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 保護者各位 

 

調査のお願い 

 

皆様には日頃より市政にご理解とご協力をたまわり、誠にありがとうございます。 

さて、本市では、子ども・子育て支援を推進するため、平成 27 年度に「長岡市子育

て・育ち“あい”プラン」を策定し、計画的な取り組みを実施しています。来年度、この

計画が最終年度を迎えることから、現行計画の見直しを行い、次期計画を策定いたしま

す。 

本調査は、次期計画の策定にあたり皆様のご意見を反映した計画とするために実施する

もので、小学生のお子さんがいらっしゃる方にご協力をお願いしています。 

ご多忙のところ大変恐縮ですが、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 

長岡市教育委員会 

【 調査に関する問い合わせ先 】 

長岡市教育委員会子ども未来部 

子ども家庭課子育て支援係 

電話：0258-39-2300 電話受付時間（平日 8：30－17：15） 
FAX ：0258-39-2605 

Mail：kodomo@city.nagaoka.lg.jp 

回答期限 ●月●日（●）まで 

小学校児童保護者用 
 

長岡市子育て・育ち“あい”プラン 

策定に関するニーズ調査票 
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１．この調査は、調査票をお配りしたお子さんを対象にしています。保護者の方が

ご記入ください。 

 

２．お父さん、お母さんそれぞれへの質問には、それぞれご本人が考えた答えをご

記入ください。 

 

３．お父さん、お母さんがいない場合は、それぞれへの質問には答える必要はあり

ません。 

 

４．ご記入は、鉛筆または黒のボールペンでお願いします。 

 

５．お答えは調査票の該当する項目の番号を○印で囲んでください。 

  また、     には数字をご記入ください。 

時間は、24 時間制（例：午後 8時→20 時）でご記入ください。 

 

６．この調査票及び返信用封筒には、お名前を記入していただく必要はありません。 

 

７．調査票のご記入が終わりましたら、同封の返信用封筒に入れ封をして、 

●月●日（●）までに、学校の先生にお渡しください。 

 

 

 

調査票のご記入にあたってのお願い 

○アンケート調査について○ 

・この調査は、市内にお住まいの小学生のお子さんを各小学校のクラス単位で

抽出し、その保護者の方にご協力をお願いするものです。 

 

・ご回答いただいた内容は、子ども・子育て支援施策の検討のみに利用させて

いただき、それ以外の目的には利用いたしません。 

 

・調査は無記名のため、個人が特定されることは決してありません。また、ご

回答いただいた内容は、実際の施設やサービスの利用の可否などには一切影

響ありません。 
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● 回答者についておたずねします 

 

問１ ご回答いただく方はどなたですか。続柄は宛名のお子さんからみた関係です。 

（○は 1つ） 

1. お母さん 

2. お父さん 

3. その他（         ） 

 

問２ 配偶関係についてお答えください。（○は 1つ） 

1. 配偶者がいる     2. 配偶者はいない 

 

● 宛名のお子さんとご家族の状況についておたずねします 

 

問３ 現在宛名のお子さんが住んでいる地域はどちらですか。（○は 1つ） 

1. 長岡地域 

2. 中之島地域 

3. 越路地域 

4. 三島地域 

5. 山古志地域 

6. 小国地域 

7. 和島地域 

8. 寺泊地域 

9. 栃尾地域 

10. 与板地域 

11. 川口地域 

 

 

問４ 宛名のお子さんの生まれた年と月をご記入ください。 

 平成      年       月 生まれ 

 

問５ お子さんの兄弟姉妹について、お子さん本人を含んだ人数をご記入ください。

お2人以上のお子さんがいらっしゃる場合は、末子の方の生まれた年と月をご

記入ください。 

兄弟姉妹      人 

末子の生年月日 平成      年      月生まれ 

 

問６ 宛名のお子さんと同居している方はどなたですか。続柄は宛名のお子さんか

ら見た関係です。（○はいくつでも） 

1. 父 

2. 母 

3. 祖父 

4. 祖母 

5. その他（兄弟姉妹以外） 
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問７ 宛名のお子さんも含み、同居しているご家族は全員で何人ですか。 

          人 

 

