
III
計画の推進に向けて 

「うんてい」 



１．次世代育成支援のための市民参画の促進と企業との連携
本計画に掲げる施策を着実に実行していくことが大切であるのはいうまでもありませんが、それと

ともに、本市で生活するすべての市民が、少子化問題を個人の問題としてではなく、社会の問題とし

て認識し、子育てに関与していくことが重要と考えられます。

子育て支援に関わる市民ニーズの拡大、多様化に、柔軟かつきめ細かい対応を図るため、中高生や

高齢者を含む市民、ボランティア、ＮＰＯ法人、子育て家庭のグループ、地域団体などの積極的な参

画を促し、行政との連携を深めつつ、施策を推進します。

また、次世代育成支援対策を総合的・効果的に推進するための推進母体として「子育て支援連絡協

議会」（仮称）を設置し、企業等の行動計画を進めるための取組を推進します。

２．関連機関等との連携
本計画では、児童保健福祉部門、教育関連部門、文化・スポーツ関連部門、都市整備部門など、複

数の組織の施策を対象としています。そのため、これらの施策が相互に関係しあい、市民により良い

サービスを提供できるよう、庁内関係各課の情報共有、調整、連携を密接に図ります。

また、国、県などの関係機関との情報交換、連携を強化しつつ、施策の効果的な推進を図っていき

ます。

３．計画のフォローアップと弾力的な運用
本計画の実施状況については、各年度において、その進捗状況をホームページなどで公表するとと

もに、千葉市社会福祉審議会児童福祉専門分科会に報告するものとします。

また、広く市民、関係団体、施設関係者等の意見を聴いて施策の検討を行います。

なお、社会経済環境の変化、補助金などの制度変化、市民ニーズの変化に柔軟に対応するため、必

要に応じて計画の見直しを図ります。
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　　　　　　　　　　　　　名　　　　　　　称 

自然・社会増減の推移（千葉市） 

行政区別の年少人口比率および高齢化率（千葉市） 

人口と出生数の推移（千葉市） 

出生率と合計特殊出生率の推移（千葉市） 

行政区別の世帯数および一世帯当たり人員（千葉市） 

行政区別の子どものいる世帯の状況（千葉市） 

行政区別の高齢者のいる世帯の状況（千葉市） 

未婚率の推移（千葉市） 

行政区別の20－39歳未婚率（千葉市） 

男女別就業率の推移（千葉市） 

女性の年齢階層別労働力率の推移（千葉市） 

子育てに関して、日常悩んでいること、気になること（就学前児童調査） 

千葉市・政令市・全国の人口ピラミッド 

子どもを他人に預けて育児疲れを解消した（就学前児童調査） 

自分の知識・経験等を地域活動において生かす意向の有無（60代調査） 

もう一人以上の子どもを生み育てるために必要な環境条件（就学前児童調査） 

子育てに関して、日常悩んでいること、気になること 

地域の子どもたちへの声かけや注意の実施状況（20代・30代調査） 

近隣に子どもの世話を頼める親族・友人・知人がいる人の割合 

児童センターでしたいこと 

平日に利用を希望する保育サービス 

親が仕事を休んだり、親族･知人に預けることの困難度 

子育てにおいて、今後父親に期待する役割 

要保育児童数及び待機児童の推移（各年４月） 

育児休業や介護休業をとりやすい職場環境の有無 

子育てにおいて父親が関わっている役割（就学前児童調査） 

子育てにおいて今後父親に期待する役割（就学前児童調査） 

出産する際に困った事（就学前児童調査） 

子どもだけの食事の有無（小学生児童調査） 

家族と一緒の夕食の回数（中・高校生調査） 

育児体験意向（中・高校生調査） 

子どもを取り巻く都市環境や社会環境について（就学前児童調査） 

公営住宅整備の際の施設についての要望（就学前児童調査） 

過去11年間の相談受理と虐待相談受付件数の推移 

年齢別虐待受付件数（平成１４年度） 
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付 属 資 料



次世代育成支援行動計画の策定体制について

児童福祉専門分科会における検討状況
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開 催 日  会　議　名 会　議　名 

