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調査票調査票調査票調査票    

         ※※※※問問問問１１１１    おおおお住住住住まいのまいのまいのまいの地区地区地区地区のののの小学校小学校小学校小学校としてとしてとしてとして当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる答答答答えのえのえのえの番号番号番号番号 1111 つにつにつにつに○○○○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。。。。    １．伊那    ２．伊那東     ３．伊那北    ４．伊那西    ５．富県      ６．新山 ７．美篶    ８．手良      ９．東春近    １０．西箕輪   １１．西春近北  １２．西春近南 １３．高遠   １４．高遠北    １５．長谷                 ※１「宛名のお子さん」 ・幼稚園・保育園経由で調査票が届いた皆様 本調査依頼文書表面の、上部の貼付シールに記載のお子さんです。 ・郵送で調査票が届いた皆様         封筒貼付の宛名シールに記載のお子さんです。        ※※※※問問問問２２２２    宛名宛名宛名宛名のおのおのおのお子子子子さんのさんのさんのさんの生年月生年月生年月生年月をごをごをごを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。。。。（（（（□□□□内内内内にににに数字数字数字数字でごでごでごで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。。。。数字数字数字数字はははは一枠一枠一枠一枠にににに一字一字一字一字。）。）。）。）     平成 □□年 □□月生まれ     ※※※※問問問問３３３３    このこのこのこの調査票調査票調査票調査票にごにごにごにご回答回答回答回答いただくいただくいただくいただく方方方方はどなたですかはどなたですかはどなたですかはどなたですか。。。。宛名宛名宛名宛名のおのおのおのお子子子子さんからみたさんからみたさんからみたさんからみた関係関係関係関係ででででおおおお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。当当当当ててててはまるはまるはまるはまる番号番号番号番号１１１１つにつにつにつに○○○○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。。。。    １．母親           ２．父親           ３．その他（          ）     ※※※※問問問問４４４４    このこのこのこの調査票調査票調査票調査票ににににごごごご回答回答回答回答いただいているいただいているいただいているいただいている方方方方のののの配偶関係配偶関係配偶関係配偶関係にににについておついておついておついてお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号１１１１つにつにつにつに○○○○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。。。。    １．配偶者がいる      ２．配偶者はいない  問問問問４４４４－－－－１１１１    宛名宛名宛名宛名のおのおのおのお子子子子さんさんさんさんはははは、、、、どなたとどなたとどなたとどなたと同居同居同居同居していますかしていますかしていますかしていますか。。。。おおおお子子子子さんからみたさんからみたさんからみたさんからみた関係関係関係関係でででで当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号全全全全てててて○○○○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。。。。    １．父親  ２．母親   ３．兄弟姉妹（人数 宛名のお子さんを含め    人）   ４．祖父 ５．祖母  ６．その他（           ）  ※※※※問問問問５５５５    宛名宛名宛名宛名のおのおのおのお子子子子さんのさんのさんのさんの子育子育子育子育てててて（（（（教育教育教育教育をををを含含含含むむむむ））））をををを主主主主にににに行行行行っているのはどなたですかっているのはどなたですかっているのはどなたですかっているのはどなたですか。。。。おおおお子子子子さんからみたさんからみたさんからみたさんからみた関係関係関係関係でででで当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号１１１１つにつにつにつに○○○○をつけてくをつけてくをつけてくをつけてくださいださいださいださい。。。。    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（      ）    

宛名のお子さん※１と、ご家族の状況 

についてうかがいます。 

お住まいの地域についてうかがいます。 
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        問問問問６６６６    宛名宛名宛名宛名のおのおのおのお子子子子さんのさんのさんのさんの保護者保護者保護者保護者のののの現在現在現在現在のののの就労状況就労状況就労状況就労状況（（（（自営業自営業自営業自営業、、、、家族従事者含家族従事者含家族従事者含家族従事者含むむむむ））））ををををうかがいますうかがいますうかがいますうかがいます。。。。    ※※※※（（（（１１１１））））母親母親母親母親    【【【【父子家庭父子家庭父子家庭父子家庭のののの場合場合場合場合はははは記入記入記入記入はははは不要不要不要不要ですですですです】】】】    当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号１１１１つにつにつにつに○○○○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。。。。        １．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度）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）で就労しているが、 産休・育休・介護休業中である ３．フルタイム以外で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない 4．フルタイム以外で就労しているが、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     ※※※※（（（（２２２２））））父親父親父親父親    【【【【母子家庭母子家庭母子家庭母子家庭のののの場合場合場合場合はははは記入記入記入記入はははは不要不要不要不要ですですですです】】】】    当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号１１１１つにつにつにつに○○○○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。。。。    １．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度）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）で就労しているが、 産休・育休・介護休業中である ３．フルタイム以外で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない 4．フルタイム以外で就労しているが、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     問問問問７７７７    問問問問６６６６のののの（（（（１１１１））））またはまたはまたはまたは（（（（２２２２））））でででで「「「「３３３３....４４４４....」」」」（（（（フルタイムフルタイムフルタイムフルタイム以外以外以外以外でででで就労就労就労就労しているしているしているしている））））にににに○○○○をつけたをつけたをつけたをつけた方方方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。。。。該当該当該当該当しないしないしないしない方方方方はははは、、、、問問問問８８８８へへへへおおおお進進進進みくださいみくださいみくださいみください。。。。    フルタイムフルタイムフルタイムフルタイムへのへのへのへの転換希望転換希望転換希望転換希望はありますかはありますかはありますかはありますか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号１１１１つにつにつにつに○○○○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。。。。    ※※※※（（（（１１１１））））母親母親母親母親        １．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度）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）への転換希望はあるが、実現できる見込みはない ３．フルタイム以外の就労を続けることを希望 ４．仕事をやめて子育てや家事に専念したい     ※※※※（（（（２２２２））））父親父親父親父親                                １．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度）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）への転換希望はあるが、実現できる見込みはない ３．フルタイム以外の就労を続けることを希望 ４．仕事をやめて子育てや家事に専念したい 

