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（１）病児保育事業とは＿＿

児童が病気又は、病気の回復期で就労等の理由により家庭保育が困難な期間にお

いて、一時的に児童を預かり保護者の子育てと就労の両立を支援する事業。

（２）調査の目的＿＿

新型コロナウイルス感染症（以下、感染症という。）の影響で１年以上外傷性の

怪我及び皮膚疾患の方のみを預りの対象としていたため、実績が少なくニーズが測

りづらい状況であった。

利用対象児の保護者の意見を伺い、より満足度の高い事業へと改善を図る目的で、

病児保育事業の認知及びニーズに関する調査を実施した。

（３）調査の対象＿＿

０～１２歳の子どもをもつ保護者（対象児童は令和３年４月時点で約２.９万人）

（４）調査期間＿＿

令和３年８月の１か月間

（５）調査方法＿＿

市のアンケートシステムを利用。回答者はインターネット上で回答。

（６）配布方法＿＿

・市のホームページで公開。

・児童館８館にポスター及びチラシの設置。

・市内認可保育施設に任意でチラシの配布等ご協力いただいた。

（７）調査項目＿＿

・回答者のプロフィール

・病児保育事業の認知状況

・病児保育事業の利用状況

・病児保育事業のニーズ（全体・地域別）

（８）総回答数＿＿

1,289件（対象児童全体の約４.５％）

１．調査の概要
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２．アンケート項目の詳細（1/2）
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NO.１＿回答者様のご年齢をお選びください＿＿選択肢：・～20代・30代・40代・50代

NO.２＿お子様の年齢をお選びください＿＿選択肢：・0-2歳・3-5歳・6-8歳・9-12歳

NO.３＿２でご回答いただいたお子さまの在籍施設をお選びください＿＿

選択肢：・保育施設・幼稚園・小学校・在籍していない

NO.４＿ご自宅の最寄り駅はどちらでしょうか＿＿

選択肢：・江戸川台駅又は運河駅・初石駅・流山おおたかの森駅

・流山セントラルパーク駅・南流山駅・南柏駅

NO.５＿病児保育事業を知っていますか＿＿

選択肢：・はい（NO.6へ進む）・いいえ（NO.8へ進む）

NO.６＿病児保育事業の事前登録をしていますか＿＿

選択肢：・はい（NO.7へ進む）・いいえ（NO.9へ進む）

NO.7＿病児保育事業の利用をしたことがありますか＿＿

選択肢：・はい（NO.8へ進む）・いいえ（NO.10へ進む）

NO.8＿また利用したいですか？または、利用してみたいですか？＿＿

選択肢：・はい（NO.8へ進む）・いいえ（NO.10へ進む）

NO.９＿事前登録をしていない理由を教えてください＿＿

選択肢：・事前登録を知らなかったため

・子どもが病気の時は家庭での看病が可能であるため

・登録に手間がかかるため

・利用に際し、不安・抵抗があるため

・利用料金が高いため

NO.10＿利用したことがない、または、利用したくない理由を教えてください＿＿

選択肢：・子どもが病気の時は家庭での看病が可能であるため

・利用に際し、不安・抵抗があるため

・近隣に病児保育施設がないため

・病児保育施設の予約が取れないため

・利用料金が高いため

・子どもが対象の疾病にり患していないため



２．アンケート項目の詳細（2/2）
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（１）＿全員が回答対象の箇所＿＿

NO.1からNO.5（n=1289)

（2）＿選択した回答により次の設問が変わる箇所＿＿

NO.６からNO.１０

（３）＿設問の体系図＿＿

※

NO.1～NO.4 回答者プロフィール

NO.5 病児保育を知っているか

NO.6 事前登録(※)を

しているか

NO.9

事前登録(※)をしてい

ない理由

NO.10

病児保育を利用したこ

とがない理由

NO.7

病児保育を利用したこ

とがあるか

NO.10

病児保育を利用したこ

とがない理由

NO.8 病児保育を利

用してみたいか

（また利用したいか）

NO.10

病児保育を利用したく

ない理由

事前登録とは、病児保育事業の利用を希望する際、利用予約の前に必須である事前の登録のことである。
（令和３年１０月の流山市病児保育事業実施要綱一部改正により、事前登録制度はなくなった。）