平成15年11月 

平成16年 6 月 

平成16年10月 

平成16年11月 

平成16年12月 

平成17年 3 月 

第1回児童福祉専門分科会会議 

第2回児童福祉専門分科会会議 

第3回児童福祉専門分科会会議 

第4回児童福祉専門分科会会議 

第5回児童福祉専門分科会会議 

第6回児童福祉専門分科会会議          

市民ニーズ調査の調査項目について審議 

計画の構成案について審議 

計画の骨子案について審議 
特定14事業の目標数値について 

計画に係る個別事業案について審議 

計画素案について審議 

計画案について審議 

市　　　長 

諮　問 

答　申 

検討依頼 報　告 

助 役 会 議  

計画策定検討会 
（主管課長） 

計画策定ワーキング 

 （庁内体制） 

千葉市社会福祉審議会 

児童福祉専門分科会 

（庁外体制） 

臨時委員として参画（各一名） 
・社団法人千葉県建築士会千葉支部 
・千葉市緑町中学区子ども会連絡会 
・千葉商工会議所青年部 
・子育てサークル（つくしんぼ）代表 
・連合千葉　千葉地域協議会 
・千葉市助産師会 



千葉市社会福祉審議会児童福祉専門分科会委員名簿（五十音順・敬称略）
（15年度・16年度計画策定委員）
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飯　田　禮　子 

石　原　通　男 

今　井　英　彌 

江　澤　正　敏 

太　田　俊　己 

大和久　ちか子 

海　宝　　　和 

田野中　建　一 

冨　山　学　人 

中野渡　時　男 

錦　織　　　明 

丹　羽　弘　子 

前　沢　勝　之 

松　本　新太郎 

安　田　重　実 

山　口　英　雄 

山　闢　淳　一 

渡　辺　　　福 

千葉市民生委員児童委員協議会副会長 

千葉市中学校長会副会長 

千葉市ひまわり会（里親会）会長 

千葉労働局総務部企画室長 

千葉大学教育学部教授 

千葉市ＰＴＡ連絡協議会副会長 

千葉市ＰＴＡ連絡協議会 

千葉家庭裁判所次席家庭裁判所調査官 

千葉市高齢障害部技監 

千葉市議会議員（保健下水委員会委員長） 

弁護士 

千葉市小学校長会 

千葉市議会議員（保健下水委員会委員長） 

弁護士 

千葉市幼稚園協会会長 

千葉市中学校長会副会長 

千葉市民間保育園協議会会長 

千葉市医師会 

氏　　名 職　　　名　　　等 備　　考 

（15年度委員） 

 

 

分科会長 

 

（15年度委員） 

 

 

分科会長職務代行 

 

 

（15年度委員） 

（15年度委員） 

　家永　けい子 

　池江　　麻里 

　岩田　　直人 

　齊藤　まり子 

　杉山　　賢治 

　巻田　　則子 

社団法人千葉県建築士会千葉支部副支部長 

千葉市緑町中学区子ども会連絡会幹事 

千葉商工会議所青年部会長 

子育てサークル（つくしんぼクラブ）代表 

連合千葉・千葉地域協議会副議長 

千葉市助産師会 

氏　　名 職　　　名　　　等 備　　考 

臨時委員 
【特別の事項（次世代育成支援対策推進法に基づく市町村行動計画に係る事項）について、調査審議する場合、議事に参加する。】 



実態調査・意識調査について

１　調査実施の概要

（１）調査の枠組み

漓調査目的

「次世代育成支援対策推進法」の成立に伴い新たに「千葉市次世代育成支援行動計画（仮称）」

を策定するにあたり、就学前児童家庭、小学校児童家庭、中・高校生、20代・30代、60代、子

育て関係施設従事者・子育て支援者等の子育てに関わる生活状況や意向を把握し、計画づくりを

進めるための基礎資料とすることを目的として調査を実施しました。

滷対象

調査対象は、市内の就学前児童家庭、小学校児童家庭、中・高校生、20代・30代、60代、子

育て関係施設従事者・子育て支援者等としました。

澆調査の構成

調査の構成は、以下のとおりです。
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〈就学前児童家庭実態調査〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〈小学校児童家庭実態調査〉 
 
