「幼稚園園児
幼稚園園児保護者の就労状況
園児保護者の就労状況等
保護者の就労状況等に関するアンケート
に関するアンケート
調査」へのご協力のお願い
調査」へのご協力のお願い

平素より、本市の教育行政にご理解・ご協力をいただき、ありがとうございます。
現在、防府市では、平成２７年度に施行が予定されている「子ども・子育て支援新制度」の
実施に向けた準備を進めています。
新制度の実施に向けた準備を進める上で、地域における様々なニーズの正確な把握が必要で
す。幼稚園教育を充実させ、幼稚園の教育活動である預かり保育に対する支援を一層充実させ
るためにも、その利用のあり方の正確な把握が必要となるため、幼稚園に通っているお子さん
の保護者の皆様に、就労状況や預かり保育の利用状況等に関するアンケート調査を行うことと
いたしました。
「子ども・子育て支援新制度」の実施につきましては、今回のアンケート調査の結果などを
参考に、今後、慎重に検討してまいりますので、突然のお願いで恐縮ですが、アンケートへの
ご回答にご協力くださいますようお願いいたします。
なお、兄弟姉妹で同じ幼稚園に就園されている場合も、詳細な利用状況を把握する必要があ
りますので、それぞれのお子さんについてご回答いただきますよう、重ねてお願いいたします。

アンケートご回答の流れ
１．本アンケート用紙の設問の回答をご記入ください。
※

回答結果については、「子ども・子育て支援新制度」の検討以外には使用いたしません。
また、個人情報については、対外的に使用することはありません。

２．ご記入いただいた用紙については、返信用の封筒に入れ、９月１３日までに各幼稚園に
ご提出ください。

防府市教育委員会 教育部
えき だ

学校教育課

学務係

担当：山根・嶧田

TEL 0835-25-2493
FAX 0835-25-2203
E-mail gakkou@city.hofu.yamaguchi.jp

1

アンケート調査票

お子さん
お子さんが通園中
さんが通園中
の幼稚園名
問１ お住まいの地区（小学校区）としてあてはまるものの番号１つに○をつけてください。
１．富海

２．牟礼

３．牟礼南

８．野島

９．向島

10．中関

１５．右田

１６．玉祖

１７．大道

４．勝間

５．松崎

６．華浦

７．新田

１１．西浦

１２．華城

１３．佐波

１４．小野

問２ 幼稚園に就園中のお子さんのお生まれの年月をご記入ください。
幼稚園に就園中のお子さんのお生まれの年月をご記入ください。

平成

年

月

生まれ

問３ 幼稚園に就園中のお子さんを含め
幼稚園に就園中のお子さんを含め、
を含め、兄弟姉妹は何
兄弟姉妹は何人いらっしゃいますか。また、２人以上いらっしゃる場
は何人いらっしゃいますか。また、２人以上いらっしゃる場
合、末子のお生まれの年月をご記入ください。
合、末子のお生まれの年月をご記入ください。

兄弟姉妹の数
問4

人

末子の生年月

平成

年

月生まれ

現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）をうかがいます
現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）をうかがいます。
うかがいます。

（１）父親

【母子家庭
【母子家庭等
家庭等の場合は記入は不要です】
の場合は記入は不要です】

当てはまる番号１つに
当てはまる番号１つに○をつけてください。
１つに○をつけてください。

１．フルタイム(１週 5 日程度･1 日 8 時間程度の就労)で就労しており、
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 時間程度の就労)で就労しているが、
育休・介護休業中である

⇒ （1）-1 へ

３．パート・アルバイト等(「フルタイム」以外の就労)で就労しており、
育休・介護休業中ではない
4．パート・アルバイト等(「フルタイム」以外の就労)で就労しているが、
育休・介護休業中である

⇒ （２）へ
5．就労していない

（１）（１）-1 （１）で「
１）で「1.～
1.～4.」
4.」（就労している）に○をつけた方にうかがいます。 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日当たりの「就労時間（残業時間を含む）」をお答えください。就労日数や就労時間が一定でない場
合は、最も
合は、最も多いパターンについてお答えください。
最も多いパターンについてお答えください。育休
多いパターン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
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。（□内に数字でご
（□内に数字でご記入ください。数字は一枠に一字。）

