
 

横浜市子育て支援に関するニーズ調査 

【調査ご協力のお願い】 

 

横浜市では、平成 17 年４月に子育て環境の整備を進めるための行動計画として『かが

やけ横浜子どもプラン』（平成 17 年度～21 年度)を策定し、推進しています。この計画は、

地域で子育て家庭を支え、子育ての意義や喜びを地域全体で共有できる仕組みづくりを進

めることで、少しでも「少子化の流れ」を変え、次代を担う子どもたちが健やかに生まれ

育つ「まち」よこはまを創っていくことを目指しています。 

この計画は、次世代育成支援対策推進法に基づき、21 年度に後期計画（平成 22 年度～

26 年度)を策定することとしており、このたび、子育て家庭の意識や支援ニーズ、サービ

スの利用状況等を把握し、後期計画策定のための基礎資料を得ることを目的として、調査

を実施することにいたしました。 

今回の調査は、横浜市が無作為に抽出した６歳未満のお子さんをお持ちの 10,000 世帯に

ご協力をお願いするものです。ご回答いただいた内容は、すべて統計的に処理され、調査の

目的以外に使用することは一切ありません。 

ご多忙のことと存じますが、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。 

なお、行動計画については、下記ホームページでご覧いただけます。 

URL：http://www.city.yokohama.jp/me/kodomo/action/plan/kodomoplan.html 

平成２０年１１月 

                            横 浜 市 

 

 
１． アンケートには、お子さんの保護者の方が記入してください。無記名ですの

で、氏名・住所の記入の必要はありません。 
 

２． ご回答いただいた内容は、個人が特定されたり、回答内容が他に漏れたり、

統計上の目的以外に使用することは一切ありません。 
 

３． お答えは、あてはまる回答の数字を○で囲む場合と、マスの中に数字を記入す

る場合があります。「その他」にあてはまるときは、「その他」の数字に○

を付け、（     ）がある場合は具体的な内容を記入してください。 
 

４． 質問番号順にお答えください。質問の中には、一部の方だけにおたずねす

るものがありますので、ことわり書きや矢印に従って回答してください。 
 

５． この調査は、ご回答いただくのにおおむね 20 分程度かかります。ご多忙の

ことと存じますが、ご協力をお願いいたします。 
 

 

ご記入いただきましたアンケートは、お手数ですが、同封の返信用封筒に入れて、 

１２月５日(金)までにご投函ください（切手を貼る必要はありません）。 

回答いただく上でご不明な点、調査に関するお問合せは、下記までお願いいたします。    
  
 

横浜市こども青少年局 企画調整課 担当 大友、渋谷 

電話 ０４５－６７１－４２８１、FAX ０４５－６６３－８０６１        

【ご記入にあたってのお願い】

調査番号①



 

（＊）この調査でいう「保育サービス」とは、定期的に利用しているサービスで、次のような 

ものをいいます。 

（＊）詳しくは、同封の「横浜市の子育て支援サービス・保育サービスの概要」をご覧くださ 

い。 

 

用 語 説   明 

幼稚園 多くは満 3 歳から就学前まで、通常 1 日 4 時間の幼児教育を行って

いる 

幼稚園預かり保

育 

幼稚園で、通常の就園時間を延長して預かるサービス 

認可保育所 国が定める基準に適合した施設で、横浜市の認可を受けた保育施設

横浜保育室 横浜市の認可は受けていないが、一定の基準を満たした施設を横浜

市が認定した保育施設 

家庭保育福祉員 いわゆる保育ママなどと呼ばれ、保育者の家庭等で子どもを預かる

サービス 

事業所内保育施

設 

企業や病院が、会社、工場、病院などの中に設置している、従業員

の子どものための保育施設 

認定子ども園 

 

保育所と幼稚園が一体化した施設。幼稚園と同程度の４時間程度の

利用と、保育所と同程度の 8 時間程度の利用がある 

※ 2006 年より本格実施された施設で、就学前の子どもに幼児教

育・保育を提供し、地域における子育て支援などの機能も備える

施設 

その他の保育施

設 

認可外の保育施設等 

例えば地域の共同保育所、ベビーホテル、駅や商業施設の保育施設

など 

ベビーシッター 自宅などに出向いて、保護者が不在の間子どもの世話をする 

横浜子育てサポ

ートシステム 

地域住民による会員相互の子どもの預かりサービスで、学校行事や

冠婚葬祭、仕事などの事情での一時保育や、買い物や習い事などの

リフレッシュ目的、保育園・幼稚園への送迎等に利用できる 

 

 

 

 

 

 

 



封筒のあて名のお子さんの生年月をお伺いします。

平成 年 月　生まれ

　１．いる　　→ 人きょうだいの　　　　　番目 一番下の子の年齢　　　　　　　歳

　２．いない

アンケートにお答えいただく方はどなたですか。（１つに○）
　※続柄はあて名のお子さんから見た関係です。

　１．父親 　　　　４．祖父

　５．祖母 　６．その他

　１．父母同居 　４．祖父同居

　５．祖母同居 ６．祖父近居 　　　　 ７．祖母近居 　８．その他

　１．主に父親 　 ２．主に母親 　　３．主に祖父母 ４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

お住まいの地区はどこですか。（１つに○）

　１．青葉区 　　　２．旭区 　　３．泉区 　４．磯子区

　５．神奈川区 　　　６．金沢区 　　７．港南区 　８．港北区

　９．栄区 　　１０．瀬谷区 　１１．都筑区 １２．鶴見区

 １３．戸塚区 　　１４．中区 　１５．西区 １６. 保土ケ谷区

 １７．緑区 　　１８．南区

父親 歳 母親 歳

世帯の年収をお伺いします。（１つに○）

　１．～200万円 ２．200～300万円 ３．300～400万円 　　４．400～500万円

　５．500～700万円 ６.　700～1,000万円 ７．1,000万円以上

１.  封筒のあて名のお子さんとご家族の状況についてお伺いします。

あて名のお子さんにきょうだいはいますか。（１つに○）　いる場合、何人きょうだいの何番目か、
一番下の子の年齢（平成20年４月１日現在の年齢）をあわせてご記入ください。