はい いいえ

はいいいえ

はい

いいえ



３．回答者のプロフィール

（以降に記載する「NO.」は前述アンケート項目の「NO.」と同一である。）

NO .１＿回答者の年齢（n=1289）＿＿

最も多い層が30代で約70％、次いで40代が約25％であった。

NO .２＿一番下の子どもの年齢（n=1289)＿＿

最も多い層が0～2歳で約60％、次いで3～５歳が約38％であった。

NO .３＿２の子どもの在籍施設（n=1289) ＿＿

最も多い層が保育施設で全体の90％以上を占めていた。

NO .４＿ご自宅の最寄り駅（n=1289) ＿＿

最も多い層が流山おおたかの森駅で約35％、次いで南流山駅が約30％であり、市内の地
域ごとの人口や、保育施設数との相関があると推察される。
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30代

883人(69％)

40代

310人(24％) ～20代

90人(7％)

50代～

6人(0％)
NO .1＿回答者の年齢 30代

40代

~20代

50代～

0～2歳

771人(60％)

3～5歳

485人(38％) 6～8歳

32人(2％)

9～12歳

1人(0％)
NO .2＿一番下の子どもの年齢 0～2歳

3～５歳

6～８歳

9～12歳

保育施設

1170人(91％)

在籍なし

107人(8％)
幼稚園

7人(1％)

小学校

5人(0％)
NO .3＿２の子どもの在籍施設 保育施設

在籍なし

幼稚園

小学校

流山おおたかの森駅

456人(35％) 南流山駅

386人(30％)

流山セントラルパーク駅

234人(18％)

江戸川台駅又は運河駅

115人(9％)

南柏駅

56人(4%) 初石駅

42人(3％)

NO .４＿ご自宅の最寄り駅

流山おおたかの森駅 南流山駅 流山セントラルパーク駅 江戸川台駅又は運河駅 南柏駅 初石駅

以降の設問は、選択した回答によって進む設問が異なる箇所がある。
いただいた回答のうち、その設問の回答対象者のみで集計を実施した。



４．病児保育事業の認知状況

NO .５＿病児保育事業を知っていますか（n=1289）＿＿

回答数全体に占める、認知状況は約80％であった。

NO .６＿NO.５が「はい」の方、事前登録※をしていますか（n=1033)＿＿

※

病児保育事業を知っている方のうち、事前登録※をしていない方は、約８０％であった。

続いてこの理由を尋ねる。

NO .９＿NO.６が「いいえ」の方、事前登録※をしてない理由（n=833)＿＿

病児保育を知っている方のうち、事前登録をしていない方の理由は、事前登録を知らな
かったためと子どもが病気の時は家庭での看病が可能であるという２つが多く、この２
つの理由が全体の５０％を占めていた。

以上のことから、病児保育自体の認知度は高いが、病児保育の詳細は認知度が高くな
いようである。
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はい

1033人(80％)

いいえ

256人(20％)

NO.５＿病児保育事業を知っていますか

はい

いいえ

いいえ

833人(81％)

はい

195人(19％)

未回答

5人(0％)

NO.６＿５が「はい」のうち事前登録をしてるかどうか

はい いいえ 未回答

事前登録とは、病児保育事業の利用を希望する際、利用予約の前に必須である事前の登録のことである。
（令和３年１０月の流山市病児保育事業実施要綱一部改正により、事前登録制度はなくなった。）

(1) 209人(25％)

(2) 205人(25%)

(3)166人(20%)

(4) 114人(14%)

(5) 42人(5%)

未回答

97人(12%)