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。 
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問問問問８８８８    問問問問６６６６のののの（（（（１１１１））））またはまたはまたはまたは（（（（２２２２））））でででで「「「「５５５５....以前以前以前以前はははは就労就労就労就労していたがしていたがしていたがしていたが、、、、現在現在現在現在はははは就労就労就労就労していないしていないしていないしていない」」」」またはまたはまたはまたは「「「「６６６６....これまこれまこれまこれまでででで就労就労就労就労したことがないしたことがないしたことがないしたことがない」」」」にににに○○○○をつけたをつけたをつけたをつけた方方方方にうかがいますにうかがいますにうかがいますにうかがいます。。。。該当該当該当該当しないしないしないしない方方方方はははは、、、、問問問問９９９９へおへおへおへお進進進進みくださいみくださいみくださいみください。。。。                                                            就労就労就労就労したいというしたいというしたいというしたいという希望希望希望希望はありますかはありますかはありますかはありますか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号・・・・記号記号記号記号それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ１１１１つつつつにににに○○○○をつけをつけをつけをつけ、、、、該当該当該当該当するするするする□□□□内内内内にはにはにはには数字数字数字数字をごをごをごを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（（（（数字数字数字数字はははは一枠一枠一枠一枠にににに一字一字一字一字））））。。。。     ※※※※（（（（１１１１））））母親母親母親母親                                １．１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．「ア」以外           イ． 「ア」以外を選んだ方  希望する就労日数と時間                   → １週当たり □日   １日当たり □□時間 ２．一番下の子どもが □□歳になったころに就労したい（□年後） ３．子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）     ※※※※（（（（２２２２））））父親父親父親父親                                １．１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．「ア」以外           イ． 「ア」以外を選んだ方  希望する就労日数と時間                   → １週当たり □日   １日当たり □□時間 ２．一番下の子どもが □□歳になったころに就労したい（□年後） ３．子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）  
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      ※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９-１に示した事業が含まれます。     ※※※※問問問問９９９９    宛名宛名宛名宛名のおのおのおのお子子子子さんはさんはさんはさんは現在現在現在現在、、、、幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園やややや保育所保育所保育所保育所などのなどのなどのなどの「「「「定期的定期的定期的定期的なななな教育教育教育教育・・・・保育保育保育保育のののの事業事業事業事業」」」」をををを利用利用利用利用されていますかされていますかされていますかされていますか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号１１１１つにつにつにつに○○○○をつけてくをつけてくをつけてくをつけてくださいださいださいださい。。。。     １．利用している  ⇒⇒⇒⇒ 問９-１へ       ２．利用していない  ⇒⇒⇒⇒ 問 10 へ     ※※※※問問問問９９９９----１１１１    宛名宛名宛名宛名のおのおのおのお子子子子さんはさんはさんはさんは、、、、平日平日平日平日どのようなどのようなどのようなどのような教育教育教育教育・・・・保育保育保育保育のののの事業事業事業事業をををを利用利用利用利用していますかしていますかしていますかしていますか。。。。年間年間年間年間をををを通通通通じてじてじてじて「「「「定期的定期的定期的定期的にににに」」」」利用利用利用利用しているしているしているしている事業事業事業事業をおをおをおをお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号すべてにすべてにすべてにすべてに○○○○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。。。。    １．幼稚園 （天使幼稚園・緑ヶ丘幼稚園）  ２．認定こども園 （敬愛幼稚園・敬愛保育園）  ３．保育園 （公立保育園・つくしんぼ保育園・伊那保育園）    ４．認可外保育施設（山の遊びや はらぺこ）   ６．その他の保育施設  ８． その他（                 ）  

ア．通常の就園時間の利用  イ．幼稚園の預かり保育の利用    （通常の就園時間を延長して預かる事業のうち、定期的なもの）   ウ．通常の就園時間の利用  エ．延長保育利用  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    ※※※※問問問問９９９９----２２２２    問問問問９９９９----１１１１についてについてについてについて、、、、どのくらいどのくらいどのくらいどのくらい利用利用利用利用していますかしていますかしていますかしていますか。。。。またまたまたまた、、、、希望希望希望希望ととととしてはどのくらいしてはどのくらいしてはどのくらいしてはどのくらい利用利用利用利用したいですかしたいですかしたいですかしたいですか。。。。１１１１週当週当週当週当たりたりたりたり何日何日何日何日、、、、１１１１日当日当日当日当たりたりたりたり何時間何時間何時間何時間（（（（何時何時何時何時からからからから何時何時何時何時までまでまでまで））））かをかをかをかを、、、、□□□□内内内内にににに具体的具体的具体的具体的なななな数字数字数字数字でごでごでごで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（（（（数数数数字字字字はははは一枠一枠一枠一枠にににに一字一字一字一字）。）。）。）。    時間時間時間時間はははは、（、（、（、（例例例例））））００００９９９９時時時時～～～～１８１８１８１８時時時時のようにのようにのようにのように２４２４２４２４時間制時間制時間制時間制でごでごでごで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。。。。    ※（１）現在   １週当たり □日      １日当たり □□時間 （ □□時～ □□時） ※（２）希望   １週当たり □日      １日当たり □□時間 （ □□時～ □□時）  

宛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。 

１・２を利用されている方は ア イ のいずれかの利用形態に○をしてください 
３を利用されている方は ウ  エ  のいずれかの利用形態に○をしてください 
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問問問問９９９９----３３３３    平日平日平日平日にににに定期的定期的定期的定期的にににに利用利用利用利用しているしているしているしている理由理由理由理由をををを教教教教ええええてくださいてくださいてくださいてください。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号一一一一つにつにつにつに○○○○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。。。。    １．経済的理由から就労しなければならなかったから  ⇒⇒⇒⇒ 問９-４へ ２．幼児教育を受けさせたかったから ３．就労条件による（産休・育休が取れない、取りにくい・ 退職すると職場復帰ができない 等） ４．就労したかったから                         ２～８は 問 10 へ ５．集団生活を経験させたかったから ６．育児が大変だったから・不安だったから ７．自分の時間がほしいから ８．その他（                           ）     問問問問９９９９----４４４４    経済的支援経済的支援経済的支援経済的支援があればがあればがあればがあれば、、、、通園通園通園通園させずさせずさせずさせず家庭家庭家庭家庭でのでのでのでの育児育児育児育児をををを希望希望希望希望しますかしますかしますかしますか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号一一一一つにつにつにつに○○○○をつけてくをつけてくをつけてくをつけてくださいださいださいださい。。。。    １．希望する  ⇒⇒⇒⇒ 問９-５へ         ２．希望しない  ⇒⇒⇒⇒ 問 10 へ     問問問問９９９９----５５５５    何歳何歳何歳何歳ぐらいまでぐらいまでぐらいまでぐらいまで通園通園通園通園させずさせずさせずさせず家庭家庭家庭家庭でのでのでのでの育児育児育児育児ををををしたいですかしたいですかしたいですかしたいですか。。。。□□□□内内内内にににに数字数字数字数字をごをごをごを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。。。。     □□歳まで  ※※※※問問問問 11110000    すべてのすべてのすべてのすべての方方方方にうかがいますにうかがいますにうかがいますにうかがいます。。。。現在現在現在現在、、、、利用利用利用利用しているしているしているしている、、、、利用利用利用利用していないにかかわらずしていないにかかわらずしていないにかかわらずしていないにかかわらず、、、、宛名宛名宛名宛名のおのおのおのお子子子子さんのさんのさんのさんの平平平平日日日日のののの教育教育教育教育・・・・保育保育保育保育のののの事業事業事業事業としてとしてとしてとして、、、、「「「「定期的定期的定期的定期的にににに」」」」利用利用利用利用したいとしたいとしたいとしたいと考考考考えるえるえるえる事業事業事業事業をおをおをおをお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号すべてにすべてにすべてにすべてに○○○○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。。。。なおなおなおなお、、、、これらのこれらのこれらのこれらの事業事業事業事業のののの利用利用利用利用にはにはにはには、、、、一定一定一定一定のののの利用者負担利用者負担利用者負担利用者負担がががが発生発生発生発生しますしますしますします。。。。認可保認可保認可保認可保育育育育園園園園のののの場合場合場合場合、、、、世帯収入世帯収入世帯収入世帯収入にににに応応応応じたじたじたじた利用料利用料利用料利用料（（（（調査票調査票調査票調査票 11116666 ページページページページ参照参照参照参照））））がががが設定設定設定設定されていますされていますされていますされています。。。。    １．幼稚園 （天使幼稚園・緑ヶ丘幼稚園）  ２．認定こども園 （敬愛幼稚園・敬愛保育園）  ３．保育園 （公立保育園・つくしんぼ保育園・伊那保育園）    ４．認可外保育施設（山の遊びや はらぺこ）   ６．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の認可を受けた定員概ね６～１９人のもの）  ８．その他の保育施設    1０．ファミリー・サポート・センター 

