
子育て支援に関するニーズ調査票に対する意見一覧 【資料第３号】

№ 調査票の種類
（原案）
設問№

（素案）
設問№

ご意見の内容 ご意見に対する調査票への反映等 委員氏名

1 全体 00 00
前書きや目次、大体のアンケート記入所要時間を明記し、何を調査するのか、どう役立ててい
くのかを明確にしていただくよう要望いたします。

調査票に同封する案内状に記載しま
す。

田中　文代 委員

2 全体 00 00

ほぼ同時期に行われる障害者部会のニーズ調査と類似する項目は、両部会で連携し質問を
同一にしていただくよう要望いたします。障害者部会の子供調査は何らかの障害を持つ子供
達の保護者に悉皆調査を実施する予定です。これにより無作為抽出では小人数で把握しにく
い、障害を持つ子供の保護者（または本人）がどの様な事に不便を感じ支援を必要としている
か把握することが出来、より良い子育て支援につなげられると確信しております。

障害者部会の事務局である障害福祉課
と協議を行い、可能な範囲で設問の共
通化を調整しています。

田中　文代 委員

3 全体 00 00
全般的に、白・グレー・黒による色使いや、四角で囲むことによってメリハリがあり、回答しや
すい印象を受けました。ただ、設問や選択肢の文章が長いと非常に読みづらいので、可能な
限り短く、簡潔にしてもらえれば、より良くなると思います。

各委員のご意見を踏まえ、可能な範囲
で簡潔な文章へ修正します。

西住　裕文 委員

4 全体 00 00 前回(H20)の調査の結果や反省を今回にどう生かしているのか教えてください
利用料の記載などにより、正確なニーズ
を反映できるよう修正しました。

砂倉　麻央 委員

5 全体 00 00
調査票送付の時点で、抽出者のバックグラウンド（住所、配偶者控除の有無、保育園・幼稚園
の利用の有無など）を把握してその後の分析に利用できないか。

住民基本台帳から無作為抽出を行い、
無記名式での調査となるため、抽出者
のバックグランドは把握できません。

砂倉　麻央 委員

6 全体 00 00
ニーズ調査に関して、この調査票以外に参考になるようなものを想定されていますか。（女性
の就業率など？）

ニーズ調査に関しては調査票結果のみ
の集計・分析となります。計画策定時に
は、各種統計データを参考にします。

砂倉　麻央 委員

7 全体 00 00
H20の調査で、ニーズ量の予測が難しいことが明らかにされたと思う。今回策定する計画につ
いても現状に即した臨機応変な変更が必要であるという認識で臨んだ方がよい。

子育て支援事業計画策定後は、子ども・
子育て会議にて進行管理を行い、計画
の見直しを検討します。

砂倉　麻央 委員

8 全体 00 00 全体的に質問を減らすべく工夫が必要では。
各委員のご意見を踏まえ、設問の精査
を行います。

砂倉　麻央 委員

9 全体 00 00 マークシートでの回答としてはどうか。
回答者の負担が少ない、直接記載方式
を採用しました。

砂倉　麻央 委員

10 全体 00 00 回答者の年齢を聞く必要はないのか。
国共通設問の属性になっていないた
め、設問の追加は考えていません。

髙橋　貴志 委員
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11 就学前児童保護者用 00 00

全体的に、国のひな形よりも分かりやすくするための工夫がされている点は良い。
例）
・教育・保育事業に関する設問を固めていること（子育て支援事業に関する設問（国のひな形
問17～19）を後ろに回していること）
・限定質問の誘導表示のしかた（罫線で囲む、矢印で示すなど）がわかりやすい
・利用希望時間など、具体的な数値を書き込む記入欄のわかりやすさ
・就学前15頁冒頭「平成19年４月２日以前生まれである方」という表示のしかたも具体的でよ
い
など