　２．母親 　３．きょうだい

問３

問2

問1

問５ 日ごろ、あて名のお子さんの身の回りの世話などを主にしている方はどなたですか。（１つに○）
※続柄はあて名のお子さんから見た関係です。

問４ あて名のお子さんとの同居・近居（徒歩や車、電車などで概ね30分以内程度に行き来できる範囲）の
状況についてお伺いします。（あてはまるものすべてに○）
　※続柄はあて名のお子さんから見た関係です。
　※父親または母親が単身赴任の場合は、「8.その他」に○をつけてください。

２．父同居(ひとり親家庭) ３．母同居(ひとり親家庭)

問６

問7

問8

父親、母親の年齢（平成20年４月１日現在の年齢）をお伺いします。
　※ひとり親家庭の場合は養育する親のみ記入してください。
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【父親】およそ　　　　　　　　時間 【母親】およそ　　　　　　　　　時間

　１．毎日食べている

　２．週４～６日は食べている

　３．食べる日は週３日以下

　４．ほとんど食べていない

　５．離乳前

　１．毎日同じくらいの時刻に寝ている

　２．週４～６日は同じくらいの時刻に寝ている

　３．あまり同じくらいの時刻には寝ていない

　４．ほとんど同じくらいの時刻には寝ていない

　１．祖父母等の親族による子育てに対する支えが日常的にある

　２．祖父母等の親族による子育てに対する支えが困ったときだけある

　３．日常的に祖父母等の親族に預かってもらえる

　４．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

　５．日常的に子どもを預けられる友人・知人・隣人がいる

　６．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・隣人がいる

　７．いずれもない

　１．困ったとき相談したり、助け合ったりする

  ２．気のあった人と親しくしている

　３．たまに立ち話ぐらいはする

  ４．会えばあいさつぐらいはする

　５．顔もよく知らない

問１３

問１１

問１０

普段、近所の人とどのようなつきあい方をしていますか。（１つに○）

日ごろ、子育てに対する支え（育児を手伝ってくれることなど）がありますか。（あてはまるものす
べてに○）

問1２

平日、子どもが起きている間に、子どもと一緒に過ごす時間は何時間くらいですか。

あて名のお子さんは、毎日同じくらいの時刻に寝ていますか。（１つに○）

あて名のお子さんは、毎日朝食を食べていますか。（１つに○）

問９
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（１）父親　【母子家庭の場合は記載不要です】

ア）就労の状況（１つに○）         イ）就労時間など

      （１．に○をつけた方のみ）

（問14-1へ）      （３．に○をつけた方のみ）

（2）母親　【父子家庭の場合は記載不要です】

ア）就労の状況（１つに○）         イ）就労時間など

      （１．に○をつけた方のみ）

（問14-1へ）      （３．に○をつけた方のみ）

　1.　就労している
　（フルタイム；育休・介護休業中は含まない）

　4.　以前は就労していたが、　現在は就労
       していない

　3.　就労している
　（パートタイム、アルバイト等）

　1.　就労している
　（フルタイム；育休・介護休業中は含まない）

２. あて名のお子さんの親御さんの就労状況についてお伺いします。

　5.　これまでに就労したことがない

　2.　就労している
　（フルタイムだが育休・介護休業中）

問1４ 現在の就労状況の詳細について（自営業、家族従事者含む）お伺いします。
併せて、〔　　　〕に数字の記入をお願いします。
　※就労時間に応じて、フルタイムもしくはパートタイム･アルバイト等を選択してください。

　2.　就労している
　（フルタイムだが育休・介護休業中）

　5.　これまでに就労したことがない

　4.　以前は就労していたが、　現在は就労
       していない

　3.　就労している
　（パートタイム、アルバイト等）

①１週あたりの平均の就労時間・働いている日
   の平均的な帰宅時間についてお伺いします。
 
  ⇒1週あたり〔　　    　〕時間
  ⇒帰宅時間　午前・午後 〔　  　　　〕時

②通勤時間についてお伺いします。
 
 ⇒片道〔　　    　〕時間〔　　　  　〕分

①就労時間についてお伺いします。
　　⇒　1週あたり〔　  　  　〕日、　1日あたり〔  　 　 　〕時間
　
②通勤時間についてお伺いします。
  ⇒  片道〔　  　  　〕時間〔　　  　　〕分

③フルタイムへの転換希望がありますか。(1つに○)
　⇒　１．希望がある　        ２．希望があるが予定はない　        ３．希望はない

①１週あたりの平均の就労時間・働いている日
   の平均的な帰宅時間についてお伺いします。
 
  ⇒1週あたり〔　　    　〕時間
  ⇒帰宅時間　午前・午後 〔　  　　　〕時

②通勤時間についてお伺いします。
 
 ⇒片道〔　　    　〕時間〔　　　  　〕分

①就労時間についてお伺いします。
　　⇒　1週あたり〔　  　  　〕日、　1日あたり〔  　 　 　〕時間
　
②通勤時間についてお伺いします。
  ⇒  片道〔　  　  　〕時間〔　　  　　〕分

③フルタイムへの転換希望がありますか。(1つに○)
　⇒　１．希望がある　        ２．希望があるが予定はない　        ３．希望はない
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問14-1 就労希望はありますか。（１つに○）