ア．通常の就園時間の利用  イ．幼稚園の預かり保育の利用    （通常の就園時間を延長して預かる事業のうち、定期的なもの）   ウ．通常の就園時間の利用  エ．延長保育利用  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．家庭的保育 （保育者の家庭等で５人以下の子どもを保育する事業）  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事業）  1１．その他（             ） 

１・２を利用されている方は ア イ のいずれかの利用形態に○をしてください 
３を利用されている方は ウ  エ  のいずれかの利用形態に○をしてください 
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問問問問 10101010----1111    すべてのすべてのすべてのすべての方方方方にうかがいますにうかがいますにうかがいますにうかがいます。。。。幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園、、、、保育園保育園保育園保育園、、、、認定認定認定認定こどもこどもこどもこども園等園等園等園等でででで力力力力をををを入入入入れてれてれてれて取取取取りりりり組組組組んでほしいことはどんでほしいことはどんでほしいことはどんでほしいことはどのようなことですかのようなことですかのようなことですかのようなことですか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号にににに（（（（３３３３つまでつまでつまでつまで））））○○○○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。。。。    １．自然と関わりのびのびと遊ぶ ３．小学校との連携 ５．絵本の読み聞かせ ７．生活習慣（食事、着脱、清潔等）の習得 ９．コミュニケーション能力を高める 
２．地域との交流 ４．体づくり ６．食育。畑づくり、クッキングなど ８．自主性を育てる １０．その他 （                      ）  問問問問 10101010----2222    すべてのすべてのすべてのすべての方方方方にうかがいますにうかがいますにうかがいますにうかがいます。。。。幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園、、、、保育園保育園保育園保育園、、、、認定認定認定認定こどもこどもこどもこども園等園等園等園等にににに求求求求めることはどのようなことですめることはどのようなことですめることはどのようなことですめることはどのようなことですかかかか。。。。ごごごご自由自由自由自由ににに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。。。。                          ※※※※問問問問 11111111    宛名宛名宛名宛名のおのおのおのお子子子子さんはさんはさんはさんは、、、、現現現現在在在在、、、、地域子育地域子育地域子育地域子育てててて支援拠点事業支援拠点事業支援拠点事業支援拠点事業（（（（親子親子親子親子がががが集集集集まってまってまってまって過過過過ごしたりごしたりごしたりごしたり、、、、相談相談相談相談をしたりをしたりをしたりをしたり、、、、情報提情報提情報提情報提供供供供をををを受受受受けたりするけたりするけたりするけたりする場場場場でででで、、、、「「「「子育子育子育子育てててて支援支援支援支援センターセンターセンターセンター」」」」「「「「ちびっちびっちびっちびっ子広場子広場子広場子広場」「」「」「」「子育子育子育子育ててててサークルサークルサークルサークル」」」」等等等等ですですですです））））をををを利用利用利用利用していしていしていしていますかますかますかますか。。。。次次次次のののの中中中中からからからから、、、、利用利用利用利用されているものされているものされているものされているものすべてにすべてにすべてにすべてに○○○○をつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください。。。。またまたまたまた、、、、おおよそのおおよそのおおよそのおおよその利用回数利用回数利用回数利用回数（（（（頻度頻度頻度頻度））））ををををアイウアイウアイウアイウのいずれかのいずれかのいずれかのいずれか一一一一つのつのつのつの□□□□内内内内にににに数字数字数字数字でごでごでごで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（（（（数字数字数字数字はははは一枠一枠一枠一枠にににに一字一字一字一字））））。。。。    １．地域子育て支援拠点事業 （「子育て支援センター」「ちびっ子広場」「子育てサークル」等）    ア．１週当たり □回  イ．１ヶ月当たり □回程度  ウ．１年当たり □回程度 ２．その他伊那市で実施している類似の事業（具体名：            ） ア．１週当たり □回  イ．１ヶ月当たり □回程度  ウ．１年当たり □回程度 ３．利用していない 

 