対して、調査票全体のボリュームは、過大ではないか。前回のニーズ調査の未就学児保護者
の回答の傾向（保育サービスの既利用者の回答傾向が高い）を見ても、重すぎる調査票は回
答者の偏りをもたらす懸念がある。

前回調査との比較するため、設問を設
定しています。

楠田　喜彦 委員

12 就学前児童保護者用 00 00
幼児教育の無償化が話題になっているが、何も質問しなくて良いのか。幼稚園が原則無償で
預かり保育部分だけの費用負担なら他の保育サービスによらずそちらを使いたい、というよう
なニーズもあるのではないか。

26年度の方向性は決まっておりますが、
予算等が措置されておらず、また、27年
度以降が未定など、現時点では時期尚
早と判断し、設問を設けていません。

楠田　喜彦 委員

13 就学前児童保護者用 00 00

全体として、「子育て支援」という言葉でありながら、「子どもの最善の利益」を目指していると
見えないし、親を子どもから離そう、子育てに関わる時間や機会を減らす指向性を感じる。「子
育ての第一義的責任は両親等にある」という考え方から生じている設問が見当たらない。「障
がい者部会」が障がい者のための部会であるなら、「子ども部会」は子どもの代弁者たるべき
ではないのか？

子ども・子育て支援事業計画としても、
子どもの最善の利益を目指しており、そ
のために施策の充実を図っていくもので
す。子育て支援としては、地域社会も、
行政も保護者の育児を肩代わりできるも
のではありませんが、子育てが十分にで
きるよう負担や不安、孤立感を少なくす
る支援をしていく必要があります。本調
査は、そのための施策の基礎としての
データを得るために実施いたします。ご
意見を参考に今後の調査の実施や計画
の策定を行います。

佐藤　良文 委員

14 就学前児童保護者用 00 00

文京区が行う事業についてのアンケートであるのは分かるが、私立幼稚園が視野に含まれて
いない。社会福祉協議会の委員を団体推薦で出しておきながら、これでは区自体が事業者に
なってしまっている。また、調査票に文京区の独自性が感じられない。文京区として「どんな子
どもに育って欲しいのか」「どんな子育て体験をして欲しいのか」が見えないし、問うてもいな
い。その願い・気持ちをこそ出発点にすべきではないか。

今回の調査は、子育て支援計画と子ど
も・子育て支援事業計画に関するニーズ
量を把握することと、今後の子育て支援
施策の方向性を検討する基礎とすること
を目的としています。その中で区の事業
に関わるニーズ量等を聞いていますが、
私立幼稚園についても預かり保育等に
ついても聞いています。ご意見を参考に
今後の調査の実施や計画の策定を行い
ます。

佐藤　良文 委員
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15 就学前児童保護者用 00 00

全体で５０問という予定を聞いていたが、これだけ多くの設問に答えるのは、相当難儀なことと
思われる。回数を分けるとか、分野によっては別の人にあてるなどの工夫は考えているのだ
ろうか。「一度に、同じ人に」聞こうとする考えから離れてはどうか？分岐が多いことを考えて
も、やはりネット利用のアンケートは回答者の利便性が高いと感じた。

設問が多く、回答する方の負担が大きい
ことは認識しています。このため、この調
査が持つ意味などを前文に記載しまし
た。また、調査としては、同一人に回答し
ていただく必要があるため、１回の調査
で実施します。

佐藤　良文 委員

16 就学前児童保護者用 01 01
住居の地域をもう少し細かくした方がよい。
地域によって現在の子育て支援のニーズは違うので。

町丁目単位の設問に修正します。計画
策定時の区域割については、別途検討
します。

黒川　淳子 委員

17 就学前児童保護者用 01 01

（意見）地域割りを、児童・保護者が歩いて移動できる範囲に細分化してほしい。
（理由）次回の子育て支援計画の大きな焦点のひとつに、各種の保育サービスの適正な事業
量の見定めがあり、今回のニーズ調査の結果がその前提となることは言うまでもない。保育
サービスは通勤経路・自宅から歩いて通える範囲でないと実際問題として使えないので、ニー
ズ調査もそのような地域割りで設計しないと、適切な事業量の配置のために使えるデータに
ならない。

