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Ⅰ．調査結果まとめ 

 

１ 就学前児童・保護者 

 
（１）子どもの育ちをめぐる環境や家族状況について 

 

 子どもをみてもらえる親族・知人の状況をみると、「緊急時もしくは用事の際には祖父母など

の親族にみてもらえる」（57.7％）が６割弱と最も多いなど、親族や友人・知人に子どもをみ

てもらえる人が多くいる中で、「いずれもいない」（15.8％）が１割半ばと、子どもをみても

らえない人が少なからずいる状況がうかがわれます。 

 気軽に相談できる人の有無をみると、「いる」（93.5％）が９割強と大半を占める中、「いない」

（5.4％）が１割弱となっています。 

 子育てをする上での相談場所の有無をみると、「ない」（34.6%）が３割半ばと、相談できる

場所のない人が多い状況がうかがわれます。また、相談先をみると、「保育園、幼稚園、認定

こども園、小規模な保育施設、事業所内保育施設、認可外保育園」（70.2％）が約７割、「地

域子育て支援センター」（23.7％）が２割強、「医療機関」（14.4％）が１割半ばとなってい

ます。 

 配偶者の有無をみると、「配偶者はいない」（8.5%）が１割弱で、その内訳としては、「母子家

庭」（90.9%）が約９割、「父子家庭」（3.6%）が１割弱となっています。 

 

 

（２）保護者の就労状況について 

 

 母親の就労状況をみると、「現在は就労していない」（39.7％）が約４割と最も多いながら、

前回調査と比較すると、9.3ポイント前回より少なくなっていることから、働く母親が増えて

いる状況がうかがえます。また、子どもの年齢別でみると、“就労している”が 3歳までが６

割以下であるのに対し、4歳以上では６割以上となっていることから、子どもが４歳頃から働

く母親が増える状況がうかがえます。 

 父親の就労状況をみると、「現在は就労していない」（0.7％）は 1割弱となっています。 

 母親の就労していない方の就労希望をみると、「１年より先、一番下の子どもが□□歳になっ

たころに就労したい」（35.3％）が 3 割半ばと最も多く、子どもの年齢の就労時期としては、

「５～６歳」（41.1％）が 4割強、「３～４歳」（34.4%）が３割半ばとなっています。 

 幼稚園等が無償化された場合の母親の働き方の変化をみると、「働き方に変化はない」

（79.5％）が約８割と最も多く、次いで「フルタイム以外から、フルタイムに働き方を変え

る」（7.5％）と「フルタイムから、フルタイム以外に働き方を変える」（5.9％）がともに１

割弱となっています。また、これら「働き方を変える」と「就労をやめる」（0.7％）を合わせ

た“働き方に変化がある”（14.1％）は、1割半ばとなっています。 
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（３）子どもが通っている教育・保育施設の利用状況について 

 

