
 小田原市における幼児期の教育・保育、地域子育て支援事業 

 （送迎保育ステーション等）に関するアンケート調査ご協力のお願い 

 
 
市民の皆様には、日ごろから市政にご協力いただきありがとうございます。 
本市では、本年 4月からの「子ども・子育て支援新制度」の施行に伴い、「小田原市子ど

も・子育て支援事業計画」に基づいて、幼児期の教育・保育、地域子育て支援事業の充実

に取り組んでいるところです。 
新制度の施行から半年が経過し、送迎保育ステーションについての陳情が市議会で採択

されるなど、新たな課題も生じてきております。そこで、送迎保育ステーションに関する

ことも含めて、幼児期の教育・保育、地域子育て支援事業に対する皆様の声をお聞きする

ため、アンケート調査を実施することといたしました。 
このアンケート調査は、平成 27年 11月 2 日現在で本市にお住まいの小学校就学前の児

童の中から、無作為に抽出した約 2,500名を対象としております。 
ご回答いただいた内容は、すべて統計的に処理いたしますので、回答者個人が特定され

たり、調査の目的以外に使用されたりすることは一切ございません。お忙しいところ誠に

恐縮ですが、以上の趣旨をご理解いただき、調査にご協力くださいますようお願い申し上

げます。 
 
平成 27年 11月 

小 田 原 市 
 
 

【ご記入に当たってのお願い】 
○アンケートはあて名に記載されているお子さまについて、保護者の方がご記入ください。

記入の終わった別紙アンケート用紙のみ、平成 27年 12月 11日（金）までに同封の封筒

（切手不要）に入れてご返送ください。 
○ご記入は、黒または青のボールペン、濃い鉛筆等をご使用ください。 
 
 
 

このアンケートに関する問い合わせは、下記までお願いいたします。 
小田原市子ども青少年部保育課 子育て支援新制度推進係 
電話 ０４６５－３３－１６４２ 
FAX ０４６５－３３－１４５６ 