　１．ある 　２．ない  （→　問１5へ）　

問14-2

  １．フルタイムによる就労

　２．パートタイム、アルバイト等による就労　　⇒　1週あたり〔　　　　〕日・1日あたり〔　　　　〕時間）

問14-3

　　１．保育サービス（※表紙裏面を参照）が利用できないから、就労できない

　　２．働きながら子育てできる制度や職場の理解がないなど、適当な仕事がない

　　３．家族の考え方(親族の理解が得られない）等就労する環境が整っていない

　　４．自分の知識、能力にあう仕事がない

　　５．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問14-4

　１．すぐにでも、もしくは１年以内に希望がある　　（→　問15へ）

　２．１年より先で、子どもがある程度大きくなったら就労したい

問14-5

　　　　　　　　歳になったとき

　１．仕事に専念している ２．どちらかといえば仕事を優先させている

　５．家事・育児に専念している

　１．仕事に専念している ２．どちらかといえば仕事を優先させている

　５．家事・育児に専念している

  ３．仕事と家事・育児に同等に
　　　取り組んでいる

問14-5は、問14－4で「１年より先で、子どもがある程度大きくなったら就労したい」を選ばれた
方にお伺いします。

あて名のお子さんも含めて一番小さい子が何歳になったときに就労を希望されますか。

仕事や家事・育児などの家庭生活について、あなたの理想とする状況に近いものはどれですか。（1
つに○）

仕事や家事・育児などの家庭生活について、あなたの現在の状況に近いものはどれですか。（１つに
○）

４．どちらかといえば家事･育児を優先させている

就労希望の形態はどのようなものですか。（１つに○）　※パートタイム、アルバイトを希
望の方は1週あたり日数及び1日あたりの時間も記入してください。

就労希望がありながら現在働いていない理由は何ですか。（もっとも近い番号１つに○）

就労の時期について、どのような希望がありますか。（もっとも近い番号１つに○）

問16

問15

４．どちらかといえば家事･育児を優先させている
  ３．仕事と家事・育児に同等に
　　　取り組んでいる

問１4-2～問14-4は、問14-1で「1.ある」を選ばれた方にお伺いします。

問14-1は、問５の「お子さんの身の回りの世話を主にしている方」でかつ、問1４で「4.　以前は就労して
いたが、現在は就労していない」または「5.これまでに就労したことがない」を選ばれた方にお伺いします。
該当しない方は、問15へお進みください。

ここからは、すべての方にお伺いします。
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　５．親族の理解と協力 ６．行政や地域による子育て支援の充実

　７．特にない ８．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　１．満足している ２．どちらかといえば満足している

　３．どちらともいえない ４．どちらかといえば満足していない

　５．満足していない

　１．楽しさを感じることが多い

　３．楽しさと大変さを同等に感じる

　５．大変さを感じることが多い

　１．子どもを持つ喜びが実感できたこと ２．子どもの成長

　３．子育てを通じて自分も成長できたこと ４．配偶者との関係がよくなったこと

　５．家族間の会話が増えたこと ６．家庭が明るくなったこと

　７．子育てを通じ友人が増えたこと ８．自分の親への感謝の念が生まれたこと

　９．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 10．特にない

　１．そう感じる ２．どちらかといえばそう感じる

　３．どちらともいえない ４．どちらかといえばそう感じない

　５．そう感じない

　１．子育てによる身体の疲れが大きい ２．子育てによる精神の疲れが大きい

　３．子育てで出費がかさむ ４．子どもから目が離せないので気が休まらない

　５．子どもと過ごす時間が十分持てない ６．仕事が十分に出来ない

　７．夫婦で楽しむ時間がない ８．自分の自由な時間が持てない

　９．特にない 10．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　１．子どもの食生活　 　２．子どもとの過ごし方・遊び方 　３．子どもの健康

　４．子どもの発育 　５．夫婦の関係 　６．親族との関係

　７．近所とのつきあい 　８．親同士のつきあい 　９．自分の健康

１０．家族の健康 １１．社会との関わりが少ないこと

１２．その他（ 　 ）

子育てをしていて、楽しさと大変さのどちらを感じることが多いですか。（１つに○）

　1．育児休業や短時間勤務、在宅勤務など
　　  職場の制度の充実

１３．特にない

あなたは、子どもを育てている現在の生活に満足していますか。（１つに○）

４．配偶者の理解と協力

２．どちらかといえば楽しさを感じることが多い

子育てをしていて感じている悩みはありますか。（あてはまるものすべてに○）

問22

問23

問17

子育てをしてよかったこと、うれしかったことは何ですか。（３つまでに○）

子育てをしていて、地域社会から見守られている、支えられていると感じますか。（１つに○）

子育てしながら仕事をするうえで、必要なことはどのようなことだと思いますか（３つまでに○）

　３．子育て後に再就職できる制度の充実

子育てで負担に思うことは何ですか。（３つまでに○）

３．　子育てについての考え方等についてお伺いします。

４．どちらかといえば大変さを感じることが多い

問18

問19

問２1

２．職場の理解と協力

問20
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現在 １．よくある ２．時々ある ３．ほとんどない ４．ない

妊娠中 １．よくあった ２．時々あった ３．ほとんどなかった ４．なかった

　１．母親の健康面の相談 ２．赤ちゃんの育児相談

　３．助産師･保健師等の家庭訪問 ４．家事や赤ちゃんの沐浴などのヘルパー

　５．子育て中の人同士の交流 ６．子育て経験者から気軽に話を聞ける場や機会

　７．父親向けの育児講座など ８．行政による子育て情報の提供

　９．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　１．子育てについての講座 　２．子どもを遊ばせる場や機会の提供

　４．子どもの病気や障害についての相談

　６．子育て中の親同士の仲間づくり

　８．父親向けの育児講座など

１０．特にない

　１．　１人 ２．　２人 ３．　３人 ４．　４人

　５．　５人 ６．　その他

　１．　１人 ２．　２人 ３．　３人 ４．　４人

　５．　５人 ６．　その他

問27-1

１３．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

子育てについて、不安を感じたり自信が持てなくなることがありますか。（それぞれ１つに○）

３．ほとんどなかった

日常の子育てを楽しく、安心して行なうために必要なサポートとはどのようなものだと思いますか。
（３つまでに○）

　　６．高年齢で生むのはいやだから

　　３．子どもの発育や幼児教育のプログラムの提供

　　８．健康上の理由から

　１０．配偶者の家事･育児への協力が得られない
　　　　から

　１２．定年退職までに、一番末の子が成人して
　　　　欲しいから

問27-1は、問27で「理想的な子どもの人数」より「持つつもりの子どもの人数」が少なく回答し
た方にお伺いします。

１１．配偶者が望まないから

　３．自分の仕事（勤めや家業）に差し支えるから

　９．欲しいけどできないから

問26

問24

問27

　　５．親の不安や悩みの相談

４．なかった

問25

　１１．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　７．親のリフレッシュの場や機会の提供

　　９．行政による子育て情報の提供

妊娠中や出産後に重要なサポートとはどのようなものだと思いますか。（３つまでに○）

　　２．家が狭いから

　　４．子どもがのびのび育つ社会環境ではない
　　　　から

　１．子育てや教育にお金がかかりすぎるから

理想的な子どもの人数より、持つつもりの子どもの人数が少ないのはどうしてですか。（あ
てはまるものすべてに○、最大の理由には◎）

　５．自分や夫婦の生活を大切にしたいから

　７．これ以上、育児の心理的、肉体的負担に
　　　耐えられないから

２．時々あった

あなたにとって理想的と考える子どもの人数は何人ですか。また、あなたは実際に何人の子どもを持
つつもりですか。（それぞれ１つに○）

持つつもりの子
どもの人数

理想的な子ども
の人数

出産後、
半年くら
いの間

１．よくあった
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　１．市や区の広報紙 　２．子育てガイドブックや暮らしのガイド

