
ニーズ調査票に対する御意見と対応案

未就学児調査
設問 ご意見 対応案
全般的事項 未就学児の調査内容はすべて働く人が前提の内容です（これでは働かなくて

はと思います）ので調査項目の入れ替えを希望します。（例問9　5番6番が初
めで1・2・3・4となる様に）

問９～１１は、保護者の就労状況を聞く設問になっています。
問１１に「子育てや家事に専念したい」の選択肢があるように、就労を前提とした調
査ではありませんが、新制度においては保育の受皿の拡大が大きなテーマであり
ますので、どうしても就労状況の現状と今後のニーズ把握が大きなボリュームを
占めることになります。設問の意図を踏まえると、現状の項目の順番が適切であ
ると考えます。

全般的事項 この調査内容ですと幼稚園教育と福祉（保育事業）が同じ項目になっておりま
すので、教育基本法で位置づけられている学校と福祉事業が同列ではおかし
いです。未就学児の保護者が幼稚園教育を望むのか、福祉の保育を望むの
か区分けをしてください。
例　問12-4について幼稚園教育と福祉事業がどちらか解らないです。（内容で
カッコ書きの教育を含むのではなく例えば新たに問12-4-1で福祉事業、問12-
4-2で幼稚園教育と分ければ、保護者の望む事が解るかも知れません。

制度・目的が違う教育と保育を同列で並べて聞くことに対する違和感の御意見と
思います。子育て世帯は、それぞれの制度の理念を踏まえながらも、それぞれの
生活の事情や考え方など様々な要素を総合的に判断し、教育か保育かを選んで
いるものと思われることから、選択肢についても教育に関するものと、保育に関す
るものを同列に置き、選んでいただくことが適切であると考えます。なお、選択肢
については、追加・細分化しました。
幼稚園と保育所の法律的な位置づけなどは、「事業内容と利用料」に記載するよ
うにします。

全般的事項 小田原市の子ども子育てプラン作成の内容が保護者の方々に仕組が理解出
来る様な解り易いお知らせが必要です。理由はこのニーズ調査書が届いても
内容を確り読んで対応する人が多くいるとは思いません。まずは小田原市とし
て必要な最小限の内容を提示すべきでしょう。国からの調査書はあくまでも例
で地域の実情に合わせて各自治体の裁量で行うとありますのでそのまま受け
入れるのは如何なものですか。

調査票の送付の際には、新制度の概要や、調査の目的等を分かりやすく説明し
た資料などを同封するよう検討します。
また、調査内容については、今回の調査の大きな目的として、教育・保育事業の
利用希望を把握し、「量の見込み」・「確保方策」を設定することにあり、そのため、
量の見込みの推計上必要な項目が指定されています。一方、回答率の向上を図
る上では、設問は絞り込む必要もあると考えており、国の調査票の設問を削除し
たり、小田原市独自の設問を追加するなどしていますので、素案をもとに、ご検討
いただきたいと考えています。

全般的事項 目的がどの子どもにも質のよい教育と保育を、という目的であるが、その部分
が見えてこないのではないか。

全体的に教育・保育、子育て支援事業の量を聞く設問が多いが、問13-2に事業内
容について、市独自の設問を追加するなど、質を意識した設問も設けています。

全般的事項 親の立場としては、楽なほうへ流れがちになってしまう。みてもらえるのがあた
りまえとなる流れとなり、一度その方向に流れてしまうともとに戻すのが難しく
なってしまうのではないか。子どもにとって大事なことを中心に考え支援してい
くことを考えたいと思う。

今回の調査の大きな目的として、教育・保育事業の利用希望を把握し、「量の見
込み」・「確保方策」を設定することがあり、保護者の希望を聞く項目が多くなって
いますが、国で策定した基本指針には、「保護者が子育てについての第一義的責
任を有する」という認識を前提にするとあり、単に親への支援だけではなく、子ども
にとって質のよい教育・保育の提供をできるよう計画づくりを進めていきます。