参考資料 



事業とサービスの内容について 

 
名称 内容 

幼稚園 幼稚園は学校教育法に定められた「学校」で、義務教育及びその後の教育の基礎を培う

ものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心

身の発達を助長することを目的とした施設です。 

多くは満3歳から就学前まで、通常1日4時間の幼児教育を行っています。市内には公

立6園、私立10園があります。 

認可保育所 認可保育所は児童福祉法に定められた「児童福祉施設」で、保護者の委託を受けて、保

育を必要とする乳児又は幼児を保育することを目的とした施設です。認可基準に適合す

るものとして県の認可を受け、保護者が就労等の理由により保育が必要な場合に、子ど

もの預かりをします。市内には、公立 7園（うち 1園は休園中）、私立 26園（うち 1

園は分園）があります。 

認定こども園 保育所と幼稚園の両方の機能や特徴を併せ持った施設です。市内には、私立1園があり

ます。幼稚園利用にあたっては、年齢以外の要件はありませんが、保育利用にあたって

は、就労等の保育の必要性がある場合に限ります。 

小規模保育事業 保護者が就労等の理由により保育が必要な場合に、2歳までの子どもを対象に定員6人

から19人の少人数できめ細やかな保育を実施します。市内には2施設があります。 

事業所内保育施設 企業や病院において、事業所の従業員の子どもを預かる施設です。市内には、6施設が

あります。 

認可外保育施設 認可外で、県に届出がなされている保育施設等です。市内には、5施設があります。 

保育所における 

延長保育 

保育所において、対象の子どもが認定を受けた利用可能時間を超えて必要な預かりを行

うサービスです。市内では30施設で行っています。 

幼稚園における 

延長保育 

幼稚園で、通常の就園時間を延長して、在園している子どもを預かるサービスです。延

長時間は園ごとに異なります。市内では11施設で行っています。 

幼稚園における長期 

休暇中の預かり保育 

夏期休暇中など、幼稚園で通常の幼児教育を行わないときに、在園している子どもを預

かるサービスです。 

休日保育 日曜日、祝日に、認可保育所で保育の必要な子どもの預かりを行うサービスです。市内

では1施設で行っています。 

一時保育 認可保育所において、様々な理由から一時的に家庭で保育できない場合に子どもの預か

りを行うサービスです。市内では11施設で行っています。 

病児・病後児保育 病児保育……当面症状の急変はみられないものの、病気の回復期にはなく集団保育が困

難な期間に、専用スペース等において預かりを行うサービスです。 

病後児保育…病気の回復期にはあるものの、集団保育が困難な期間に、専用スペース等

で預かりを行うサービスです。 

市内には、病児保育1施設、病後児保育2施設があります。 

ファミリー・サポー

ト・センター 

地域住民による会員相互の子どもの預かりサービスで、保護者の病気や介護等の事情で

の一時保育や、保育所・幼稚園・小学校等への送迎、保育施設の時間外の保育等に利用

できます。 

送迎保育ステーション 保育所送迎時に対象の子どもを一時的に預かる拠点（送迎保育ステーション）と利用保

育所の間でバスを運行し、子どもの送迎を行うサービスです。小田原市では行っていま

せん。 

夜間保育 夜間において保育の必要な子どもの保育を行うサービスです。市内の認可保育所で行っ

ているところはありません。 

 



小田原市における幼児期の教育・保育、地域子育て支援事業 

（送迎保育ステーション等）に関するアンケート調査 調査票 

 
 
それぞれの設問をお読みになり、回答をご記入ください。数字でお答えいただく設問については回答欄の

□の中に数字をご記入ください。 

 
 
問1 お住まいの住所の郵便番号を記入してください。 

□□□－□□□□ 

 ➢問 2に進んでください 
 
 
問2 あて名のお子さまの生年月を記入してください。 

平成□□年□□月 

 ➢問 3に進んでください 
 
問3 この調査票に回答いただく方はどなたですか。あて名のお子さまからみた関係でお答えください。当

てはまる番号１つに○をつけてください。 

 1．母親  2．父親  3．その他（           ） 
 ➢問 4に進んでください 
 
問4 あて名のお子さまは現在、幼稚園や保育園などの教育・保育サービスを平日、定期的に利用されてい

ますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

 1．利用している  2．利用していない 
 ➢1．を選んだ方は問 4-1に進んでください 
 ➢2．を選んだ方は問 4-2に進んでください 
 
問4-1 （問4で「1．利用している」に○をつけた方にうかがいます。）あて名のお子さまはどのような教

育・保育サービスを利用していますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

1．幼稚園  2．認可保育所  3．認定こども園（保育利用） 
4．認定こども園（幼稚園利用） 5．小規模保育事業 6．事業所内保育施設 
7．認可外保育施設 

 ➢1．または 4．を選んだ方は問 20に進んでください 
 ➢2．3．5．6．7．を選んだ方は問 5に進んでください 
 

  

お住まいの地域についてうかがいます。 

封筒のあて名のお子さまについてうかがいます。 



問4-2 （問4で「2．利用していない」に○をつけた方にうかがいます。）将来的にどのような教育・保育

サービスを利用することを考えていますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

1．幼稚園  2．認可保育所  3．認定こども園（保育利用） 
4．認定こども園（幼稚園利用） 5．小規模保育事業 6．事業所内保育施設 
7．認可外保育施設 8．利用しない  9．わからない 

 ➢1．または 4．を選んだ方は問 23に進んでください 
 ➢2．3．5．6．7．を選んだ方は問 14に進んでください 
 ➢8．または 9．を選んだ方は問 26に進んでください 
 
 
 
 