　３．子育てに関するチラシやパンフレット 　４．地域の情報紙

　６．子育てサークルなどの地域グループ

　７．知人・友人 　８．窓口・電話

　９．市のホームページ １０．インターネット（市のホームページ以外）

　１．配偶者 　２．祖父母 　　３．近所の人

　４．友人 　５．医師・看護師 　　６．保健師・助産師

　７．保育所・幼稚園の先生 　　９．電話相談

１０．インターネット １１．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） 　１２．特にいない

　３．何度でもできるまでやらせるなど厳しくしつける

　５．１～４のような接し方をすることはない

　６．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　１．よくある 　２．ときどきある ３．ほとんどない ４．ない

問31-1

　１．子育てに不安がある ２．子育てによる身体や精神の疲れが大きい

　３．配偶者の協力が十分でない ４．夫婦や家族との関係に悩みがある

　５．経済的に困っている ６．子どもから目が離せない、手がかかりすぎる

　７．ほかのことに時間が取れない ８．相談したり手伝ってくれる人がいない

　９．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　１．希望に合った出産施設で出産できた ２．希望とちがった出産施設で出産した

問32-1

　１．分娩予約がいっぱいだった 　２．分娩を取り扱っていなかった

　３．里帰り出産を受け付けていなかった 　４．年齢や体調を理由に断られた

　５．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

自分は子どもを虐待しているかもしれないと思うときがありますか。（１つに○）

　４．言葉による脅しや子どもからの働きかけの無視

問32 あて名のお子さんを出産したときに、希望する出産施設で出産できましたか。

４．　妊娠、出産、子育てについてお伺いします。

問３0

１１．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

希望に合った出産施設で出産できなかった理由は何ですか。（１つに○）

問29

問31

すべての方にお尋ねします。

問28 子育てに関する情報を、どこから入手していますか。（あてはまるものすべてに○）

　２．食事を与えない、お風呂へ入れないなど世話をしない

　１．子どもを叩いたり、つねったりする

子どもに次のような接し方をすることがありますか。（あてはまるものすべてに○）

子育てについて、気軽に相談できる人はだれですか。（あてはまるものすべてに○）

虐待しているかもしれないと思ったとき、ご自分はどのような状況でしたか。（あてはまる
ものすべてに○）

　８．子育て支援の場や施設のスタッフ

　５．地域子育て支援の場や施設
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　１．定期的に受診した ２．だいたい受診した

　３．あまり受診しなかった ４．一度も受診しなかった

問33-1

　１．仕事が忙しかった ２．家事や育児で忙しかった ３．施設が遠かった

　４．待ち時間が長かった ５．料金が高かった ６．順調だと自信があった

　７．きょうだい児を連れて行くのが大変だった ８．その他（　 　　　       　　       　　）

　１．ある ２．ない

　１．知っている ２．知らない

　１．休日急患診療所・夜間急病センターを受診する

　２．できるだけ大きな病院を受診する

　３．小児科専門医のいる医療機関を探して受診する

　４．どこでもいいから一刻も早く医療機関に連れて行く

問36-1

　１．受診する程度ではないと判断できることが多いため

　２．小児救急電話相談などを利用し、応急処置や市販薬などで、家庭内で対応できるから

　３．むやみに救急医療機関を受診することはよくないと広報等で聞いているから

　４．受診する際の待ち時間が長いから

　５．休日や夜間に受診すると費用が高くなり支払が困難だから

　１．窒息しないよう、乳児はうつぶせ寝にせず、口や鼻をふさぐ危険のあるやわらかいものを

　　　近くに置かないようにしている

　２．何でも口に入れるので、薬、タバコ、電池、洗剤などは手の届かないところに保管している

　３．洗濯機、風呂場、トイレ等で溺れないよう、簡単に入れない、のぞけない等の対策をしている

　４．転落しないよう、ベッドや窓、階段等に柵を取りつけている

　５．やけどしないよう、熱い鍋や飲み物に手が届かないようにしている

受診しないで一日（一晩）様子をみる主な理由は何ですか。（１つに○）

問37 お子さんの事故予防について、気をつけていることはありますか。（あてはまるものすべてに○）

妊娠中、妊婦健康診査を受診しましたか。（1つに○）問33

問３6

問34

問35

妊婦健康診査を受診しなかった理由はなんですか。（２つまでに○）

あて名のお子さんの病気や発育について相談できる医療機関がありますか。（１つに○）

　５．受診しないで一日（一晩）様子をみる
　　（必要に応じて翌日、普段利用している医療機関を受診する）

休日や夜間にお子さんが病気になったときに受診できる医療機関を知っていますか。（１つに○）

お子さんが休日・夜間に急病やケガになった場合（救急車を呼ぶほどではない場合）、どのように対
応することが多いですか。（１つに○）
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　１．幼稚園〔通常の就園時間（４時間程度）〕

