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子ども・子育て支援に関する 

ニーズ調査票 
 
 みなさまには、⽇ごろから福祉⾏政にご協⼒をいただき、ありがとうございます。 
 淡路市では、平成２７年度に５年間を⼀期とする「⼦ども・⼦育て⽀援事業計画」を策定し、事業を推進しています。
現⾏計画が、平成３１年度に終了することから、平成３０年度から平成３１年度にかけて、「⼦ども･⼦育て⽀援事
業計画（第⼆期）」策定を⾏います。このアンケートは、みなさまの教育・保育・⼦育て⽀援のニーズを把握するため、
教育・保育・⼦育て⽀援に関する現在の利⽤状況や今後の利⽤希望などのご意⾒をお伺いし、計画策定の基礎資料
とし、今後、⼦育て⽀援施策を進める際の参考とさせていただくために⾏うものです。 
 ご回答いただきました内容は、調査の⽬的にのみ使⽤し、個⼈が特定されることはありません。プライバシーには⼗分注
意いたしますので、可能な範囲でご回答いただきますよう、ご協⼒のほどよろしくお願いいたします。 

 平成３１年１⽉ 淡路市 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

小学生の保護者の方へ 

淡路市⼦ども・⼦育て⽀援事業計画 

このアンケートは、淡路市が⾏う⼦育て⽀援をより⼀層進めていく内容を検討 
するため、⼦育て家庭の現況や、⽀援に関するニーズを把握するものです。 

⼦育て⽀援に活かされる⼤切な調査ですので、ぜひご協⼒ください。 

⼦育て家庭 

アンケートに回答 

保育所・認定こども園など 病後児保育など その他⼦育て⽀援の施策 
 

学童保育など 

淡路市⼦ども・⼦育て会議 

保育所・認定こども園などの施
設の整備、定員の設定などに
活かされます。 

学童保育、⼀時預かり、ファミ
リーサポートセンターなど、⼦育
て家庭に必要な保育などの充
実に活かされます。 

淡路市では、平成31年1⽉
より「病後児保育」が開始され
ています。 

淡路市では、⼦育て学習セン
ター、⼦育て世代包括⽀援セ
ンター「おむすび」などにおいて、
⼦育ての情報提供や、相談な
どを通じて⽀援を受けることが
できます。 

ニーズ 
調査を基
に実現! 

ニーズ 
調査を基
に実現! 

⼦育て世代包括 
⽀援センター 
「おむすび」 

※病後児保育とは 
児童が病気の回復期であり、
集団保育や⼩学校での⽣活
が困難である児童を看護師な
どが専⽤の施設で⼀時預かり
保育を⾏うものです。 
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あなたがお住まいの淡路市では、子ども・子育て支援法（平成 24年法律第 65号）に基づく新たな子ど

も・子育て支援の制度（以下『子ども・子育て⽀援新制度」といいます。）の下で、教育・保育・子育て支援の
充実を図るため、５年間を一期とする子ども・子育て支援事業計画を作成し、計画的に給付・事業を実施し
ています（平成27年度から実施）。 
本調査は、この計画が平成31年度で計画期間が終了することから、引き続き第二期計画で確保を図るべ

き教育・保育・子育て支援の「量の⾒込み」を市が算出するため、市⺠の皆さんの教育・保育・子育て支援に
関する「現在の利⽤状況」や「今後の利⽤希望」を把握するために⾏うものです。 
 
なお、ここで回答していただいた内容（施設や事業の利⽤希望など）は、施設や事業の具体的な利⽤の

可否を確認・決定するものではありません。将来の利⽤希望を変更していただいて構いません。 
 
 
また、子ども・子育て⽀援新制度は、以下のような考え方に基づいています。 
 

● 子ども・子育て⽀援新制度は、急速な少子化の進⾏、家庭・地域を取り巻く環境の変化に対応して、子ど
もや保護者に必要な支援を⾏い、一人ひとりの子どもが健やかに成⻑することができる社会の実現に寄与す
ることを目的としています。 
 