全般的事項 調査の内容が多く時間がかかった。簡単な調査でもきちんと答えてもらえるの
は難しい。説明文なども入り、長い文になっているので、質問の内容のところ
だけでも字体を変えるなど工夫できないか？

表記については、見やすく、分かりやすい表現になるよう調査を委託する業者とも
検討します。

資料２－３



全般的事項 1ページにつき、1項目単位だと、見やすくなり、回答しやすいかと思いました。 調査票のページが増えすぎるのも避けなければなりませんが、表記については、
見やすく、分かりやすい表現になるよう調査を委託する業者とも検討します。

回答するにあ
たってお読みくだ

内容がもう少し簡単でわかりやすいとよいかと思いました。箇条書きや、図式
化するなど。

表現を工夫します。

問1 郵便番号の記入をお願いする理由を書き添えてはどうでしょうか。個人情報の
要素を感じるので、理由があると、回答率が上がるように思います。

コメントを追加します。

問7-1
問7-2

選択肢追加：７．適切な事業があれば、そちらを利用したい（理由：祖父母・友
人・知人に子育て支援してもらっている家庭において真のニーズを聞きとるた
め）

お子さんを見てもらうことについての、負担感を計る設問なので、提案の選択肢の
追加は行いませんが、設問の趣旨が伝わるよう、設問の文言を修正します。

問7-1
問7-2

選択肢４で「自分たち親の立場として」とあるが、すでに親の立場としての質問
なのでいらないのではないか。

修正します。

問8 相談する人がいないケースで、近くに親戚・友人・知人がいるが相談できない
場合や、転勤などで引越ししてきたケースでまったく知り合いがいない場合な
ど状況を把握するべきではないか。

「２．いない／ない」のケースについて、状況を把握する設問を追加します。

問8 「２．いない／ない」に回答した方へのフォローの項目（理由：この回答をされた
方は、子育てに悩んでいる方が多いと推定されるため）

「２．いない／ない」のケースについて、状況を把握する設問を追加します。

問8-1 選択肢追加：ＳＮＳ（理由：現在はスマホの普及でネットのつながりが大きくなっ
たため）

選択肢として、「インターネットを通じたつながり」を追加します。

問9(1)(2) ２０１５年スタートの新制度では、現行の保育所利用要件より拡大となるようだ
か、それをニーズ調査に含めずとも良いのか？（例えば、就学、求職活動、起
業準備等）利用できる要件が拡大となれば、さらにニーズも増えるので、それ
を見越した調査にしたほうが良いのでは？

問9については、保護者の現在の就労状況を聞く設問ですので、選択肢の追加は
行わず、「事業内容と利用料」の中で、新制度での、利用要件の拡大について、説
明します。

問9(1)(2) 1選択肢につき1行になると見やすいかと思います。 表現を工夫します。
問12-4 選択肢追加：８．近隣に同年代・同学年の子供がいないため 「１．子どもの教育や発達のため」の選択肢を細分化して、設問を追加します。
問12-5 選択肢改定：７．「利用したいが、事業の質や場所など、納得できる事業がな

い」→質と場所で分けて表記（理由：質と場所を分けることによって明確にニー
ズを把握できる）

質と量とで選択肢を分けます。

問12-5 選択肢追加：８．育児休業中で保育園に入る要件を満たさないため（小田原市
では下の子の育児休業を1年以上取得した場合、上の子は退園となっている
ため）

教育・保育事業の利用についての設問であり、保育所の利用だけに限らないこと
や、必要に応じて、育児休業の取得状況の設問と合わせて分析を行うことも可能
であることから、選択肢の追加は行いません。
※小田原市における育児休業中の保育所の利用は、育児休業取得の時点で、在
園児が3歳になっていれば、継続利用が可能です

