住まいの地域について 

お住まいの中学校通学お住まいの中学校通学お住まいの中学校通学お住まいの中学校通学

区域が不明な場合は、こ区域が不明な場合は、こ区域が不明な場合は、こ区域が不明な場合は、こ

の一覧を参考に！の一覧を参考に！の一覧を参考に！の一覧を参考に！    
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問７問７問７問７    お子さんの子育て（教育を含む）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お子さんの子育て（教育を含む）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お子さんの子育て（教育を含む）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お子さんの子育て（教育を含む）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。（ださい。（ださい。（ださい。（    1111 つに○つに○つに○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（                ） 

 

問８問８問８問８    あなた（ご回答いただいている方）は千歳市に通算で何年お住まいですか。（あなた（ご回答いただいている方）は千歳市に通算で何年お住まいですか。（あなた（ご回答いただいている方）は千歳市に通算で何年お住まいですか。（あなた（ご回答いただいている方）は千歳市に通算で何年お住まいですか。（    1111 つに○つに○つに○つに○    ））））    

１．１年未満 
２．１年以上５年未満 

３．５年以上１０年未満 

４．１０年以上２０年未満 ５．２０年以上 
 

 

 

 

    

問９問９問９問９    お子さんの面倒をみてもらえる親族・知人はいますか。（お子さんの面倒をみてもらえる親族・知人はいますか。（お子さんの面倒をみてもらえる親族・知人はいますか。（お子さんの面倒をみてもらえる親族・知人はいますか。（    1111 つに○つに○つに○つに○    ））））    

１．日常的にいる 
２．緊急時にはいる ３．だれもいない 

 

問１０問１０問１０問１０    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。（はありますか。（はありますか。（はありますか。（    1111 つに○つに○つに○つに○    ））））    

１．いる／ある 
２．ない 

 

問１１問１１問１１問１１        問問問問 10101010 で「１」に○をつけた方にうかがいます。で「１」に○をつけた方にうかがいます。で「１」に○をつけた方にうかがいます。で「１」に○をつけた方にうかがいます。    

お子さんの子育て（教育を含む）に関して、気軽に相談できる先は、誰（どこ）ですか。（お子さんの子育て（教育を含む）に関して、気軽に相談できる先は、誰（どこ）ですか。（お子さんの子育て（教育を含む）に関して、気軽に相談できる先は、誰（どこ）ですか。（お子さんの子育て（教育を含む）に関して、気軽に相談できる先は、誰（どこ）ですか。（    当てはま当てはま当てはま当てはま

るものるものるものるものすべてにすべてにすべてにすべてに○○○○    ））））    

１．祖父母等の親族 ２．友人や知人 

３．近所の人 ４．子育て支援センター（児童館等を含む） 

５．保健所・保健センター ６．小学校（教員） 

７．学童クラブ（指導員） ８．民生委員児童委員（地域子育てサロンを含む） 

９．かかりつけの医師 10．市の相談窓口（         相談） 

11．その他（                                     ） 

    

問１２問１２問１２問１２    あなたは、子育てに関する情報を主にどこから（または、誰から）入手していますか。（あなたは、子育てに関する情報を主にどこから（または、誰から）入手していますか。（あなたは、子育てに関する情報を主にどこから（または、誰から）入手していますか。（あなたは、子育てに関する情報を主にどこから（または、誰から）入手していますか。（３つまで３つまで３つまで３つまで○）○）○）○）    

１．家族、親族 ２．隣近所の人、知人、友人 

３．子育てサークルの仲間 ４．保育所、幼稚園、学校 

５．市役所 ６．保健センター 

７．子育て支援センター ８．広報ちとせや市のパンフレット 

９．子育て雑誌（市販のもの、フリーペーパー） １０．パソコンによるインターネット 

１１．携帯電話やスマートフォンによるインターネット １２．コミュニティー誌 

１３．その他（                 ） １４．情報の入手先・方法がわからない 

    

問問問問１３１３１３１３    地域の子育ての環境や支援に地域の子育ての環境や支援に地域の子育ての環境や支援に地域の子育ての環境や支援に満足満足満足満足していますか。（していますか。（していますか。（していますか。（１つ１つ１つ１つに○に○に○に○））））    

満足度が高い        普通         満足度が低い 

５     ４     ３     ２     １ 

子どもの育ちをめぐる環境などについて 

問問問問 12121212 へへへへ    
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問１４問１４問１４問１４    子育てをしていて、次のようなことを感じることはありますか。（それぞれについて１つに○）子育てをしていて、次のようなことを感じることはありますか。（それぞれについて１つに○）子育てをしていて、次のようなことを感じることはありますか。（それぞれについて１つに○）子育てをしていて、次のようなことを感じることはありますか。（それぞれについて１つに○）    

 
よく 

感じる 

時々 

感じる 

あまり 

感じない 

まったく 

感じない 

１．子どもを育てるのは楽しい 
１ 

２ 
３ ４ 

２．子どもの顔をみると気持ちが安らぐ 
１ 

２ 
３ ４ 

３．子どもがいると家庭が明るくなる 

１ 
２ ３ ４ 

４．子育てに不安や負担を感じる 

１ 
２ ３ ４ 

５．子どもの世話が嫌になる 
１ 

２ 
３ ４ 

６．子どもにあたりたくなることや、 

６．子どもをたたきたくなることがある 

１ 

２ 

３ ４ 

    

問１５問１５問１５問１５    子育てに関して、どのような不安や悩みがありますか。（テーマごとに子育てに関して、どのような不安や悩みがありますか。（テーマごとに子育てに関して、どのような不安や悩みがありますか。（テーマごとに子育てに関して、どのような不安や悩みがありますか。（テーマごとに３つまで３つまで３つまで３つまで    ○）○）○）○）    

    

    

    

問１６問１６問１６問１６        千歳千歳千歳千歳市市市市にこの５年の間に転入された方にうかがいます。にこの５年の間に転入された方にうかがいます。にこの５年の間に転入された方にうかがいます。にこの５年の間に転入された方にうかがいます。    

                千歳千歳千歳千歳市市市市に転入した際に、子育てに関して戸惑ったり、困ったりした経験で、こんなサービスがあれば良に転入した際に、子育てに関して戸惑ったり、困ったりした経験で、こんなサービスがあれば良に転入した際に、子育てに関して戸惑ったり、困ったりした経験で、こんなサービスがあれば良に転入した際に、子育てに関して戸惑ったり、困ったりした経験で、こんなサービスがあれば良