１週当たり

日

１日当たり

時間

（１）（就労している）に○をつけた方にうかがいます。家を出る時間と帰宅時間をお
（１）-2 （１）で「
（１）で「1.～
1.～4.」
4.」
（就労している）に○をつけた方にうかがいます。家を出る時間と帰宅時間をお
答えください。時間が一定でない場合は、最も
答えください。時間が一定でない場合は、最も多いパターンについてお答えください。
最も多いパターンについてお答えください。育休・介護休業
多いパターン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。（□内に数字でご
（□内に数字でご記入ください。数字は一枠
に一字。時間は、
に一字。時間は、必ず
時間は、必ず２４
必ず２４時間
２４時間制で
時間制でお答えください。
制でお答えください。（例：０８時～１８時））

家を出る時間

時

2

帰宅時間

時

（２）母親

【父子家庭
【父子家庭等
子家庭等の場合は記入は不要です
の場合は記入は不要です】
記入は不要です】

当てはまる番号１つに
当てはまる番号１つに○をつけてください。
１つに○をつけてください。

１．フルタイム(１週 5 日程度･1 日 8 時間程度の就労)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 時間程度の就労)で就労しているが、
産休・育休・介護休業中である

⇒ （2）-1 へ
３．パート・アルバイト等(「フルタイム」以外の就労)で就労しており、
産休・育休・介護休業中ではない
4．パート・アルバイト等(「フルタイム」以外の就労)で就労しているが、
産休・育休・介護休業中である
⇒

5．就労していない

問５へ

（２）（２）-1 （２）で「
（２）で「1.～
1.～4.」
4.」（就労している）に○をつけた方にうかがいます。
（就労している）に○をつけた方にうかがいます。１
る）に○をつけた方にうかがいます。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日当たりの「就労時間（残業時間を含む）」をお答えください。就労日数や就労時間が、一定でない
場合は、最も
場合は、最も多いパターンについてお答えください。
最も多いパターンについてお答えください。産休・
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
産休・育休・介護休業中の方は、休業に入る前の
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。（□内に数字でご
（□内に数字でご記入ください。数字は一枠に一字。）

１週当たり

日

１日当たり

時間

（２）（就労している）に○をつけた方にうかがいます。家を出る時間と帰宅時間をお
（２）-2 （２）で「
（２）で「1.～
1.～4.」
4.」
（就労している）に○をつけた方にうかがいます。家を出る時間と帰宅時間をお
答えください。時間が一定でない場合は、最も
答えください。時間が一定でない場合は、最も多いパターンについてお答えください。
最も多いパターンについてお答えください。産休・
多いパターンについてお答えください。産休・育休・介
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。
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。（□内に数字でご
（□内に数字でご記入ください。数字
は一枠に一字。時間は、
は一枠に一字。時間は、必ず
必ず２４
２４時間制でお答えください。
時間制でお答えください。
（例：０８時～１８時）
）
時間は、必ず２４

家を出る時間
（３）

時

帰宅時間

時

(１)及び(
及び(２)のいずれにも回答されていない場合にお答えください。

(３)-1 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当
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当
てはまる番号１つに○をつけてください。

１．祖父母ともに

（３）（３）-2

２．主に祖母

３．主に祖父

４．その他（

）

(３)-1 で回答された方の就労状況について、当てはまる番号１つに○をつけてください。

１．フルタイム(１週 5 日程度･1 日 8 時間程度の就労)で就労しており、
介護休業中ではない
2．フルタイム(１週 5 日程度･1 日 8 時間程度の就労)で就労しているが、
介護休業中である

⇒ （3）-3 へ

３．パート・アルバイト等(「フルタイム」以外の就労)で就労しており、
介護休業中ではない
4．パート・アルバイト等(「フルタイム」以外の就労)で就労しているが、
介護休業中である
5．就労していない