　２．幼稚園預かり保育

　３．認可保育所（国が定める基準に適合した施設で横浜市の認可を受けたもの）

　４．横浜保育室（認可は受けていないが、一定の基準を満たした施設を横浜市が認定したもの）

　５．家庭保育福祉員（いわゆる保育ママ）

　６．事業所内保育施設（企業が従業員用に運営する施設）

　７．認定こども園（保育園と幼稚園が一体化した施設）【幼稚園と同程度の４時間程度の利用】

　８．認定こども園【保育園と同程度の８時間程度の利用】

　９．その他の保育施設

１０．ベビーシッター

１１．横浜子育てサポートシステム（地域の会員相互の預けあいサービス）

１２．特に利用していない　（→問38-3へ）

問38-1

　１週あたり 　日　　　 　　※9:00～18:00（例）のように24時間制でご記入ください。

　１日あたり 　時間 （　　　　　　　　　　　　～　　　　　　　　　　　　　　　）

問38-2 利用されている理由についてお伺いします。（主な理由１つに○）

　お子さんの身の回りの世話を主にしている方が

２．就労予定がある／求職中である

　５．学生である

問38-3

　１．（子どもの母親か父親が就労していないなどの理由で）必要がない

　２．子どもの祖父母や親戚の人がみている

　３．近所の人や父母の友人・知人がみている

　４．預けたいが、保育サービスに空きがない

　５．預けたいが、経済的な理由でサービスを利用できない

　６．預けたいが、場所や延長・夜間等の時間帯の条件が整わない

　７．預けたいが、サービスの質など、納得できるサービスがない

　８．子どもがまだ小さいため　　　　　　→（　      　歳くらいになったら預けようと考えている）

　９．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

あて名のお子さんは、現在、どのような保育サービス（※表紙裏面を参照）や施設を利用しています
か。不定期に利用されるものも含めてお答えください。（利用しているものすべてに○）

問38

５.  保育サービスの利用についてお伺いします。

　７．自分の時間を持ちたい

保育サービスを利用していない理由は何ですか。（主な理由１つに○）

８．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１週あたり何日、１日あたり何時間（何時から何時まで）保育サービス（延長保育なども
含めます）を利用していますか。
※複数のサービスを利用している場合は、その合計時間をご記入ください。

６．１～５までの事情はないが子どもの成長や
　　仲間づくり、教育のため

問38-３は、問38で「１２.　特に利用していない　」を選ばれた方にお伺いします。

　１．現在就労している

　３．家族・親族などを介護しなければならない ４．病気や障害がある

問38-１及び問38-２は、問38で「１.」～「９.」の選択肢を選んだ方にお伺いします。

　　　　： 　　　　：
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【日中の定期的保育】

　１．幼稚園〔通常の就園時間（４時間程度）〕

　２．幼稚園預かり保育

　３．認可保育所（国が定める基準に適合した施設で横浜市の認可を受けたもの）

　４．横浜保育室（認可は受けていないが、一定の基準を満たした施設を横浜市が認定したもの）

　５．家庭保育福祉員（いわゆる保育ママ）

　６．事業所内保育施設（企業が従業員用に運営する施設）

　７．認定こども園（保育園と幼稚園が一体化した施設）【幼稚園と同程度の4時間程度の利用】

　８．認定こども園【保育園と同程度の８時間程度の利用】

　９．その他の保育施設

１０．延長保育

１１．ベビーシッター

１２．横浜子育てサポートシステム（地域の会員相互の預けあいサービス）

【その他】

１３．一時保育（私用など理由を問わずに保育所などで一時的に子どもを預かるサービス）

１４．病児・病後児保育（子どもの病気時の保育）

１５．特にない

問39-1

問39-2

　お子さんの身の回りの世話を主にしている方が

　１．現在就労している

６．家族・親族などを介護しなければならない

　７．病気や障害がある ８．学生である／就学したい

　９．自分の時間を持ちたい １０．その他（　　　　　　　　　　　　　　）

すべての方に、保育サービスの利用希望についてお伺いします。

1週あたりの日数

あて名のお子さんに関して、現在利用しているサービスの中で、利用日数・回数や利用時間が足りて
いないと思う保育サービス、あるいは、現在は利用していないが、できれば利用したいサービスはど
れですか。現在就労していないが、今後就労希望のある方は、就労した場合を想定してお答えくださ
い。（あてはまるものすべてに○）

日 計　　　　　　 時間

計　　　　　　 時間 （　　　　      　　 ～ 　　　　　　　　まで）

（　　　　      　　 ～ 　　　　　　　　まで）

問３9-１～問３9-３は、問３9で「１.」～「１１.」の選択肢を選んだ方にお伺いします。選択され
たサービスそれぞれについてお答えください。

日

日

今後の利用希望についてお伺いします。１週あたり何日、１日あたり何時間（何時から何時
まで）保育サービス(延長保育なども含めます）を希望しますか。

計　　　　　　 時間 （　　　　      　　 ～ 　　　　　　　　まで）日

一日あたりの時間
※9:00～18:00（例）のように24時間制でご記入ください

　５．そのうち就労したいと考えている

サービスを利用したいと考えている理由はどのようなことですか。（最も近いもの1つに○）

　３．現在就労しているが、もっと日数や
　　　時間を増やしたい

2．就労予定がある／求職中である

問３9

選択した保育
サービスの番号

（　　　　      　　 ～ 　　　　　　　　まで）

４．就労予定はないが、子どもの成長や
　　仲間づくり、教育のために預けたい

計　　　　　　 時間 　 　： 　 　：

　 　： 　 　：

　 　： 　 　：

　 　： 　 　：
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問39-3

　１．（子どもの母親か父親が就労していないなどの理由で）すぐには必要がない

　２．子どもの祖父母や親戚の人がみているなどの理由で、すぐには必要がない

　３．近所の人や父母の友人・知人がみているなどの理由で、すぐには必要がない

　４．利用したいが、保育サービスに空きがない

　５．利用したいが、経済的な理由でサービスを利用できない

　６．利用したいが、場所や延長・夜間等の時間帯の条件が整わない

　７．利用したいが、サービスの質など、納得できるサービスがない

　８．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　１．自分の家 　　２．友達の家 ３．学校

　４．公園･広場 　　５．地区センターや図書館 ６．塾や習い事

　７．放課後キッズクラブ 　　８．はまっ子ふれあいスクール

１０．祖父母の家 　１１．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１．学習のサポート  ２．社会性･協調性の育成 　　　３．創造性の育成

４．国際力の育成  ５．地域との交流 　　　６．安心して過ごせる場所の確保

７．活発に遊んだりスポーツのできる場の確保 　    ８．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