いというものがありましたらご記入ください。（自由筆記）いというものがありましたらご記入ください。（自由筆記）いというものがありましたらご記入ください。（自由筆記）いというものがありましたらご記入ください。（自由筆記）    

市の子育てガイドはもらったけれど、後でわからないことなどがでてきたとき、気軽に相談にのってくれる窓口市の子育てガイドはもらったけれど、後でわからないことなどがでてきたとき、気軽に相談にのってくれる窓口市の子育てガイドはもらったけれど、後でわからないことなどがでてきたとき、気軽に相談にのってくれる窓口市の子育てガイドはもらったけれど、後でわからないことなどがでてきたとき、気軽に相談にのってくれる窓口

があればよかった。があればよかった。があればよかった。があればよかった。    

    

    

    

    

    

    

テーマ 不安や悩み 

ア．子どものこと １．子どもの食事や栄養のこと 

３．性格や行動のこと 

５．学校の友だちに関すること 

６．その他（ 

７．特にない 

２．言葉など知的・精神的な発育のこと  

４．勉強や進学のこと 

 

    ） 

 

イ．自分のこと 

１．子どもとの接し方や意思の疎通がうまくいかないこと 

２．しつけがうまくいかないこと ３．育児の方法がよくわからないこと 

４．育児で疲れること ５．親戚や隣近所の目が気になること 

６．自分の時間を十分にもてないこと ７．子どもとの時間を十分にもてないこと 

８．その他（                                ） 

９．特にない 

ウ．家庭のこと 

１．配偶者との関係（育児についての意見の不一致など） 

２．祖父母との育児方針の食い違い   ３．経済的な不安・負担 

４．その他（                                ） 

５．特にない 
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問１問１問１問１７７７７    父親の現在の就労状況（自営業等を含む）についてうかがいます。（１つに○父親の現在の就労状況（自営業等を含む）についてうかがいます。（１つに○父親の現在の就労状況（自営業等を含む）についてうかがいます。（１つに○父親の現在の就労状況（自営業等を含む）についてうかがいます。（１つに○    ））））    

※※※※    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。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。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。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。    

 

問１問１問１問１８８８８        問１問１問１問１７７７７で「１～４」に○をつけた方にうかがいます。で「１～４」に○をつけた方にうかがいます。で「１～４」に○をつけた方にうかがいます。で「１～４」に○をつけた方にうかがいます。    

（１）１週間あたりの「就労日数」、１日あたりの「就労時間」を□内に数字（一定でない場合は、もっとも（１）１週間あたりの「就労日数」、１日あたりの「就労時間」を□内に数字（一定でない場合は、もっとも（１）１週間あたりの「就労日数」、１日あたりの「就労時間」を□内に数字（一定でない場合は、もっとも（１）１週間あたりの「就労日数」、１日あたりの「就労時間」を□内に数字（一定でない場合は、もっとも

多いパターン）でご記入ください。多いパターン）でご記入ください。多いパターン）でご記入ください。多いパターン）でご記入ください。    

１週あたり：□日 １日あたり：□□時間□□分 

    

（２）（２）（２）（２）家を出る時間と帰宅時間家を出る時間と帰宅時間家を出る時間と帰宅時間家を出る時間と帰宅時間を□内にを□内にを□内にを□内に数字（一定でない場合は、もっとも多いパターン）でご記入ください。数字（一定でない場合は、もっとも多いパターン）でご記入ください。数字（一定でない場合は、もっとも多いパターン）でご記入ください。数字（一定でない場合は、もっとも多いパターン）でご記入ください。    

※※※※    午後の時間は必ず午後の時間は必ず午後の時間は必ず午後の時間は必ず 24242424 時間制でお書きください。（例：時間制でお書きください。（例：時間制でお書きください。（例：時間制でお書きください。（例：    18181818 時時時時 00000000 分分分分    以下の設問も同じです。）以下の設問も同じです。）以下の設問も同じです。）以下の設問も同じです。）    

 

 

 

問１問１問１問１９９９９        問１問１問１問１７７７７で「３～４」に○をつけた方にうかがいます。で「３～４」に○をつけた方にうかがいます。で「３～４」に○をつけた方にうかがいます。で「３～４」に○をつけた方にうかがいます。    

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度）就労への希望はありますか。（１つに○フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度）就労への希望はありますか。（１つに○フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度）就労への希望はありますか。（１つに○フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度）就労への希望はありますか。（１つに○    ））））    

１．フルタイムへの希望があり、実現できる見込みがある 

２．フルタイムへの希望はあるが、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 

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 

 

問問問問２０２０２０２０        問問問問１７１７１７１７で「５～６」に○をつけた方にうかがいます。で「５～６」に○をつけた方にうかがいます。で「５～６」に○をつけた方にうかがいます。で「５～６」に○をつけた方にうかがいます。    

就労希望はありますか。（１つに○就労希望はありますか。（１つに○就労希望はありますか。（１つに○就労希望はありますか。（１つに○    、当てはまる番号の、当てはまる番号の、当てはまる番号の、当てはまる番号の    □□□□    内には数字でご記入ください。）内には数字でご記入ください。）内には数字でご記入ください。）内には数字でご記入ください。）    

１．子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない） 

２．一番下の子どもが □□歳になった頃に就労したい 

３．すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 

   【希望する就業形態】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（フルタイム以外の就労） 

              就労日数：１週あたり□日  就労時間：１日あたり□□時間 

     

フルタイムで就労している １．育休・介護休業中ではない 

（１週５日程度・１日８時間程度の就労） ２．育休・介護休業中である 

パート・アルバイト等で就労している ３．育休・介護休業中ではない 

（「フルタイム」以外の就労） ４．育休・介護休業中である 

その他 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 

家を出る時間：□□時□□分 帰宅時間：□□時□□分 

お子さんの保護者 【父親】 の就労状況について 

（母子家庭や保護者が祖父母等の場合は記入は不要です） 

５５５５                                                                    ９９９９    

８８８８        ３３３３    ００００                                            1111        9999        3333        0000    

問１７で「問１７で「問１７で「問１７で「１１１１～～～～２２２２」に○をつけた方は、問」に○をつけた方は、問」に○をつけた方は、問」に○をつけた方は、問 21212121 へへへへ    

