
 
 
 
 
 

宇治市子ども・子育て支援に関するニーズ調査結果（速報）について 
 

 

 

宇治市子ども・子育て支援に関するニーズ調査結果（速報）につきまして、平成25年

12月4日時点での集計を報告いたします。 

 

 

（１）調査の概要 

  

   対象  市内の就学前児童及び小学生（0～11歳）がいる世帯から無作為 

       に抽出した3,000世帯（就学前児童・小学生 各1,500世帯） 

   期間  平成25年10月24日（木）から平成25年11月8日（金） 

   方法  郵送による調査票の配布及び回収 

       ※平成25年11月7日（木）に、お礼状兼督促状を対象者全員に郵送 

 

 

（２）調査票について 

    

   ＜就学前児童用＞  

    国の子ども・子育て会議にて示された調査票イメージに京都府の独自設問を加え

た「京都府モデル調査票」をもとに、宇治市児童育成計画推進協議会のご意見を

踏まえて作成 

               

      設問数：８４項目 

                 

   ＜小学生用＞    

    国の子ども・子育て会議では示されていないものの京都府において作成された 

「京都府モデル調査票」をもとに、宇治市児童育成計画推進協議会のご意見を踏ま

えて作成 

 

      設問数：４７項目 

 

 

 

 

資料６ 



（３）回収結果 

                     （平成25年12月4日時点） 

調査対象 配布数 回収数 回収率 

就学前児童の保護者 1,500通 735通 49.0％ 

小学生の保護者 1,500通 851通 56.7％ 

 

  なお、現在も最終報告書に向けて集計・分析作業を継続しており、11月の締切以降に、

日々届いている回答につきましても、順次集計に加えて作業を行っております。さらな

る回収率の向上に向けて、ホームページ等での勧奨を実施しています。 

 

 

（４）調査結果（速報）について 

 

  調査結果の速報と概要をグラフ等に取りまとめました。 

ただし、平成25年12月4日時点での集計であり、今後の精査により、数値等は若干

ではありますが変動します。 

また、単純集計のみとなっており、分析等につきましては現在も作業中であり、今後、

最終報告書にて取りまとめを行う予定です。 

 

  

 ＜調査結果の見方について＞ 

 

  ・回答が多かったもの上位３つの率と、グラフを示しています。 

・小数点以下第２位を四捨五入しているため、内訳の合計が１００．０％ 

にならない場合があります。 

・複数回答が可能な設問の場合、率の合計が１００．０％を超える場合 

があります。 

 