宛名のお子さんの地域の子育て支援事業の利用状況 

についてうかがいます。 



7 

 ※※※※問問問問 11112222    問問問問 11111111 のようなのようなのようなのような地域子育地域子育地域子育地域子育てててて支援拠点支援拠点支援拠点支援拠点事業事業事業事業についてについてについてについて、、、、今今今今はははは利用利用利用利用していないがしていないがしていないがしていないが、、、、できればできればできればできれば今後今後今後今後利用利用利用利用したいしたいしたいしたい、、、、ああああるるるるいはいはいはいは、、、、利用日数利用日数利用日数利用日数をををを増増増増やしたいとやしたいとやしたいとやしたいと思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号一番号一番号一番号一つにつにつにつに○○○○をつけてをつけてをつけてをつけて、、、、おおよそのおおよそのおおよそのおおよその利用回数利用回数利用回数利用回数（（（（頻度頻度頻度頻度））））ををををアイウアイウアイウアイウのいずれかのいずれかのいずれかのいずれか一一一一つのつのつのつの□□□□内内内内にににに数字数字数字数字でごでごでごで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（（（（数字数字数字数字はははは一枠一枠一枠一枠にににに一字一字一字一字）。）。）。）。なおなおなおなお、、、、これらのこれらのこれらのこれらの事業事業事業事業のののの利用利用利用利用ににににはははは、、、、一定一定一定一定のののの利用利用利用利用者負担者負担者負担者負担がががが発生発生発生発生するするするする場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります。。。。（（（（自治体自治体自治体自治体におけるにおけるにおけるにおける料金設定料金設定料金設定料金設定をををを示示示示すすすす））））    １．利用していないが、今後利用したい    ア．１週当たり □回  イ．１ヶ月当たり □回程度  ウ．１年当たり □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  ア．１週当たり □回  イ．１ヶ月当たり □回程度  ウ．１年当たり □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 11113333    宛名宛名宛名宛名のおのおのおのお子子子子さんについてさんについてさんについてさんについて、、、、土曜日土曜日土曜日土曜日とととと日曜日日曜日日曜日日曜日・・・・祝日祝日祝日祝日にににに、、、、定期的定期的定期的定期的なななな教育教育教育教育・・・・保育保育保育保育のののの事業事業事業事業のののの利用希望利用希望利用希望利用希望ははははありますかありますかありますかありますか（（（（一時的一時的一時的一時的なななな利用利用利用利用はははは除除除除きますきますきますきます））））。。。。希望希望希望希望があるがあるがあるがある場合場合場合場合はははは、、、、利用利用利用利用したいしたいしたいしたい時間帯時間帯時間帯時間帯をををを、、、、((((例例例例))))００００９９９９時時時時～～～～１８１８１８１８時時時時のようにのようにのようにのように２４２４２４２４時時時時間制間制間制間制でごでごでごで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（（（（数字数字数字数字はははは一枠一枠一枠一枠にににに一字一字一字一字））））。。。。なおなおなおなお、、、、これらのこれらのこれらのこれらの事業事業事業事業のののの利用利用利用利用にはにはにはには、、、、一定一定一定一定のののの利用者負担利用者負担利用者負担利用者負担がががが発生発生発生発生ししししますますますます。。。。    ※保育・教育事業とは、幼稚園、保育園、認可外保育施設などの事業を指しますが、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       □□時から □□時まで  （２）日曜・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       □□時から □□時まで  ※※※※問問問問 11114444    「「「「幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園」」」」をををを利用利用利用利用されているされているされているされている方方方方にうかがいますにうかがいますにうかがいますにうかがいます。。。。宛名宛名宛名宛名のおのおのおのお子子子子さんについてさんについてさんについてさんについて、、、、夏休夏休夏休夏休みみみみ・・・・冬休冬休冬休冬休みなどみなどみなどみなど長期長期長期長期のののの休休休休暇暇暇暇期間中期間中期間中期間中のののの教育教育教育教育・・・・保育保育保育保育のののの事業事業事業事業のののの利用利用利用利用をををを希望希望希望希望しますかしますかしますかしますか。。。。希望希望希望希望があるがあるがあるがある場合場合場合場合はははは、、、、利用利用利用利用したいしたいしたいしたい時間帯時間帯時間帯時間帯をををを、、、、    ((((例例例例))))００００９９９９時時時時～～～～１８１８１８１８時時時時のようにのようにのようにのように２４２４２４２４時間制時間制時間制時間制でごでごでごで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（（（（数字数字数字数字はははは一枠一枠一枠一枠にににに一字一字一字一字））））。。。。なおなおなおなお、、、、これらのこれらのこれらのこれらの事業事業事業事業のののの利用利用利用利用にはにはにはには、、、、一一一一定定定定のののの利用者負担利用者負担利用者負担利用者負担がががが発生発生発生発生しますしますしますします。。。。    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      □□時から □□時まで     

宛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。 
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        ※※※※問問問問 11115555    平日平日平日平日のののの定期的定期的定期的定期的なななな教育教育教育教育・・・・保育保育保育保育のののの事業事業事業事業をををを利用利用利用利用しているとしているとしているとしていると答答答答えたえたえたえた保護者保護者保護者保護者のののの方方方方（（（（問問問問９９９９でででで１１１１にににに○○○○をつけたをつけたをつけたをつけた方方方方））））にうかにうかにうかにうかがいますがいますがいますがいます。。。。利用利用利用利用していらっししていらっししていらっししていらっしゃゃゃゃらないらないらないらない方方方方はははは、、、、問問問問 16161616 におにおにおにお進進進進みくださいみくださいみくださいみください。。。。    このこのこのこの１１１１年間年間年間年間にににに、、、、宛名宛名宛名宛名のおのおのおのお子子子子さんがさんがさんがさんが病気病気病気病気ややややケガケガケガケガでででで通通通通常常常常のののの事業事業事業事業がががが利用利用利用利用できなかったことはありますかできなかったことはありますかできなかったことはありますかできなかったことはありますか。。。。      １．あった      ⇒⇒⇒⇒ 問 15-１へ       ２．なかった  ⇒⇒⇒⇒ 問 16 へ      ※※※※問問問問 11115555----1111    宛名宛名宛名宛名のおのおのおのお子子子子ささささんがんがんがんが病気病気病気病気やけがでやけがでやけがでやけがで普段普段普段普段利用利用利用利用しているしているしているしている教育教育教育教育・・・・保育保育保育保育のののの事業事業事業事業がががが利用利用利用利用できなかったできなかったできなかったできなかった場合場合場合場合にににに、、、、このこのこのこの１１１１年間年間年間年間にににに行行行行ったったったった対処対処対処対処方方方方法法法法ととととしてしてしてして当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる記号記号記号記号すべてにすべてにすべてにすべてに○○○○をつけをつけをつけをつけ、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの日数日数日数日数もももも□□□□内内内内にににに数字数字数字数字ででででごごごご記入記入記入記入くくくくださいださいださいださい（（（（半半半半日日日日程程程程度度度度のののの対対対対応応応応のののの場合場合場合場合もももも１１１１日日日日ととととカカカカウンウンウンウントトトトしてくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。数字数字数字数字はははは一枠一枠一枠一枠にににに一字一字一字一字。。。。））））。。。。        １１１１年間年間年間年間のののの対処対処対処対処方方方方法法法法    日数日数日数日数 ア. 父親が休んだ □□ 日 
 