町丁目単位の設問に修正します。計画
策定時の区域割については、別途検討
します。

楠田　喜彦 委員

18 就学前児童保護者用 02 02
・もし8月生まれを08と記入して欲しいのであれば、記入例を明示した方が良い。
・また、生年に加えて生月を問う理由が分からない。生年度が分かれば十分ではないか？

調査票に同封する案内状に記入方法を
記載します。
生年度のみでも必要な情報は収集でき
ますが、暦年と年度の誤回答を防止す
るため、生年月を設問としています。

西住　裕文 委員

19 就学前児童保護者用 03 03 ・兄弟が複数の場合、末子の生年月を問うているが、何故全員の生年月を問わないのか？
末子の年齢が子育ての負担に影響する
と考えているためです。

西住　裕文 委員

20 就学前児童保護者用 04 04

【他の調査票とも共通】
一般的な公的書類と同様に、設問や選択肢の順序は｢男→女（父→母）｣でよいと思います。
子育ての話になると「女→男（母→父）」の登場順になるのは、「子育てのメインは母親が担う
べき」という固定観念が反映されているように感じました。

男女（父母）の選択肢の順序を検討しま
す。

佐山 茜子 委員

21 就学前児童保護者用 04 04 選択肢として「３．両親で話し合って回答」を作って欲しい。

就労等父親と母親が話しあって回答す
るものもあり、話し合っていることを前提
として、作成しています。回答者は実際
に記入した人を書いていただきます。

佐藤　良文 委員

22 就学前児童保護者用 07 07 解答「認定こども園」とは？　説明が必要では？ 選択肢の「認定こども園」を削除します。 黒川　淳子 委員
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23 就学前児童保護者用 07 07

①保育所、とすると、認可保育園のことか、都認証保育所のことか、それら双方をいうのか、
認可・認証外も含むのかなど、明瞭ではない。少なくとも認可と認証は別の選択肢として示す
べき。
②就学前の年代でも、お稽古事の利用者はかなり見られる。加えてはどうか。
③父母や祖父母以外に援助を受けられる、同居する大人の有無は大きいと思われる。問31‐
１などで、選択肢に「同居者を含む親族・知人」が出てくることもあり、ここに「同居する親族」
「同居する知人」を加えてはどうか。また、虐待事案では親の交際相手・内縁関係者・継親か
らの虐待というケースが増えている。「ママのカレシ」とは聞けないが、「同居する知人」という
選択肢を設けることで、ここに含めることができるため、特にケアを必要とする（と想定される）
世帯の状況が一定程度は把握できるのではないか。

選択肢から施設を除外します。 楠田　喜彦 委員

24 就学前児童保護者用 07 07 6.保育所の種別（認可、認証、認可外等）をどう扱うか。 施設を選択肢から除外しました。 髙橋　貴志 委員

25 就学前児童保護者用 07 07
選択肢で、家族と施設を同列にすべきではない。施設については「通っていない」という選択
肢を設けるべき。（または問い１３に統合する）

施設を選択肢から除外しました。 佐藤　良文 委員

26 就学前児童保護者用 08 08
もっとも〜すべて　は日本語としておかしい。「もっとも」であれば１つだけを選ぶ形式にすべ
き。

設問を「影響が強いと思われる環境すべ
てに」に修正します。

佐藤　良文 委員

27 就学前児童保護者用 08 08
【他の調査票も共通】　「もっとも影響すると思われる環境すべてに」という表現がわかりづら
い。「影響が強いと思われる環境すべてに」くらいの表現のほうがいいのでは？