問８ 宛名のお子さんの子育て（教育を含む）の役割を担っている方はどなたです

か。続柄は宛名のお子さんからみた関係です。（○は 1つ） 

1. 父母ともに 

2. 主にお母さん 

3. 主にお父さん 

4. 主に祖父母 

5. その他（          ） 

 

問９ 日頃、宛名のお子さんを預かってもらえる人はいますか。（○はいくつでも） 

1. 日常的に祖父母等の親族に預かってもらえる 

2. 緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族に預かってもらえる 

3. 日常的に子どもを預けられる友人・知人がいる 

4. 緊急時もしくは用事の際には子どもを預けられる友人・知人がいる 

5. いない 

 

問１０ 問 9 で「1.～4.」（預かってもらえる人がいる）を選んだ方へおたずねしま

す。お子さんを預かってもらう状況についてお答えください。（○はいくつで

も） 

1. 親族・知人の身体的・精神的な負担や時間的制約を心配することなく、

安心して子どもをみてもらえる 

2. 親族・知人の身体的な負担が大きく心配である 

3. 親族・知人の時間的制約や精神的な負担が大きく心配である 

4. 自分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦しい 

5. 子どもの教育や発達にとってふさわしい環境であるか、少し不安がある 

6. その他（                         ） 

 

問１１ 子育てに関する悩みや不安を誰に相談していますか。（○はいくつでも） 

1. 配偶者（夫又は妻）・パートナー 

2. その他の親族（親､兄弟姉妹など） 

3. 近所の人､地域の人 

4. 知人・友人 

5. 保育士､幼稚園の先生 

6. 小学校の先生 

7. 児童館・児童クラブの職員 

8. 自治体の子育て関連窓口 

9. インターネットを利用した相談

サービス 

10. 相談しない 

11. その他（        ） 
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問１２ 問 11 で「10.」（相談しない）と答えた方にお聞きします。 

→それ以外の方は問 14 へ 

相談しないのはなぜですか。（○はいくつでも） 

1. 特に悩みや不安は無いから 

2. ひとりで解決できるから 

3. 適当な相談相手がいないから 

4. 相談するのが嫌だから 

5. 相談するのが面倒だから 

6. どこに相談したらよいかわからないから 

7. 相談したい場所がないから 

8. その他（                          ） 

 

問１３ 問 12 で「7.」（相談したい場所がない）と答えた方にお聞きします。 

どのような所だったら、相談しやすいと思いますか。（○は３つまで） 

1. 匿名で相談できる 

2. 個別の相談室で安心して話ができる 

3. オープンな場所や窓口で気軽に相談できる 

4. 予約制できっちり話ができる（希望する予約方法：       ） 

5. 予約なしで相談ができる 

6. 電話で相談できる 

7. 直接会って相談できる 

8. 家庭訪問してもらえる 

9. 夕方以降に相談できる（希望する時間帯：         ） 

10. 土日に相談できる（希望する曜日と時間帯：      ） 

11. その他（                          ） 
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● 宛名のお子さんの生活についておたずねします 

 

問１４ 宛名のお子さんは、どのように朝食をとっていますか。（○は 1つ） 

1. 主食とおかずをバランスよく毎日食べる 

2. ほぼ毎日食べるが、主食やおかずにかたよりがある 

3. 朝食を食べるときと食べない時が半々 

4. ほとんど食べない 

 

問１５ 宛名のお子さんは平日の夜、何時ごろに寝ていますか。（○は 1つ） 

1. 21 時前 

2. 21 時ごろ 

3. 21 時半ごろ 

4. 22 時ごろ 

5. 22 時半ごろ 

6. 23 時ごろ 

7. 23 時半ごろ 

8. 24 時以降 

 

 

問１６ 宛名のお子さんは家でお手伝いをしますか。（○は 1つ） 

1. ほとんど毎日手伝う 

2. 時々手伝う 

3. 手伝わない 

 

問１７ 家庭生活において、宛名のお子さんに対してきちんとしつけをしていると

思いますか。（○は 1つ） 

1. きちんとしている 

2. どちらかと言えばしている 

3. どちらかと言えばしていない 

4. 全くしていない 

 

問１８ 宛名のお子さんは、平日に家庭学習（宿題を含む）をだいたいどのくらい

しますか。（○は 1つ） 

1. 全く、またはほとんどしない 

2. 30 分未満 

3. 30 分から 1時間くらい 

4. 1 時間から 2時間くらい 

5. 2 時間から 3時間くらい 

6. 3 時間以上 

 