⇒

アンケートは終了です。ありがとうございました。

（３）（就労している）に○をつけた方にうかがいます。 １週当たりの「就労日
（３）-3 （３）（３）-2 で「1.
で「1.～
1.～4.」
4.」
数」、１日当たりの「就労時間（残業時間を含む）」をお答えください。就労日数や就労時間が一定でな
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。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。（□内に数字でご記入ください。数字は一枠に一字。）

１週当たり

日

１日当たり
3

時間

（３）（３）-4 （３）（３）-2 で「1.
で「1.～
1.～4.」
4.」（就労している）に○をつけた方にうかがいます。家を出る時間と帰宅時
間をお答えください。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。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。
（□内に数字でご記入ください。数字は一
枠に一字。時間は、必ず２４時間制でお答えください。（例：０８時～１８時））

家を出る時間

時

帰宅時間

時

問５ 問４の（１）～
（就労している）に○をつけた方に、現在の幼稚園における預かり保育
、現在の幼稚園における預かり保育
の（１）～（３）で「1.～4.」
（通常の就園時間を延長して預かる事業。以下同じ。）の利用状況等をうかがいます。
（通常の就園時間を延長して預かる事業。以下同じ。）の利用状況等をうかがいます。
（１）当てはまる番号１つに
）当てはまる番号１つに○をつけてください。
１つに○をつけてください。
１．現在、幼稚園においてほぼ毎日預かり保育を利用している。

⇒ （1）-1 へ

2．現在、幼稚園における預かり保育を利用していないが、

⇒ （1）-2 へ
他の保育事業等を利用している。
⇒

３．現在、特に利用している保育事業等はない

アンケートは終了です。ありがとうございました。

（上記１、２に該当しない）
※親族、知人、友人等による預かりは３としてお答えください。また、親族等による預かりが中心で、
時おり（例えば週１日程度）、幼稚園の預かり保育を利用するような方も３としてお答えください。

（１）-1 （１）で「1
（１）で「1．」に○をつけた方にうかがいます。 週当たりの「利用日数」
週当たりの「利用日数」、１日当たりの「利用
、１日当たりの「利用時
たりの「利用時
間」をお答えください。利用日数や利用時間が一定でない場合は、
」をお答えください。利用日数や利用時間が一定でない場合は、最も
時間が一定でない場合は、最も多いパターンについてお答えく
最も多いパターンについてお答えく
ださい。（□内に数字でご
（□内に数字でご記入ください。数字は一枠に一字。）

１週当たり

日

１日当たり

時間

（１）-2 （１）で「2
（１）で「2.」に○をつけた方にうかがいます。どういった保育
」に○をつけた方にうかがいます。どういった保育事業
どういった保育事業等
事業等を利用されているか、
を利用されているか、当て
いるか、当て
はまる番号１つに
はまる番号１つに○をつけて下さい。
１つに○をつけて下さい。また、週当たりの「利用日数」
○をつけて下さい。また、週当たりの「利用日数」、１日当たりの「利用時間」をお
答えください。利用日数や利用
答えください。利用日数や利用時間が一定でない場合は、最も
利用日数や利用時間が一定でない場合は、最も多いパターンについてお答えください。
時間が一定でない場合は、最も多いパターンについてお答えください。
（□内に数字でご
（□内に数字でご記入ください。数字は一枠に一字。）
利用している保育事業
利用している保育事業
１．保育所の一時預かり（私用などの理由を問わずに一時的に子どもを預かる事業）

２．ファミリー・サポート・センター事業（地域住民が子どもを預かる事業）

３．ベビーシッター

４．認可外の保育施設

５．その他

→

（具体の事業名等：

１週当たり

）

日

１日当たり

アンケートは以上です。ご協力いただき、ありがとうございました。
アンケートは以上です。ご協力いただき、ありがとうございました。
返信用の封筒に入れ、９
返信用の封筒に入れ、９月１３日までに各幼稚園にご提出ください。
３日までに各幼稚園にご提出ください。

4

時間