設問を「影響が強いと思われる環境すべ
てに」に修正します。

宮本　一嘉 委員

28 就学前児童保護者用 08 08

「教育センターや福祉センターなどの療育機関」を選択肢に加えてほしい。
・障害を持つ子の親が、こう何度も「その他」を選ぶと、何となく気持ち的にも自分の子どもは
ふつうではない、「その他」なんだ・・・と、暗い気持ちになっても困るし、あと、そうでない方にも
「療育機関」というものがある。という事を知ってもらえるチャンスになると思います。

選択肢に「その他の区の施設」を追加し
ます。

石川　良子 委員

29 就学前児童保護者用 08 08 解答「認定こども園」とは？　説明が必要では？ 選択肢の「認定こども園」を削除します。 黒川　淳子 委員

30 就学前児童保護者用 08 08
保育所、とすると、認可保育園のことか、都認証保育所のことか、それら双方をいうのか、認
可・認証外も含むのかなど、明瞭ではない。少なくとも認可と認証は別の選択肢として示すべ
き。

選択肢を「保育所（認可保育所・認証保
育所・認可外保育所）」に修正します。

楠田　喜彦 委員

31 就学前児童保護者用 09 09 設問に「日ごろ」とあり、選択肢は「日常的に」とあるので、「日常的に」に統一したらどうか。 設問中の「日ごろ」を削除します。 楠田　喜彦 委員

4 / 32



子育て支援に関するニーズ調査票に対する意見一覧 【資料第３号】

№ 調査票の種類
（原案）
設問№

（素案）
設問№

ご意見の内容 ご意見に対する調査票への反映等 委員氏名

32 就学前児童保護者用 09-1 09-1
２．祖父母等の親族の身体的負担や精神的負担が大きく心配である
３．祖父母等の親族の時間的制約が大きく心配である
※「精神的負担」を２．へ移動してはいかがでしょうか

選択肢２及び３を統合します。 奥　　明　子 委員

33 就学前児童保護者用 09-1 09-1

１．の選択肢は親（祖父母の子ども）としてありえない。「子育ては負担である」という前提から
の選択肢であり、負担感を誘導している。回答を求めるならば、自由表記にすべき。そうする
ことで、「負担ではあろうが、ありがたく世話になっている」というアンビバレントな現状も書くこ
とができる。問９-2も同様。

祖父母の負担感を心配する必要のない
方もいると想定されるので、選択肢とし
ました。

佐藤　良文 委員

34 就学前児童保護者用 10 10

【他の調査票とも共通】
一般的な公的書類と同様に、設問や選択肢の順序は｢男→女（父→母）｣でよいと思います。
子育ての話になると「女→男（母→父）」の登場順になるのは、「子育てのメインは母親が担う
べき」という固定観念が反映されているように感じました。

男女（父母）の選択肢の順序を検討しま
す。

佐山 茜子 委員

35 就学前児童保護者用 10 10 選択肢「5.　及び　6.」は、子育てする前のことも？ 子育てする前も含みます。 黒川　淳子 委員

36 就学前児童保護者用 10-（1） 10-（1）

選択肢５・６について。前の選択肢を見ると「パート・アルバイト」も就労に含まれるので、例え
ば「高校時代にパン屋でアルバイトをした」事も含まれるのか。「以前」という表記があいまい
で、答えられない。現在就労していない人については、むしろ「何をきっかけで辞めたのか」を
問うべきではないか。

表記の方法を検討します。 佐藤　良文 委員

37 就学前児童保護者用 10(1)(2) 10(1)(2)

（意見）（２）－３として、100万円または200万円刻み程度で、年収に関する設問を加える。
（理由）問39のような質問によって今回のニーズ調査の結果を行政・受益者間の負担の適正
化の議論に何らかの形で用いる意図があるのであれば、所得分布とのクロス分析を可能とし
ておくのは必須。但し、問39への意見で述べた通り、個別の事業を特定せずに受益者負担の
議論をしても意義に乏しいこと、また、全体に調査票のボリュームが大きすぎること、子育て支
援計画の中で直接に受益者負担の適正化の議論を行うとは思われないことから、問39を削
除するのであれば、この設問の追加は不要。