 

問１９ 宛名のお子さんは、学校に行くのを楽しみにしていますか。（○は 1つ） 

1. とても楽しみにしている 

2. 少しは楽しみにしている 

3. どちらともいえない 

4. あまり楽しみにしていない 

5. まったく楽しみにしていない 
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問２０ 

① 宛名のお子さんについて、現在、放課後（平日の小学校終了後）の時間をどの

ように過ごされていますか。 

② 希望としては、宛名のお子さんをどのように過ごさせたいですか。 

① ＜ 現状 ＞     ② ＜ 希望 ＞ 

1. 自宅 

2. 祖父母や親せき宅 

3. 子どもの友達宅 

4. 習い事 

5. 児童館 ※１ 

6. 放課後児童クラブ ※２ 

 

 

7. 放課後子ども教室 ※３ 

8. ファミリー・サポート・セン

ター 

9. 放課後等デイサービス ※４ 

10. その他（     ） 

週    日くらい 

週    日くらい 

週    日くらい 

週    日くらい 

週    日くらい 

週    日くらい 

⇒下校から 

 時まで 

週    日くらい 

週    日くらい 

 

週    日くらい 

週    日くらい 

週    日くらい 

週    日くらい 

週    日くらい 

週    日くらい 

週    日くらい 

週    日くらい 

⇒下校から 

 時まで 

週    日くらい 

週    日くらい 

 

週    日くらい 

週    日くらい 

※１ 児童館とは？ 

いろいろな年齢の子どもたちが自由に遊んだり、行事に参加する中で情操豊かで健全な児童を育

てることを目的とした施設です。 

※２ 放課後児童クラブとは？ 

昼間保護者が仕事や病気などの理由により不在になる家庭の小学生を対象に、指導員が保護者に

代わって共に遊んだり、学んだりしながら児童の健全育成を図る事業です。 

※３ 放課後子ども教室とは？ 

  地域の方々の協力を得て、放課後や週末に小学校やコミュニティセンターで学習・スポーツ・文

化芸術活動などを体験する取組みです。保護者の就労の有無に関わらず、すべての小学生が利用で

きます。 

※４ 放課後等デイサービスとは？ 

発達に心配のある就学後の子ども（小学生から高校生まで）を対象とした障害児向けの通所支援

サービスです。放課後や休日、夏休みなどの長期休暇において、生活能力向上や集団生活への適応

のための支援を行います。 
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問２１ 宛名のお子さんが、今後学校以外の活動で参加させたい活動は何ですか。

（○は主なものを３つまで） 

1. 理科に親しむための実験活動等の学びを深めたり広めたりする活動 

2. 学習の基礎を定着させるための指導や英語教室等の補充学習 

3. ロボコン等のプログラミング活動 

4. ダンス・音楽等の芸術活動 

5. 茶道・生け花・将棋等の日本文化活動 

6. 体を動かすスポーツ活動 

7. 手芸、工作等の創作活動 

8. キャンプ等の野外レクリエーション活動 

9. スキー、山登り、海水浴等の自然体験活動 

10. 高齢者施設等の訪問等のボランティア活動 

11. その他（               ） 

12. 特にない 

 

 

 

● お父さんやお母さんの就労についておたずねします 

※お父さん又はお母さんがいない場合は、それぞれへの質問にはお答えいただく必要はありません。 

 

問２２（１）宛名のお子さんの、ご両親の就労についての状況をおたずねします。 

               （○はそれぞれに 1つ） 

お
父
さ
ん 

1. フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない 

2. フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である 

3. パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない 

4. パート・アルバイト等で就労しているが、産休・育休・介護休業中である 

5. 以前は就労していたが、現在は就労していない 

6. これまで就労したことがない 

お
母
さ
ん 

1. フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない 

2. フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である 

3. パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない 

4. パート・アルバイト等で就労しているが、産休・育休・介護休業中である 

5. 以前は就労していたが、現在は就労していない 

6. これまで就労したことがない 

  ※フルタイム…１週５日程度・１日８時間程度の就労 

   パート・アルバイト等…「フルタイム」以外の就労 
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（２）（１）で「3.」「4.」（パート・アルバイト等で就労している）と答えた方にお