 教育・保育施設の利用の有無をみると、「利用している」（63.1％）が６割強となっています。

また、子どもの年齢別でみると、0歳（4.4％）では１割以下であった利用が、３歳（74.4％）

では７割半ば、4歳以上では９割以上と、子どもの年齢が上がるにつれて利用が多くなってい

ます。 

 利用している人の教育・保育施設をみると、「幼稚園」（47.2％）が 5 割弱と最も多く、次い

で「認可保育園」（37.3％）が４割弱、「幼稚園の預かり保育」（12.5％）が１割強となって

います。 

 教育・保育施設の利用希望をみると、「幼稚園」（59.8％）が約６割と最も多く、次いで「認

可保育園」（42.9％）が４割強、「幼稚園の預かり保育」（36.4％）が４割弱、「認定こども園」

（26.5％）が３割弱となっています。また、実際の利用状況と比較すると、「幼稚園の預かり

保育」が 23.9ポイント、「認定こども園」が 21.8ポイント、「幼稚園」が 12.6ポイント実

際の利用より多くなっていることから、保護者の希望と実際の利用の間に乖離があることがう

かがわれます。 

 教育・保育施設を利用していない人（36.1%）の内で、利用していない理由をみると、「利用

したいが、幼稚園や保育園に空きがない」（12.4％）が１割強となっています。また、他の市

町村の教育・保育施設利用を希望する人の内（5.0%）でも、利用したい理由でも、「市内の保

育園がいっぱいだから」（9.4%）が約１割となっています。 

 幼稚園等が無償化された場合の施設変更意向をみると、「希望する施設を変更したい」（6.5％）

が１割弱となっています。また、施設変更希望者の利用希望施設をみると、「幼稚園（預かり

保育あり）」（54.8%）が 5割強と最も多く、次いで「認可保育園」（31.0％）が 3割強とな

っています。 

 

 

（４）「土曜・休日や長期休暇中の保育園・幼稚園など」の利用希望について 

 

 土曜日の利用希望をみると、「月に１～２回は利用したい」（30.2％）が約３割、「ほぼ毎週利

用したい」（11.3％）が１割強で、これらをあわせた“利用したい”（41.5％）は４割強と

なっています。また、前回調査と比較すると、「月に１～２回は利用したい」が 8.1 ポイント

前回より多くなっています。 

 日曜日・祝日の利用希望をみると、「月に１～２回は利用したい」（20.2％）が約２割、「ほぼ

毎週利用したい」（2.5％）が１割弱で、これらをあわせた“利用したい”（22.7％）は２割

強となっています。 

 土曜・休日の利用希望者の利用したい理由をみると、「保護者の就労のため」（69.0％）が７

割弱となっています。 

 長期の休暇中の利用希望をみると、「週に数日は利用したい」（58.9％）が６割弱、「ほぼ毎日

利用したい」（14.6％）が１割半ばで、これらをあわせた“利用したい”（73.5％）は７割

強となっています。 
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（５）子育て支援センター・子育て関連事業の利用状況について 

 

 子育て支援センターの利用状況をみると、「子育て支援センターを利用している」（13.5％）

が１割強、「利用していない」（83.3％）が８割強となっています。 

 今後の利用意向をみると、「今後は利用したい」（15.3％）が１割半ば、「今後は利用を増やし

たい」（7.4%）が１割弱で、これらをあわせた“利用したい”（22.7％）は２割強となって

います。 

 子育て支援センターを利用する目的をみると、「子ども同士で遊ばせたい」（78.9％）が８割

弱、「親同士のつながりがほしい」（32.0%）が３割強、「一時保育のため」（28.6%）と「子

育てなどの相談がしたい」（26.5%）がともに３割弱となっています。また、子育て支援セン

ターに期待することをみると、「企画、イベントの充実」（31.0%）が３割強、「一時保育の拡

大」（27.1%）と「地域子育て支援センターの数の拡大」（24.5%）がともに２割台となって

います。 

 子育て関連事業の利用意向をみると、「子育て情報誌（トイトイトイ）」（45.9％）が４割半ば、

「保育園の園庭開放」（39.8％）が約４割、「にこにこ健康相談（健康推進課）」（36.4％）が

４割弱の他、全ての項目が２割以上で、実際の利用を上回る利用意向がうかがわれます。 

 

 

（６）病気の際の対応状況について 

 

 子どもが病気やケガで保育園や幼稚園などを休んだことの有無をみると、「あった」（83.3％）

が８割強で、前回調査と比較すると、12.2 ポイント前回より多くなっています。その際の対

応をみると、「母親が休んだ」（47.5％）が５割弱など、大半が両親又は親族・知人に預けて

いる状況がうかがわれます。 

 母親（47.5％）または父親（19.2%）が仕事を休んで対応した回答者の内で、病児・病後児

のための保育施設などの利用意向をみると、「できれば病児・病後児保育施設などを利用した

い」（33.9％）が３割強となっています。 

 病児・病後児保育施設を利用したいと思わない回答者（65.5％）の内で、その理由をみると、

「病児・病後児を他人に看てもらうのは不安」（54.5％）が５割半ば、「利用料や利用に関す

る情報がない、またはわからない」（38.2％）が４割弱、「施設の質に不安がある」（14.5％）

が１割半ばとなっています。 

 病児・病後児の保育を利用する場合の希望施設をみると、「通っている園」（49.4%）が約５

割と最も多く、次いで「小児科医などの併設施設」（23.1%）が２割強となっています。 
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（７）一時保育や宿泊を伴う突発的な保育の利用について 