● 子どもの成⻑においては、乳児期におけるしっかりとした愛着形成を基礎とした情緒の安定や他者への信頼
感の醸成、幼児期における他者との関わりや基本的な生きる⼒の獲得、学童期における心身の健全な発
達を通じて、一人ひとりがかけがえのない個性ある存在として認められるとともに、自己肯定感を持って育まれ
ることが重要です。子ども・子育て⽀援新制度は、社会全体の責任として、そのような環境を整備することを
目指しています。 

 
● 子ども・子育て支援は、以上のような考え方をもとに、保護者には子育てについての第一義的責任があるこ
とを前提としつつ、保護者が子育てについての責任を果たすことや、子育ての権利を享受することが可能とな
るような支援を⾏うものです。 
地域や社会が保護者に寄り添い、子育てに対する負担や不安、孤⽴感を和らげることを通じて、保護者
が自己肯定感を持ちながら子どもと向き合える環境を整え、親としての成⻑を支援し、子育てや子どもの成
⻑に喜びや生きがいを感じることができるような支援を目指しています。 

調査実施の趣旨とその目的 
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１ アンケートを持ち帰ったお子さんについて、保護者の方が記入してください。児童１人につき必要な保
育量を１ニーズとして集計するため、ごきょうだいで配布された場合は複数の記入をお願いすることと
なりますが、ご協⼒をお願いします。 
（無記名ですので、氏名・住所の記入の必要はありません。） 

２ 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。 
３ 質問によって、「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。 

４ 数字で時間をご記入いただく場合は、24時間制（例：午後６時→18時）で記入してください。 
５ 記載している利⽤料⾦などは、平成30年4月1日現在の淡路市内における利⽤料⾦を記載してい
ます。 

６ 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。 

７ ご記入が済みましたら、配布時の封筒に入れ、学校のクラス担任の先生に提出してください。 
この調査票を、市役所などから直接受け取り、または郵送により受け取られた方は、別添封筒に入れ
て投函してください。  １ 月 ３１ 日（ 木 ）までにご提出ください。 

 
ご回答いただく上でご不明な点、調査に関するお問い合わせは、下記までお願い致します。 

淡路市役所健康福祉部子育て応援課 電話 0799-64-2134(直通) 

 FAX 0799-64-2561 
 
 
 
 
 
 
 
 問１. お住まいの地域はどちらですか。（あてはまる番号１つに○） 

１．津名地域 ２．岩屋地域 ３．北淡地域 
４．一宮地域 ５．東浦地域 

 
 
 
 
 
 問２. アンケートを持ち帰ったお⼦さんの⽣年⽉をご記⼊ください。（カッコ内に数字でご記入ください） 

平成（     ）年（     ）月生まれ 
 
 問３. お子さんのきょうだいは何人いらっしゃいますか。 

※アンケートを持ち帰ったお子さんを含めた人数をカッコ内に数字でご記入ください。 
※お⼦さんが２⼈以上の場合は、末⼦の⽣年⽉をご記⼊ください。 

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

お住まいの地域についてうかがいます。 

お子さんとご家族の状況についてうかがいます。 

【記入方法】 
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 問４. この調査票にご回答いただく方はどなたですか。お子さんからみた関係でお答えください。 
（あてはまる番号１つに○） 

１．⺟親 ２．父親 ３．その他（        ） 
 
 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。（あてはまる番号１つに○） 

１．配偶者がいる ２．配偶者はいない 
 
 問６. 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。（あてはまる番号１つに○） 

１．⽗⺟ともに ２．主に⺟親 ３．主に父親 ４．主に祖⽗⺟ ５．その他（      ） 
 
 
 
 
 
 
 
 問７. お子さんの子育て（教育を含む）に日常的に関わっ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。（あてはまる番号すべてに○） 

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

 

 問８. お子さんの子育て（教育を含む）にもっとも影響を与えると思う環境は何ですか。 
（あてはまる番号すべてに○） 

１．家庭 ２．地域 ３．学校 ４．学童保育や塾など 
５．その他（                                                        ） 
 