聞きします。 

フルタイムへの転換希望はありますか。（○はお父さんとお母さんにそれぞれ 1 つ） 

お
父
さ
ん 

1. フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みがある 

2. フルタイムへの転換希望はあるが、実現できる見込みはない 

3. パート・アルバイト等の就労を続けることを希望 

4. パート・アルバイト等をやめて、子育てや家事に専念したい 

お
母
さ
ん 

1. フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みがある 

2. フルタイムへの転換希望はあるが、実現できる見込みはない 

3. パート・アルバイト等の就労を続けることを希望 

4. パート・アルバイト等をやめて、子育てや家事に専念したい 

 

 

問２３ 問 22-(1) で「5.」「6.」（現在またはこれまで就労していない）と答えた

方にお聞きします。 

就労したいという希望はありますか。当てはまる番号・記号それぞれ1つに○

をつけ、該当する□内には数字をご記入ください。 

お
父
さ
ん 

1. 子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない） 

2. 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 

3. すぐにでも、もしくは 1年以内に就労したい 

  →希望する就労形態 ア．フルタイム 

            イ．パートタイム、アルバイト等 

→1週あたり  日 1 日あたり  時間 

お
母
さ
ん 

1. 子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない） 

2. 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 

3. すぐにでも、もしくは 1年以内に就労したい 

  →希望する就労形態 ア．フルタイム 

            イ．パートタイム、アルバイト等 

→1週あたり  日 1 日あたり  時間 
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問２４ これまでに育児休業を取得したことがありますか。取得したことがある方

は、その期間（産休期間は除きます）はどのくらいですか。当てはまる番

号・記号それぞれ 1 つに○をつけ、該当する□内には数字をご記入くださ

い。 

お父さん 

1. 現在育児休業中  （ 期間    年    ヶ月 ） 

2. 取得したことがある（ 期間    年    ヶ月 ） 

3. 取得しなかった 

4. 就労していなかった 

お母さん 

1. 現在育児休業中  （ 期間    年    ヶ月 ） 

2. 取得したことがある（ 期間    年    ヶ月 ） 

3. 取得しなかった 

4. 就労していなかった 

 

問２５ 問 24 で「3.」（取得しなかった）を選んだ方におたずねします。 

取得しなかった理由はなんですか。（○は該当するそれぞれに 1つ） 

お父さん 

1. 職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった 

2. 仕事が忙しかった 

3. （産休後に）仕事に早く復帰したかった 

4. 仕事に戻るのが難しそうだった 

5. 昇給・昇格などが遅れそうだった 

6. 収入源がなくなり、経済的に苦しくなる 

7. 取得する必要が無かったから 

8. その他（                     ）              

お母さん 

1. 職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった 

2. 仕事が忙しかった 

3. （産休後に）仕事に早く復帰したかった 

4. 仕事に戻るのが難しそうだった 

5. 昇給・昇格などが遅れそうだった 

6. 収入源がなくなり、経済的に苦しくなる 

7. 取得する必要が無かったから 

8. その他（                     ） 
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問２６ 保護者にとって子どもを育てながら、働くために特にどんなことが必要だ

と思いますか。現在就労していない方もお答えください。（○は２つまで） 

1. 夫婦が家事や育児を分担し、協力しあうこと 

2. 育児休業中の経済的支援の充実 

3. 病児・病後児保育や一時保育などの多様な保育サービスの充実 

4. 子育て者に配慮した労働条件・制度があり、それが実際に活用できる職場

環境 

5. 再就職のための職業訓練、就業・企業相談などの就業支援 

6. その他（                           ） 

 
 
 
 
● 「生活」の中のバランスについておたずねします。就業の有無にか

かわらずお答えください。 

※お父さん又はお母さんがいない場合は、それぞれへの質問にはお答えいただく必要はあり

ません。 

 