NO.9＿6が「いいえ」の理由

(1)事前登録を知らなかったため

(2)子どもが病気の時は家庭での看病が可能であるため

(3)登録に手間がかかるため

(4)利用に際し不安・抵抗があるため

(5)利用料金が高いため

未回答



５．病児保育事業の利用状況

（前述の設問で病児保育事業を知っており、事前登録※をしている方を対象として）

NO .７＿事前登録※をしている方、利用したことがありますか（n=195)＿＿

事前登録※をしている方のうち、利用をしたことがない方が６７％、利用をしたことが
ある方は、３２％であった。

NO .８＿利用したことがある方、また利用したいですか（n=63)＿＿

利用したことがある方のうち、また利用したいかどうかの設問に、「はい」回答したの
は８６％、「いいえ」と回答したのは１４％であった。

続いて、「いいえ」の方にその理由を尋ねる。

NO .１０＿また利用したいですか「いいえ」の理由（n=9)＿＿

また利用したくない方は、病児保育施設の予約が取れないため、利用に際し不安・抵抗
があるため、利用料金が高いためという理由を上げていた。

また、事前登録をしている方のうち約７０％の方は利用をしていない。このことから、
病児保育は登録をしておくことで生活に安心感を提供しており、子育てしながら働く保
護者等へのセーフティネットとしての役割の一端を担っているといえる。
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※ 事前登録とは、病児保育事業の利用を希望する際、利用予約の前に必須である事前の登録のことである。
（令和３年１０月の流山市病児保育事業実施要綱一部改正により、事前登録制度はなくなった。）

いいえ

131人(67％)

はい

63人(32％)

未回答

1人(1％)

NO７＿事前登録済の方、利用したがありますか

いいえ はい 未回答

はい

54人(86％)
いいえ

9人(14％)

NO８＿利用したことがある方、また利用したいですか

はい いいえ

(1) 5人(25%)
(2)1人(20%)

(3) 1人(14%)
未回答

2人(12%)

NO.１０_また利用したくない理由

(1)病児保育施設の予約が取れないため

(2)利用に際し不安・抵抗があるため

(3)利用料金が高いため

未回答



６．病児保育事業のニーズ

NO .８＿病児保育を知らなかった方、利用してみたいですか（n=256)＿＿

病児保育を知らなかった方のうち、利用してみたいかどうかの設問に「はい」と回答し
た割合は５９％、「いいえ」と回答した割合は３４％であった。

続いて「いいえ」の方にその理由を尋ねる。

NO .１０＿利用してみたいですか「いいえ」の理由（n=86)＿＿

（病児保育を知っており、事前登録をしている方）

NO .１０＿利用したことがありますか「いいえ」の理由（n=131)＿＿

利用していない理由は、子どもが病気の時は家庭での保育が可能であるための理由が最
多であった。
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はい

152人(59％)

いいえ

86人(34％)

未回答

18人(7％)

NO８＿病児保育事業を知らなかった方、利用してみたいですか

はい いいえ 未回答

(1)30人(23％)

(4)29人(22％)

(6) 20人(15%)

(3) 12人(9%)

(2)9人(7%)

(5)5人(4 %)

未回答,26人

(20%)

NO10_事前登録をしている方、利用したことがない理由

(1)子どもが病気の時は家庭での看病が可能であるため

(4)病児保育施設の予約が取れないため

(6)子どもが対象の疾病にり患していないため

(3)近隣に病児保育施設がないため

(2)利用に際し不安・抵抗があるため

(5)利用料金が高いため

未回答

(1)45人(52％)

(2)17人(20％)

(3) 6人(7%)

(5) 5人(6%)

(6)4人(5%)

(4)1人( 1%)

未回答,8人(9%)

NO10_病児保育を知らなかった方、利用してみたくない理由

(1)子どもが病気の時は家庭での看病が可能であるため

(2)利用に際し不安・抵抗があるため

(3)近隣に病児保育施設がないため

(5)利用料金が高いため

(6)子どもが対象の疾病にり患していないため

(4)病児保育施設の予約が取れないため

未回答



令和３年8月実施

流山市

子ども家庭部 保育課

日々の育児・家事でご多忙な中、
アンケートの回答にご協力いた
だいた皆様、

誠にありがとうございました。


