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お子さんの放課後の過ごし方についてのアンケート調査
● アンケート調査ご協力のお願い ●
日頃より岩倉市の市政にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。
本市では、共働き家庭等のお子さんを対象に小学校や児童館で「放課後児童クラブ（学
童保育）」を行っています。また、毎週土曜日の午前中に、市内のすべての小学校（５校）
の体育館・図書室・コンピュータ室を利用して、子どもたちが安心して活動することがで
きる「放課後子ども教室」を実施しています。
この度、こうした事業を一層充実するために、「岩倉市子ども・子育て支援事業計画」
の第２期計画を策定することになりました。この計画は、共働き家庭等を含めた本市のす
べての児童が、放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよ
う、そのための事業目標量や施設等の確保方策、放課後児童クラブと放課後子ども教室の
一体的、または連携による事業実施の方策などを定めていくものです。
そこで、第２期計画を策定するにあたっての基礎資料として活用するために、アンケー
ト調査を実施することになりました。この調査は、小学校１年生～５年生の就学児童がい
るすべての保護者の皆さまを対象にしています。
回答いただいた内容は、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、個々
の回答内容が他にもれたりすることは一切ございません。
つきましては、ご多忙のところ大変申し訳ありませんが、調査の趣旨をご理解いただき、
ご協力くださいますようお願い申し上げます。

平成３０年○月

岩倉市長 久 保 田 桂 朗
■ ご記入にあたってのお願い ■
１．ご家族の中で、小学校に通っているお子さんが複数いる場合は、それぞれのお子さんについてご回答いた
だくことになっています。
２．お子さんのお考えを踏まえながら、保護者の方がご回答ください
３．各設問とも、あてはまる番号に○をつけるものがほとんどです。回答する○の数
は、各設問の文章にしたがってください。
４．
「その他（
）
」に○をつけた場合には、
（
ご記入ください。

）内にその具体的な内容を

５．記入が終わりましたら、所定の封用に入れて○○月○○日（○）までに、
お子さんを通じて担任の先生に提出してください。

調査に関する問合先 ：岩倉市役所 教育こども未来部 子育て支援課 担当：○○、○○
電話 ：0587-38-5810（直通）

FAX ：0587-66-6380

※未就学児対象の調査も実施していますので、調査票が届いた方はご協力をお願いします。

《１．お子さんやご家族のことについて》
問１ お子さんの通っている小学校はどこですか（あてはまるもの１つに○）。
1. 岩倉北小学校区
2. 岩倉南小学校区

3. 岩倉東小学校区
4. 五条川小学校区

5. 曽野小学校区

問２ お子さんの性別と現在の学年についてご回答ください（あてはまるもの１つに○）。
■性別
1. 男性

2. 女性

■学年
1. １年生
2. ２年生

3. ３年生
4. ４年生

5. ５年生

問３ 同居している家族の中には、以下のような方がいますか（あてはまるものすべてに○）。【Ａ欄】
また、
「1. お子さんの父親」や「2.お子さんの母親」を回答した方は、お子さんの父親や母親にあ
たる人の放課後における状況についてお答えください。
【Ｂ欄】
同居している家族 【Ａ欄】
（あてはまるものすべてに○印）

●お子さんの父親や母親は、平日の放課後（学校の授業が終
わった後）の時間帯に仕事をしており、お子さんのお世話
ができないような状況にありますか。
【Ｂ欄】

1. お子さんの父親

1. そのような状況にある

2. そのような状況にはない

2. お子さんの母親

1. そのような状況にある

2. そのような状況にはない

3. お子さんの兄弟姉妹
4. 同居している家族の中に 1.～
3.のような人はいない

《２．平日の放課後の過ごし方について》
問４ あなたのお子さんは、平日の放課後（学校の授業が終わった後）は、主にどのように過ごしていま
すか（あてはまるもの３つまでに○）。
1. 放課後児童クラブ（学童保育）で過ごしている
2. 保護者や祖父母等の家族・親族（大人）と過ご
している
3. 家で兄弟姉妹等の子どもだけで過ごしている
4. 家でひとりで過ごしている
5. 友だちの家にいる
6. 公園や広場などの外で友達と遊んでいる
7. 学校のグラウンドで過ごしている

8. 児童館や地域交流センター（みどりの家・くすのき
の家・ポプラの家）等の公共施設で過ごしている
9. スーパーやコンビニなどで過ごしている
10. 本屋・ビデオ店で過ごしている
11. カラオケ店やゲームセンターなどで遊んでいる
12. 水泳や体操、サッカーや野球などのスポーツの習い
事に行っている
13. 学習塾や、英会話やピアノなどの習い事に行ってい
る
14. その他（
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《３．放課後児童クラブ（学童保育）の利用状況と利用意向等について》
「放課後児童クラブ（学童保育）
」とは・・・・
※放課後児童クラブ（学童保育）とは、保護者が就労等により昼間家庭にいない場合などに、放課後児童支援員
のもと、子どもの生活の場を提供するものです。利用にあたっては、一定の利用料がかかります。

問５ あなたのお子さんは、現在、放課後児童クラブを利用していますか。また、どの程度利用していま
すか（利用する予定ですか）
（あてはまるもの１つに〇）
。
1. 年間を通して放課後児童クラブ 2. 夏休み期間のみ、利用を予定して 3. 利用していない
に入会している
いる
●平日の週５日のうち、平均して何日間ぐらい
放課後児童クラブを利用していますか。
（あてはまるもの１つに〇）
1. 週１日程度
4. 週４日程度
2. 週２日程度
5. 週５日程度（ほぼ毎日）
3. 週３日程度