【知っていますか】 １．　知っている ２．知らない

【利用したことがありますか】 １．　ある ２．　ない

問42-1

　１．美容院・ショッピング・レジャーに行くため 　２．友人･知人と会うため

　３．自分の勉強のため 　４．ボランティアや地域活動のため

　５．家事をしたいため 　６．自分の通院や入院のため

　７．きょうだい児の用事のため 　８．冠婚葬祭や家族の用事のため

　９．仕事のため １０．子どもに集団生活を体験させたいため

１１．自分の時間を持ちたいため １２．休息のため

１３．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問41

認可保育所や横浜保育室で実施している一時保育を知っていますか。　また、利用したことがありま
すか。（それぞれ１つに○）

放課後の居場所として望むことは何ですか（２つまでに○）

６．来年度就学予定（平成21年４月入学）の児童を持つ保護者の方にお伺いします。

あて名のお子さんは、放課後をどこで過ごすことになりますか。（多いもの２つまでに○）
　※放課後キッズクラブ、はまっ子ふれあいスクール、放課後児童クラブ（学童保育）については、
　　同封の「横浜市の子育て支援サービス・保育サービスの概要」を参照してください。

問40

一時保育を利用した理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○）

問42-1及び問42-2は、問42【利用したことがありますか】で「１.ある」を選んだ方にお伺いし
ます。

７．あて名のお子さんの一時保育のことについてお伺いします。

問42-3へ

問42

９．放課後児童クラブ（学童保育）

保育サービスの利用を希望しながら、現在利用していない（希望どおりには利用していな
い）理由は何ですか。（主な理由１つに○）
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問42-2

【利用の頻度】 　１．定期的に利用した　 　２．単発で利用した

【いままでに　　　　　回くらい】

【1回あたりの利用時間】

　１．4時間未満 ２．４時間～6時間 ３．6時間～8時間

　４．８時間～12時間 ５．12時間以上

問42-3

　１．子どもを預ける必要がない

４．子どもを預けることに抵抗がある

　５．利用のしくみが使いづらい ６．料金が高い

　７．子どもがなじめるか心配 ８．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【利用の頻度】 　１．定期的に利用したい 　　　　　【　月に　　　　　　日くらい】

　２．定期的には利用しない

　３．利用したいと思わない

　４．わからない

【1回あたりの利用時間】

　１．4時間未満 ２．４時間～6時間 ３．6時間～8時間

　４．８時間～12時間 ５．12時間以上

【知っていますか】 １．　知っている ２．知らない

【利用したことがありますか】 １．　ある ２．　ない

問44-1 どのような目的で利用していますか。（あてはまるものすべてに○）

　１．主たる保育サービスとして利用している

　２．保育施設等の利用で足りない時間を補う目的で利用している（朝・夕等）

  ３．保育施設等の送り迎えに利用している

　４．きょうだい児の病気・ケガ等の緊急時に利用している

　５．祖父母や近所の人・友人等に預かってもらえないときに利用している

　６．冠婚葬祭等や買い物等の親の外出の際に利用している

  ７．保育施設等の送り迎えに利用している

　８．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問43は、すべての方にお伺いします。

横浜子育てサポートシステムを知っていますか。また、利用したことがありますか。（それぞれ１つ
に○）

８．横浜子育てサポートシステムの利用についてお伺いします。

問43

問44

問44-1及び問44-2は、問44【利用したことがありますか】で「１．ある」を選んだ方にお伺いし
ます。

一時保育について、現在利用しているが利用日数・回数や利用時間を増やしたいと思いますか。ある
いは、現在は利用していないが、できれば利用したいと思いますか。（それぞれ１つに○）　また、
利用の希望がある方は、現在の利用時間も含めて枠内に数字をご記入ください。

　３．子どもを預けることに対して家族や
　　　　周囲の理解が得られない

一時保育を利用しない理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○）

　　　　　【　月に　　　　　　日くらい】

問42-3は、問42【知っていますか】で「１．知っている」を選び、かつ【利用したことがありま
すか】で「２．ない」を選んだ方にお伺いします。

一時保育をどのように利用しましたか。（それぞれ１つに○）

２．家族や知人などに子どもを預けることがで
　　きる

問44-3へ
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問44-2 どれくらいの頻度で利用していますか。枠内に数字をご記入ください。

月に 日くらい 　　　　時間程度

問44-3

　

４．子どもを預けることに抵抗がある

　５．利用のしくみが使いづらい ６．料金が高い

　７．子どもがなじめるか心配 ８．その他（　　　　　　　　　　　　　　）

月に 日くらい １回あたり　　　　　　　　　　時間程度

　【知っていますか】 １．　知っている

２．　知らない

　【利用していますか】 １．　利用している　→　１週あたり　〔　　　　　〕回

２．　利用していない

　【知っていますか】 １．　知っている

２．　知らない

　【利用していますか】 １．　利用している　→　１週あたり　〔　　　　　〕回

２．　利用していない

問45は、すべての方にお伺いします。

親と子のつどいの広場（市内25か所）

２．家族や知人などに子どもを預けることができる　１．子どもを預ける必要がない

　　 ３．子どもを預けることに対して家族や
　　　　 周囲の理解が得られない

地域子育て支援拠点（市内９か所）

９．地域子育て支援拠点事業についてお伺いします。

横浜子育てサポートシステムについて、現在利用しているが利用日数・回数や利用時間を増やしたい
と思いますか。あるいは、現在は利用していないが、できれば利用したいと思いますか。希望がある
方は、現在の利用時間も含めて枠内に数字をご記入ください。

問45

問44-3は、問44【知っていますか】で「１．知っている」を選び、かつ【利用したことがありますか】
で「２．ない」を選んだ方にお伺いします。

１回あたり

地域子育て支援拠点事業（親子が集まって過ごしたり、相談をしたり、情報提供を受けたりする場）
を知っていますか。また、あて名のお子さんは、現在、地域子育て支援拠点事業を利用しています
か。（それぞれ１つに○） また、利用している方は、おおよその利用回数（頻度）をご記入くださ
い。※同封の「横浜市の子育て支援サービス・保育サービスの概要」をご参照ください。

問46

横浜子育てサポートシステムを利用しない理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○）
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問46-1