問12-5 選択肢追加：９．利用したいが、情報の開示が少ない（ＨＰ等で得られる情報が
少なく、市が把握している情報と実態が乖離しているため）

必ずしも市が情報を把握している事業に限らないことなどから、提案の選択肢は、
その他での自由記入に含まれるものと考えます。

問13 選択肢追加：１２．トワイライトステイ（理由：現状ではＨＰ等で案内がなく、分か
りづらい。ニーズを把握するため）

月単位での定期的な利用を聞く設問であるため、選択肢の追加は行いません。一
時的な利用のニーズについては、問20にて確認します。

問13 選択肢追加：１３．ショートステイ（理由：現状ではＨＰ等で案内がなく、分かりづ
らい。ニーズを把握するため）

月単位での定期的な利用を聞く設問であるため、選択肢の追加は行いません。宿
泊を伴う事業のニーズについては、問22にて確認します。

問13 選択肢追加：１４.送迎保育ステーション（理由：現在未実施ですが、他市町村
で実施されています。ニーズを把握するため）

送迎保育ステーションについては、まず保育所の利用希望があり、近くの保育所
に空きがない場合に遠くの保育所まで送迎を行う事業であり、まずは供給量を増
やすことを新制度では目指すことから、直接的に送迎保育ステーションの利用希
望を確認する選択肢の追加は行いません。



問13-1 利用したい場所をもっと細かく記入できる欄を設けてはどうでしょうか。 この設問については、市町村間での広域的な利用の状況を確認するものですの
で、市町村名のみを聞いています。

問14 子育て支援センター
親子が自由に遊んだり、相談ができる場
＊事業説明と統一

文言を修正します

問14 利用したくても利用できない状況の為の回答の選択肢が欲しい
例：利用したくても利用できない
開所日が合わない、交通手段がない　その他

問14の設問は変更せず、問15の設問の文言を修正し、現状、利用したくても利用
できていない方も含めて、将来の利用希望を把握できるように工夫します。

問14 地域の子育て支援の利用状況について調査項目なのでファミリーサポートを
項目に入れたほうが良いのではないか？

親同士の交流や、相談等の地域の子育て支援の利用状況に聞く設問ですので、
会員相互の子どもの預かりサービスである、ファミリー・サポート・センターの利用
については、設問に加えるのは適当でないと考えます。

問14の1,2
問16の④

子育て支援センター、地域子育てひろばの説明や、または育児相談事業につ
いて抽象的であるので、回答者向けに具体的な例を示したほうが良いのでは
ないか？（別紙に説明があるが、例えば別紙参照等わかりやすく誘導しても良
いと思う。）

詳しい事業内容は、「事業内容と利用料」の中で説明しますので、設問の中に、別
紙に誘導する文言を追加します。

問15 問１４で子育て支援センターと地域子育てひろばで分けて聞いているのだから
問１５でも両事業分けて聞いたほうがニーズ（今後の利用希望）が把握できる

分けて聞くことはせず、事業の形態にかかわらず、地域の子育て支援の必要量を
図り、事業計画に反映したいと考えています。

問17-1 選択肢追加：６．子供の病気（理由：入院されているお子さんがいる方は、平日
も週末も困難な状況の方がいるため）

選択肢の３．を修正して、ご指摘の内容にも対応できるようにします。

問18 教育は適した時間で行うべきであり、それ以外の時間を保育で補うものであ
る。「長期の休暇期間中の教育・保育の事業の利用を希望しますか。」とある
が、長期休暇期間中も教育を行ってもらえると、とられないか。

設問の意図としては、長期の休暇期間中に幼稚園を含めた教育・保育事業を利
用する必要があるかを聞いています。幼稚園において教育を受けることと混同し
ないよう、文言を修正します。

問18 選択肢「休みの期間中、数日利用したい」を追加してはどうでしょうか。 ここでの設問では、一時的な利用は除くこととしています。一時預かりのニーズに
ついては、別の設問で確認します。