 イ 母親が休んだ □□ 日 ウ. （同居者を含む）親族・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. 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１１１１５５５５----1111 でででで「ア「ア「ア「ア....」「イ」「イ」「イ」「イ....」」」」のいずれかにのいずれかにのいずれかにのいずれかに回答回答回答回答したしたしたした方方方方にうかがいますにうかがいますにうかがいますにうかがいます。。。。    ※※※※問問問問 11115555----2222    そのそのそのその際際際際、、、、「「「「できればできればできればできれば病病病病児児児児・・・・病病病病後児後児後児後児のためののためののためののための保育保育保育保育施施施施設等設等設等設等をををを利用利用利用利用したいしたいしたいしたい」」」」とととと思思思思われわれわれわれましましましましたたたたかかかか。。。。当当当当てはてはてはてはままままるるるる番号番号番号番号１１１１つにつにつにつに○○○○をつけをつけをつけをつけ、、、、日数日数日数日数についてもについてもについてもについても□□□□内内内内にににに数字数字数字数字ででで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（（（（数字数字数字数字はははは一一一一枠枠枠枠にににに一字一字一字一字））））。。。。なおなおなおなお、、、、病病病病児児児児・・・・病病病病後児後児後児後児のためののためののためののための事業等事業等事業等事業等のののの利用利用利用利用にはにはにはには、、、、一定一定一定一定のののの利用料利用料利用料利用料がかかりがかかりがかかりがかかり、、、、利用前利用前利用前利用前にかかりつけにかかりつけにかかりつけにかかりつけ医医医医のののの受受受受診診診診がががが必必必必要要要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  ２．利用したいとは思わない   
 

 

 

  

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。 

（平日の教育・保育を利用する方のみ） 
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     ※※※※問問問問 16161616    宛名宛名宛名宛名のおのおのおのお子子子子さんにさんにさんにさんについてついてついてついて、、、、日中日中日中日中のののの定期的定期的定期的定期的なななな保育保育保育保育やややや病気病気病気病気のためのためのためのため以外以外以外以外にににに、、、、私私私私用用用用、、、、親親親親のののの通通通通院院院院、、、、不定期不定期不定期不定期のののの就労等就労等就労等就労等のののの目目目目的的的的でででで不定期不定期不定期不定期にににに利用利用利用利用しているしているしているしている事業事業事業事業はありますかはありますかはありますかはありますか。。。。あるあるあるある場合場合場合場合はははは、、、、当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号すべてにすべてにすべてにすべてに○○○○をつけをつけをつけをつけ、、、、１１１１年間年間年間年間のののの利用日数利用日数利用日数利用日数（（（（おおよそおおよそおおよそおおよそ））））もももも□□□□内内内内にににに数字数字数字数字ででで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（（（（数字数字数字数字はははは一枠一枠一枠一枠にににに一字一字一字一字））））。。。。    利用利用利用利用しているしているしているしている事業事業事業事業・・・・日数日数日数日数（（（（年間年間年間年間））））    1．一時預かり    （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 ２．幼稚園の延長保育 （通常の就園時間を延長して預かる事業のうち 不定期に利用する場合のみ） □□ 日 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事業） □□ 日 ４．ベビーシッター 
□□ 日 ５．その他（                     ） 
□□ 日 ６．利用していない          ※※※※問問問問 11117777    宛名宛名宛名宛名のおのおのおのお子子子子さんにさんにさんにさんについてついてついてついて、、、、私私私私用用用用、、、、親親親親のののの通通通通院院院院、、、、不定期不定期不定期不定期のののの就労等就労等就労等就労等のののの目目目目的的的的でででで、、、、年間何日年間何日年間何日年間何日くらいくらいくらいくらい事業事業事業事業をををを利用利用利用利用するするするする必必必必要要要要があるがあるがあるがあるとととと思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。利用希望利用希望利用希望利用希望のののの有無有無有無有無についてについてについてについて当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号・・・・記号記号記号記号すべてにすべてにすべてにすべてに○○○○をつけをつけをつけをつけ、、、、必必必必要要要要なななな日数日数日数日数をごをごをごを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（（（（利用利用利用利用したいしたいしたいしたい日数日数日数日数のののの合合合合計計計計とととと、、、、目目目目的的的的別別別別のののの内内内内訳訳訳訳のののの日数日数日数日数をををを□□□□内内内内にににに数字数字数字数字でごでごでごで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。。。。数字数字数字数字はははは一枠一枠一枠一枠にににに一字一字一字一字。。。。）。）。）。）。なおなおなおなお事業事業事業事業のののの利用利用利用利用にあたってはにあたってはにあたってはにあたっては、、、、一定一定一定一定のののの利用料利用料利用料利用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．利用したい 計 □□ 日  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  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  ウ. 不定期の就労 □□ 日  エ. その他（               ） □□ 日 ２．利用する必要はない      

宛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。 
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※※※※問問問問 11118888    このこのこのこの１１１１年間年間年間年間にににに、、、、保護者保護者保護者保護者のののの用事用事用事用事（（（（冠婚葬祭冠婚葬祭冠婚葬祭冠婚葬祭、、、、保護者保護者保護者保護者・・・・家族家族家族家族のののの病気病気病気病気などなどなどなど））））によりによりによりにより、、、、宛名宛名宛名宛名のおのおのおのお子子子子さんをさんをさんをさんを泊泊泊泊りがけりがけりがけりがけでででで家族以外家族以外家族以外家族以外ににににみてもらわみてもらわみてもらわみてもらわなければならないことはありましたかなければならないことはありましたかなければならないことはありましたかなければならないことはありましたか（（（（預預預預けけけけ先先先先がががが見見見見つからなかったつからなかったつからなかったつからなかった場合場合場合場合もももも含含含含みまみまみまみますすすす））））。。。。あったあったあったあった場合場合場合場合はははは、、、、このこのこのこの１１１１年間年間年間年間のののの対処対処対処対処方方方方法法法法としてとしてとしてとして当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号すべてにすべてにすべてにすべてに○○○○をつけをつけをつけをつけ、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの日数日数日数日数もももも□□□□内内内内にににに数字数字数字数字ででで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（（（（数字数字数字数字はははは一枠一枠一枠一枠にににに一字一字一字一字））））。。。。        １１１１年間年間年間年間のののの対処対処対処対処方方方方法法法法    日数日数日数日数 １．あった ア. （同居者を含む）親族・知人にみてもらった 
□□ 泊  イ. 短期入所生活援助事業（ショートステイ）を利用した （児童養護施設等で一定期間、子どもを保護する事業） □□ 泊  ウ. イ以外の保育事業（認可外保育施設、ベビーシッター等）を利用した □□ 泊  エ. 仕方なく子どもを同行させた 
□□ 泊  オ. 仕方なく子どもだけで留守番をさせた  
□□ 泊  カ. その他（               ） 
□□ 泊 ２．なかった  

 

 

 

 