問5 （問4-1で「2．認可保育所」、「3．認定こども園（保育利用）」、「5．小規模保育事業」、「6．事業所

内保育施設」、「7．認可外保育施設」に○をつけた方にうかがいます。）保育サービスの利用にあたっての

送迎時間等の状況についてうかがいます。 

 ※お子さまを主に送迎されている方の平均的な状況についてお答えください。 

(１) 利用のために自宅を出る時間は何時ですか。   午前□□時□□分ごろ 

(２) 保育所等に到着し、お子さまを預ける時間は何時ですか。 午前□□時□□分ごろ 

(３) お子さまを預けた後、職場等に到着する時間は何時ですか。 午前□□時□□分ごろ 

(４) 通勤に利用する交通手段のうち中心になるものは何ですか。当てはまる番号１つに○をつけてくださ

い。 

1． 徒歩  2．自家用車 3．自転車・オートバイ   4．電車 5．バス 

(５) （通勤に利用する交通手段を「電車」と答えた方にうかがいます。）乗車駅はどこですか。かっこ内

に駅名を記入してください。 
 （          ）駅 

(６) 終業後、保育所等にお迎えに行く時間は何時ですか。  午後□□時□□分ごろ 
 ➢問 6に進んでください 
 
問6 保育サービスの利用にあたっての送迎に関して、困っていることについてうかがいます。当てはまる

番号すべてに○をつけてください。 

1．家から保育所等までが遠い 2．保育所等から乗車駅までが遠い 
3．送迎に時間がかかりすぎる 4．保育所等の保育開始時間が遅い 
5．保育所等の保育終了時間が早い 6．保育所等への送迎を代行するサービスがない 
7．特に困っている点はない 8．その他（              ） 

 ➢問 7に進んでください 
 
  

現在、認可保育所、認定こども園などの保育サービスを利用している方にうかがいます。 



問7 保育サービスの利用にあたっての送迎を支援する仕組みとして「送迎保育ステーション」があったら

利用したいと考えますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

1．利用したい 2．子どもが□歳になったら利用したい（□に年齢を記入） 
3．利用しない 4．わからない 

 ➢1．または 2．を選んだ方は問 8に進んでください 
 ➢3．を選んだ方は問 13に進んでください 
 ➢4．を選んだ方は問 26に進んでください 
 

問8 （問7で「送迎保育ステーション」を利用したいと回答した方にうかがいます。）利用したいと思う

理由は何ですか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

1．今よりも送迎の負担が減ることが期待できるため  
2．勤務の都合上、現在の送迎の時間では対応が困難であるため 
3．送迎時間の短縮により、親子の時間を増やすことができるため 
4．親の負担が減ることで、子どもにも良い影響があると思うため 
5．その他（                  ） 

 ➢問 9に進んでください 
 
問9 （「送迎保育ステーション」を利用したいと回答した方のうち、「電車」で通勤している方にうかがい

ます。）通勤先の最寄駅はどこですか。当てはまる番号１つに○をつけ、駅名を記入してください。 

 1．神奈川県内（駅名：        駅） 2．東京都内（駅名：        駅） 
 3．それ以外の県（駅名：        駅） 
 ➢問 10に進んでください 
 
問10 「送迎保育ステーション」は市内のどの駅の最寄にあると良いと思いますか。当てはまる番号１つ

に○をつけてください。 

 1．小田原駅  2．鴨宮駅 3．国府津駅  4．その他（           ） 
  ➢問 11に進んでください 
 

問11 「送迎保育ステーション」を利用することで、送迎にかかる時間がどれくらい短縮できると考えま

すか。（朝の送りにかかる時間を想定して、短縮できると思われる時間を回答してください。） 

 現状よりも□□時間□□分くらい短縮できる 

 ➢問 12に進んでください 
 
問 12 「送迎保育ステーション」の利用者負担金は、1か月あたりいくらまでなら負担しても良いと考え

ますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

1．3千円未満   2．3千円～5千円未満  3． 5千円～8千円未満 
4．8千円～1万円未満  5．1万円～1万 5千円未満 6．1万 5千円以上 

 ➢問 26に進んでください 
 
  



問13 （問7で「送迎保育ステーション」を利用しないと回答した方にうかがいます。）利用しないと考え

る理由は何ですか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

1．移動に伴う子どもへの負担が心配であるため 2．移動時の交通事故などが心配であるため 
3．送迎に関する負担軽減が期待できないため 4．現状の負担がそれほど大きくないため 
5．利用のための負担金がかかるため   6．負担額に比べて効果が感じられないため 
7．その他（                  ） 

 ➢問 26に進んでください 
 
 
 
 

 