問問問問 21212121 へへへへ    

問問問問 21212121 へへへへ    
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問問問問２１２１２１２１    母親の現在の就労状況（自営業等含む）についてうかがいます。（１つに○母親の現在の就労状況（自営業等含む）についてうかがいます。（１つに○母親の現在の就労状況（自営業等含む）についてうかがいます。（１つに○母親の現在の就労状況（自営業等含む）についてうかがいます。（１つに○    ））））    

※※※※    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。    

 

問問問問２２２２２２２２        問問問問２１２１２１２１で「１～４」に○をつけた方にうかがいます。で「１～４」に○をつけた方にうかがいます。で「１～４」に○をつけた方にうかがいます。で「１～４」に○をつけた方にうかがいます。    

（１）１週間あたりの「就労日数」、１日あたりの「就労時間」を□内に数字（一定でない場合は、もっとも（１）１週間あたりの「就労日数」、１日あたりの「就労時間」を□内に数字（一定でない場合は、もっとも（１）１週間あたりの「就労日数」、１日あたりの「就労時間」を□内に数字（一定でない場合は、もっとも（１）１週間あたりの「就労日数」、１日あたりの「就労時間」を□内に数字（一定でない場合は、もっとも

多いパターン）でご記入ください。多いパターン）でご記入ください。多いパターン）でご記入ください。多いパターン）でご記入ください。    

１週あたり：□日 １日あたり：□□時間□□分 

    

（２）（２）（２）（２）家を出る時間と帰宅時間家を出る時間と帰宅時間家を出る時間と帰宅時間家を出る時間と帰宅時間を□内にを□内にを□内にを□内に数字（一定でない場合は、もっとも多いパターン）でご記入ください。数字（一定でない場合は、もっとも多いパターン）でご記入ください。数字（一定でない場合は、もっとも多いパターン）でご記入ください。数字（一定でない場合は、もっとも多いパターン）でご記入ください。    

※※※※    午後の時間は必ず午後の時間は必ず午後の時間は必ず午後の時間は必ず 24242424 時間制でお書きください。（例：時間制でお書きください。（例：時間制でお書きください。（例：時間制でお書きください。（例：    18181818 時時時時 00000000 分分分分    以下の設問も同じです。）以下の設問も同じです。）以下の設問も同じです。）以下の設問も同じです。）    

 

 

 

問２問２問２問２３３３３        問問問問２１２１２１２１で「３～４」に○をつけた方にうかがいます。で「３～４」に○をつけた方にうかがいます。で「３～４」に○をつけた方にうかがいます。で「３～４」に○をつけた方にうかがいます。    

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度）就労への希望はありますか。（１つに○フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度）就労への希望はありますか。（１つに○フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度）就労への希望はありますか。（１つに○フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度）就労への希望はありますか。（１つに○    ））））    

１．フルタイムへの希望があり、実現できる見込みがある 

２．フルタイムへの希望はあるが、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 

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 

 

問２問２問２問２４４４４        問問問問２１２１２１２１で「５～６」に○をつけた方にうかがいます。で「５～６」に○をつけた方にうかがいます。で「５～６」に○をつけた方にうかがいます。で「５～６」に○をつけた方にうかがいます。    

就労希望はありますか。（１つに○就労希望はありますか。（１つに○就労希望はありますか。（１つに○就労希望はありますか。（１つに○    、当てはまる番号の、当てはまる番号の、当てはまる番号の、当てはまる番号の    □□□□    内には数字でご記入ください。）内には数字でご記入ください。）内には数字でご記入ください。）内には数字でご記入ください。）    

１．子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない） 

２．一番下の子どもが □□歳になった頃に就労したい 

３．すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 

   【希望する就業形態】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（フルタイム以外の就労） 

              就労日数：１週あたり□日  就労時間：１日あたり□□時間 

 

フルタイムで就労している １．産休・育休・介護休業中ではない 

（１週５日程度・１日８時間程度の就労） ２．産休・育休・介護休業中である 

パート・アルバイト等で就労している ３．産休・育休・介護休業中ではない 

（「フルタイム」以外の就労） ４．産休・育休・介護休業中である 

その他 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 

家を出る時間：□□時□□分 帰宅時間：□□時□□分 

お子さんの保護者 【母親】 の就労状況について 

（父子家庭や保護者が祖父母等の場合は記入は不要です） 

５５５５                                                                ８８８８    

８８８８        3333    0000                                            1111    ８８８８        ３３３３        0000        

問問問問 2222２２２２へへへへ    

問問問問 2222４４４４へへへへ    
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問２問２問２問２５５５５    お子さんお子さんお子さんお子さんについて、放課後（平日の小学校終了後）の時間をどのように過ごしていますか。また、どのについて、放課後（平日の小学校終了後）の時間をどのように過ごしていますか。また、どのについて、放課後（平日の小学校終了後）の時間をどのように過ごしていますか。また、どのについて、放課後（平日の小学校終了後）の時間をどのように過ごしていますか。また、どの

ような場所で過ごさせたいと思いますか。（「現在の状況」と「希望」それぞれについて、当てはまる番ような場所で過ごさせたいと思いますか。（「現在の状況」と「希望」それぞれについて、当てはまる番ような場所で過ごさせたいと思いますか。（「現在の状況」と「希望」それぞれについて、当てはまる番ような場所で過ごさせたいと思いますか。（「現在の状況」と「希望」それぞれについて、当てはまる番

号号号号すべてにすべてにすべてにすべてに○をつけ、週あたりの日数と時間を○をつけ、週あたりの日数と時間を○をつけ、週あたりの日数と時間を○をつけ、週あたりの日数と時間を    □□□□    内に数字でご記入ください。）内に数字でご記入ください。）内に数字でご記入ください。）内に数字でご記入ください。）    

    

希望する場所 【複数選択可】 

週あたりの日数 【数字を記入】 

現在の状況 希   望 

 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（スポーツ、塾など） 
週  

日くらい 

 

週 
 

日くらい 

 

 ４．児童館 週 
 

日くらい 

 

週 
 

日くらい 

 

 ５．学童クラブ（※１） 
週  

日くらい 

 

週 
 

日くらい 

 

  

 

下校時から 
  時まで 

 