                                ⇒⇒⇒⇒    ５歳未満の方は、問 23 へ ※※※※問問問問 11119999    宛名宛名宛名宛名のおのおのおのお子子子子さんについてさんについてさんについてさんについて、、、、小学校小学校小学校小学校低低低低学年学年学年学年（（（（１１１１～～～～３３３３年生年生年生年生））））のうちはのうちはのうちはのうちは、、、、放課放課放課放課後後後後（（（（平日平日平日平日のののの小学校小学校小学校小学校終了終了終了終了後後後後））））のののの時間時間時間時間ををををどのようなどのようなどのようなどのような場所場所場所場所でででで過過過過ごさせたいとごさせたいとごさせたいとごさせたいと思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号すべてにすべてにすべてにすべてに○○○○をつけをつけをつけをつけ、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ希望希望希望希望するするするする週当週当週当週当たりたりたりたり日数日数日数日数をををを数字数字数字数字でごでごでごで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。。。。またまたまたまた、「、「、「、「学学学学童童童童ククククラブラブラブラブ」」」」のののの場合場合場合場合にはにはにはには、、、、利用利用利用利用をををを希望希望希望希望するするするする時間時間時間時間もももも□□□□内内内内にににに数字数字数字数字ででで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。。。。時間時間時間時間はははは必必必必ずずずず（（（（例例例例））））１８１８１８１８時時時時    のようにのようにのようにのように２４２４２４２４時間制時間制時間制時間制ででで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（（（（数字数字数字数字はははは一枠一枠一枠一枠にににに一字一字一字一字））））。。。。    「学童クラブ」… 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。事業の利用にあたっては、一定の利用料がかかります。 1．自宅 週 □ 日くらい ２．祖父母宅や友人・知人宅 週 □ 日くらい ３．習い事（サッカークラブ、学習塾など） 週 □ 日くらい ４．放課後子ども教室 ※１ 週 □ 日くらい ５．学童クラブ 週 □ 日くらい → 下校時から □□時まで ６．ファミリー・サポート・センター 週 □ 日くらい ７．その他（公民館、公園など）    週 □ 日くらい ※１ 「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、伊那市では実施していません。 

宛名のお子さんが５歳以上である方に、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。 

おうかがいします 
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※※※※問問問問 22220000    宛名宛名宛名宛名のおのおのおのお子子子子さんについてさんについてさんについてさんについて、、、、小学校小学校小学校小学校高高高高学年学年学年学年（（（（４４４４～～～～６６６６年生年生年生年生））））になったらになったらになったらになったら、、、、放課放課放課放課後後後後（（（（平日平日平日平日のののの小学校小学校小学校小学校終了終了終了終了後後後後））））のののの時時時時間間間間をどのようなをどのようなをどのようなをどのような場所場所場所場所でででで過過過過ごさせたいとごさせたいとごさせたいとごさせたいと思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号すべてにすべてにすべてにすべてに○○○○をつけをつけをつけをつけ、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの週当週当週当週当たりたりたりたり日数日数日数日数をををを数字数字数字数字でごでごでごで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。。。。またまたまたまた、「、「、「、「学学学学童童童童ククククラブラブラブラブ」」」」のののの場合場合場合場合にはにはにはには利用利用利用利用をををを希望希望希望希望するするするする時間時間時間時間もももも□□□□内内内内にににに数字数字数字数字でごでごでごで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。。。。時間時間時間時間はははは、、、、必必必必ずずずず（（（（例例例例））））１８１８１８１８時時時時    のようにのようにのようにのように２４２４２４２４時間制時間制時間制時間制でごでごでごで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（（（（数字数字数字数字はははは一枠一枠一枠一枠にににに一字一字一字一字））））。。。。    ※だいぶ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。 1．自宅 週 □ 日くらい ２．祖父母宅や友人・知人宅 週 □ 日くらい ３．習い事   （サッカークラブ、学習塾など） 週 □ 日くらい ４．放課後子ども教室 週 □ 日くらい ５．学童クラブ 週 □ 日くらい → 下校時から □□時まで ６．ファミリー・サポート・センター 週 □ 日くらい ７．その他（公民館、公園など） 週 □ 日くらい     問問問問 22221111    問問問問 11119999またはまたはまたはまたは問問問問 22220000 でででで「「「「５５５５．．．．学学学学童童童童ククククラブラブラブラブ」」」」にににに○○○○をつけたをつけたをつけたをつけた方方方方にうかがいますにうかがいますにうかがいますにうかがいます。。。。宛名宛名宛名宛名のおのおのおのお子子子子ささささんについてんについてんについてんについて、、、、土曜日土曜日土曜日土曜日とととと日曜日日曜日日曜日日曜日・・・・祝日祝日祝日祝日にににに、、、、学学学学童童童童ククククラブラブラブラブのののの利用希望利用希望利用希望利用希望はありますかはありますかはありますかはありますか。。。。事業事業事業事業のののの利用利用利用利用にはにはにはには、、、、一定一定一定一定のののの利用料利用料利用料利用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。。。。    （（（（１１１１）（）（）（）（２２２２））））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について、、、、当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号１１１１つにつにつにつに○○○○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。。。。またまたまたまた利用利用利用利用したいしたいしたいしたい時間帯時間帯時間帯時間帯をををを、、、、□□□□内内内内にににに（（（（例例例例））））００００９９９９時時時時～～～～１８１８１８１８時時時時    のようにのようにのようにのように２４２４２４２４時間制時間制時間制時間制でごでごでごで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（（（（数字数字数字数字はははは一枠一枠一枠一枠にににに一字一字一字一字））））。。。。 （１）土曜日 １．低学年（１～３年生）の間は利用したい       利用したい時間帯 ２．高学年（４～６年生）になっても利用したい      □□時から □□時まで 3．利用する必要はない  （２）日曜・祝日 １．低学年（１～３年生）の間は利用したい       利用したい時間帯 ２．高学年（４～６年生）になっても利用したい      □□時から □□時まで 3．利用する必要はない  問問問問 22222222    宛名宛名宛名宛名のおのおのおのお子子子子さんについてさんについてさんについてさんについて、、、、おおおお子子子子さんのさんのさんのさんの夏休夏休夏休夏休みみみみ・・・・冬休冬休冬休冬休みなどのみなどのみなどのみなどの長期長期長期長期のののの休休休休暇暇暇暇期間中期間中期間中期間中のののの学学学学童童童童ククククラブラブラブラブのののの利用希望利用希望利用希望利用希望はあはあはあはありますかりますかりますかりますか。。。。事業事業事業事業のののの利用利用利用利用にはにはにはには、、、、一定一定一定一定のののの利用料利用料利用料利用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。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号１１１１つにつにつにつに○○○○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。。。。またまたまたまた利利利利用用用用したいしたいしたいしたい時間帯時間帯時間帯時間帯をををを、、、、□□□□内内内内にににに（（（（例例例例））））００００９９９９時時時時～～～～１８１８１８１８時時時時    のようにのようにのようにのように２４２４２４２４時間制時間制時間制時間制でごでごでごで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（（（（数字数字数字数字はははは一枠一枠一枠一枠にににに一字一字一字一字））））。。。。    １．低学年（１～３年生）の間は利用したい       利用したい時間帯 ２．高学年（４～６年生）になっても利用したい      □□時から □□時まで 3．利用する必要はない  
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 問問問問 23232323    宛名宛名宛名宛名のおのおのおのお子子子子さんのさんのさんのさんの子育子育子育子育てててて（（（（教育教育教育教育をををを含含含含むむむむ））））をするをするをするをする上上上上でででで、、、、気軽気軽気軽気軽にににに相談相談相談相談できるできるできるできる人人人人はいますかはいますかはいますかはいますか。。。。またまたまたまた、、、、相談相談相談相談できできできできるるるる場所場所場所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。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号１１１１つにつにつにつに○○○○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。。。。    １．いる／ある  ⇒⇒⇒⇒ 問 23-1 へ         ２．いない／ない  ⇒⇒⇒⇒ 問 24 へ     問問問問 23232323----1111    問問問問 23232323 でででで「「「「1.1.1.1.いるいるいるいる／／／／あるあるあるある」」」」にににに○○○○をつけたをつけたをつけたをつけた方方方方にうかがいますにうかがいますにうかがいますにうかがいます。。。。おおおお子子子子さんのさんのさんのさんの子育子育子育子育てててて（（（（教育教育教育教育をををを含含含含むむむむ））））にににに関関関関ししししてててて、、、、気軽気軽気軽気軽にににに相談相談相談相談できるできるできるできる先先先先はははは、、、、誰誰誰誰（（（（どこどこどこどこ））））ですかですかですかですか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号すべてにすべてにすべてにすべてに○○○○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。。。。    １．祖父母等の親族  ２．友人や知人      ３．近所の人  ４．子育て支援施設（子育て支援センター等）・NPO5．保健所・保健センター  ６．保育士 ７．幼稚園教諭  ８．主任児童委員、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【例】ベビーシッター （                          ） 
• 民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に住民の立場に立って相談に   応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める方々であり、「児童委員」を兼ねています。  
• 児童委員は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行います。また、一部の児童委員は児童に関することを専門的に担当する「主任児童委員」の指名を受けています。  