 問９. 日頃、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○） 

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．日常的に子どもを預けられる友人・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 

  

お子さんの育ちをめぐる環境についてうかがいます。 
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 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、相談できる場所はあり
ますか。（あてはまる番号１つに○） 

 
１．いる／ある  ⇒  問１０-１へ ２．いない／ない  ⇒  問１１へ 

 
 問１０で 「１.いる／ある」 に○をつけた方にうかがいます。 

 問１０-１ 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。 
（あてはまる番号すべてに○） 

１．祖⽗⺟などの親族 ２．友人や知人 
３．近所の人 ４．子育て支援施設 
   （子育て学習センター、子育て世代包括支援センター「おむすび」など） 
５．保健所・保健センター ６．学校の先生 
７．学童保育の指導員、塾の先生 ８．⺠⽣委員・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 
10．その他  【例】ベビーシッター 
 

 
 
 
 
 
 
 
 問１１. お子さんの保護者の現在の勤務状況（自営業、家族従事者含む）をお答えください。 

（（１）⺟親、（２）⽗親について、それぞれ1つだけ○） 

それぞれあてはまる番号1つに○ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

お子さんの保護者の勤務状況についてうかがいます。 

選択肢 （１）⺟親 （２）父親 
１．フルタイム（１週５⽇程度・１日８時間程度の勤務）で勤
務しており、産休・育休・介護休業中ではない 

１ １ 

２．フルタイム（１週５⽇程度・１日８時間程度の勤務）で勤
務しているが、産休・育休・介護休業中である 

２ ２ 

３．パート・アルバイトなど（「フルタイム」以外の勤務）で勤務して
おり、産休・育休・介護休業中ではない 

３ ３ 

４．パート・アルバイトなど（「フルタイム」以外の勤務）で勤務して
いるが、産休・育休・介護休業中である 

４ ４ 

５．以前は勤務していたが、現在は勤務していない。 ５ ５ 
６．これまで勤務したことがない ６ ６ 
 

⇒ 問１１-１へ 

⇒ 問１３へ 
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 問１１の 「(1)⺟親」 または 「(2)父親」 で、「１」〜「４」（勤務している）に○をつけた方にうかがいます。 

 問１１-１ 「勤務日数」、「勤務時間（残業時間を含む）」、家を出る時刻と帰宅時刻を、カッコ内に数字でご
記入ください。 

項目 （１）⺟親 （２）父親 
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）」 

１週当たり （    ）日程度 
１日当たり （    ）時間程度 

１週当たり （    ）日程度 
１日当たり （    ）時間程度 

② 家を出る時刻・帰宅時刻 
（18時台のように24時間制。） 

家を出る時刻 （   ）時台 
帰宅時刻 （   ）時台 

家を出る時刻 （   ）時台 
帰宅時刻 （   ）時台 

※勤務日数や勤務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。 

 
 
 問１１の 「(1)⺟親」 または 「(2)父親」 で、「3」、「4」（パート・アルバイトなどで勤務している）に○をつけた方にうかがいます。 

 問１２. フルタイムへの転換希望はありますか。（（１）⺟親、（２）⽗親について、それぞれ1つだけ○） 
 

選択肢 （１）⺟親 （２）父親 

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

１ １ 

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

２ ２ 

３．パート・アルバイトなど（「フルタイム」以外）の勤務を続けることを希望 ３ ３ 
４．パート・アルバイトなど（「フルタイム」以外）をやめて子育てや家事に専念したい ４ ４ 

 
 
 問１１の 「(1)⺟親」 または 「(2)父親」 で、「5.以前は勤務していたが、現在は勤務していない」または「6.これまで勤務したことがない」
に○をつけた方にうかがいます。 

 問１３.勤務したいという希望はありますか。 
（⺟親、⽗親について、それぞれ1つだけ○。また、カッコ内に具体的な数字を入れてください。） 

 

（１）⺟親 （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 
      希望する就労形態 
        ア．フルタイム 
        イ．パートタイム、アルバイトなど 
              １週当たり （   ）日 
              １日当たり （   ）時間 

