
このアンケート結果は、これからの

登別の子育て支援に活かされます！！！

登別市子ども・子育て支援に関するニーズ調査

登別市観光ＰＲキャラクター 「登夢（とむ）くん」

調査ご協力のお願い

日頃より、登別市のまちづくりにご理解とご協力をたまわり、誠にありがとうございます。

登別市では、平成27年度に、子ども・子育て支援法に規定する「子ども・子育て支援事業計画」

を策定し、子育て支援を行っております。今回、2020年度（平成32年度）から202４年度まで

の５か年を計画期間とする「第二期子ども・子育て支援事業計画」を作成します。

この調査は、市内にお住まいの小学生(平成１９年4月2日～平成２５年4月1日生まれ)を持つ

1,200世帯の保護者の方に、皆様が教育・保育について日頃お考えになっていることや、子育てに

関する支援サービスの利用状況や今後のご希望などをお伺いし、計画に反映させることを目的に実

施いたします。

ご回答いただいた内容は、市や国、北海道の「子ども・子育て支援事業計画」の検討にのみ利用さ

せていただくものであり、回答者個人が特定されたり、個々の回答内容が他にもれたり、他の目的に

利用されたりすることは一切ございません。

つきましては、ご多忙のことと存じますが、調査の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいます

ようお願い申し上げます。

平成３１年４月 日

登別市長 小笠原 春 一

ご記入が済みましたら、お手数ですが、同封の返送用封筒に入れて封をし、

５月●日（月）までにご投函ください。

・ 質問項目の「あて名のお子さん～」とは、封筒のあて名のお子さんになります。

・ 設問や選択肢の※マークについては、別紙「用語説明」をごらんください。

・ 時間（時刻）をご記入いただく場合は、24時間制（例：午後6時は18時）でご記入

ください。

ご回答いただくうえでご不明な点、調査に関するお問い合わせは、次までお願いいたします。

登別市 保健福祉部 子育てグループ

電 話：0143－85－5634

担 当：

【 記入にあたってのお願い 】

別紙３
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問１ お住まいの町名に○をつけてください。

問２ あて名のお子さんの学年をご記入ください。 内に数字でご記入ください。

問３ あて名のお子さんを含め、お子さんは全員で何人いらっしゃいますか。

２人以上のお子さんがいらっしゃる場合は、末子の方の生年月をご記入ください。

問４ この調査票にご回答いただく方はどなたですか。あて名のお子さんからみた関係で

お答えください。（１つに○）

問５ この調査票にご回答いただく方の年代をお答えください。（１つに○）

問６ 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。

・配偶者とは、結婚している相手方のことを言います。

問７ あて名のお子さんの身の回りの世話などを主に行っている方はどなたですか。

（１つに○）

１．カルルス町

２．上登別町

３．登別温泉町

４．中登別町

５．登別東町

６．登別本町

７．登別港町

８．札内町

９．富浦町

１０．新栄町

１１．幸町

１２．千歳町

１３．幌別町

１４．来馬町

１５．常盤町

１６．中央町

１７．柏木町

１８．富士町

１９．片倉町

２０．新川町

２１．鉱山町

２２．桜木町

２３．川上町

２４．青葉町

２５．緑町

２６．大和町

２７．若山町

２８．富岸町

２９．新生町

３０．栄町

３１．若草町

３２．鷲別町

３３．美園町

３４．上鷲別町

小学校□ 年生

子どもの数□人 末子の生年月 平成□□ 年□□ 月生まれ

１．母親 ２．父親 ３．その他（ ）

１．１０代 ３．３０代 ５．５０代 ７．７０歳代以上

２．２０代 ４．４０代 ６．６０代

１．配偶者がいる ２．配偶者はいない

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（ ）

１．お子さんとご家族の状況

市独自項目
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問８ あて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。

お子さんは、放課後（平日の授業・クラブ活動など終了後）の時間をどのような場

所で過ごされていますか。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。現状と希望について、１週当たりの日数をお答えください。

放課後を過ごす場所【複数選択可】
１週当たりの日数【数字を記入】

現 状 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．ファミリー・サポート・センター
※５

週□日くらい 週□日くらい

５．児童館
※１

週□日くらい 週□日くらい

６．放課後児童クラブ
※７ 週□日くらい

下校時から 時 分まで

週□日くらい

下校時から 時 分まで

７．放課後子ども教室
※６

週□日くらい 週□日くらい

８．放課後等デイサービス
※８

週□日くらい 週□日くらい

９．その他（図書館、公園など）
週□日くらい 週□日くらい

２．放課後の過ごし方について
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＜すべての方にうかがいます。＞