 

 

 問問問問 22224444    宛名宛名宛名宛名のおのおのおのお子子子子さんがさんがさんがさんが生生生生まれたまれたまれたまれた時時時時、、、、父母父母父母父母のいずれかもしくはのいずれかもしくはのいずれかもしくはのいずれかもしくは双双双双方方方方がががが育児休業育児休業育児休業育児休業をををを取取取取得得得得しましたかしましたかしましたかしましたか。。。。母親母親母親母親、、、、父親父親父親父親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について、、、、当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号１１１１つにつにつにつに○○○○をつけをつけをつけをつけ、、、、該当該当該当該当するするするする□□□□内内内内にににに数字数字数字数字をごをごをごを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（（（（数字数字数字数字はははは一一一一枠枠枠枠にににに一字一字一字一字））））。。。。またまたまたまた、、、、取取取取得得得得していないしていないしていないしていない方方方方はそのはそのはそのはその理由理由理由理由をををを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。。。。    母親母親母親母親（いずれかに○） 父親父親父親父親（いずれかに○） １．働いていなかった ２．取得した（取得中である）  ３．取得していない     ⇒   
１．働いていなかった ２．取得した（取得中である）   ３．取得していない ⇒    １．職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった   ２．仕事が忙しかった ３．（産休後に）仕事に早く復帰したかった     ４．仕事に戻るのが難しそうだった ５．昇給・昇格などが遅れそうだった        ６．収入減となり、経済的に苦しくなる ７．保育園などに預けることができた        ８．配偶者が育児休業制度を利用した ９．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 １０．子育てや家事に専念するため退職した １１．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） １２．有期雇用のため育児休業の取得要件を満たさなかった １３．育児休業を取得できることを知らなかった １４．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 １５．その他（                        ） 

取取取取得得得得していないしていないしていないしていない理由理由理由理由（下から番号を選んでご記入ください）（いくつでも） 取取取取得得得得していないしていないしていないしていない理由理由理由理由（下から番号を選んでご記入ください）（いくつでも） 

すべての方に、育児休業などについてうかがいます。 

子どもの育ちをめぐる環境についてうかがいます。 
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問問問問２２２２４４４４でででで「「「「2. 2. 2. 2. 取得取得取得取得したしたしたした（（（（取得中取得中取得中取得中であるであるであるである））））」」」」とととと回答回答回答回答したしたしたした方方方方にうかがいますにうかがいますにうかがいますにうかがいます。。。。    ⇒⇒⇒⇒ 該当しない方は、問 25 へ 問問問問 22224444----1111    育児休業取育児休業取育児休業取育児休業取得得得得後後後後、、、、職職職職場場場場にににに復帰復帰復帰復帰しましたかしましたかしましたかしましたか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号１１１１つにつにつにつに○○○○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。。。。    （（（（１１１１））））母親母親母親母親    １．育児休業取得後、職場に復帰した     ２．現在も育児休業中である ３．育児休業中に離職した 
 （（（（２２２２））））父親父親父親父親    １．育児休業取得後、職場に復帰した     ２．現在も育児休業中である ３．育児休業中に離職した     問問問問 22225555    おおおお住住住住まいのまいのまいのまいの地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける子育子育子育子育ててててのののの環境環境環境環境やややや支援支援支援支援へのへのへのへの満足満足満足満足度度度度についてについてについてについて当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号１１１１つにつにつにつに○○○○をつけてくをつけてくをつけてくをつけてくださいださいださいださい。。。。    満足度が低い                  満足度が高い １     ２     ３     ４     ５                問問問問 22226666    宛名宛名宛名宛名のおのおのおのお子子子子さんのさんのさんのさんの起床起床起床起床時時時時刻刻刻刻とととと就就就就寝寝寝寝時時時時刻刻刻刻をおをおをおをお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。    時間時間時間時間はははは、、、、    （（（（例例例例））））２１２１２１２１時時時時３０３０３０３０分分分分のようにのようにのようにのように、、、、２４２４２４２４時間制時間制時間制時間制でおでおでおでお答答答答えくださいえくださいえくださいえください（（（（□□□□内内内内にににに数字数字数字数字でごでごでごでご記入記入記入記入くだくだくだくださいさいさいさい。。。。数字数字数字数字はははは一枠一枠一枠一枠にににに一字一字一字一字）。）。）。）。       起床時刻 □□時 □□分頃    就寝時刻 □□時 □□分頃  問問問問 22227777    宛名宛名宛名宛名のおのおのおのお子子子子さんはさんはさんはさんは、、、、朝食朝食朝食朝食とととと夕食夕食夕食夕食をををを食食食食べますかべますかべますかべますか。。。。    （（（（１１１１））））朝食朝食朝食朝食    １．毎日食べる → 何時に食べますか □□時 □□分頃 ２．食べない日が多い ３．食べない （（（（２２２２））））夕食夕食夕食夕食    １．毎日食べる → 何時に食べますか □□時 □□分頃 ２．食べない日が多い ３．食べない         