 
 
 
 
 
 
〈中・高校生意識調査〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
〈20代・30代意識調査〉 
 
 
 
 
 
 
 
 

・基本属性 
・就学前児童の平日の保育状況（現状） 
・就学前児童の平日の保育についての希望 
・就学前児童の土・日・祝日の保育について 
・就学前児童が保育所（園）、幼稚園、認可外保育施設に通っ
ている場合、子どもが病気になった時の対応 
・就学前児童の一時預かりについて 
・就学前児童の出産・育児の状況について 
・子育て支援サービスの認知度・利用意向について 
・保育所（園）および公営（市営）住宅の整備について 
・就学前児童の食生活について 
 
・基本属性 
・小学校児童の子どもルームの利用状況（現状）について 
・小学校児童の子どもルームの利用希望について 
・小学校児童の一時預かりについて 
・小学校児童との関わりについて 
・小学校児童のまわりの生活環境について 
・子育て支援サービスの認知度・利用意向について 
 
・基本属性 
・中・高校生の生活について 
・少子化について 
・仕事、結婚、育児に関する意識について 
・学校生活、家族生活、友だちとの関係について 
・生活環境について 
・食生活について 
・ その他 
 
・基本属性 
・既婚者の仕事、結婚に関する意識について 
・未婚者の仕事、結婚、育児に関する意識について 
・少子化の要因について 
・結婚観、大人に関する意識について 
・出産・育児に対する意識について 
・子育て支援に対する実態や意識について 
・地域活動について 
・生活環境について 



潺調査の実施方法

調査は、主に郵送配布、郵送回収（一部は学校・施設で配布）により行うこととし、対象者の

抽出方法は、無作為抽出とし、回答は無記名としました。

潸調査期間

調査期間は、平成16年2月4日から平成16年2月13日

（２）調査票回収状況と回収率

対象者別の割合は、以下のとおりです。

２　調査結果の主な概要

（１）就学前児童家庭実態調査

■一時的な預かりを中心とした多様な保育ニーズへの対応が求められる

就学前の児童のいる家庭が希望する保育サービスとしては、病児保育、緊急の預かりなどのニー

ズは高い。たとえば、子どもが病気の際は父親もしくは母親が仕事を休み、緊急の用事で面倒を見

られなくなった場合は親族・知人に預けるなど、困難を感じながら対応している状況が伺われる。

一方、休日保育のニーズはそれほど大きくはない。

このようなことから、一時的な預かりを中心とした多様な保育ニーズへの対応が求められる。

○アンケート結果

（Ｑ）子どもが保育所等を休んだ時　　　　　　・父親又は母親が仕事を休んだ　　　51.3％（複数回答）

（Ｑ）親が仕事を休んだりした時の困難度　　　・非常に困難　　　　　　　　　　　33.5％
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〈60代意識調査〉 
 
 
 