　１．施設が近くにない 　　　２．開催時間・日数が利用しづらい

　３．利用方法（手続き等）がわからない 　　　４．自分が施設の対象者になるのかどうかわからない

　５．地域の施設の質に不安がある 　　　６．利用料がかかる場合がある

　７．利用する時間がない 　　　８．特に理由はない

　９．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　１．地域子育て支援拠点　　→ 　１週あたり　〔　　　　　　〕回

　２．親と子のつどいの広場 　→ 　１週あたり　〔　　　　　　〕回

　３．利用したいと思わない

　Ｃ　今後利用したい
　　　引き続き利用したい

１．はい　２．いいえ

１．はい　２．いいえ

１．はい　２．いいえ

１．はい　２．いいえ

　１．そう感じる ２．どちらかといえばそう感じる

　３．どちらともいえない ４．どちらかといえばそう感じない

　５．そう感じない ６．わからない

問46-1は、問46【知っていますか】で「１．知っている」を選んで、かつ【利用していますか】
で「２．利用していない」を選んだ方にお伺いします。

問49 横浜市は、子育てしやすいまちだと感じますか。（１つに○）

助産師･保健師等の家庭訪問 １．はい　２．いいえ

現在利用していない理由はどのようなことですか。（もっともあてはまるもの１つに○）

１０．その他の子育て支援サービスについてお伺いします。

問47は、すべての方にお伺いします。

１．はい　２．いいえ保育所や幼稚園の園庭開放

市の子育て支援ホームページ １．はい　２．いいえ１．はい　２．いいえ

１．はい　２．いいえ

１１．子育てを取り巻く環境についてお伺いします。

１．はい　２．いいえ

母親教室（両親教室） １．はい　２．いいえ

Ａ　知っている

問47 地域子育て支援拠点事業について、現在利用しているが利用日数・回数や利用時間を増やしたいと思
いますか。あるいは、現在は利用していないが、できれば利用したいと思いますか。（あてはまるも
のすべてに○）希望がある方は、現在の利用時間も含めて枠内に数字をご記入ください。

１．はい　２．いいえ

Ｂ　これまでに利用
　　したことがある

問48 下記のサービスを知っていたり、これまでに利用したことはありますか。また、今後、利用したいと
思いますか。サービスごとに、Ａ～Ｃのそれぞれについて、お答えください。（それぞれ１つに○）
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　３．授乳やオムツ替え、休憩場所など子ども連れでの外出に対する配慮がないこと

　４．安心して子どもを遊ばせられる場所がないこと

　５．いざというときに子どもを預かってくれる人がいないこと

　６．子育て経験者が先輩ママと知り合えないこと

　８．周囲の人が子ども連れを温かい目でみてくれないこと

　９．公共施設や公共機関に子ども連れに対しての理解があまりないこと

　11．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　12．特にない

　１．知っている ２．　聞いたことはある ３．知らない

　アンケートは、同封の返信用封筒に入れて、1２月５日（金）までに投函して
ください（切手を貼る必要はありません）。
　
　皆さまのご意見は、平成21年度に策定する『かがやけ横浜子どもプラン』後
期計画に反映させてまいります。また調査結果については、後日こども青少年局
ホームページ「ヨコハマはぴねすぽっと」で公表予定です。
http://www.city.yokohama.jp/me/kodomo

問52

　１．歩道や信号がないなど、子どもが安全に通れる道路がないこと

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。

最後に、安心して子どもを産み、健やかに育てていくための行政の施策や、社会の制度のあり方など
について、特に望むことやご意見がありましたら、自由に記入してください。

　10．暗い通りや見通しのきかないところが多く、子どもが犯罪の被害にあわないか心配なこと

　７．親自身が友だちをつくれる場や機会がないこと

　２．交通機関や建物、道路について段差や放置自転車が多いことなど、
　　　ベビーカーでの移動に不自由なこと

横浜市では、平成17年に、子育てしやすい「まち」よこはまの実現をめざし、子育て支援を進めるた
めの基本計画『かがやけ横浜子どもプラン』を策定しました。このプランについて知っていますか。
（１つに○）