問１０ 現在利用している、していないにかかわらず、あて名のお子さんについて、平日、

土曜日、日・祝日、長期休暇中（春・夏・冬休み）における、放課後児童クラブの

利用希望の有無と利用したい時間帯をお答えください。

・放課後児童クラブは両親が共働きであるなど、家庭において子どもを保育することが困難な

場合に利用でき、一定の利用料が発生します。

利用したい時間帯の表記は、24時間制（例：8時00分～18時30分）でご記入ください。

利用希望の有無【１つ選択】 利用したい時間帯【数字を記入】

平日

１．週４日以上利用したい
下校時から

２．週１～３日利用したい □□時□□分まで

３．利用希望はない

土曜日

１．ほぼ毎週利用したい □□時□□分から

２．月１～2回利用したい □□時□□分まで

３．利用希望はない

日・祝日

１． ほぼ毎週利用したい □□時□□分から

２．月１～2回利用したい □□時□□分まで

３．利用希望はない

長期休暇中

（春・夏・冬休み）

１．週４日以上利用したい □□時□□分から

２．週１～３日利用したい □□時□□分まで

３．利用希望はない

３．放課後児童クラブの利用希望について
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問１１ 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、家族以外に預けなければならないことはありま

したか。

あった場合には、「その際の対処法」を選択し、それぞれの日数をお答えください。

【どちらか選択】 その際の対処法【複数選択可】
年間利用日数【数字を記入】

日帰り 泊りがけ

１．あった

１．（同居者を含む）親族・知人にみてもらった □□日 □□日

２．短期入所生活援助（ショートステイ）事業
※2

を利用した
□□日 □□日

３．認可外保育施設
※3

またはベビーシッター等を利用した
□□日 □□日

４．仕方なく子どもを同行させた □□日 □□日

５．仕方なく子どもだけで留守番をさせた □□日 □□日

６．その他（ ） □□日 □□日

２．なかった

４．宿泊を伴う一時預かり等の利用について
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問１２ あて名のお子さんについて、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性がありましたか。必要性があった場合はこの「１

年間の対処方法」を選択し、それぞれの利用日数をお答えください。（半日の場合も

１日とカウントしてください。）

必要性の有無

【どちらか選択】
１年間の対処方法【複数選択可】

利用日数

【数字を記入】

１．あった

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・知人に預けた □□日

４．父親または母親のうち就労していない方が子

どもをみた □□日

５．ベビーシッターを頼んだ □□日

６．ファミリー・サポート・センターを利用した □□日

７．仕方なく子どもだけで留守番をさせた □□日

８．その他（ ） □□日

２．なかった

⇒問12－１へ

⇒問12－２へ

５．病気の際の対応について
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＜問１2の「1年間の対処方法」で「１」または「２」を選んだ方にうかがいます。＞

問１２－１ その際、できれば「病児・病後児保育事業」
※４
を利用したいと思われました

か。思われた場合は希望日数と利用したい事業をお答えください。

なお、これらの事業の利用には、一定の利用者負担が発生します。

＜問１2の「1年間の対処方法」で「３」から「８」のいずれかを選んだ方にうかがい

ます。＞

問１２－２ その際、できれば父母のいずれかが仕事を休んで看たいと思われましたか。

思われた場合は「仕事を休んで看たい」日数をお答えください。

「休んで看ることが難しい」場合はその理由を合わせてお答えください。

病気の際の意向

【どちらか選択】

１．できれば利用

したいと思った

希望日数

【数字を記入】 □□日 ← 問12で１、２と答えた日数の合計に対して

利用したい事業

【複数選択可】

１．小児科などに併設した施設で子どもを預かる場所

２．ファミリー・サポート・センター（住民が身近な場所で預かる事業）

３．その他（ ）

２．利用したいとは

思わなかった

希望の有無

【どちらか選択】

１．仕事を休んで看たい
希望日数

【数字を記入】

□□日 ← 問12で３～８と答えた日数

の合計に対して

２．休んで看ることが難しい
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＜すべての方にうかがいます。＞

問１３ 子育てをしていて感じることはありますか。それぞれについて当てはまる番号１

つに○をつけてください。

問１４ 登別市は子育てがしやすいまちだと思いますか。また、その理由についてご記入

ください。（１つに○）

問１５ 以前（３～５年前）に比べ、登別市の子育て環境は良くなったと思いますか。

また、その理由についてご記入ください。（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．子育てが楽しい 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．自分の時間がとれず自由がない １ ２ ３ ４

５．子育てに不安・負担を感じる １ ２ ３ ４

６．仕事と子育ての両立が難しい １ ２ ３ ４

１．とてもしやすいまちだと思う

２．どちらかといえば、しやすいまちだと思う

４．しやすいまちだとは思わない

５．わからない

３．あまりしやすいまちだとは思わない

＜理由欄＞

１．とても良くなったと思う

２．どちらかといえば良くなったと思う

４．どちらかといえば悪くなったと思う

５．最近転入してきてよくわからない

３．あまり変わらない ６．わからない

＜理由欄＞

６．子育て支援全般について

市独自項目

市独自項目

市独自項目
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問１６ あなたが登別市に望む子育て支援策はありますか。