 
〈子育て関係施設従事者・子育て支援者等調査〉 

・基本属性 
・地域での活動について 
・少子化の要因について 
・子育て支援について 
 
・基本属性 
・出産・育児に対する意識について 
・少子化の要因と対策について 
・子育て支援サービスに対する意識について 
・保育士、幼稚園教諭に対する質問 

3,600 

2,400 

960 

500 

500 

500 

8,460

対　　　象  

合　　　計  

配 布 数  

1,658 

983 

617 

131 

226 

410 

4,025

有効回答数 

46.1％ 

41.0％ 

64.3％ 

26.2％ 

45.2％ 

82.0％ 

47.6％ 

回 収 率  

就学前児童調査 

小学校児童調査 

中・高校生調査 

20代･30代調査 

60代調査 

子育て関係施設従事者・子育て支援者等意識調査 



■子育てに関する夫の参画が強く求められている

就学前の児童のいる家庭では子育てに関わる経済的な負担感が大きく、「経済的負担の軽減」が、

今よりもさらに子どもを生むための条件となっている。ただし、2番目に大きな条件が「配偶者の

理解・協力が得られること」となっており、男性（夫）の意識や行動が少子化に大きな影響を与え

ていることが伺われる。なお、母親が父親に期待することと現状の差が大きい事項としては、「保

育所や幼稚園への送迎」、「しつけ」などが挙げられている。

そこで、送迎やしつけをはじめ、子育てに関する夫の参画が強く求められていると考えられる。

○ アンケート結果　　（Ｑ）もう一人以上の子どもを生み育てるために必要な環境条件

・経済的な負担が少なくなること　　　　74.8％（複数回答）

・配偶者の理解・協力が得られること　　37.5％（複数回答）

■子育て中の母親が精神的に孤立しない配慮が望まれる

子育て中の母親の最も大きな悩みは、「自分のやりたいことなどが十分に出来ないこと」であり、

子どもの病気や発育、教育などの問題を上回っている。子育て期間中の母親は子育てそのものより

も、自分のアイデンティティ（自分であること）を見失いがちな状況に、とくに不安を感じている

ように思われる

幼稚園や保育園で子どもを預かるサービスやレスパイト目的の預かりのニーズが高めであること

はこのことと関係している可能性がある。

一方、子どもを取り巻く都市環境や社会環境についてはベビーカーでも移動しやすいまちなかの

バリアフリー化への要望が高く、子育て中の母親が社会に出やすい環境づくりを進めるなど、子育

て中の母親が精神的に孤立しない配慮が望まれる。

○アンケート結果

（Ｑ）子育てに関して、日常悩んでいること、気になること

・仕事や自分のやりたいことができないこと　　31.2％（複数回答）

（Ｑ）子どもを他人に預けて私的な用事、育児疲れを解消した経験があるか　　・あった　　69.1％

（２）小学校児童家庭実態調査

■子どもの居場所づくりが求められている

平日、土日を問わず子どもが日中過ごせる施設のニーズは高く、放課後や土日などに学校施設を

利用する希望や、公営住宅の一画に子どもの居場所を設けるニーズも多い。また、子どもだけで夕

食をとっている児童は5人に1人の割合で見られる。

このようなことから、子どもが地域や家庭で孤立することなく、過ごせる場づくりが求められる。
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○アンケート　　（Ｑ）子どもの平日の過ごし方についての希望　※土・日・祝日も同様の結果