問50 横浜市で子育てを行なっていて、気になること、困ることは何ですか。（３つまでに○）

問51
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横浜市の子育て支援サービス・保育サービスの概要 
 

名 称 内  容  ※数字は平成20年４月のもの 問合せ 

幼稚園 多くは満３歳から就学前までを対象に幼児教育を行なっています。市

内には２９２園あり、すべて私立幼稚園です。 

入園料・保育料について、世帯の所得状況に応じて、幼稚園を通じて

保護者に補助金を交付し、経済的負担の軽減を図っています。 

こども青少年局 
幼児教育課 
電話671-2085 

幼稚園預かり 

保育 

 幼稚園の正規の教育時間の前後に、保育を必要とする在園児を預かり

ます。市内６５園で実施しています。 

■ 開設時間 月～金 ７時３０分～１８時３０分 

土    ７時３０分～１５時３０分 

■ 利用料  月額９，０００円（上限） 

こども青少年局 
幼児教育課 
電話671-2085 

認可保育所 保護者が働いていたり、病気などのために家庭で保育できないお子さ

んを、保護者に代わって保育する施設です。市内に402 か所あります。 

保育料は世帯の所得とお子さんの年齢によって決められています。 

■ 利用料  月額０ ～ ６２，５００円 

こども青少年局 
保育運営課 
電話671-2399 

横浜保育室 認可保育所ではありませんが、横浜市が独自に設けた基準を満たして

おり、市が認定し、運営に対して助成を行なっている施設です。０～２

歳のお子さんを対象としています。市内に128 か所あります。 

■ 利用料  月額５８，１００円（上限） 

こども青少年局 
保育運営課 
電話671-2399 

家庭保育福祉員 保護者が就労などで日中家庭で保育できない０～２歳のお子さんを

対象として、市が認定した家庭保育福祉員が自宅で家庭的な雰囲気の

中、少人数の保育を行なっています。市内に３９人います。 

■ 利用料  認可保育所に準じて決められています。 

こども青少年局 
保育運営課 
電話671-2399 

一時保育 パート勤務や病気、冠婚葬祭などにより一時的に家庭で保育できない

場合や、保護者のリフレッシュなどのためにお子さんをお預かりしま

す。市内198 か所で実施しています。 

■ 利用料  施設にお問い合わせください。 

こども青少年局 
保育運営課 
電話671-2399 

横浜子育てサポ

ートシステム 

地域住民による会員相互の子どもの預かりサービスで、預かってほし

い人と、預かれる人それぞれが会員登録し、条件の合う近隣の方を紹介

します。学校行事や冠婚葬祭、仕事などの事情での一時保育や、買い物

や習い事などのリフレッシュ目的、保育園・幼稚園への送迎等に利用で

きます。小学校６年生までを対象としています。 

■ 利用料  １時間８００ ～ ９００円 

横浜市社会福祉

協議会 
電話201-2062 

地域子育て支援 

拠点 

 子どもと一緒に遊び、くつろいで過ごせる場所です。ちょっとした育

児の相談ができ、子育ての情報も集まっています。 

■ 利用無料 ※登録が必要です。 

■ 施設名 ※市内に９か所あり、今後各区１か所整備予定です。 

 

神奈川区「かなーちえ」（東神奈川） 中区「のんびりんこ」（真砂町） 

金沢区「とことこ」（能見台東） 

港南区「はっち」（日野） 

保土ケ谷区「こっころⅠ」（川辺

町）、「こっころⅡ」（星川） 

港北区「どろっぷ」（大倉山） 緑区「いっぽ」（十日市場町） 

都筑区「Popola」（中川中央） 南区「はぐはぐの樹」（南太田） 

あ 

親と子の 

つどいの広場 

子育て中の親子同士が気軽につどい、交流する場です。商店街の空き

店舗やマンションの一室などで、市民団体（ＮＰＯ法人等）が運営して

います。施設によって会費等が必要な場合があります。 

こども青少年局 
地域子育て支援

課 
電話671-2705 



 
幼稚園 

はまっ子広場 

 幼稚園の園庭や園舎で、幼稚園児や地域の子どもが友だちや保護者と

ともに安全に楽しく遊んで過ごすことができます。子育て中の親同士の

交流の場にもなっています。育児講座や親子教室を開催している園もあ

ります。 

保育所 

子育てひろば 

 保育所の施設や人材を活用し地域の子育て支援に取り組んでいます。

地域で子育てをしている保護者や子ども達が楽しく過ごせるように、園

庭を開放したり、育児講座や交流保育などを実施しています。 

こども青少年局 
地域子育て支援

課 
電話671-2705 

母親(両親)教室 初産の方が、妊娠・出産・子育てについての基礎知識を学びます。同

じころに赤ちゃんが生まれるお母さん、お父さんが集まるので、同じ地

域の人との出会いの場、友だちをつくる機会ともなっています。 

こども青少年局 
こども家庭課 
電話671-2452 

産後支援ヘルパ

ーの派遣 

生後６か月（多胎は１年）までの家庭に、横浜市と契約した事業者か

らヘルパーを派遣し、家事や育児を援助します。 

 ■利用料  １，６１０円／回（減免措置あり） 

 ■回数等  １回２時間以内、１日２回以内 

       延べ２０回（多胎４０回）以内 

こども青少年局

こども家庭課 
電話671-2455 

助産師・保健師に

よる家庭訪問 

主に初めての赤ちゃん及びそのお母さんを対象に、育児に関する様々

な相談及び産後の回復促進を目的として、助産師などによる母子訪問指

導を実施しています。母子健康手帳に添付されている出生連絡票を提出し

てください。 

こども青少年局

こども家庭課 
電話671-2455 

横浜市小児救急

電話相談 

 

電話201-1174 

（いいナース） 

 お子さんの急な病気などでお困りのときに、家庭での見守り方やすぐ

に医療機関にかかる必要があるかなど、適切な対処方法を看護師がアド

バイスします。 

■ 対応時間 月～金 １８時～深夜０時／土 １３時～深夜０時 

       日   ９時～深夜０時 

※ 電話がつながりにくいときは、かながわ小児救急ダイヤルもご利用ください。

電話 ＃8000 または722-8000  対応時間 毎日18 時から22 時 

電話201-1174 
（いいナース） 
 

放課後 

キッズクラブ 

 全ての子どもたちを対象に、小学校施設を活用して「遊びの場」と「生

活の場」を兼ね備えた安全で快適な放課後の居場所を提供しています。 

■ 開設時間 月～金 授業終了後～１９：００ 

       土・長期休業中 ８：３０～１９：００ 

■ 利用料  ～１７：００までは無料 

        １７：００以降は月額５，０００円／１回８００円 

こども青少年局 
放課後児童育成

課 
電話671-4068 

はまっ子ふれあ

いスクール 

放課後、通い慣れている小学校施設等を活用して、安全で健やかな放

課後の居場所づくりを行い、年齢の異なる子ども同士の遊びや交流を通

じて、子どもたちの創造性、自主性、社会性などを養うことを目的とし

て実施しています。 

■ 開設時間 月～金 授業終了後～１８：００ 

       土・長期休業中 ９：００～１８：００ 

  ※充実型はいずれも１９：００まで 

■ 利用無料  

※充実型は１７：００以降は月額５，０００円／１回８００円 

こども青少年局 
放課後児童育成

課 
電話671-4152 

放課後児童 

クラブ 

昼間保護者がいない家庭等の子どもたちが、安全で豊かな放課後を過

ごすために、地域の理解と協力のもと実施しています。小学１～３年生

までの、留守家庭児童が対象です。 

■ 開設時間 月～金 一日５時間以上、１８：００まで 

       土・長期休業中 ９：００～１８：００ 

  ※開設日・時間は施設によって異なります。 

■ 利用料  施設にお問合せください。  

こども青少年局 
放課後児童育成

課 
電話671-4068 

ヨコハマはぴね

すぽっと 

 横浜市こども青少年局のホームページで、子ども・青少年の総合ポー

タルサイトです。子ども・青少年に関する支援施策など幅広い情報を提

供しています。 http://www.city.yokohama.jp/me/kodomo/ 

こども青少年局 
総務課 
電話671-4264 