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 
      希望する就労形態 
        ア．フルタイム 
        イ．パートタイム、アルバイトなど 
              １週当たり （   ）日 
              １日当たり （   ）時間 
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⼩学校低学年（１〜３年生）の方にうかがいます。 ⇒４年⽣以上の方は 問１５へ 

 問１４. 小学校１〜３年生の間は、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。 
（あてはまる番号すべてに○をつけ、それぞれ該当する週当たり日数をカッコ内に数字でご記入ください。） 
※「学童保育」の場合には、利⽤を希望する時間もカッコ内に数字でご記⼊ください。 

「学童保育」…保護者が勤務などにより昼間家庭にいない場合などに、支援員の下、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〔利用料：５,000円、※８月のみ７,000円〕

がかかります。 

利用可能時間：通常 月～金 放課後～18：00、土 ８：00～12：00 

※春・夏・冬休み期間 月～土 ８：00～18：00 

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．塾や習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など） 週（   ）日くらい 
４．児童館※１ 週（   ）日くらい 
５．放課後子ども教室※2 週（   ）日くらい 

６．学童保育 週（   ）日くらい  
→放課後から （     ）時台まで 

７．ファミリー・サポート・センター 週（   ）日くらい 
８．その他（公⺠館、公園など） 週（   ）日くらい 
※１ 淡路市には該当施設はありません。 

※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。保護者の勤務の有無に関わらず、すべての小学

生が利用できます。 
 
すべての方にうかがいます。 

 問１５. ⼩学校４〜６年⽣の間は、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。 
（あてはまる番号すべてに○をつけ、それぞれ該当する週当たり日数をカッコ内に数字でご記入ください。） 
※「学童保育」の場合には、利⽤を希望する時間もカッコ内に数字でご記⼊ください。 

 

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．塾や習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など） 週（   ）日くらい 
４．児童館 週（   ）日くらい 
５．放課後子ども教室 週（   ）日くらい 

６．学童保育 週（   ）日くらい  
→放課後から （     ）時台まで 

７．ファミリー・サポート・センター 週（   ）日くらい 
８．その他（公⺠館、公園など） 週（   ）日くらい 

 
※時刻は、（例）17時台のように、24時間制で記入してください。 

お子さんの放課後の過ごし方についてうかがいます。 
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 問１４または 問１５で「6.学童保育」に○をつけた方にうかがいます。 

 問１６. お子さんについて、土曜日と日曜・祝日に、学童保育の利⽤希望はありますか。 
（あてはまる番号１つに○をつけ、利⽤したい時間帯をカッコ内に数字でご記⼊ください。） 
※事業の利⽤にあたっては、⼀定の利⽤料がかかります。 

 
（１）土曜日 （あてはまる番号１つに○） 
１．低学年（１〜３年⽣）の間は利⽤したい 
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 

 
（２）日曜・祝日 （あてはまる番号１つに○） 
１．低学年（１〜３年⽣）の間は利⽤したい 
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 

 
 問１７. お子さんについて、お⼦さんの夏休み・冬休みなどの⻑期休業期間中の学童保育の利⽤希望はありますか。 

（あてはまる番号１つに○をつけ、利⽤したい時間帯をカッコ内に数字でご記⼊ください。） 
※事業の利⽤にあたっては、⼀定の利⽤料〔利⽤料：5,000円/月 ※8月のみ7,000円〕がかかります。 

 
１．低学年（１〜３年⽣）の間は利⽤したい 
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 

 
※時刻は、（例）17時台のように、24時間制で記入してください。 

 
 
 
 
  

利⽤したい時間帯 
（     ）時台から（     ）時台まで

利⽤したい時間帯 
（     ）時台から（     ）時台まで

利⽤したい時間帯 
（     ）時台から（     ）時台まで
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 問１８. この１年間に、お⼦さんが病気やケガで登校できなかったことはありますか。（あてはまる番号１つに○） 