 

 利用している事業の有無をみると、「利用していない」（78.9％）が８割弱となっています。

また、利用している事業をみると、「幼稚園の預かり保育」（9.6％）と「一時保育」（6.8％）

などいずれも１割以下となっています。 

 突発的な保育の利用希望をみると、「利用したい」（31.3％）が３割強と多くなっています。 

 利用希望者の利用したい目的をみると、「私用、リフレッシュ目的」（59.4％）が約６割、「冠

婚葬祭、学校行事、子どもや親の通院など」（45.5％）が４割半ば、「不定期の就労」（21.3％）

が２割強となっています。 

 突発的な保育を利用していない回答者（78.9%）の内で、その理由をみると、「利用料や利用

に関する情報がない、またはわからない」（20.2％）が約２割、「利用料金がかかる・高い」

（18.5％）が２割弱、「施設の質に不安がある」（6.3％）と「利用したい施設が地域にない」

（3.7％）がともに１割弱となっています。 

 

 

（８）小学校での放課後の過ごし方について 

 

 小学校の放課後の過ごし方の意向をみると、「放課後児童クラブ〔学童保育〕」（37.4％）が４

割弱、「放課後子ども教室」（20.6％）が約２割となっています。 

 放課後児童クラブの利用意向の最終学年をみると、「６年生」（34.5％）が３割半ばと最も多

く、次いで「３年生」（29.3％）が約３割となっています。 

 土曜日の利用意向をみると、「高学年（４～６年生）になっても利用したい」（19.0％）が２

割弱、「低学年（１～３年生）の間は利用したい」（34.5％）が３割半ばとなっています。ま

た、日曜日・祝日の利用意向をみると、「高学年（４～６年生）になっても利用したい」（3.4％）

が１割弱、「低学年（１～３年生）の間は利用したい」（12.1％）が１割強となっています。 

 長期休暇期間中の利用意向をみると、「高学年（４～６年生）になっても利用したい」（20.0%）

が２割、「低学年（１～３年生）の間は利用したい」（39.4%）が約４割となっています。 

 これらの利用意向は、小学生・保護者の実際の利用や利用意向との間に乖離がみられます。 

 

 

（９）育児休業など職場の両立支援制度について 

 

 育児休業の取得状況で「取得した（取得中である）」をみると、母親（32.3％）が３割強であ

るのに対し、父親（3.2％）では 1割に満たない状況がうかがわれます。 

 育児休業を取得していない人（母親 9.6％／父親 91.6%）の内で、取得していない理由をみ

ると、母親、父親ともに、「職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった」（母親 22.6％／父

親 34.5%）など、職場環境を理由に育児休業を取得していない人が多くみられるとともに、

母親では「子育てや家事に専念するため退職した」（41.9％）が４割強となっています。 
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（10）子どもの気になるところについて 

 

 子どもの気になるところの有無をみると、「気になるところがある」（23.6％）が２割強で、

前回調査と比較とすると、約 10ポイント前回より少なくなっています。 

 気になるところの内訳をみると、「身体面の発達で『気になるところ』がある」（43.4％）が

４割強、「情緒面の発達で『気になるところ』がある」（34.2％）が３割半ば、「人とのかかわ

り方で『気になるところ』がある」（30.9％）が約３割となっています。 

 

 

（11）子育て支援施策の全般について 

 