ある場合は該当する番号５つまでに○をつけてください。

問１７ 最後に、子育て支援に関してご意見・ご要望がございましたら、ご自由にご記入

ください。

以上でアンケート調査は終了です。

ご協力ありがとうございました。

同封の封筒に入れ、５月●日（●）までにご投函ください。

登別市に望む子育て支援策

１．子育て支援センターの拡充 12．幼稚園・保育所の無償化

２． 育児相談員の設置 13．幼稚園での降園後の預かり保育※１６

３． 保健師の充実 14．幼稚園における夏休み・冬休み等の預かり保育

４． 乳幼児検診の充実 15．休日保育実施箇所の拡充

５． 医療費の免除拡大 16．保育所・幼稚園での一時預かり

６． 病院の充実 17．子育て世帯への生活品の割引・優遇措置等

７． 妊婦検診の無償化 18．要支援児童、要保護児童等の支援

８． 子育て教室 19．育児休業取得など企業理解への支援

９． 児童館の整備 20．公共施設の授乳室設置箇所の拡充

10． 児童館直接来館実施箇所の拡充 21. その他（ ）

11． 休日・雨天時の活動施設

児童館直接来館のニーズを把握

するため「10」を追加

市役所や公民館、市民会館等の

公共施設への授乳室設置ニーズ

を把握するため「20」を追加

市独自項目
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用語説明

さ行

た行

な行

は行

※１

児童館

児童に健全な遊びの場を与え、その情操を育み、健康を増進すること
により、児童の健全育成を図ることを目的とする施設です。

小学生から高校生は自由に利用する事ができます。

市内には１１か所の児童館があります。

【市内児童館】

・富浜児童館(栄町２丁目)

・幌別児童館(幌別町４丁目)

・富士児童館(富士町１丁目)

・富浦児童館(富浦町１丁目)

・登別児童館(登別東町４丁目)

・鷲別児童館(鷲別町４丁目)

・常盤児童館(常盤町２丁目)

・美園児童センター(美園町５丁目)

・青葉児童館(青葉町)

・若草つどいセンター児童室(若草町４丁目)

・登別温泉公民館児童室(登別温泉町)

【開館日】日･祝祭日を除く毎日

【時 間】

・9時～１７時(３月～１０月)

・９時～１６時(１１月～２月)

【利用料】なし

※２

短期入所生活援助

(ショートステイ)事業

お子さんを養育している保護者が、病気などでお子さんを養育するこ
とが一時的にできなくなった場合に児童養護施設等で養育する事業で
す。(原則 7日以内)

【場 所】

・わかすぎ学園(室蘭市母恋南町5丁目

・室蘭言泉学園(室蘭市母恋北町1丁目)

【利用料】あり

２歳未満の児童 0円～5,350円

２歳以上の児童 0円～2,750円

※所得に応じて利用料金が変わります。

※３

認可外保育施設

児童福祉法上の認可を受けていない保育施設で、乳児または幼児を保
育することを目的とする施設です。

市内には１か所の施設があります。（事業所内保育所を除く）

【利用料】あり

お子さん１人につき月額１万円～10万円程度

※４

病児・病後児保育

保護者の就労などの理由により、病気中もしくは病気の回復期にある
児童を、家庭内で保育できない場合、病院、診療所、保育所などに付属
して設置された専用スペースで一時的に行う保育事業です。

現在、市内にはありません。

別紙
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や行

※５

ファミリー・サポー
ト・センター

「子育てを支援してほしい人」と「子育てを応援したい人」が会員と
なって、地域ぐるみで育児を支援していく事業です。

【利用料】あり

通常(平日7時～21時) １時間あたり ５００円

早朝･夜間(通常以外の時間) １時間あたり ６００円

土･日･祝日 １時間あたり ６００円

病児の場合 １時間あたり ６００円

※６

放課後子ども教室

放課後や週末に教室等を開放し、学習やスポーツ等をして過ごすな
ど、子どもの居場所を提供する事業です。

市内には２か所の放課後子ども教室があります。

【場 所】

・鷲別小学校(ひなわしメート)

・幌別東小学校(はまなすメート)

【開設日】週２回程度

【時 間】

・通常 放課後～17時

・長期休業日等 9時～１６時(12時一時帰宅)

【利用料】なし

※７

放課後児童クラブ

保護者の就労などにより昼間不在の小学校低･中学年等に適切な遊びや
生活の場を提供する施設です。

市内の小学校及び公共施設内７か所に設置されています。

【場 所】

・富岸児童クラブ(富岸町２丁目)

・常盤児童クラブ(常盤町２丁目)

・若草児童クラブ(若草町１丁目)

・青葉児童クラブ(桜木町２丁目)

・幌別西児童クラブ(片倉町５丁目)

・鷲別児童クラブ(鷲別町４丁目)

・登別児童クラブ(登別本町２丁目)

【開設日】日･祝祭日を除く毎日

【時 間】

放課後～１８時(土曜、長期休業中は８時から１８時)

【利用料】月額６千円(軽減される場合もあります。)

※７

放課後等デイサービ
ス

心身の発達に心配のある就学児童が通所し、日常の生活動作の指導や
集団への適応訓練を行う施設です。

【場所・時間】

・児童デイサービスセンターのぞみ園(幌別町３丁目)

平日 9時～17時半

【利用料】あり

・保護者の所得に応じ、利用料の負担があります。

※８

幼稚園の預かり保育

通常の就園時間を延長して、お子さんを預かる保育事業です。

【利用料】あり

１回500円程度