１．あった     ⇒  問１８-１へ ２．なかった     ⇒  問１９へ 
 
 問１８-１ お子さんが病気やけがで登校できなかった場合に、この１年間に⾏った対処⽅法はどれになりますか。

（あてはまる番号すべてに○をつけ、それぞれ、おおよその日数もカッコ内に数字でご記入ください。半日
程度の場合も１⽇と数えます） 

  あてはまる番号すべてに○ 日数を（ ）内に記入 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 問１８-１で 「1.父親が休んだ」、「2.⺟親が休んだ」 のいずれかに○をつけた方にうかがいます。 

 問１８-２ その際、「できれば病児・病後児のための保育施設などを利⽤したい」と思われましたか。 
（あてはまる番号１つに○をつけ、日数についてもカッコ内に数字でご記入ください。） 
※なお、病児・病後児のための事業などの利⽤には、⼀定の利⽤料がかかり、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い ⇒ （     ）日 
２．利⽤したいとは思わない 

 
 
 
 
 
 

 問１９. あなたが理想であると思われる⼦どもの⼈数は何⼈ですか。（あてはまる番号１つに○） 

１．１人 ２．２人 ３．３人 ４．４人 ５．５人以上 
 

 問２０. あなたが実際に予定している子どもの人数は何人ですか。（あてはまる番号１つに○） 

１．１人 ２．２人 ３．３人 ４．４人 ５．５人以上 

１年間の対処方法 年間の日数 
１．父親が休んだ ⇒（    ）日 
２．⺟親が休んだ ⇒（    ）日 
３．（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった ⇒（    ）日 
４．父親・⺟親のうち、勤務していない方が子どもをみた ⇒（    ）日 
５．病児・病後児の保育を利⽤した ⇒（    ）日 
６．ベビーシッターを利⽤した ⇒（    ）日 
７．ファミリー・サポート・センターを利⽤した ⇒（    ）日 
８．仕方なく子どもだけで留守番をさせた ⇒（    ）日 
９．その他（                                ） ⇒（    ）日 
 

理想と実際に予定しているお子さんの人数と、 
淡路市の子育て支援に関するご意⾒についてうかがいます。 

お子さんの病気の際の対応についてうかがいます。 
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 問１９、 問２０で理想であると思われる子どもの人数より、実際に予定している子どもの人数が少ない方にうかがいます。 

 問２１.理想であると思われる数に満たない理由は何ですか。（あてはまる番号すべてに○） 

１．経済的な負担が増えるため 
２．年齢的な理由で出産に不安があるため 
３．健康・体⼒⾯において不安があるため 
４．仕事と子育ての両⽴が難しいため 
５．子どもが欲しいけどできないため 
６．家族・親族の理解と協⼒が得られないため 
７．自分の自由な時間が持てなくなるため  
８．⼼理的負担が大きいため 
９．将来が子どもにとってよい環境とは思えないため 
10．雇用・勤務状況が不安定なため 
11．その他（                                                        ） 

 
 問２２. 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をお答えください。（あてはまる番号１つに○） 

満⾜度が低い    満⾜度が高い 

１ ２ ３ ４ ５ 

 
 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、ご⾃由にご記⼊

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。 
ご記入が済みましたら、配布時の封筒に入れ、学校のクラス担任の先生に提出してください。 
この調査票を、市役所などから直接受け取り、または郵送により受け取られた方は、別添封筒に入れて投函してください。 
 

 １ 月 ３１ 日（ 木 ）までにご提出ください 
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【参考】 淡路市における保育所・認定こども園など、地域子ども・子育て支援事業 
区分 内容 対象者 利⽤可能時間 利⽤料 

教育・保育 
1号認定 

保育の必要性がなく、教育ニーズがある認定区分 
（認定こども園） 

3〜5歳 
施設により異なる 

平日 
保育料は市の規則による 

教育・保育 
２号認定 

保育の必要性がある認定区分 
（保育所、認定こども園・・・2号認定） 

3〜5歳 
施設により異なる 
平日・土曜 

保育料は市の規則による 

教育・保育 
３号認定 

保育の必要性がある認定区分 
（保育所、認定こども園、地域型保育施設） 

0〜2歳 
施設により異なる 
平日･土曜 

保育料は市の規則による 

子育て世代包括支
援センター(おむすび) 