・雨の日でも運動できる広い場所が欲しい　　　　　　　　　　57.3％（複数回答）

・その場所に行くと誰かと遊べるというような場所が欲しい　　45.6％（複数回答）

■子どもが育つ上で安全な環境が求められている

子どもを取り巻く都市環境や社会環境については、「犯罪にあわないか心配」といった、治安の

問題が重視されている。子どもが育つ上で安全な環境が求められる。

○アンケート　　（Ｑ）子どもを取り巻く都市環境や社会環境について

・暗い通りや見通しの悪いところが多く犯罪に遭わないか心配　　61.2％（複数回答）

・子どもと近隣の人との関わりが少なくなった　　　　　　　　　48.2％（複数回答）

（３）中・高校生意識調査

■地域への関わりを促すことが望まれる

大半の中・高校生が現在、地域的な活動を行っておらず、半数近くが今後もそのような意向を持

っていない。

しかし、近所づきあいで子どもとの関わりのある中・高校生は育児に関心を示す傾向が見られる。

一人っ子が増える中で、赤ん坊や子どもと触れ合う機会が少なくなっているため、日常的に子ども

と交流することのできるような地域社会の形成が望まれる。

○アンケート　　（Ｑ）育児体験の意向の有無　　　・育児体験をしたい　　　　　　　　　　29.5％

・どちらかといえば育児体験をしたい　　26.6％

（Ｑ）現在行っている地域活動　　・特に何も行っていない　　　　　　　　62.2％

・地域の祭りや運動会　　　　　　　　　24.3％

（４）20代・30代意識調査

■子ども観等の変化が少子化を促進している可能性がある

子どもを持つことは自分が成長するという点で意義を感じている人が多い。しかしながら、老後

の面倒を見てもらう、家の存続のためといった従来型の「子ども観」はほとんどなく、子どもを持

つことの必然性が低下していることが、子どもの減少の要因となっていると考えられる。

また、20代・30代は晩婚化・非婚化傾向については肯定的であり、生活観、家族観、子ども観

の変化が少子化を促進している可能性がある。
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○アンケート　　（Ｑ）晩婚、非婚について

・個人の人生観や価値観によるものなのでかまわない。 64.1％

・晩婚、非婚による少子化は経済や福祉の衰退を招くので対策すべき　　21.4％

■子ども数の理想と現実にギャップが見られ、子育て負担等の軽減が求められる

理想の子ども数は「2人」と答える人が最も多いものの、今後の出産希望人数は「0人」と答え

る人が多く、子ども数にも理想と現実のギャップが見られる。

子どもに係る金銭的な負担感がその要因と見られ、少子化を抑えるために教育費、住居費の軽減

や子育て負担軽減のための税制度や社会保障制度のあり方の検討などの取り組みが望まれている。

○アンケート　　（Ｑ）子どもを持つことについての不安・負担

・子どもにかかる金銭的な負担が大きい　　64.9％（複数回答）

・仕事が自由にしにくくなる　　　　　　　42.7％（複数回答）

（５）60代調査意識調査

■60代の知識や経験を地域に活かす仕組みづくりが求められる

60代市民の「生きがい」としては、体力の増進や健康の保持に努めること、家族関係の充実、

趣味を持つことが挙げられる。地域的な活動については、現状も今後の意向も「趣味のサークル活

動」が多い。

自分の知識や経験を生かしたいとする意向は高く、6割の人が「ぜひ」もしくは「できれば」生

かしたいと答えている。

このようなことから、60代の知識や経験を地域に活かす仕組みづくりが求められる。

○アンケート　　（Ｑ）自分の知識・経験等を地域活動において生かす意向の有無

・できれば生かしたい　　44.7％

・ぜひ生かしたい　　　　15.5％

（６）子育て関係施設従事者・子育て支援者等意識調査
（保健師・保育士・幼稚園教諭）（民生委員主任児童委員）

■子どもの社会性や協調性の低下への対応が求められる

子どもを取り巻く社会環境については、治安の問題に加えて、「子どもと近隣の人とのかかわり

が少なくなった」、「塾や習い事で忙しく、友達と遊ぶ機会が少なくなった」などの子どもの社会

性・協調性の低下に関わる問題を指摘する傾向が見られる。そのため、子どもの社会性や協調性の

低下への対応が求められる。
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○アンケート　　（Ｑ）子どもを取り巻く都市環境や社会環境について

・子どもと近隣の人との関わりが少なくなった　　　　　　　　　56.6％（複数回答）

・暗い通りや見通しの悪いところが多く犯罪にあわないか心配　　56.3％（複数回答）

・塾や習い事で忙しく、友達と遊ぶ機会が少なくなった　　　　　52.7％（複数回答）

■保育時間が長くなることによる子どもへの影響が懸念されている

延長保育や預かり保育などによる子どもの影響については、「影響がある」と感じる人が全体の

8割以上を占めている。

子育て家庭への支援とともに、子どもの立場に立った対応も重要と考えられる。

○アンケート　　（Ｑ）延長へ保育や預かり保育などによる子どもの影響

・非常に影響がある　　　40.1％

・ある程度影響がある　　43.9％
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千葉市子育て環境に関するアンケート調査の結果について（自由意見）