 子育て環境や支援の満足度をみると、「満足している」（7.6%）と「どちらかといえば満足し

ている」（30.7%）を合わせた“満足”（38.3%）が４割弱で、反対に、「どちらかといえば

満足していない」（11.5%）と「満足していない」（11.5%）を合わせた“不満”（23.0%）

が２割強となっています。 

 子育て支援施策に取り組んでいくために重要なことをみると、「子どもが安心して遊べる広場

や公園などの整備」（67.0％）が 7割弱と最も多く、次いで「一時保育、保育時間の延長など

保育サービスの充実」（43.4%）、「夏休みなどの長期休み中の子どもの預け先の充実」（42.3%）、

「病児・病後児を安心して預けることができるサービスの充実」（35.5%）、「安心して受診で

きる医療機関の整備」（30.5%）が上位項目となっています。また、「子どもの見守りや子育

てなど、地域で子育てを支える活動の充実」（27.1%）と「子どもが地域で集まることができ

る場の充実」（25.1%）がともに２割台、「妊娠・出産・子育てなどに関する情報提供の充実」

（18.9%）と「地域子育て支援センターの充実」（18.4%）、「妊娠・出産・子育ての不安や悩

みなどの相談体制の充実」（17.8%）、「障がいをもつお子さんがいる家庭、ひとり親家庭など、

支援を必要とする人への取り組みの充実」（14.4%）など多くの項目が１割台となっています。 
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２ 小学生・保護者 

 
（１）子どもの育ちをめぐる環境や家族状況について 

 

 気軽に相談できる人の有無をみると、「いる」（92.4％）が９割強と大半を占める中、「いない」

（6.3％）が１割弱と、相談する人がいない人が少ないながらいる状況がうかがわれます。 

 子育てをする上での相談場所の有無をみると、「ない」（51.4%）が５割強となっており、就

学前児童・保護者（34.6%）と比較しても多いことから、小学生・保護者では相談できる場

所のない人が増えている状況がうかがわれます。また、相談先をみると、「学校」（71.7％）

が７割強、「保育園、幼稚園、認定こども園、小規模な保育施設、事業所内保育施設、認可外

保育園」（20.8％）が約２割、「医療機関」（17.0％）が２割弱となっています。 

 配偶者の有無をみると、「配偶者はいない」（7.1%）が１割弱で、その内訳としては、「母子家

庭」（88.5%）が９割弱、「父子家庭」（11.5%）が１割強となっています。 

 

 

（２）保護者の就労状況について 

 

 母親の就労状況をみると、「現在は就労していない」（28.8％）が３割弱で、前回調査と比較

すると、6.4ポイント前回より少なくなっていることから、就学前児童・保護者と同様に、働

く母親が増えている状況がうかがえます。 

 父親の就労状況をみると、「現在は就労していない」（1.2％）は 1割弱となっています。 

 母親の就労していない方の就労希望をみると、「今は子育てや家事などに専念したい（就労の

予定はない）」（37.1％）が４割弱と最も多く、次いで「1 年より先、一番下の子どもが□□

歳になった頃に就労したい」（28.6%）と「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」

（26.7％）がともに３割弱となっています。 

 

 

（３）病気の際の対応状況について 

 

 子どもが病気やケガで学校を休んだことの有無をみると、「あった」（57.1％）が 6 割弱で、

前回調査と比較すると、31.6 ポイント前回より多くなっています。その際の対応をみると、

「母親が休んだ」（53.3％）が５割強など、大半が両親又は親族・知人に預けている状況がう

かがわれます。 

 母親（53.3％）または父親（11.4%）が仕事を休んで対応した回答者の内で、病児・病後児

のための保育施設などの利用意向をみると、「できれば病児・病後児保育施設などを利用した

い」（21.2％）が２割強となっています。 
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 利用したいと思わない理由をみると、「病児・病後児を他人に看てもらうのは不安」（37.5％）