下校時から   時まで 

６．放課後子ども教室（※2） 週 
 

日くらい 

 

週 
 

日くらい 

 

７．ファミリー・サポート・センター（※３） 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：「学童クラブ」… 保護者が就労により昼間家庭にいない場合などに、指導員がついて、子どもの生活の場を提供

するものです。利用に際しては、一定の利用料がかかります。 

※2：「放課後子ども教室」… 地域ボランティアの方などの協力で、子どもが小学校などで学習､スポーツ､文化活動な

どを体験する取組です。保護者の就労の有無にかかわらず利用できます。 

※3：「ファミリー・サポート・センター」… 地域住民が子どもを預かる会員制の事業。一定の利用料がかかります。 

    

問問問問２２２２６６６６        問問問問２２２２５５５５で「５で「５で「５で「５」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。    

土曜日、日曜土曜日、日曜土曜日、日曜土曜日、日曜・祝日、長期・祝日、長期・祝日、長期・祝日、長期の休みの休みの休みの休み（春・夏・冬休み）について、それぞれの期間における学童（春・夏・冬休み）について、それぞれの期間における学童（春・夏・冬休み）について、それぞれの期間における学童（春・夏・冬休み）について、それぞれの期間における学童クラブクラブクラブクラブのののの

利用希望と利用したい時間帯をお答えください。利用希望と利用したい時間帯をお答えください。利用希望と利用したい時間帯をお答えください。利用希望と利用したい時間帯をお答えください。    

 

    利用希望の有無利用希望の有無利用希望の有無利用希望の有無    【【【【１つ選択１つ選択１つ選択１つ選択】】】】    

利用希望時間利用希望時間利用希望時間利用希望時間        

【【【【数字を記入数字を記入数字を記入数字を記入】】】】    

土曜日土曜日土曜日土曜日    

１．低学年（１～３年生）の間だけ利用したい 

２．高学年（４～６年生）になっても利用したい 

３．利用する必要はない 

 

日曜日曜日曜日曜・祝日・祝日・祝日・祝日    

１．低学年（１～３年生）の間だけ利用したい 

２．高学年（４～６年生）になっても利用したい 

３．利用する必要はない 

 

長期の休み長期の休み長期の休み長期の休み    

((((春・夏・冬休み春・夏・冬休み春・夏・冬休み春・夏・冬休み))))    

１．低学年（１～３年生）の間だけ利用したい 

２．高学年（４～６年生）になっても利用したい 

３．利用する必要はない 

 

     

お子さんの 「放課後のすごし方」 についてうかがいます 

利用したい時間帯 

□□時から□□時まで 

利用したい時間帯 

□□時から□□時まで 

利用したい時間帯 

□□時から□□時まで 

２２２２                                                ２２２２    

３３３３                                                ３３３３    

１１１１    ８８８８                                        1111    8888    

９９９９            1111    8888                            
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問問問問２２２２７７７７    市内市内市内市内で実施している子育て支援事業で実施している子育て支援事業で実施している子育て支援事業で実施している子育て支援事業（学校の教育を除きます。）（学校の教育を除きます。）（学校の教育を除きます。）（学校の教育を除きます。）についてうかがいます。についてうかがいます。についてうかがいます。についてうかがいます。    

（１）（１）（１）（１）次次次次ののののすべての事業についてすべての事業についてすべての事業についてすべての事業について、、、、認知状況、利用経験、利用希望認知状況、利用経験、利用希望認知状況、利用経験、利用希望認知状況、利用経験、利用希望ごとにごとにごとにごとにお答えください。お答えください。お答えください。お答えください。    

（「はい」、「いいえ」のいずれかに（「はい」、「いいえ」のいずれかに（「はい」、「いいえ」のいずれかに（「はい」、「いいえ」のいずれかに    ○○○○    をつけてください。）をつけてください。）をつけてください。）をつけてください。）    

区分区分区分区分 

認知状況 利用経験 利用希望 

知っている 

利用したことがある 

（現在利用している） 

今後利用したい 

ア．思春期セミナー（教育委員会） 
はい 

いいえ はい 

いいえ 
はい 

いいえ 

イ．男性の子育て講座（教育委員会） 

はい 

いいえ はい 

いいえ 
はい 

いいえ 

ウ．教育相談（教育委員会青少年課） はい 

いいえ 

はい 

いいえ 

はい 

いいえ 

エ．家庭児童相談室（子育て推進課） はい 

いいえ 

はい 

いいえ 

はい 

いいえ 

オ．学校施設（グラウンド等）の地域開放  

はい 

いいえ 

はい 

いいえ 

はい 

いいえ 

カ．児童館 

はい 

いいえ 

はい 

いいえ 

はい 

いいえ 

キ．子育て支援ガイドブック「千歳市子育てガイド」 

はい 

いいえ 

はい 

いいえ 

はい 

いいえ 

ク．ホームページ「ちとせ子育てネット」 

はい 

いいえ はい いいえ はい いいえ 

ケ．子育て応援カード 

はい 

いいえ はい いいえ はい いいえ 

 

（２）（２）（２）（２）次次次次の事業のの事業のの事業のの事業のうち、うち、うち、うち、仕事の関係などで仕事の関係などで仕事の関係などで仕事の関係などで利用時間利用時間利用時間利用時間が合わないが合わないが合わないが合わないがががが、利用、利用、利用、利用したしたしたしたい事業はありますか。い事業はありますか。い事業はありますか。い事業はありますか。    

（（（（当てはまるもの当てはまるもの当てはまるもの当てはまるものすべてにすべてにすべてにすべてに○○○○））））    

１．思春期セミナー（教育委員会） 
２．男性の子育て講座（教育委員会） 

３．教育相談（教育委員会青少年課）  ４．家庭児童相談室（子育て推進課） 

５．その他（                                    ） 

６．特にない 
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問問問問２２２２８８８８    このこのこのこの 1111 年間に、お子さんが病気やケガで年間に、お子さんが病気やケガで年間に、お子さんが病気やケガで年間に、お子さんが病気やケガで学校に行けなかった学校に行けなかった学校に行けなかった学校に行けなかったことはことはことはことは    

ありますか。ありますか。ありますか。ありますか。    

１．あった 
２．なかった 

 

問問問問２２２２９９９９        問問問問２２２２８８８８で「１」に○をつけた方にうかがいます。で「１」に○をつけた方にうかがいます。で「１」に○をつけた方にうかがいます。で「１」に○をつけた方にうかがいます。    