問14 （問4-2で「2.認可保育所」、「3.認定こども園（保育利用）」、「5.小規模保育事業」、「6．事業所内

保育施設」、「7．認可外保育施設」に○をつけた方にうかがいます。）今後、保育サービスの利用を開始す

る際には、どのような理由で利用する予定ですか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

1．育休復帰に伴う利用  2．新たに就労開始することに伴う利用 
3．求職活動の実施に伴う利用 4．その他（例：介護、就学等       ）の理由による利用 

 ➢問 15に進んでください 
 
問15 認可保育所などの保育サービスを選ぶ際には、何を重視して選びたいと考えていますか。当てはま

る番号２つに○をつけてください。 

1．家と保育所の距離  2．保育所と就労先の距離 3．保育所と最寄駅の距離 
4．保育の内容   5．施設の設備   6．施設の開所時間 
7．その他（                  ） 

 ➢問 16に進んでください 
 
問16 認可保育所などを利用する際の送迎について、どのような行動になることが想定されますか。 

 ※現時点での希望保育所や考えられる就労先などから想定の範囲でお答えください。 

(１) 利用のために自宅を出る時間は何時ごろの想定ですか。 午前□□時□□分ごろ 

(２) 保育所等に到着し、お子さまを預ける時間は何時ごろの想定ですか。午前□□時□□分ごろ 

(３) お子さまを預けた後、職場に到着する時間は何時ごろの想定ですか。午前□□時□□分ごろ 

(４) 通勤に利用する交通手段のうち中心になるものは何が想定されますか。当てはまる番号１つに○をつ
けてください。 

1． 徒歩  2．自家用車 3．自転車・オートバイ   4．電車 5．バス 

(５) （通勤に利用する交通手段を「電車」と答えた方にうかがいます。）乗車駅はどこが想定されますか。

かっこ内に駅名を記入してください。 
 （           ）駅 

(６) 終業後、保育所等にお迎えに行く時間は何時ごろが想定されますか。午後□□時□□分ごろ 
 ➢問 17に進んでください 
 
  

現在は教育・保育サービスを利用していないが、将来的に保育所、認定こども園などの 

保育サービスを利用することを考えている方にうかがいます。 



問17 保育サービスの利用にあたっての送迎を支援する仕組みとして「送迎保育ステーション」があった

ら利用したいと考えますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

1．利用したい 2．利用しない  3．わからない 
 ➢1．を選んだ方は問 18に進んでください 
 ➢2．または 3．を選んだ方は問 26に進んでください 
  
問18 （問17で「送迎保育ステーション」を利用したいと回答した方にうかがいます。）「送迎保育ステー

ション」は市内のどの駅の最寄にあると良いと思いますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

 1．小田原駅  2．鴨宮駅 3．国府津駅 4．その他（           ） 
  ➢問 19に進んでください 
 
問 19 「送迎保育ステーション」の利用者負担金は、1か月あたりいくらまでなら負担しても良いと考え

ますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

1．3千円未満   2．3千円～5千円未満  3．5千円～8千円未満 
4．8千円～1万円未満  5．1万円～1万 5千円未満 6．1万 5千円以上 

 ➢問 26に進んでください 
 
 
 
 
 
問20 （問4-1で「1.幼稚園」または「4.認定こども園（幼稚園利用）」に○をつけた方にうかがいます。） 

幼稚園等の教育サービスの利用時間等の状況についてうかがいます。 

 ※平均的な状況についてお答えください。 

(１) 幼稚園等の利用のために自宅を出る時間は何時ですか。 午前□□時□□分ごろ 

(２) 幼稚園等に預ける時間（通園バスに乗車する時間）は何時ですか。 午前□□時□□分ごろ 

(３) 幼稚園等のお迎えの時間（子どもを受け取る時間）は何時ですか。 午後□□時□□分ごろ 
 ➢問 21に進んでください 
 
問21 幼稚園等における延長保育の利用の状況についてうかがいます。 

(１) 幼稚園等の通常の教育時間後に延長保育を利用していますか。当てはまる番号１つに○をつけてくだ

さい。 

 1．利用している 2．今は利用していないが、今後利用したい 
 3．現在通っている施設では延長保育が実施されていないが、あれば利用したい 
 4．今は利用しておらず、今後も利用する予定はない 
   ➢1．2．3．を選んだ方は(２) (３) (４)に進んでください 
   ➢4．を選んだ方は問 22に進んでください 