問18-1 選択肢追加：６．近くに遊ぶ場所が少ない、適切な施設がない、近くに友人が
いないため（理由：駅近くは公園が少ない、郊外は子供の少ない地区があるた
め）

選択肢追加します。

問19-2 選択肢改定：小田原市は病児保育は実施されておりません。設問のままでは
病児保育を小田原市が実施しているようにとらえられてしまいます。病児と病
後児をわけて表記してはいかがでしょうか。

選択肢を分けます。

問19-2 選択肢追加：３．特に病児を利用したい（理由：病児保育のニーズを把握する
ため）

選択肢を分け、それぞれ日数を聞くことにより、ニーズを把握しますので、追加は
しません。

問19-3 設問に「現在ファミリーサポートセンターでは病児保育を実施してない」ことを
備考につけてはいかがでしょうか。設問のままでは、「小田原市ファミリーサ
ポートセンターが病児保育を実施している」という誤解を生んでしまいます。ま
たこの設問によって、病児保育をファミリーサポートセンターで扱っていると思
い、緊急時の最後の切り札として想定される家庭もうまれてしまいます。

「（例：ファミリー・サポート・センター等）」を削除します。

問19-4 選択肢追加：８.問い合わせ先・案内のＨＰが分かりにくい(理由：他市町村で実
施済み）

選択肢５を「事業内容や利用料がわからない」に変更します。

問19-4 選択肢追加：９．事前準備品の案内等がなく、不親切である（理由：他市町村
で実施済み）

選択肢５を「事業内容や利用料がわからない」に変更します。



問19-4 選択肢追加：１０．空き状況を検索できない（理由：他市町村で実施済み） 「３．地域の事業の利便性がよくない」に含まれると考え、選択肢の追加は行いま
せん。

問19-4 選択肢追加：１１. 親が病気や入院してしまった場合、保育施設までアクセスし
づらい（理由：他市町村で実施済み）

「３．地域の事業の利便性がよくない」に含まれると考え、選択肢の追加は行いま
せん。

問19-4  選択肢追加：１２．代理の方での送迎を可能にしてほしい（理由：他市町村で
実施済み）

「３．地域の事業の利便性がよくない」に含まれると考え、選択肢の追加は行いま
せん。

問19-6 選択肢追加：４.看護休暇を使い切ってしまった（理由：慢性疾患をお持ちで
あったり、障害のおありになる方もいらっしゃるため）

「３．休暇日数が足りないので休めない」に含まれると考え、選択肢の追加は行い
ません。

問19-6 選択肢追加：５．他の兄弟との兼ね合い（理由：兄弟の送迎や学校のイベント
がある方もいらっしゃるため）

「休んで看ることは非常に難しい」を選択した場合の理由を聞く設問なので、選択
肢の追加は行いません。

問20-1 選択肢追加：１０．事前の登録が不便（理由：事前登録を簡便化するか、積極
的なＰＲが必要と思われます）

「４．地域の事業の利便性（立地や利用可能時間・日数など）がよくない」に含まれ
ると考えますので、選択肢の追加は行いません。

問20-1 選択肢追加：１１.利用できる要件が明確ではない（理由：病気や通院が優先な
のか、それとも単発の仕事でもいいのか記載されていない）

「７．自分が事業の対象者になるのかどうかわからない」に含まれると考えますの
で、選択肢の追加は行いません。

問20-1 選択肢追加：１２．他の困難な方に譲るべきかと悩み利用していいのかわから
ない（理由：アクセサビリティの確認。保育の利用はリピーターの方は多いので
すが、新規の方は少ない現状を反映して）