が４割弱、「利用料や利用に関する情報がない、またはわからない」（34.1％）が３割半ば、「施

設の質に不安がある」（15.9％）が１割半ばとなっていることから、施設利用に不安をもつ人

や情報がない人が多い状況がうかがわれます。 

 

 

（４）一時保育や宿泊を伴う突発的な保育の利用について 

 

 利用している事業の有無をみると、「利用していない」（86.7％）が９割弱となっています。

また、利用している事業をみると、「幼稚園の預かり保育」（3.3％）と「一時保育」（2.4％）

などいずれも１割以下となっています。 

 突発的な保育の利用希望をみると、「利用したい」（30.2％）が約３割と多くなっています。 

 利用したい目的をみると、「私用、リフレッシュ目的」（59.5％）が約６割、「冠婚葬祭、学校

行事、子どもや親の通院など」（67.6％）が７割弱、「不定期の就労」（33.3％）が３割強と

なっています。 

 利用したいと思わない理由をみると、「利用料や利用に関する情報がない、またはわからない」

（22.6％）が２割強、「利用料金がかかる・高い」（16.6％）が２割弱、「利用したい施設が

地域にない」（7.8％）と「施設の質に不安がある」（4.7％）がともに１割弱となっています。 

 

 

（５）小学校での放課後の過ごし方について 

 

 小学校の放課後の過ごし方をみると、「放課後児童クラブ〔学童保育〕」（25.3％）が 2割半ば、

「放課後子ども教室」（2.7％）が約２割となっています。 

 放課後児童クラブの利用意向の最終学年をみると、「６年生」（47.3％）が５割弱と最も多く、

次いで「４年生」（25.8％）が２割半ばとなっています。 

 放課後児童クラブの土曜日の利用意向をみると、「高学年（４～６年生）になっても利用した

い」（17.2％）が２割弱、「低学年（１～３年生）の間は利用したい」（9.7％）が約１割とな

っています。また、日曜日・祝日の利用意向をみると、「高学年（４～６年生）になっても利

用したい」（9.7％）が約１割、「低学年（１～３年生）の間は利用したい」（3.2％）が１割弱

となっています。 

 放課後児童クラブの長期の休暇期間中の利用意向をみると、「高学年（４～６年生）になって

も利用したい」（28.5％）が３割弱、「低学年（１～３年生）の間は利用したい」（19.6％）

が約２割となっています。 

 これらの利用意向は、就学前児童・保護者の利用意向との間に乖離がみられます。 
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（６）子どもの気になるところについて 

 

 子どもの気になるところの有無をみると、「気になるところがある」（24.5％）が２割半ばと

なっています（就学前児童・保護者と概ね同水準）。 

 気になるところの内訳をみると、「情緒面の発達で『気になるところ』がある」（54.4％）が

５割半ば、「身体面の発達で『気になるところ』がある」（43.3％）が４割強、「人とのかかわ

り方で『気になるところ』がある」（40.0％）が４割となっています。就学前児童・保護者と

比較すると、「情緒面の発達で『気になるところ』がある」が約 20ポイント、「人とのかかわ

り方で『気になるところ』がある」が約 10ポイント、就学前児童・保護者より多いことから、

小学生・保護者においては、気になるところが多い状況がうかがえます。 

 

 

（７）子育て支援施策の全般について 

 

 子育て環境や支援の満足度をみると、「満足している」（5.4%）と「どちらかといえば満足し

ている」（29.6%）を合わせた“満足”（35.0%）が３割半ばで、反対に、「どちらかといえ

ば満足していない」（10.6%）と「満足していない」（12.5%）を合わせた“不満”（23.1%）

が２割強となっています（就学前児童・保護者と概ね同水準）。 

 子育て支援施策に取り組んでいくために重要なことをみると、「子どもが安心して遊べる広場

や公園などの整備」（64.7％）が６割半ばと最も多く、次いで「夏休みなどの長期休み中の子

どもの預け先の充実」（42.4%）、「子どもの見守りや子育てなど、地域で子育てを支える活動

の充実」（33.2%）、「子どもが地域で集まることができる場の充実」（32.6%）が上位項目と

なっています。特に、就学前児童・保護者で上位項目として挙げられていない項目としては、

「子どもの見守りや子育てなど、地域で子育てを支える活動の充実」と「子どもが地域で集ま

ることができる場の充実」が挙げられます。 
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Ⅱ．課題の整理 