就学前児童調査

回答者は子どもがまだ小さいことが特徴であり、日々の子育ての中で感じている素直な意見が寄せ

られた。その中で「緊急預かり」、「雨天でも遊べる施設」、「子育て支援情報」を求める声が目立った。

【代表意見】

・例えば、急に用ができた時、すぐ近くの保育所で見てもらいたい。

・雨の日に遊べる施設がほしい。

・子育て支援策の詳しい情報が知りたい。

小学校児童調査

回答者の子どもは小学生であり、子どもが「安全に日中過ごすことができる場」を求める声が多か

った。その他、医療費の助成を求める声も見受けられた。

【代表意見】

・そこへ行けば安全に友達と遊べる場がほしい。

・小学校卒業まで医療費を助成してほしい。

中・高校生調査

「特にない」と無関心な回答が目立ったが、「遊ぶ場所を増やしてほしい」、「スポーツ施設を開放

してほしい」といった居場所を求める意見が多かった。

【代表意見】

・子どもと親が気軽に遊べる環境があるといいと思う。

・親が安心して子どもを遊ばせる環境（場所）をつくってほしい。

・子どもがのびのび過せる環境を増やす。

・スポーツ施設や体育館をもっと開放してほしい。

・パソコンを無料でできる場所を設けてほしい。

20代・30代調査

様々な生活背景を持つ人たちが回答者となっているので、それを反映して様々な意見が出された。

【代表意見】

・児童館がない。

・医療費の対象年齢を広げてほしい。

・色々な制度について全く知らなかった。

・住宅がほしい。

・道路の整備をしてほしい。

・子どもルームの時間延長をしてほしい。
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60代調査

自らの経験に基づく今の親に対する意見や、学校、公民館の開放を求める意見が多く出された。

【代表意見】

・大人の再教育が必要ではないか。

・食事は愛情をかける第一手段だと思う。

・学校、公民館の開放を充実させてほしい。

・子どもが健全に育成するには、地域住民の協力が不可欠であり、関心を持たせる政策が必要。

・家庭と学校教育の充実は最重要である。

子育て関係施設従事者・子育て支援者等調査

回答者は、施設従事者であり、サービスを提供する側としての意見が寄せられた。

【代表意見】

・地域で行う子育て支援が十分にできていない。

・子育てに関わる横の連携が取れていない。

・何もかも頼ることが多いお母さんが多いことを実感します。

・公共サービスが多くあるので、身近に感じてもらうためアピールするべき。

・プライバシーの問題が壁になり、思うように支援ができない。
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アンケート対象者別（世代間意識）比較について