この１年間に、この１年間に、この１年間に、この１年間に、お子さんが病気やけがでお子さんが病気やけがでお子さんが病気やけがでお子さんが病気やけがで学校に行けなかった学校に行けなかった学校に行けなかった学校に行けなかった際、際、際、際、どう対応されましたか。（どう対応されましたか。（どう対応されましたか。（どう対応されましたか。（当てはまる当てはまる当てはまる当てはまる

ものものものものすべてにすべてにすべてにすべてに○をつけ、日数を○をつけ、日数を○をつけ、日数を○をつけ、日数を    □□□□    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。。。。（半日（半日（半日（半日もももも１日とカウント１日とカウント１日とカウント１日とカウント）。）。）。）。    

    

対対対対    応応応応    のののの    内内内内    容容容容    日日日日    数数数数    

ア．父親が仕事などを休んで子どもをみた □□日 

イ．母親が仕事などを休んで子どもをみた □□日 

ウ．親族（同居者を含む）・知人に子どもをみてもらった □□日 

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．千歳こどもデイケアルーム（病児・病後児保育事業）を利用した □□日 

力．ファミリー･サポート･センター 、緊急サポートネットワーク事業 を利用した □□日 

キ．しかたなく子どもだけで留守番をさせた □□日 

ク．その他（                          ） □□日 

    

問問問問３０３０３０３０        問問問問２２２２９９９９で「アで「アで「アで「ア、、、、イ」に○をつけた方にうかがいます。イ」に○をつけた方にうかがいます。イ」に○をつけた方にうかがいます。イ」に○をつけた方にうかがいます。    

    （１）「千歳こどもデイケアルーム（病児・病後児保育事業）」をご存知でしたか。（（１）「千歳こどもデイケアルーム（病児・病後児保育事業）」をご存知でしたか。（（１）「千歳こどもデイケアルーム（病児・病後児保育事業）」をご存知でしたか。（（１）「千歳こどもデイケアルーム（病児・病後児保育事業）」をご存知でしたか。（1111 つに○）つに○）つに○）つに○）    

１．知っている 
２．知らない 

    

（（（（２２２２））））できればできればできればできれば「「「「千歳こどもデイケアルーム千歳こどもデイケアルーム千歳こどもデイケアルーム千歳こどもデイケアルームを利用を利用を利用を利用したかったしたかったしたかったしたかった」と思われましたか。」と思われましたか。」と思われましたか。」と思われましたか。    

（（（（当てはまる当てはまる当てはまる当てはまるものものものもの１つに○をつけ、１つに○をつけ、１つに○をつけ、１つに○をつけ、必要とする必要とする必要とする必要とする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数字で数字で数字でご記入ください。ご記入ください。ご記入ください。ご記入ください。））））    

※※※※    利用に際しては、一定の利用料や給食代がかかるほか、医療機関から「医師連絡書（有料）」利用に際しては、一定の利用料や給食代がかかるほか、医療機関から「医師連絡書（有料）」利用に際しては、一定の利用料や給食代がかかるほか、医療機関から「医師連絡書（有料）」利用に際しては、一定の利用料や給食代がかかるほか、医療機関から「医師連絡書（有料）」    

    の取り寄せが必要になります。の取り寄せが必要になります。の取り寄せが必要になります。の取り寄せが必要になります。    

１．できれば利用したかった 

⇒□□日 

２．利用したいとは思わない 

 

（３）（３）（３）（３）        問３０問３０問３０問３０（（（（２２２２））））で「２」に○をつけた方にで「２」に○をつけた方にで「２」に○をつけた方にで「２」に○をつけた方にうかがうかがうかがうかがいます。います。います。います。    

利用したいと思わない利用したいと思わない利用したいと思わない利用したいと思わない理由理由理由理由はなんですか。（当てはまるものはなんですか。（当てはまるものはなんですか。（当てはまるものはなんですか。（当てはまるものすべてにすべてにすべてにすべてに○）○）○）○）    

１．病児・病後児を他人にみてもらうのは不安 ２．事業の質に不安がある 

３．事業の利便性（利用時間・日数、場所など）がよくない ４．利用料がかかる・高い 

５．利用料がわからない  ６．親が仕事を休んで対応する 

７．自分が子どものそばにいて看病したい  

８．その他（                                     ） 

お子さんの病気の際の対応について 

３３３３                                

１１１１                                

３３３３                                

問問問問 3333１１１１へへへへ    

１１１１                                

問問問問 3333１１１１へへへへ    
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問問問問３１３１３１３１    この１年間に、この１年間に、この１年間に、この１年間に、保護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族の入院など）保護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族の入院など）保護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族の入院など）保護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族の入院など）により、お子さんを『泊りがけ』により、お子さんを『泊りがけ』により、お子さんを『泊りがけ』により、お子さんを『泊りがけ』

で家族以外にみてもらった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。）で家族以外にみてもらった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。）で家族以外にみてもらった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。）で家族以外にみてもらった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。）    

（当てはまるもの（当てはまるもの（当てはまるもの（当てはまるものすべてにすべてにすべてにすべてに○をつけ、１年間のおおよその利用日数を○をつけ、１年間のおおよその利用日数を○をつけ、１年間のおおよその利用日数を○をつけ、１年間のおおよその利用日数を    □□□□    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。）ください。）ください。）ください。）    

    

利用した事業・日数（年間） 

１．あった ア．親族（同居者を含む）・知人にみてもらった 

□□日 

イ．子育て短期支援事業（ショートステイ）を利用した 

（児童養護施設で短期間、子どもを預かる事業） 
□□日 

ウ．緊急サポートネットワーク事業を利用した 

（地域住民が保育（宿泊対応）する会員制の事業） 
□□日 

エ．イ、ウ以外の保育事業を利用した （ベビーシッタ一等） □□日 

オ．しかたなく子どもを同行させた □□日 

カ．しかたなく子どもだけで留守番をさせた □□日 

キ．その他（                      ） 

□□日 

２．なかった    

    

問問問問３２３２３２３２        問問問問３１３１３１３１で「１」で「１」で「１」で「１」のののの「ア」と答えた方にうかがいます。「ア」と答えた方にうかがいます。「ア」と答えた方にうかがいます。「ア」と答えた方にうかがいます。    