宇治市子ども・子育て支援に関するニーズ調査　設問項目一覧

　 ＜就学前児童用調査＞

No.
設問
番号

設問内容
回答
方式

回答者
条件

独自
設問

速報
頁

1

1.問1 居住小学校区・中学校区 単数回答

2.問2 宛名のお子さんの年齢 単数回答

3.問3 お子さんの人数・末子の年齢 単数回答

4.問4 調査票の回答者 単数回答

5.問5 調査票の回答者の配偶関係 単数回答

6.問5-1 保護者の年齢層 単数回答 府

7.問5-2 お子さんとの同居の状況 複数回答 府

8.問5-3 祖父母との住まいの距離 単数回答 府

9.問6 子育てを主に行っている人 単数回答

6

10.問7 お子さんが日常的に通っている施設 単数回答

11.問8 子育てに大きく影響すると思われる環境 複数回答

12.問9 お子さんをみてもらえる親族・知人の有無 複数回答

13.問9-1 祖父母等の親族にお子さんをみてもらっている状況 複数回答 有 一部市

14.問9-2 友人・知人にお子さんをみてもらっている状況 複数回答 有 一部市

15.問9-3 子育てについての気持ち 単数回答 府

16.問9-4 日頃悩んでいること、不安に感じること 順位付 府・市

17.問10 保護者が気軽に相談できる人・場所の有無 単数回答

18.問10-1 保護者が気軽に相談できる相手 複数回答 有 一部府・市

19.問10-2 近所や地域との付き合い 単数回答 府

20.問10-3 お子さんの地域での催しへの参加状況 複数回答 府

21.問10-4 お子さんが日中に遊ぶ場所 単数回答 府

22.問10-5 お子さんの遊び場で困ること・困ったこと 複数回答 府

23.問10-6 お子さんと外出する際に、困ること・困ったこと 複数回答 府

24.問10-7 休日や夜間のお子さんの急病時の対応 単数回答 府

25.問11 望ましい子育て環境と必要な周囲のサポート 自由記述

20

26.問12 保護者の現在の就労状況 単数回答

27.問12-1 保護者の就労時間 単数回答 有

28.問12-2 保護者の家を出る時刻・帰宅時刻 単数回答 有

29.問13 保護者のフルタイムへの転換希望 単数回答 有

30.問14 保護者の就労希望 単数回答 有

宛名のお子さんとご家族の状況について

宛名のお子さんの育ちをめぐる環境について

保護者の就労状況について
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32

31.問15 「定期的な教育・保育」の利用の有無 単数回答

32.問15-1 「定期的な教育・保育」の利用している事業 複数回答 有 一部市

33.問15-2 「定期的な教育・保育」の利用している時間と希望 単数回答 有

34.問15-3 「定期的な教育・保育」の利用している場所 単数回答 有

35.問15-4 「定期的な教育・保育」の利用している場所の理由 単数回答 有 市

36.問15-5 「定期的な教育・保育」の利用している理由 複数回答 有

37.問15-6 「定期的な教育・保育」の利用していない理由 複数回答 有

38.問16 「定期的な教育・保育」の利用したい事業 順位付 一部市

39.問16-1 「定期的な教育・保育」の利用したい場所 単数回答

40.問16-2 「定期的な教育・保育」の利用したい場所の理由 単数回答 市

41.問16-3 「定期的な教育・保育」の利用したい時間と希望 単数回答 府

42.問16-4 「定期的な教育・保育」の利用したい理由 複数回答 府

48

43.問17 地域子育て支援拠点事業の利用状況 複数回答

44.問18 地域子育て支援拠点事業の利用希望 単数回答

45.問19 子育て支援事業の認知度・利用状況・利用希望 単数回答 一部府・市

56

46.問20 土曜・休日の「定期的な教育・保育」の利用したい時間と希望 単数回答

47.問20-1 土曜・休日の「定期的な教育・保育」を利用したい事業 順位付 有 市

48.問20-2 土曜・休日の「定期的な教育・保育」の毎週利用したい理由 複数回答 有 府

49.問20-3 土曜・休日の「定期的な教育・保育」のたまに利用したい理由 複数回答 有

50.問21 長期休暇中の「定期的な教育・保育」の利用希望 単数回答 有

51.問21-1 長期休暇中の「定期的な教育・保育」のほぼ毎日利用したい理由 複数回答 有 府

52.問21-2 長期休暇中の「定期的な教育・保育」のたまに利用したい理由 複数回答 有

65

53.問22 病気やケガでの幼稚園、保育所などの休みの有無 単数回答 有

54.問22-1 病気やケガで幼稚園、保育所などを休んだ場合の対応 複数回答 有

55.問22-2 病児・病後児保育事業の利用希望 単数回答 有

56.問22-3 病児・病後児保育事業の望ましい形態 複数回答 有

57.問22-4 病児・病後児保育事業を利用しない理由 複数回答 有

58.問22-5 お子さんをみるために仕事を休む日数 単数回答 有

59.問22-6 お子さんをみるために仕事を休めなかった理由 複数回答 有

土曜・休日や長期休暇中の「定期的な教育・保育」の利用希望について

宛名のお子さんの病気の際の対応について（平日の教育・保育利用者のみ）

平日の「定期的な教育・保育」の利用状況について

地域の子育て支援事業の利用状況について
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71

60.問23 不定期の教育・保育の利用状況 複数回答

61.問23-1 不定期の教育・保育の利用していない理由 複数回答 有

62.問24 不定期の教育・保育の利用希望 複数回答

63.問24-1 不定期の教育・保育の利用希望 順位付 有 一部市

64.問25 宿泊を伴う一時的な預かりの有無と対応 複数回答

65.問25-1 宿泊を伴う一時的な預かりの親族・知人への頼みやすさ 単数回答 有 一部市