問２７ 生活の中での「仕事」「家事・育児」「自分の時間（趣味など）」について、

希望する優先度、現実の優先度、それぞれ一番近いものはどれですか。 

（○はお父さんとお母さんにそれぞれ 1つ） 

 希望の優先度 現実の優先度 

お
父
さ
ん 

1. 仕事を優先したい 

2. 家事・育児を優先したい 

3. 自分の時間を優先したい 

4. 全てを両立させたい 

5. その他（        ） 

1. 仕事を優先している 

2. 家事・育児を優先している 

3. 自分の時間を優先している 

4. 全てを両立させている 

5. その他（        ） 

お
母
さ
ん 

1. 仕事を優先したい 

2. 家事・育児を優先したい 

3. 自分の時間を優先したい 

4. 全てを両立させたい 

5. その他（        ） 

1. 仕事を優先している 

2. 家事・育児を優先している 

3. 自分の時間を優先している 

4. 全てを両立させている 

5. その他（        ） 
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問２８ 現在の生活において、「仕事」「家事・育児」「自分の時間（趣味など）」の

バランスをうまくとるために必要なことは何だと思いますか。 

（○は主なものを２つまで） 

1. 効率よく時間を使うなど、自分自身が工夫・意識すること 

2. 家事・育児における夫婦の協力 

3. 祖父母など配偶者以外の家族の協力 

4. 行政や民間の子育て支援・サービス 

5. 育児休業など、職場の支援・理解 

6. 地域の集まりやサークルなど近隣同士の支えあい 

7. その他（                           ） 

 
 
 
● お父さんの家事・育児についておたずねします 

※問 29、問 30に関しては、必ずお父さんの考えをお書きください。 

お父さんがいない場合は、お答えいただく必要はありません。 

 

問２９ お父さんは、どのように家事・育児をしていますか。（○は 1つ） 

1. 積極的にしている 

2. 部分的にしている 

3. あまりしていない 

4. まったくしていない 

 

問３０ 問 29 で「3.」「4.」（あまり、まったくしていない）を選んだ方におたずね

します。 

お父さんが家事・育児を（あまり）していないのはなぜですか。 

（○はいくつでも） 

1. 母親がした方がよいと思うから 

2. かかわり方がわからないから 

3. 仕事などにより時間的に難しいから 

4. 自分の時間（趣味など）を優先

したいから 

5. その他（         ） 
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● 宛名のお子さんが病気の時の対応についておたずねします 

問３１ 宛名のお子さんが病気やけがで学校等を休んだ場合に、この1年間に行なった

対処方法として当てはまるものすべてに○をつけ、それぞれの日数も□内に数字

でご記入ください。（半日程度の対応の場合も 1 日とカウントしてください。数字

は一枠に一字。） 

1. お父さんが仕事を休んだ 

2. お母さんが仕事を休んだ 

3. 親族･知人にみてもらった（同居者を含む） 

4. 両親のうち、就労していない方が子どもをみた 

5. 病児・病後児のための保育施設（※）を利用した 

6. ベビーシッターを利用した 

7. ファミリー・サポート・センターを利用した 

8. 子どもだけで留守番をさせた 

9. その他（          ） 

日 

日 

日 

日 

日 

日 

日 

日 

  ※病児・病後児のための保育施設とは？ 

児童が発熱等の急な病気となった場合、専用スペース等において看護師等により一時的

に保育する病院・保育園等の施設や、保育中に体調不良となった児童を看護師等により緊

急的な対応を行なう保育園の医務室等の施設です。保育園・幼稚園児から小学生までが利

用することができます。 

  現在、長岡市内には、病児・病後児保育施設が 2 箇所、病後児保育施設が 5箇所ありま

す。 

 

問３２ 問 31 で「1.」「2.」（お父さんまたはお母さんが仕事を休んだ）を選んだ方

へおたずねします。その際、「できれば病児・病後児のための保育施設等を利

用したい」と思われましたか。当てはまるもの 1 つに○をつけ、日数につい

ても□内に数字でご記入ください（数字は一枠に一字）。なお、病児・病後児

のための事業等の利用には、一定の利用料がかかり、利用前にかかりつけ医

の受診が必要となります。 

1. できれば病児・病後児のための保育施設等を利用したい       日 

 

2. 利用したいとは思わない 
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● すべての方へ、お子さんの一時預かりについておたずねします 

 

問３３ 宛名のお子さんについて、病気などのため以外に、私用、親の通院、不定

期の就労等の目的で不定期に利用している事業はありましたか。あった場

合は、当てはまるものすべてに○をつけ、1 年間の利用日数（おおよそ）も

□内に数字でご記入ください。（数字は一枠に一字） 

1. ファミリー・サポート・センター 

2. ベビーシッター 

3. その他（          ） 

4. 利用していない 

日 

日 

日 

 