親族・知人の方に頼みにくくはなかったですか親族・知人の方に頼みにくくはなかったですか親族・知人の方に頼みにくくはなかったですか親族・知人の方に頼みにくくはなかったですか。。。。（（（（1111 つにつにつにつに○○○○））））    

    

１．非常に頼みにくかった 
２．どちらかというと頼みにくかった 

３．特に頼みにくくはなかった 

 

 

  

お子さんの宿泊を伴う一時的な預かり等の利用について 

２２２２                                

問問問問３３へ３３へ３３へ３３へ    
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問問問問３３３３３３３３    お子さんが生まれた時、父母のいずれかもしくは双方が育児休業を取得しましたか。お子さんが生まれた時、父母のいずれかもしくは双方が育児休業を取得しましたか。お子さんが生まれた時、父母のいずれかもしくは双方が育児休業を取得しましたか。お子さんが生まれた時、父母のいずれかもしくは双方が育児休業を取得しましたか。    

（（（（当てはまる当てはまる当てはまる当てはまるものものものもの１つに１つに１つに１つに○をつけ、○をつけ、○をつけ、○をつけ、「「「「取得していない取得していない取得していない取得していない」」」」方はその理由方はその理由方はその理由方はその理由について、ア～ソから選んでについて、ア～ソから選んでについて、ア～ソから選んでについて、ア～ソから選んでご記ご記ご記ご記

入ください。入ください。入ください。入ください。））））    

    

母母母母    親親親親 父父父父    親親親親 

１．働いていなかった １．働いていなかった 

２．取得した ２．取得した 

３．取得していない ３．取得していない 

  ⇒ 取得していない理由（いくつでも）   ⇒ 取得していない理由（いくつでも） 

  

    

問問問問３３３３４４４４    子どもが原則１歳（保育所子どもが原則１歳（保育所子どもが原則１歳（保育所子どもが原則１歳（保育所に入れないなどに入れないなどに入れないなどに入れないなど一定の要件を満たす場合は１歳６一定の要件を満たす場合は１歳６一定の要件を満たす場合は１歳６一定の要件を満たす場合は１歳６かかかか月）になるまで育児休業月）になるまで育児休業月）になるまで育児休業月）になるまで育児休業

給付が支給される給付が支給される給付が支給される給付が支給されるしくみやしくみやしくみやしくみや、子どもが満３歳になるまでの育児休業等、子どもが満３歳になるまでの育児休業等、子どもが満３歳になるまでの育児休業等、子どもが満３歳になるまでの育児休業等のののの期間について健康保険及び厚生年期間について健康保険及び厚生年期間について健康保険及び厚生年期間について健康保険及び厚生年

金保険の保険料が免除になる金保険の保険料が免除になる金保険の保険料が免除になる金保険の保険料が免除になるしくみをしくみをしくみをしくみをご存じでしたか。ご存じでしたか。ご存じでしたか。ご存じでしたか。（（（（１つ１つ１つ１つに○に○に○に○））））    

１．育児休業給付、保険料免除のいずれも知っていた 

２．育児休業給付のみ知っていた 

３．保険料免除のみ知っていた 

４．育児休業給付、保険料免除のいずれも知らなかった 

 

問問問問３３３３５５５５        問問問問３３３３３３３３で「２」と回答した方にうかがいます。で「２」と回答した方にうかがいます。で「２」と回答した方にうかがいます。で「２」と回答した方にうかがいます。    

育児休業取得後、職場に復帰しましたか。育児休業取得後、職場に復帰しましたか。育児休業取得後、職場に復帰しましたか。育児休業取得後、職場に復帰しましたか。（（（（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１つを１つを１つを１つを    □□□□    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．育児休業取得後、職場に復帰した 

①①①①    母親母親母親母親    

    

②②②②    父親父親父親父親 
２．育児休業中に離職した 

        

ア．職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった イ．仕事が忙しかった 

ウ．（産休後に）仕事に早く復帰したかった エ．仕事に戻るのが難しそうだった 

オ．昇給・昇格などが遅れそうだった カ．収入減となり、経済的に苦しくなる 

キ．保育所などに預けることができた ク．配偶者が育児休業制度を利用した 

ケ．配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、制度を利用する必要がなかった 

コ．子育てや家事に専念するため退職した    

サ．育児休業制度を知らなかった  

シ．職場に育児休業の制度がなかった（就業規則に定めがなかった） 

ス．有期雇用（アルバイト・パートを含む）のため育児休業の取得要件を満たさなかった 

セ．産前産後の休暇（産前６週間、産後８週間）を取得できることを知らず、退職した 

ソ．その他（                                 ） 

育児休業や短時間勤務制度などの 

職場と子育ての両立支援制度について（すべての方にうかがいます） 

 ア、オア、オア、オア、オ、ク、ク、ク、ク    

１１１１                                
問問問問 36363636 へへへへ    

問問問問３７へ３７へ３７へ３７へ    
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問問問問３３３３６６６６        問問問問３５３５３５３５で「１」と回答した方にうかがいます。で「１」と回答した方にうかがいます。で「１」と回答した方にうかがいます。で「１」と回答した方にうかがいます。    

（１）育児休業から職場に復帰したのは、（１）育児休業から職場に復帰したのは、（１）育児休業から職場に復帰したのは、（１）育児休業から職場に復帰したのは、４月４月４月４月の保育所入所に合わせたタイミングでしたか。の保育所入所に合わせたタイミングでしたか。の保育所入所に合わせたタイミングでしたか。の保育所入所に合わせたタイミングでしたか。    

（（（（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１つ１つ１つ１つをををを    □□□□    内に内に内に内に数字で数字で数字で数字でご記入ください。ご記入ください。ご記入ください。ご記入ください。））））    

１．４月の保育所入所に合わせたタイミングだった 
① 母親 

 

② 父親 
２．それ以外だった 

（２）育児休業から（２）育児休業から（２）育児休業から（２）育児休業からの職場復帰の職場復帰の職場復帰の職場復帰は、「実際」にお子さんが何歳何は、「実際」にお子さんが何歳何は、「実際」にお子さんが何歳何は、「実際」にお子さんが何歳何かかかか月のとき月のとき月のとき月のときでしでしでしでしたか。また、たか。また、たか。また、たか。また、「希望」では何「希望」では何「希望」では何「希望」では何