78

66.問26 小学校低学年時の放課後の過ごす場所 複数回答

67.問27 小学校高学年時の放課後の過ごす場所 複数回答

68.問28 土曜・休日の放課後児童クラブ（育成学級）の利用希望 単数回答 有

69.問29 長期休暇中の土曜・休日の放課後児童クラブ（育成学級）の利用希望 単数回答

84

70.問30 保護者の育児休業の取得状況 単数回答

71.問30-1 育児休業取得後の職場への復帰状況 単数回答 有

72.問30-2 育児休業取得後の職場復帰と保育所入所のタイミング 単数回答 有

73.問30-3 育児休業の取得期間 単数回答 有

74.問30-4 育児休業の取得希望期間 単数回答 有

75.問30-5 育児休業から希望の時期に職場復帰しなかった理由 複数回答 有

76.問30-6 育児休業取得後の職場復帰時の短時間勤務制度の利用状況 単数回答 有

77.問30-7 短時間勤務制度を利用しなかった（利用できなかった）理由 複数回答 有

78.問30-8 育児休業からの職場復帰の希望時期 単数回答 有

79.問30-9 育児休業給付・保険料免除の制度の認知度 単数回答 有

80.問30-10仕事と子育ての両立で大変だと感じていること 複数回答 府

101

81.問31 子育ての環境や支援への満足度 単数回答

82.問31-1 望ましい子育て支援施策 複数回答 府

83.問31-2 子育てに必要な施策などの情報の入手方法 複数回答 府

84.問32 子育ての環境や支援に関する意見 自由記述

子育て支援対策の全般について

不定期の教育・保育利用や宿泊を伴う一時的な預かり等の利用について

小学校就学後の放課後の過ごし方（5歳以上のみ）

育児休業や短時間勤務制度など職場の両立支援制度について



　 ＜小学生用調査＞

No.
設問
番号

設問内容
回答
方式

回答者
条件

独自
設問

速報
頁

104

1.問1 居住小学校区・中学校区 単数回答

2.問2 宛名のお子さんの年齢 単数回答

3.問3 子どもの人数・末子の年齢 単数回答

4.問4 調査票の回答者 単数回答

5.問5 調査票の回答者の配偶関係 単数回答

6.問6 保護者の年齢層 単数回答 一部市

7.問7 お子さんとの同居の状況 複数回答 一部市

8.問8 祖父母との住まいの距離 単数回答

9.問9 子育てを主に行っている人 単数回答

111

10.問10 子育てに大きく影響すると思われる環境 複数回答

11.問11 お子さんをみてもらえる親族・知人の有無 複数回答

12.問11-1 祖父母等の親族にお子さんをみてもらっている状況 複数回答 有 一部市

13.問11-2 友人・知人にお子さんをみてもらっている状況 複数回答 有 一部市

14.問12 子育てについての気持ち 単数回答

15.問13 日頃悩んでいること、不安に感じること 順位付 一部市

16.問14 気軽に相談できる人・場所の有無 単数回答

17.問14-1 気軽に相談できる相手 複数回答 有 一部市

18.問15 近所や地域との付き合い 単数回答

19.問16 地域での催しへの参加状況 複数回答

20.問17 休日や夜間の急病時の対応 単数回答

121

21.問18 保護者の現在の就労状況 単数回答

22.問18-1 保護者の就労時間 単数回答 有

23.問18-2 保護者の家を出る時刻・帰宅時刻 単数回答 有

24.問19 保護者のフルタイムへの転換希望 単数回答 有

25.問20 保護者の就労希望 単数回答 有

宛名のお子さんとご家族の状況について

宛名のお子さんの育ちをめぐる環境について

保護者の就労状況について
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26.問21 放課後の過ごす場所 複数回答

27.問22 放課後児童クラブ（育成学級）を利用している理由 単数回答 有

28.問23 放課後児童クラブ（育成学級）への希望 複数回答 有

29.問24 放課後児童クラブ（育成学級）を利用していない理由 単数回答 有

30.問25 放課後児童クラブ（育成学級）の利用希望 単数回答 有

31.問25-1 放課後児童クラブ（育成学級）を利用したい理由 単数回答 有

32.問26 放課後子ども教室の利用意向 単数回答 有

33.問27 小学４年生以降の放課後の過ごし方 単数回答
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34.問28 病気やケガでの学校の休みの有無 単数回答

35.問28-1 病気やケガで学校を休んだ場合の対応 複数回答 有

36.問28-2 病児・病後児保育事業の利用希望 単数回答 有

37.問28-3 病児・病後児保育事業の望ましい形態 複数回答 有

38.問28-4 病児・病後児保育事業を利用しない理由 複数回答 有

39.問28-5 お子さんをみるために仕事を休む日数 単数回答 有

40.問28-6 お子さんをみるために仕事を休めなかった理由 複数回答 有

153

41.問29 宿泊を伴う一時的な預かりの有無と対応 複数回答 有

42.問29-1 宿泊を伴う一時的な預かりの親族・知人への頼みやすさ 単数回答 一部市
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43.問30 子育ての環境や支援への満足度 単数回答

44.問31 仕事と子育ての両立で大変だと感じていること 複数回答 市

45.問32 望ましい子育て支援施策 複数回答

46.問33 子育てに必要な施策などの情報の入手方法 複数回答

47.問34 子育ての環境や支援に関する意見 自由記述

放課後児童クラブ（育成学級）の利用について

宛名のお子さんの病気の際の対応について

子育て支援対策の全般について

宿泊を伴う一時的な預かり等の利用について




