問３４ 宛名のお子さんについて、私用、親の通院、不定期の就労等の目的で、年

間何日くらい事業を利用する必要があると思いますか。利用希望の有無につ

いて当てはまる番号・記号すべてに○をつけ、必要な日数をご記入ください

（利用したい日数を□内に数字でご記入ください。数字は一枠に一字）。 

   ※この事業の利用には、一定の利用者負担が発生します。 

1. 私用（買い物、子どもや親の習い事等）、リフレッシュ目的 

2. 冠婚葬祭、学校行事、子どもや親の通院等 

3. 不定期の就労 

4. その他（          ） 

5. 利用する必要はない 

日 

日 

日 

日 

 

問３５ この 1 年間に、保護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族の病気など）によ

り、宛名のお子さんを泊まりがけで家族以外にみてもらわなければならな

いことはありましたか（預け先が見つからなかった場合も含みます）。あっ

た場合は、この 1 年間の対処方法として当てはまるものすべてに○をつけ、そ

れぞれの日数も□ないに数字でご記入ください（数字は一枠に一字）。 

1. 親族･知人にみてもらった（同居者を含む） 

2. ベビーシッターなどを利用した 

3. 子どもを同行させた 

4. 留守番をさせた 

5. その他（          ） 

6. なかった 

泊 

泊 

泊 

泊 

泊 
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● 子育て支援についておたずねします 

問３６ 下記の「1.」～「8.」のサービスを知っていたり、これまでに利用したこ

とがありますか。また、今後利用したいと思いますか。 

（サービスの種類ごとに、「はい」→１・「いいえ」→２のどちらかに○を 1つ） 

サービスの種類 
知っている 

これまでに利用

したことがある 

今後利用した

い 

はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

1. 子育ての駅 １ ２ １ ２ １ ２ 

2. ファミリー・サポート・センター 
（会員制による一時預かりを中心とし
た相互援助活動） 

１ ２ １ ２ １ ２ 

3. 家庭児童相談室 
（子どもと家庭の困りごとに関する相
談窓口） 

１ ２ １ ２ １ ２ 

4. こども発達相談室 
（子どもの発達不安に関する相談窓口） １ ２ １ ２ １ ２ 

5. 子ども家庭センターの子育て支援講
座（例：NP講座など） １ ２ １ ２ １ ２ 

6. 青少年育成センター １ ２ １ ２ １ ２ 
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● 成人式についておたずねします 

長岡市の成人式は現在、満年齢２０歳のときに地域ごとに実施していますが、

２０２２年から成人年齢が２０歳から１８歳に引き下げられることを踏まえてお

答えください。 

 

問３７ 成人式は、いつ開催するのがよいですか。（○は１つ） 

1. 成人したとき（現在は 20 歳、2022 年以降は 18 歳） 

2. 20 歳になったとき（「二十歳の集い」（仮称）として） 

3. 開催しなくてよい 

※成人年齢が１８歳になっても、飲酒、喫煙等については２０歳になるまで法律

で禁じられています。 

 

問３８ 成人式は、どのように開催するのがよいですか。（○は１つ） 

1. 市内１か所でゴールデンウィークに 

2. 市内１か所でお盆に 

3. 地域ごとにゴールデンウィークに 

4. 地域ごとにお盆に 

5. 現在の開催方法（地域ごとにゴールデンウィーク（5/3･･･長岡、越路、

栃尾、川口、小国）またはお盆（8/14･･･山古志、8/15･･･与板、中之

島、和島、三島、寺泊）に開催） 

※地域･･･市町村合併前の市町村単位 

 

 

 

 

 

● 長岡市の子育て支援についての満足度をお聞かせください。 

 

問３９ 長岡市における子育ての環境や支援への満足度について当てはまる番号に

１つ○をつけてください。 

とても満足  まあまあ満足  普通   やや不満   不満 

   １      ２     ３     ４     ５ 

＜理由＞ 

 

 

 



長岡市 小学校児童用 

17 

 

● 子育て支援に関する市の施策に関するご意見やご要望がありました
ら、自由にご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

項目数が多いにもかかわらず調査にご協力いただき、 

大変ありがとうございました。 