「７．自分が事業の対象者になるのかどうかわからない」に含まれると考えますの
で、選択肢の追加は行いません。

問20-1 利用したいと思わない方もいると思うので、選択肢の追加をすべき。 「特に利用する必要がない」に含まれると考えますので、選択肢の追加は行いま
せん。

問21-1 選択肢追加：４．トワイライトステイ等夜間を含む保育する事業（理由：父子家
庭や両親共に入院している場合を想定しております）

施設の事業形態を聞く設問であり、ニーズについては別の設問で確認しています
ので、選択肢の追加は行いません。

問21-1  選択肢追加：５．送迎を含む保育事業（理由：保育する場所に連れていくこと
すら困難な状況を想定しております）

送迎については、まず事業の利用希望があり、近くに施設がない場合の選択肢と
なることから、送迎を含む保育事業の利用希望を確認する選択肢の追加は行い
ません。

問21-1 大規模施設、小規模施設というくくりはイメージ？抽象的でわかりにくい。例に
あげている地域子育て支援拠点ということばは、子育て世代の方たちには認
識がうすいのではないか？子育て支援センターにおいても、そのような表現を
することは少ない。

「地域子育て支援拠点等」を「子育て支援センター等」に修正します

問22-1 選択肢１と２に回答した方に項目設置「利用したい事業形態を書いてください」
（理由：少しサービスを改善するだけで利用できる可能性をさぐるため）

ニーズを把握する目的の設問であり、事業内容については、事業化に際して検討
を行うことしますので、設問の変更は行いません。

問23 選択肢追加：７．民間学童（理由：ニーズを発掘し、ゆくゆくは新たな雇用を生
み出すため）

選択肢に「民間事業者での預かり」を追加します。

問24 選択肢追加：７．民間学童（上記同様） 選択肢に「民間事業者での預かり」を追加します。
問27 選択肢追加：１６．保育園の待機児童となるのを避けるため（理由：小田原市

では下の子の育児休業を１年以上取得した場合、上の子の保育園は退園とな
るため切り上げている方がいます）

その他に含まれると考えますので、選択肢の追加は行いません。

問27-6(２） 選択肢追加：７．子供の健康状態 「２．自分や子どもなどの体調が思わしくなかったため」に含まれると考えます。
問27-9 選択肢追加：３．事業の有無に関係ない（理由：1年以上取得できる企業があ

るため）
育児休業を1年と想定しての設問ですので、聞き方を1歳ではなく、育児休業期間
の終了とします。

問28 選択肢追加　１８．予防接種の充実（理由：水疱瘡やおたふく等、自費でうける
認可ワクチンが多数あるため）

「１１．経済的な支援」に含まれるものと考えますので、選択肢の追加は行いませ
ん。



問28 選択肢追加　１９．公共交通機関のベビーカーや優先席の利用しやすさ（理
由：小田原市内はベビーカーのままバスを利用できないため、優先席の周知
がされていないため）

選択肢に、「道路や交通機関など子育てしやすい生活環境の整備」を追加しま
す。

問28 選択肢追加　２０．道路のバリアフリー（理由：少子高齢化しているにも関わら
ず、道がせまく、視覚が多いため）

選択肢に、「道路や交通機関など子育てしやすい生活環境の整備」を追加しま
す。

問28 選択肢追加　２１．街区公園の整備（理由：街中には街区公園が少なく、大き
い公園が郊外にたっているため）

「５．子どもを遊ばせる場や機会の提供」に含まれるものと考えますので、選択肢
の追加は行いません。

問28 選択肢追加  ２２. 病院へのアクセサビリティ（理由：乳児医療に所得制限を設
けているため）

「１１．経済的な支援」に含まれるものと考えますので、選択肢の追加は行いませ
ん。

ここで、自由に意見を書く機会があるのは、とても良いと思いました。何か新し
い方向も見えてくる可能性が出てくると思います。ただ、もう少し具体的に設問
しても良いかと思う点があったので、いくつかあげます。