  

現在、幼稚園、認定こども園（幼稚園利用）などの教育サービスを利用している方に 

うかがいます。 



(２) 「1．利用している」、「2．今は利用していないが、今後利用したい」、「3．現在通っている施設では

延長保育が実施されていないが、あれば利用したい」に○をつけた方にうかがいます。 

（「2．」「3．」を選んだ方は、今後の希望としてお答えください。） 

延長保育は週何回くらい利用しますか。 週 □回くらい 

(３) 延長保育は平均して何時ごろまで利用していますか。 

 午後□□時□□分ごろまで 

(４) 延長保育を利用している理由は何ですか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

 1．保護者が就労しているため 2．病気などにより家庭での保育が難しいため 
 3．近所に遊ぶ友だちが少ないため 4．家事や用事を済ませる時間を確保するため 
 5．子どもが希望するため 6．その他（              ） 
 ➢問 22に進んでください 
 
問22 幼稚園等における夏休みなどの長期休暇中の預かり保育についてうかがいます。現在、預かり保育

を利用していますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

 1．利用している 2．今は利用していないが、今後利用したい 
 3．現在通っている施設では預かり保育が実施されていないが、あれば利用したい 
 4．今は利用しておらず、今後も利用する予定はない 
   ➢問 26に進んでください 

 

 

 
 
 
問23 （問4-2で「1.幼稚園」、または「4.認定こども園（幼稚園利用）」に○をつけた方にうかがいます。）

今後、幼稚園等の教育サービスの利用を開始する際には、何を重視して施設を選びますか。当てはまる番

号２つに○をつけてください。 

1．家と幼稚園等との距離 2．教育の内容 
3．施設の設備 4．延長保育の実施有無 
5．長期休暇中の預かり保育の実施有無 6．その他（               ） 

 ➢問 24に進んでください 
 
問24 幼稚園等における延長保育の利用についてうかがいます。 

(１) 幼稚園等の通常の教育時間後の延長保育を利用したいですか。当てはまる番号１つに○をつけてくだ

さい。現時点で考えられる予定あるいは希望の範囲でお答えください。 

 1．利用したい  2．利用しない 

(２) （「1．利用したい」を選んだ方にうかがいます。）週何回くらい利用したいと考えていますか。 

 週 □回くらい 

(３) 延長保育は平均何時ごろまで利用したいと考えていますか。 

  午後□□時□□分ごろまで 
 ➢問 25に進んでください 

現在は教育・保育サービスを利用していないが、将来的に幼稚園、認定こども園（幼稚園

利用）の教育サービスを利用することを考えている方にうかがいます。 



問25 幼稚園等における夏休みなどの長期休暇中の預かり保育の利用についてうかがいます。長期期間中

の預かり保育を利用したいですか。当てはまる番号１つに○をつけてください。現時点で考えられる予定

あるいは希望の範囲でお答えください。 

 1．利用したい  2．利用しない 
   ➢問 26に進んでください 

 
 
 
 
問26 通常の教育・保育サービス（日常的な幼稚園、保育所等の利用）以外に利用していきたい教育・保

育サービスは何ですか。下から３つまで選び、利用したい順に番号を記入してください。 

第 1位 □ 第 2位 □  第 3位 □ 
1．（保育所における）延長保育 2．（幼稚園における）延長保育 
3．（幼稚園における）長期休暇中の預かり保育 4．休日保育 
5．一時保育 6．病児・病後児保育 
7．通常の保育時間前後のファミリー・サポート・センター利用 
8．幼稚園・保育所における子育て支援事業（講座実施、相談支援、子育てサークルなど） 
9． 送迎保育ステーション 10． 夜間保育 
11．その他（                              ） 
 ➢問 27に進んでください 
 

問27 最後に、子育て施策全般について、どのようなサポートや制度があったら良いかなど、ご意見がご

ざいましたら自由に記入してください。 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

 

調査にご協力いただきまして、ありがとうございました。 

切手は貼らずに同封の封筒に入れ、ご投函ください。 

すべての方にうかがいます。 