 

 

 

すべての方に、宛名のお子さんの家庭での様子や 

子育てについてうかがいます。 
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    問問問問 22228888    宛名宛名宛名宛名のおのおのおのお子子子子さんはさんはさんはさんは、、、、朝食朝食朝食朝食とととと夕食夕食夕食夕食をををを誰誰誰誰とととと食食食食べますかべますかべますかべますか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号１１１１つにつにつにつに○○○○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。。。。    （（（（１１１１））））朝食朝食朝食朝食    前前前前のののの問問問問22227777（（（（１１１１））））でででで「「「「３３３３．．．．食食食食べないべないべないべない」」」」とととと回答回答回答回答したしたしたした方方方方はははは、、、、ここはここはここはここは回答不要回答不要回答不要回答不要ですですですです。。。。         １．家族と食べる    ２．子どもだけで食べる    ３．一人で食べる     （（（（２２２２））））夕食夕食夕食夕食    前前前前のののの問問問問22227777（（（（２２２２））））でででで「「「「３３３３．．．．食食食食べないべないべないべない」」」」とととと回答回答回答回答したしたしたした方方方方はははは、、、、ここはここはここはここは回答不要回答不要回答不要回答不要ですですですです。。。。     １．家族と食べる    ２．子どもだけで食べる    ３．一人で食べる     問問問問22229999    ２０２０２０２０時時時時（（（（午午午午後後後後８８８８時時時時））））以以以以降降降降、、、、宛名宛名宛名宛名のおのおのおのお子子子子さんとさんとさんとさんと外外外外出出出出することがありますかすることがありますかすることがありますかすることがありますか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号１１１１つにつにつにつに○○○○ををををつけてくださいつけてくださいつけてくださいつけてください。。。。         １．よくある  ２．ときどきある  ３．ほとんどない   ４．全くない              問問問問22229999----1111    へへへへ                                                            問問問問30303030    へへへへ     問問問問22229999----1111    ２０２０２０２０時時時時（（（（午午午午後後後後８８８８時時時時））））以以以以降降降降、、、、宛名宛名宛名宛名のおのおのおのお子子子子さんとさんとさんとさんと外外外外出出出出するするするするとことことこところろろろははははどこですかどこですかどこですかどこですか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号全全全全ててててにににに○○○○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。。。。    またまたまたまた、、、、何時何時何時何時頃頃頃頃までいますかまでいますかまでいますかまでいますか。。。。時間時間時間時間はははは、、、、    （（（（例例例例））））２１２１２１２１時時時時３０３０３０３０分分分分のようにのようにのようにのように、、、、２４２４２４２４時間制時間制時間制時間制でおでおでおでお答答答答えくださえくださえくださえくださいいいい。。。。（（（（□□□□内内内内にににに数字数字数字数字でごでごでごで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。。。。数字数字数字数字はははは一枠一枠一枠一枠にににに一字一字一字一字）。）。）。）。            外出先            いる時間 １．ビデオ店 □□時 □□分頃まで  ２．コンビニ □□時 □□分頃まで ３．ゲームセンター □□時 □□分頃まで ４．飲食店 □□時 □□分頃まで ５．量販店 □□時 □□分頃まで ６．習い事 □□時 □□分頃まで    （習い事の種類：ピアノ等・・               ） ７．その他 □□時 □□分頃まで    （その他：具体的に                    ）      
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    問問問問 30303030    休日休日休日休日、、、、おおおお子子子子さんさんさんさんとととと何何何何をしてすごすことがをしてすごすことがをしてすごすことがをしてすごすことが楽楽楽楽しいですかしいですかしいですかしいですか？？？？    母親母親母親母親、、、、父親父親父親父親それぞれおそれぞれおそれぞれおそれぞれお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。    （（（（１１１１））））母親母親母親母親                
 （（（（２２２２））））父親父親父親父親                
 

 問問問問 31313131    子育子育子育子育てでてでてでてで大切大切大切大切にににに思思思思っていることはっていることはっていることはっていることは何何何何ですかですかですかですか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる番号番号番号番号全全全全てにてにてにてに○○○○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。。。。    １．親子のふれあい  ２．人とのコミュニケーション ３．思いやりの心  ４．我慢できるようにする 5．丈夫な体づくり  ６．個性をのばす ７．自分の気持ちを伝えられる  ８．人の痛みがわかる ９．自分のことは自分でできるようにする    １０．学習能力を高める １１．その他（具体的に                            ） 
 問問問問 32323232    子育子育子育子育てのてのてのての不不不不安安安安やややや悩悩悩悩みがありましたらそれはどのようなことですかみがありましたらそれはどのようなことですかみがありましたらそれはどのようなことですかみがありましたらそれはどのようなことですか？？？？                      
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    問問問問 33333333    最最最最後後後後にににに、、、、教育教育教育教育・・・・保育保育保育保育環境環境環境環境のののの充実充実充実充実などなどなどなど子育子育子育子育ててててのののの環境環境環境環境やややや支援支援支援支援にににに関関関関してごしてごしてごし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いましたらいましたらいましたら、、、、ごごごご自由自由自由自由ににに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。。。。                       
調査にご協力いただきまして、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育料一覧 

 

 

保育料月額(円） 階層 定   義 3 歳未満児クラス 3 歳以上児クラス 1 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 0 0 2 非課税世帯 5,000 3,000 3 均等割のみの世帯 11,000 7,000 4 平成 24 年分所得税非課税世帯 平成 24 年度住民税 所得割額のある世帯 13,000 9,000 5 5,500 円未満 17,000 12,000 6 5,500 円以上 16,600 円未満 19,000 14,000 7 16,600 円以上 27,700 円未満 21,000 16,000 8 27,700 円以上 44,400 円未満 23,000 18,000 9 44,400 円以上 72,200 円未満 29,000 21,000 10 72,200 円以上 124,700 円未満 38,000 24,000 11 124,700 円以上 235,800 円未満 43,000 26,000 12 235,800 円以上 413,000 円未満 48,000 28,000 13 413,000 円以上 734,000 円未満 55,000 29,000 14 
平成 24 年分所得税課税世帯 世帯の所得税額 

734,000 円以上 62,000 31,000 

 