 

課題１ 待機児童の解消及び教育・保育ニーズへの適切な対応 

 
教育・保育施設を利用していない人（36.1%）の内で、幼稚園や保育園に空きがないことを理

由に教育・保育施設を利用していない人（12.4％）や他の市町村の教育・保育施設利用を希望す

る人（5.0%）の内で、「市内の保育園がいっぱいだから」を理由にしている人（9.4%）が少なか

らずいることから、教育・保育施設の受け皿の確保が必要な状況がうかがわれます。 

教育・保育施設の利用状況と利用希望を比べると、「幼稚園の預かり保育」（現在 12.5％／希望

36.4％）が 23.9ポイント、「認定こども園」（現在 4.7％／希望 26.5％）が 21.8ポイント、「幼

稚園」（現在 47.2％／希望 59.8％）が 12.6ポイント、「認可保育園」（現在 37.3％／希望 42.9％）

が 5.6ポイント実際より利用希望が多くなっていることから、教育・保育サービスの施設整備のあ

り方の検討が必要とされています。 

幼稚園等が無償化された場合、働き方に変化がある人（14.1％）や施設変更を希望する人（6.5％）

がいることから、今後の無償化に伴う保護者の利用意向の適切な見極めが必要とされています。ま

た、施設変更希望者の利用希望施設をみると、「幼稚園（預かり保育あり）」（54.8%）が 5割強と

最も多く、次いで「認可保育園」（31.0％）が 3割強となっていることから、無償化に伴う施設整

備のあり方の検討が必要とされています。 

母親の就労状況をみると、現在は就労していない人（39.7％）が約４割と最も多いながら、前

回調査と比べて少なくなっている（9.6ポイント差）ことから、働く母親が増えている状況がうか

がえます。また、就労していない母親の就労希望をみると、「１年より先、一番下の子どもが□□

歳になったころに就労したい」（35.3％）が 3割半ばと最も多く、子どもの年齢の就労時期として

は、「５～６歳」（41.1％）が 4 割強、「３～４歳」（34.4%）が３割半ばとなっていることから、

母親の就労状況に対応した、教育・保育サービスの適切な提供体制の検討が必要とされています。 

平日以外で教育・保育を利用したい人をみると、土曜日では４割強（月に１～２回は利用したい

30.2％／ほぼ毎週利用したい 11.3％）、日曜日・祝日では２割強（月に１～２回は利用したい

20.2％／ほぼ毎週利用したい 2.5％）となっており、土曜・休日に利用したい人の理由として、

就労のためを理由にしている人（69.0％）が７割弱となっています。また、長期休暇中に利用し

たい人（週に数日は利用したい 58.9％／ほぼ毎日利用したい 14.6％）では 7割強となっており、

保護者が重視する子育て支援施策として「夏休みなどの長期休み中の子どもの預け先の充実」を求

める人（42.3％）も多いことから、これら平日以外の利用意向と実績値を考慮した土日や長期休

暇中の提供体制の検討が必要とされています。 
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課題２ 病児・病後児保育の充実 