●夏休みの期間に放課後児童クラブをどの程度
利用する予定ですか。
（あてはまるもの１つに〇）
1. 週１日程度
4. 週４日程度
2. 週２日程度
5. 週５日程度（ほぼ毎日）
3. 週３日程度

問６ あなたのお子さんは、平成 31 年４月以降に、放課後児童クラブの利用を希望しますか。平日と土
曜日と夏休みのそれぞれの利用意向（Ａ）と平日と夏休みの利用頻度の意向（Ｂ）をご回答ください。
【Ａ：利用意向の有無】
平日の利用意向
1. 利用する、利用したい
2. 利用しない
3. わからない

土曜日の利用意向
1. 利用する、利用したい
2. 利用しない
3. わからない

夏休みの利用意向
1. 利用する、利用したい
2. 利用しない
3. わからない

【Ｂ：利用頻度の意向】
平日（週５日のうち）の利用頻度の意向
1. 週１日程度
2. 週２日程度
3. 週３日程度

夏休みの（週５日のうちの）利用頻度の意向

4. 週４日程度
5. 週５日程度（ほぼ毎日）

1. 週１日程度
2. 週２日程度
3. 週３日程度

4. 週４日程度
5. 週５日程度（ほぼ毎日）

「放課後児童クラブ」の今後の考え方
※現在、岩倉市では、市内の小学校や児童館で、共働き家庭等の小学校４年生までのお子さん（岩倉南、岩倉東
及び五条川小学校区は６年生まで）を対象に放課後児童クラブを実施しています。今後は、小学校の施設等を
活用して小学校敷地内で放課後児童クラブを実施し、対象学年を６年生まで拡大していくことを考えていま
す。
※小学校敷地内で放課後児童クラブを実施する方式は、安全に放課後児童クラブに行くことができる、校庭での
びのびと遊んだり運動したりすることができる、
放課後児童クラブを児童館から切り離すことで子どもたちが
自由に児童館を利用できるなどの利点があります。一方で、学校生活と放課後の生活にメリハリがなくなると
いうこともいわれています。

問７ あなたは、これからの放課後児童クラブのあり方として次のうちどれが良いと思いますか。[あな
たの考えに最も近い考え方の選択肢１つに〇）
。]
また、そのように思った理由があれば、次ページの記入欄にお書きください。
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1. 今までどおり、小学校以外の施設（児童館）で放課後児童クラブを行なうのがよい（施設が足り
ない場合は、小学校の敷地の外に放課後児童クラブの建物を確保する）
2. 小学校の余裕教室を活用したり、小学校敷地内に新たに建物を建設したりして小学校と一体的に
放課後児童クラブを開設するのがよい
3. 上記の 1.と 2.のどちらでも構わない
■問７の回答理由（そのように思う理由）

《４．放課後子ども教室の利用状況と今後の利用意向》
「放課後子ども教室」とは、
※岩倉市では、毎週土曜日の午前中に、市内のすべての小学校（５校）の体育館・図書室・コンピュータ室を利
用して、子どもたちが安心して活動することができる「放課後子ども教室」を実施しています。
※放課後児童クラブとは異なり、保護者の方の就業状況に関係なく利用できます。

問８ あなたのお子さんは、毎週土曜日の午前中に開催している「放課後子ども教室」を利用しています
か（あてはまるもの１つに〇）
。
※２～５年生のお子さんについては、直近の１年間における利用状況をご回答ください。１年生のお子さんについては、
これからの利用予定を見込んで利用状況をご回答ください。

1.
2.
3.
4.

おおむね毎週利用している
おおむね隔週で利用している
月１回程度利用している
３か月に１回程度利用している

5.
6.
7.
8.

半年に１回程度利用している
１年に１回程度利用している
ほとんど利用していない
これまで１回も利用したことがない

問９ 放課後等の子どもたちの遊び場の提供や居場所として「放課後子ども教室」が平日や夏休みにも開
設されるようになった場合、あなたのお子さんは、それを利用しようと思いますか。平日と土曜日と
夏休みのそれぞれの利用意向（Ａ）と平日と夏休みの利用頻度の意向（Ｂ）をご回答ください。
【Ａ：利用意向の有無】
平日の利用意向
1. 利用する、利用したい
2. 利用しない
3. わからない

土曜日の利用意向
1. 利用する、利用したい
2. 利用しない
3. わからない

【Ｂ：利用頻度の意向】
平日（週５日のうち）の利用頻度の意向
1. 週１日程度
4. 週４日程度
2. 週２日程度
5. 週５日程度（ほぼ毎日）
3. 週３日程度

夏休みの利用意向
1. 利用する、利用したい
2. 利用しない
3. わからない

夏休みの（週５日のうちの）利用頻度の意向
1. 週１日程度
4. 週４日程度
2. 週２日程度
5. 週５日程度（ほぼ毎日）
3. 週３日程度

調査にご協力いただき、ありがとうございました。
記入漏れ等がないかご確認の上、○○月○○日（○）までに
お子さんを通じて担任の先生にご提出ください。
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