妊娠期から子育て期にわたり、子育てに関する相
談や⺟⼦保健に関する相談を専門職員が連携
し、必要な支援や情報提供する事業 

子ども及びその保護者な
ど、または妊娠している

方 

子育てに関する相談 
平日10:00〜16:00 
⺟⼦保健に関する相談 
平日8:30〜17:15 

無料 

子育て学習センター 
育児に関する相談を⾏うほか、親子が交流する
ための事業などを企画・運営する事業 

就学前の乳幼児及びそ
の保護者 

平日9:00〜14:30 
登録料100円 

※別途、材料費などがかかる
ことがある 

妊婦健康診査 
妊婦を対象に、妊婦健康診査の助成券を発⾏
し、妊婦中の健康の保持・増進を図る事業 

妊婦 平日8:30〜17:15 
助成券１８枚 
（98,000円分） 

乳児家庭全⼾訪問 
生後4か月までの赤ちゃんがいるすべての家庭に、
保健師などが訪問し、地域で子育てを応援する
事業 

生後4か月までの乳児 平日8:30〜17:15 ― 

養育支援訪問 

養育支援が特に必要であると判断した家庭に対
し、保健師・保育士などがその居宅を訪問し、養
育に関する指導、助言などを⾏い、その家庭の適
切な養育の実施を確保するための事業 

養育上の問題を抱え、
育児相談などの支援が

必要な家庭 
平日8:30〜17:15 ― 

子育て短期支援事
業（ショートステイ） 

保護者が疾病などにより、家庭における子どもの
養育が困難になった際、児童養護施設などにお
いて子どもを預かる事業 

保護者の疾病、看護な
どで家庭での養育が困
難になった子ども 

原則7日以内 
児童の年齢や保護者の市
⺠税額により利⽤料決定 

一時預かり 
（預かり保育） 

認定こども園における在園児１号認定を対象と
した一時預かり（預かり保育）事業 

３〜５歳 
平日 

13:30〜16:30 
400円/１回 

一時保育 
保育所などに入所していない児童を対象とした一
時に保育を⾏う事業 

０〜5歳 
施設により異なる 
平日8:00〜16:00 
18:00まで延⻑可 

児童の年齢や保護者の市
⺠税額により⽇額保育料を
決定 

延⻑保育 保育所などの開所時間を越えて保育を⾏う事業 ０〜5歳 

施設により異なる 
平日 

①16:00〜18:00 
②18:00〜19:00 

100円/１回 
延⻑保育①･②毎 

ファミリー・サポート・ 
センター 

地域で子育ての支援をするために、育児の援助
を受けたい人と育児の援助を⾏いたい人がセンタ
ーを橋渡しに会員登録し、さまざまな育児の手助
けを⾏う事業 

生後６か月から 
小学6年⽣まで 

施設により異なる 
８:00〜20:00 
上記以外の時間 
宿泊はなし 

施設により異なる 

病後児保育 

子どもが病気の回復期にあって、かつ保護者の就
労などにより家庭での保育が困難な場合に看護
師などを配置した専用施設内で子どもを預かる事
業 

病気の回復期にある 
生後６か月から 
小学６年⽣まで 

8:30〜17:00 
定員３人 

利⽤料２,000円/日 
給食代430円 
別途、⽂書料がかかることがある 

学童保育 
保護者が就労などにより昼間家にいない場合など
に、支援員の下、子どもに放課後における生活の
場を提供する事業 

市内の小学校に就学す
る児童で、受入の要件
に該当する者（両親が
昼間就労しているなど） 

平日 放課後〜18:00 
土曜日8:00〜12:00 
⻑期休業及び学校代
休日8:00〜18:00 

5,000円／月 
8月のみ7,000円 

放課後子ども教室 
地域の方々の協⼒を得て、放課後などに小学校
で学習・スポーツ・文化活動などを体験する事業 

小学生 各事業により異なる 
無料 

※別途、材料費などがかかる
ことがある 

 