歳何か歳何か歳何か歳何か月のときまで月のときまで月のときまで月のときまで育児休業を育児休業を育児休業を育児休業を取りたかったですか。取りたかったですか。取りたかったですか。取りたかったですか。（（（（□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 母親 
実際の復帰  □歳 □□か月 希望 □歳 □□か月 

② 父親 

実際の復帰  □歳 □□か月 希望 □歳 □□か月 

 

（３）（３）（３）（３）    問問問問３３３３６６６６（２）で、（２）で、（２）で、（２）で、「「「「実際の復帰実際の復帰実際の復帰実際の復帰」」」」とととと「「「「希望希望希望希望」」」」が異なる方にうかがいます。が異なる方にうかがいます。が異なる方にうかがいます。が異なる方にうかがいます。    

希望の時期に職場復帰しなかった理由についてうかがいます。希望の時期に職場復帰しなかった理由についてうかがいます。希望の時期に職場復帰しなかった理由についてうかがいます。希望の時期に職場復帰しなかった理由についてうかがいます。    

Ａ：Ａ：Ａ：Ａ：「希望」より早く復帰した方「希望」より早く復帰した方「希望」より早く復帰した方「希望」より早く復帰した方    （（（（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をすべてをすべてをすべてを    □□□□    内に数字でご記入ください。内に数字でご記入ください。内に数字でご記入ください。内に数字でご記入ください。））））    

１．希望する保育所に入るため 

①①①①    母親母親母親母親        

    

②②②②    父親父親父親父親        

 

２．配偶者や家族の希望があったため 

３．経済的な理由で早く復帰する必要があった 

４．人事異動や業務の節目の時期に合わせるため 

５．その他（                     ） 

 

Ｂ：Ｂ：Ｂ：Ｂ：「希望」より遅く復帰した方「希望」より遅く復帰した方「希望」より遅く復帰した方「希望」より遅く復帰した方    （（（（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をすべてをすべてをすべてを    □□□□    内に数字でご記入ください。内に数字でご記入ください。内に数字でご記入ください。内に数字でご記入ください。））））    

１．希望する保育所に入れなかったため 

    

①①①①    母親母親母親母親        

②②②②    父親父親父親父親        

 

２．自分や子どもなどの体調が思わしくなかったため 

３．配偶者や家族の希望があったため 

４．職場の受け入れ態勢が整っていなかったため 

５．子どもをみてくれる人がいなかったため 

６．その他（                     ） 

 

（（（（４４４４）お勤め先に、育児のために３歳まで休暇）お勤め先に、育児のために３歳まで休暇）お勤め先に、育児のために３歳まで休暇）お勤め先に、育児のために３歳まで休暇を取得できる制度があった場合、「希望」としてはお子さんがを取得できる制度があった場合、「希望」としてはお子さんがを取得できる制度があった場合、「希望」としてはお子さんがを取得できる制度があった場合、「希望」としてはお子さんが

何歳何か何歳何か何歳何か何歳何か月のときまで取りたかったですか。□内に月のときまで取りたかったですか。□内に月のときまで取りたかったですか。□内に月のときまで取りたかったですか。□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母親①母親①母親①母親                                                                                        ②父親②父親②父親②父親    

□歳 □□か月 

 

□歳 □□か月 

 

（（（（５５５５））））育児休業からの職場復帰時には、育児休業からの職場復帰時には、育児休業からの職場復帰時には、育児休業からの職場復帰時には、「「「「短時間勤務制度短時間勤務制度短時間勤務制度短時間勤務制度」」」」を利用しましたか。を利用しましたか。を利用しましたか。を利用しましたか。（（（（当てはまる番号１つを当てはまる番号１つを当てはまる番号１つを当てはまる番号１つを    □□□□    内内内内

に数字でご記入ください。に数字でご記入ください。に数字でご記入ください。に数字でご記入ください。））））    

１．利用する必要がなかった（フルタイムで働きたかった、もともと短時間勤務だった） 
① 母親 

 

 

② 父親 

２．利用した 

３．利用したかったが、利用しなかった（利用できなかった）     

１１１１                                

１１１１    １１１１                    １１１１                    ２２２２                    

１１１１、４、４、４、４                    

２２２２                                        

２２２２                                

「１」「２」「１」「２」「１」「２」「１」「２」

と答えた方と答えた方と答えた方と答えた方

はははは問問問問 37373737 へへへへ    
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（６）（６）（６）（６）    問問問問３３３３６６６６（５）で「３」と回答した方にうかがいます。（５）で「３」と回答した方にうかがいます。（５）で「３」と回答した方にうかがいます。（５）で「３」と回答した方にうかがいます。    

「「「「短時間勤務制度短時間勤務制度短時間勤務制度短時間勤務制度」」」」を利用しなかった理由はなんですか。を利用しなかった理由はなんですか。を利用しなかった理由はなんですか。を利用しなかった理由はなんですか。（（（（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をすべてをすべてをすべてを    □□□□    内に数字でご内に数字でご内に数字でご内に数字でご

記入ください。記入ください。記入ください。記入ください。））））    

１．職場に短時間勤務制度を利用しにくい雰囲気があった 
① 母親  

 

 

 

 

 

 

② 父親 

２．仕事が忙しかった 

３．短時間勤務にすると給与が減額され、経済的に苦しくなる 

４．短時間勤務にすると保育所の入所申請の優先順位が下がる 

５．配偶者が育児休業制度や短時間勤務制度を利用した 

６．配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、制度を利用する必要

がなかった 

７．子育てや家事に専念するため退職した 

８．職場に短時間勤務制度がなかった（就業規則に定めがなかった） 

９．短時間勤務制度を利用できることを知らなかった 

１０．その他（                        ） 
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問３７問３７問３７問３７    子育て（教育を含む）をする上での相談等の支援体制として、子育て（教育を含む）をする上での相談等の支援体制として、子育て（教育を含む）をする上での相談等の支援体制として、子育て（教育を含む）をする上での相談等の支援体制として、    

どのような体制・しくみがあればよいとお考えですか。（１つに○どのような体制・しくみがあればよいとお考えですか。（１つに○どのような体制・しくみがあればよいとお考えですか。（１つに○どのような体制・しくみがあればよいとお考えですか。（１つに○    ））））    