どんな補助金がほしいか。医療、保育費、その他（　　）
医療に関して、サポートしてほしいことがありましたら、お書きください。
保育に関して、サポートしてほしいことがありましたら、お書きください。
安全に関して、サポートしてほしいことがありましたら、お書きください。
放課後や休日に利用できる施設として、どんな施設が欲しいか。
公園にほしい設備は何ですか。
公園で行ってほしいイベントは何ですか。
幼稚園・保育施設で、サポートしてほしい事がありましたら、お書きください。
幼稚園の保育期間は何年が希望ですか。
保育園の保育期間は何年が希望ですか。
母親の就労に際して困っていること、サポートしてほしい事がありましたら、お
書きください。
子育てにおいて、サポートしてほしい事がありましたら、お書きください。
子育ての環境として、心配になる場面を経験したことがありましたら、お書きく
ださい。
子育てをしていて、今困っていることがありましたらお書きください。
子育てをしていて、今相談したいことがありましたらお書きください。
子育てをしていて、あってよかったと思った設備、行事、講座、サポート等があ
りましたらお書きください。

問33 調査票の全体のボリュームを考えて、設問を増やすことは難しいので、問33の文
言を工夫して、記載を促すようにします。



小学生調査
設問 ご意見 対応案
問3 4，5，6年生が選択肢にない 現在の放課後児童クラブの利用状況を聞く設問があることなどから、調査対象を

小学校１～3年生のいる家庭としています。
問7
問9

問７　および　問９において、項目を設けてありますが、認定保育施設におい
て、学童の受け入れを、行っている施設が存在していることを把握されている
ことと思われますが、認定保育施設という項目は一切なく、その他に一括りに
されるとすれば、詳細を把握していくには程遠いものとなるものと思われます。
認定保育施設の位置づけがあまりにもあいまいに扱われるのは、日ごろ誠心
誠意すべての子ども達の育ちに関わっている私たちはやりきれません。
ただでさえ、中途半端な立場な認可外保育施設の立場は、どうなるのでしょ
う。
新制度に向けて、しっかり、現状を把握し、より良い、風通しのよい制度作りを
目指すのであれば今一度、しっかり内容の検討をお願いいたします。

選択肢に「民間事業者での預かり」を追加します。

問7 選択肢追加：８．民間学童（理由：ニーズを発掘し、ゆくゆくは新たな雇用を生
みだすため）

選択肢に「民間事業者での預かり」を追加します。

問7 選択肢追加：９．送迎を含む保育（理由：既存の保育でサポートできていない
範囲のニーズを調査するため）

送迎については、まず事業の利用希望があり、近くに施設がない場合の選択肢と
なることから、送迎を含む保育事業の利用希望を確認する選択肢の追加は行い
ません。

問11-1 利用希望について、平日や土曜日は利用しなくても、夏休み等長期休暇の時
だけは利用したい人もいると思う。選択肢に加えたほうが良いのでは？

選択肢を追加します。



ここで、自由に意見を書く機会があるのは、とても良いと思いました。何か新し
い方向も見えてくる可能性が出てくると思います。ただ、もう少し具体的に設問
しても良いかと思う点があったので、いくつかあげます。

どんな補助金がほしいか。医療、保育費、その他（　　）
医療に関して、サポートしてほしいことがありましたら、お書きください。
保育に関して、サポートしてほしいことがありましたら、お書きください。
安全に関して、サポートしてほしいことがありましたら、お書きください。
放課後や休日に利用できる施設として、どんな施設が欲しいか。
公園にほしい設備は何ですか。
公園で行ってほしいイベントは何ですか。
学校で、サポートしてほしい事がありましたら、お書きください。
母親の就労に際して困っていること、欲しい援助は何ですか。
子育てにおいて、サポートしてほしい事は何ですか。
子育ての環境として、心配になる場面を経験したことがありましたら、お書きく
ださい。
子育てをしていて、今困っていることがありましたらお書きください。
子育てをしていて、今相談したいことがありましたらお書きください。
子育てをしていて、あってよかったと思った設備、行事、講座、サポート等があ
りましたらお書きください。
小学生が放課後を過ごすための施設に関し、具体的なアイディアや意見があ
りましたら、お書きください。

問17 調査票の全体のボリュームを考えて、設問を増やすことは難しいので、問17の文
言を工夫して、記載を促すようにします。