１　子どもを取り巻く都市環境や社会環境について

【就学前児童】

１　交通機関や建物がベビーカーでの移動に配慮されていない。 52.2％

２　歩道の段差などがベビーカーなどの通行の妨げになっている。 47.2％

３　暗い通りや見通しの悪いところが多く、子どもが犯罪の被害に遭わないか心配である。 46.7％

【小学校児童】

１　暗い通りや見通しの悪いところが多く、子どもが犯罪の被害に遭わないか心配である。 61.2％

２　子どもと近隣の人との関わりが少なくなった。 48.2％

３　異なる学年や年齢の子どもたちとの交流が少なくなった。 41.0％

【子育て関係施設従事者・子育て支援者等】

１　子どもと近隣の人との関わりが少なくなった。 56.6％

２　暗い通りや見通しの悪いところが多く、子どもが犯罪の被害に遭わないか心配である。 56.3％

３　塾や習い事で忙しく、友達と遊ぶ機会がすくなくなった。 52.7％

２　公営住宅整備の際の施設についての要望

【就学前児童】

１　子どもを育てる若い世帯が安い家賃で住める賃貸住宅を整備するのが良い。 47.8％

２　近隣に住む子どもも遊べる居場所もあわせて整備するのが良い。 44.4％

３　近隣に住む子育て世帯も利用できる乳幼児の保育スペースを合わせて整備するのが良い。 39.1％

【小学校児童】

１　近隣に住む子どもも遊べる居場所もあわせて整備するのが良い。 54.8％

２　高齢者と子どもが交流できるスペースを合わせて整備するのが良い。 28.8％

３　子どもを育てる若い世帯が安い家賃で住める賃貸住宅を整備するのが良い。 23.9％

３　少子化が進む理由について

【就学前児童】

１　子どもを育てるのにお金がかかる。 41.2％

２　女性の社会進出が進んでいる。 36.6％

３　仕事（勤めや家業）を重視する。 33.9％

【20代・30代】

１　子どもを育てるのにお金がかかる。 54.2％

２　個人の人生観や価値観が多様化した。 47.3％

３　結婚する年齢が上がってきているから。 41.2％

【60代】

１　個人の人生観や価値観が多様化した。 42.0％

２　環境問題や教育問題など子育てに不安な社会環境だから 38.1％

３　女性の社会進出が進んでいるから。 36.7％
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【子育て関係施設従事者・子育て支援者等】

１　個人の人生観や価値観が多様化した。 52.2％

２　結婚する年齢が上がってきているから。 45.9％

３　仕事（勤めや家業）を重視する。 38.1％

４　仕事を持つことについて

【中・高校生】

１　子どもが小さいうちは母親が仕事をやめ、大きくなってから仕事に戻るのがよい。 37.6％

２　子どもができてもずっと働き続けるのが良い。 19.9％

３　子どもができるまで仕事を持ち、子どもがてきたら母親が仕事をやめるのが良い。 18.8％

【20代・30代】

１　子どもが小さいうちは母親が仕事をやめ、大きくなってから仕事に戻るのがよい。 46.7％

２　子どもができてもずっと働き続けるのが良い。 22.2％

３　その他 8.9％

５　少子化を抑えるための必要な対応

【20代・30代】

１　教育費・住居費の軽減 42.7％

２　子育て負担軽減のための税制や社会保障制度のあり方の検討。 42.7％

３　多様な保育サービスの充実（0歳児保育、夜間保育など） 24.4％

【子育て関係施設従事者・子育て支援者等】

１　教育費・住居費の軽減 33.4％

２　子育て負担軽減のための税制や社会保障制度のあり方の検討。 30.7％

３　家事・育児・介護など負担を軽減する民間や行政のサービス 27.6％

６　市が行っている子育て支援策／認知状況

【20代・30代】

１　乳幼児医療費助成・児童手当　　　　（知っている・聞いたことがある）63.4％、 9.2％

２　子どもルーム　　　　　　　　　　　（知っている・聞いたことがある）50.4％、 20.6％

３　教育相談　　　　　　　　　　　　　（知っている・聞いたことがある）32.1％、 29.0％

【子育て関係施設従事者・子育て支援者等】

１　教育相談　　　　　　　　　　　　　（知っている・聞いたことがある）68.0％、 24.1％　

２　一時保育　　　　　　　　　　　　　（知っている・聞いたことがある）83.9％、 7.1％　

３　地域子育て支援センターなどでの育児相談（知っている・聞いたことがある）71.7％、 19.0％
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７　市が行っている子育て支援策／必要性

【20代・30代】

１　乳幼児医療費助成・児童手当　　　　　　　　（必要性が高いもの） 90.8％

２　教育相談　　　　　　　　　　　　　　　　　（必要性が高いもの） 90.1％

３　一時保育　　　　　　　　　　　　　　　　　（必要性が高いもの） 89.3％　

【子育て関係施設従事者・子育て支援者等】

１　子どもルーム　　　　　　　　　　　　　　　（必要性が高いもの） 92.7％

２　一時保育　　　　　　　　　　　　　　　　　（必要性が高いもの） 92.4％

３　教育相談　　　　　　　　　　　　　　　　　（必要性が高いもの） 92.2％
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