１．１対１での個別対応や専門窓口への仲介をしてくれる「子育てコンシェルジュ（水先案内人）」のよ

うな人を、ちとせっここどもセンターなどに配置する 

２．行政（市役所など）の窓口ではなく、地域の子育て経験豊かな方と知り合えるきっかけとなる場や機

会を設ける 

３．「千歳市子育てガイド」をもっと多くの人に活用していただけるように身近な場所に配置する 

  （配置して欲しい具体的な場所 ⇒                          ） 

４．人と話すのが苦手な方でも気軽に質問できて、答えが得られるような「子育てメール投函コーナー」

を、市のホームページに設ける 

５．その他（                                      ） 

 

問問問問３８３８３８３８        千歳市が、今よりももっと子育てしやすいまちとなるためにはどのようなことが重要だと思いますか。千歳市が、今よりももっと子育てしやすいまちとなるためにはどのようなことが重要だと思いますか。千歳市が、今よりももっと子育てしやすいまちとなるためにはどのようなことが重要だと思いますか。千歳市が、今よりももっと子育てしやすいまちとなるためにはどのようなことが重要だと思いますか。

（主なもの（主なもの（主なもの（主なもの３つまで３つまで３つまで３つまで○をつけてください。）○をつけてください。）○をつけてください。）○をつけてください。）    

    

    

【親子の健やかな成長を応援するために】【親子の健やかな成長を応援するために】【親子の健やかな成長を応援するために】【親子の健やかな成長を応援するために】    

１．安心して妊娠・出産を迎えるための環境づくり  （妊婦健診、妊婦教室、特定不妊治療費助成等） 

２．親と子のこころとからだの健康づくり （乳幼児健診、予防接種、子どもの医療費助成等） 

【子育てをするすべての家庭を応援するために】【子育てをするすべての家庭を応援するために】【子育てをするすべての家庭を応援するために】【子育てをするすべての家庭を応援するために】    

３．地域におけるさまざまな子育て支援サービスの充実  （子育てガイドブック、一時保育事業等） 

４．支援が必要な子どもへのきめ細やかな取組み  （こども通園センター、発達相談事業等） 

５．子育て支援ネットワークづくり  （子育てサークルへの支援等） 

６．男性の子育ての参加促進  （男性の子育て講座等） 

【働きながら子どもを育てている人を応援するために】【働きながら子どもを育てている人を応援するために】【働きながら子どもを育てている人を応援するために】【働きながら子どもを育てている人を応援するために】    

７．保育所や学童クラブ事業等の保育サービスの充実 

８．仕事と子育ての両立の推進   （育児休業制度の啓発活動等） 

９．働く親が利用できる子育て支援事業の推進 （就労時間外の子育て講座や子育て相談等） 

【子どもの学びと育ちを応援するために】【子どもの学びと育ちを応援するために】【子どもの学びと育ちを応援するために】【子どもの学びと育ちを応援するために】    

１０．子どもの豊かなこころの育みの支援  （幼稚園、保育所などでの世代間交流等） 

１１．次代を担う心身ともたくましい子どもの育成  （各種スポーツ教室等） 

１２．学校教育の推進  （非行防止取組、英語指導助手の活用等） 

１３．幼保一体化の促進  （幼保連携型認定こども園の普及促進等） 

１４．思春期と学童期のこころとからだの健康づくり  （性・薬物等の教育・啓発、相談事業の充実等） 

【子どもが安全に育つ安心なまちであるために】【子どもが安全に育つ安心なまちであるために】【子どもが安全に育つ安心なまちであるために】【子どもが安全に育つ安心なまちであるために】    

１５．子どもの権利を守るための環境整備  （人権教室・人権の花運動等） 

１６．子どもの安全の確保  （子ども 110 番の家・千歳っ子見守り隊事業） 

１７．親育ち教室の推進 （親としての育ちのための教室等） 

これからの子ども・子育て支援全般について 

（すべての方にうかがいます） 
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問問問問３９３９３９３９    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、ご自由にご記入く教育・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、ご自由にご記入く教育・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、ご自由にご記入く教育・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、ご自由にご記入く

ださい。ださい。ださい。ださい。（お子さんに利用させたいサービスの提案や、これから生まれる子どもや就学前の子どものために、（お子さんに利用させたいサービスの提案や、これから生まれる子どもや就学前の子どものために、（お子さんに利用させたいサービスの提案や、これから生まれる子どもや就学前の子どものために、（お子さんに利用させたいサービスの提案や、これから生まれる子どもや就学前の子どものために、

ご自身の経験から「こんな子育てサービスがあったらよかった」などをぜひお書きください。）ご自身の経験から「こんな子育てサービスがあったらよかった」などをぜひお書きください。）ご自身の経験から「こんな子育てサービスがあったらよかった」などをぜひお書きください。）ご自身の経験から「こんな子育てサービスがあったらよかった」などをぜひお書きください。）    

    

モンスターペアレントが増えているという新聞記事を目にします。子どもの預け先を増やすことも大事だとモンスターペアレントが増えているという新聞記事を目にします。子どもの預け先を増やすことも大事だとモンスターペアレントが増えているという新聞記事を目にします。子どもの預け先を増やすことも大事だとモンスターペアレントが増えているという新聞記事を目にします。子どもの預け先を増やすことも大事だと    

思いますが、「こういう子どもの扱いは、子どもの成長にこのような影響を与える」など、産前・産後や小思いますが、「こういう子どもの扱いは、子どもの成長にこのような影響を与える」など、産前・産後や小思いますが、「こういう子どもの扱いは、子どもの成長にこのような影響を与える」など、産前・産後や小思いますが、「こういう子どもの扱いは、子どもの成長にこのような影響を与える」など、産前・産後や小    

学校に入る前に、子育てをする上で、親として知っておくべきことなど「親に対する教育」の機会がもっと学校に入る前に、子育てをする上で、親として知っておくべきことなど「親に対する教育」の機会がもっと学校に入る前に、子育てをする上で、親として知っておくべきことなど「親に対する教育」の機会がもっと学校に入る前に、子育てをする上で、親として知っておくべきことなど「親に対する教育」の機会がもっと    

あればいいのではないかと思います。あればいいのではないかと思います。あればいいのではないかと思います。あればいいのではないかと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

調査にご協力いただきまして、ありがとうございました。 

切手は貼らずに同封の封筒に入れ、ご投函ください。 

 

 

 

 