 
子どもが病気やケガで学校を休んだことのあった人は、就学前児童・保護者（83.3％）が８割

強、小学生・保護者（57.1％）が 6割弱で、前回調査と比較すると、就学前児童・保護者が 12.2

ポイント、小学生・保護者前回調査が 31.6ポイント前回より多くなっています。また、保護者が

仕事を休んで対応した人（就学前児童・保護者母親が休んだ 47.5％／父親が休んだ 19.2%／小

学生・保護者母親が休んだ 53.3％／父親が休んだ 11.4%）の内、病児・病後児施設を利用した

い人は、就学前児童・保護者（33.9％）が３割強、小学生・保護者（21.2％）が２割強となって

います。また、就学前児童・保護者で保護者が休んだ以外の対応をした人の内で、「通っている園」

（49.4%）や「小児科医などの併設施設」（23.1%）を利用先として希望する人がいることから、

病児・病後児保育の提供体制のあり方の検討が必要とされています。 

さらに、病児・病後視保育施設を利用したいと思わない人（就学前児童・保護者 65.5%／小学

生・保護者 74.6％）の内で、その理由として、病児・病後児を他人に看てもらうのが不安な人（就

学前児童・保護者 54.5％／小学生・保護者 37.5％）や利用に関する情報がない人（就学前児童・

保護者 38.2％／小学生・保護者 34.1％）、施設の質に不安がある人（就学前児童・保護者 14.5％

／小学生・保護者 15.9％）がいることから、利用への不安解消を含めた情報提供や施設の質の充

実が必要とされています。 

 

課題３ 突発的な保育の充実 

 
不定期で子どもを預ける際に利用している事業をみると、「幼稚園の預かり保育」（就学前児童・

保護者 9.6％／小学生・保護者 3.3％）と「一時保育」（就学前児童・保護者 6.8％／小学生・保

護者 2.4％）などいずれも１割以下となっている中、今後の突発的な保育の利用意向では、就学前

児童・保護者（31.3％）が３割強、小学生・保護者（30.2％）が約３割と、実際の利用と比べ多

くなっています。また、今後利用したい人の内で、その利用目的では、「私用、リフレッシュ目的」

（就学前児童・保護者 59.4％／小学生・保護者 59.5％）が多いことから、親のリフレッシュ目

的を含めた突発的な保育の充実が必要とされています。 

さらに、突発的な保育を利用していない人（就学前児童・保護者78.9％／小学生・保護者86.7％）

の内で、その理由として、利用に関する情報がない人（就学前児童・保護者 20.2％／小学生・保

護者 22.6％）や利用料金が高いとする人（就学前児童・保護者 18.5％／小学生・保護者 16.6％）

がいることから、突発的な保育を利用しやすい情報提供や利用料金の検討が必要とされています。 
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課題４ 放課後児童クラブの充実 

 
放課後児童クラブを利用したい人は、就学前児童・保護者（37.4％）が４割弱ながら、小学生

の実際の利用（25.3％）では２割半ばと乖離がみられます。また、利用意向の最終学年をみると、

就学前児童・保護者では「６年生」（34.5％）が３割半ば、「３年生」（29.3％）が約３割、小学

生・保護者では「６年生」（47.3％）が５割弱、「４年生」（25.8％）が２割半ばとなっており、

これら放課後児童クラブの利用意向と実績値を考慮した平日の提供体制の検討が必要とされてい

ます。 

さらに、平日以外での高学年までの利用意向をみると、土曜日では就学前児童・保護者（19.0％）

が２割弱で、小学生・保護者（17.2％）が２割弱、日曜日・休日では就学前児童・保護者（3.4％）

が１割弱、小学生・保護者（9.7％）が約１割、長期休暇中では、就学前児童・保護者（20.0％）

が２割、小学生・保護者（28.5％）が３割弱となっていることから、これら放課後児童クラブの

利用意向と実績値を考慮した土曜・休日や長期休暇中の提供体制の検討が必要とされています。 

 

課題５ 子育て支援センター・子育て関連事業の充実 

 
子育て支援センターを今後新たに利用したい、または利用を増やしたい人（22.7％）は２割強

と利用の増加がうかがえる中、「子ども同士で遊ばせたい」（78.9％）、「親同士のつながりがほし

い」（32.0%）、「一時保育のため」（28.6%）、「子育てなどの相談がしたい」（26.5%）などを目

的とし、「企画、イベントの充実」（31.0%）や「一時保育の拡大」（27.1%）、「地域子育て支援セ

ンターの数の拡大」（24.5%）などが期待されていることから、これらの目的や期待を考慮し、子

育て支援センターの充実を図っていくことが必要とされています。 

また、子育て関連事業の利用意向をみると、「子育て情報誌（トイトイトイ）」（45.9％）や「保

育園の園庭開放」（39.8％）をはじめ全ての項目が２割以上で、実際の利用を上回るニーズがある

ことから、いずれの事業においても、認知度の向上や利用促進につながる情報の提供などが必要と

されています。 

 

課題６ 子育てに悩みや困難を抱える家庭への相談等支援の充実 

 
気軽に相談できる人がいない人（就学前児童・保護者 5.4％／小学生・保護者 6.3％）をはじめ、

妊娠・出産・子育ての不安や悩みなどの相談体制の充実を求める人（就学前児童・保護者 17.8%

／小学生・保護者 9.5％）、子どもに気になるところがある人（就学前児童・保護者 23.6%／小学

生・保護者 24.5％）が少なからずいることから、子育てに悩みなどをもつ家庭への相談支援の充

実が必要とされています。 
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また、子どもの気になるところの内訳をみると、「身体面の発達」（就学前児童・保護者 43.4%

／小学生・保護者 43.3％）をはじめ、「情緒面の発達」（就学前児童・保護者 34.2％／小学生・

保護者 54.4％）、「人とのかかわり方」（就学前児童・保護者 30.9％／小学生・保護者 40.0％）

がいずれも３割以上となっており、特に小学生・保護者ではいずれも４割以上となっていることか

ら、これらの状況を考慮した相談支援の提供体制の充実が必要とされています。 

また、障がいをもつお子さんがいる家庭やひとり親家庭など、支援を必要とする人への取り組み

の充実を求める人（就学前児童・保護者 14.4％／小学生・保護者 18.5％）が少なからずいるこ

とから、子育てに困難を抱える家庭への支援の充実が必要とされています。 

 

課題７ 子どもが安心して遊べる場所の充実 

 
保護者が重視する子育て支援施策をみると、「子どもが安心して遊べる広場や公園などの整備」

では、就学前児童・保護者（67.0％）と小学生・保護者（64.7％）がともに最上位項目となって

いることから、子どもが安心して遊べる場所の充実が必要とされています。 

 

課題８ 子どもの医療体制の充実 

 
保護者が重視する子育て支援施策をみると、「安心して受診できる医療機関の整備」では、就学

前児童・保護者（30.5％）が約３割、小学生・保護者（28.3％）も３割弱となっていることから、

安心して子どもを受診させることのできる医療体制の充実が必要とされています。 

 

課題９ 子育てを支援する地域環境の充実 

 
保護者が重視する子育て支援施策をみると、「子どもの見守りや子育てなど、地域で子育てを支

える活動の充実」では、小学生・保護者（33.2％）が３割強、就学前児童・保護者（27.1％）も

３割弱となっており、また、子どもが地域で集まることができる場の充実では、小学生・保護者

（32.6％）が３割強、就学前児童・保護者（25.1％）も 2割半ばとなっていることから、子育て

を支援する地域環境の充実が必要とされています。 

 

課題 10 ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた環境づくり 

 
育児休業の取得状況をみると、「取得した」では、母親（32.3％）が３割強であるのに対し、父

親（3.2％）では 1割に満たない状況がうかがわれます。また、育児休業を取得していない人（母

親 9.6％／父親 91.6%）の内で、取得していない理由をみると、母親、父親ともに、「職場に育児

休業を取りにくい雰囲気があった」（母親 22.6％／父親 34.5%）など、職場環境を理由に育児休

業を取得していない人が多くみられています。また母親では、子育てや家事に専念するため退職し

た」人（41.9％）もいることから、子育てと仕事が両立できる環境づくりに向けた意識啓発・理

解促進が必要とされています。 
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