問39を削除します。 楠田　喜彦 委員

38 就学前児童保護者用 10(2) 10(2) 問10（２）で５と６を選択した人の誘導先は問12のはず。国のひな形は、問12へ飛ばしている。
問10～12の就労状況に関する設問の構
成を修正します。

楠田　喜彦 委員

39 就学前児童保護者用 11 10

【他の調査票とも共通】
一般的な公的書類と同様に、設問や選択肢の順序は｢男→女（父→母）｣でよいと思います。
子育ての話になると「女→男（母→父）」の登場順になるのは、「子育てのメインは母親が担う
べき」という固定観念が反映されているように感じました。

男女（父母）の選択肢の順序を検討しま
す。

佐山 茜子 委員
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40 就学前児童保護者用 11（1） 10
（設問自体がないので、１１にしました）フルタイムで働いているが、それを辞めて子育てや家
事に専念したい、という選択肢がないのは一方的。

将来的に就労している方のニーズ量を
みるための設問のため、現在の設問と
なっております。

佐藤　良文 委員

41 就学前児童保護者用 12 10

【他の調査票とも共通】
一般的な公的書類と同様に、設問や選択肢の順序は｢男→女（父→母）｣でよいと思います。
子育ての話になると「女→男（母→父）」の登場順になるのは、「子育てのメインは母親が担う
べき」という固定観念が反映されているように感じました。

男女（父母）の選択肢の順序を検討しま
す。

佐山 茜子 委員

42 就学前児童保護者用 12 10 選択肢１は「就労の希望はない」と、【希望】の言葉で問うべき。「予定」とは違う。 表記の方法を検討します。 佐藤　良文 委員

43 就学前児童保護者用 12 10
選択肢として「分からない」を入れるべき。子育てが始まったばかりの方などは、未定という場
合も多いはず。

現在の希望を記載してもらうため、「わ
からない」は想定しておりません。もし、
「分からない」状況であれば、「就労の希
望はない」の選択と考えております。

佐藤　良文 委員

44 就学前児童保護者用 12(1)(2) 10(1)(2)

（意見）選択肢３の「すぐにでも」と「１年以内」は切り分けた方がよい。
（理由）文京区など都心区では、国の指摘（就労を希望して実際の就労に結びつかないケー
スがあるということ）とは異なり、職種を限定しなければ就労を希望して実際の就労に結びつく
ケースは、地方都市に比べて多いはず。希望は細かく切り分けて把握しておいた方がよい。
後で選択肢を束ねて集計することは可能であるが、その逆はできない。

選択肢の「すぐにでも」と「１年以内」を分
割した選択肢へ修正します。

楠田　喜彦 委員

45 就学前児童保護者用 12(1)(2) 10(1)(2)

（意見）選択肢１は「就労の予定はない」とする。
（理由）「子育てや家事などに専念したい」と、「就労の予定はない」は、必ずしもイコールでは
ないのではないか（※多くの場合はそうであっても）。また、アンケートの原則として、「○○や
○○など」のような曖昧な尋ね方はできるだけ避けた方がよい。

選択肢を「就労の予定はない（子育てや
家事などに専念したいなど）」へ修正しま
す。

楠田　喜彦 委員

46 就学前児童保護者用 13-1 11-1

「教育センターや福祉センターなどの療育機関」を選択肢に加えてほしい。
・障害を持つ子の親が、こう何度も「その他」を選ぶと、何となく気持ち的にも自分の子どもは
ふつうではない、「その他」なんだ・・・と、暗い気持ちになっても困るし、あと、そうでない方にも
「療育機関」というものがある。という事を知ってもらえるチャンスになると思います。

選択肢に「療育機関」を追加します。 石川　良子 委員

47 就学前児童保護者用 13-1 11-1 「認定こども園」の説明に、「保護者が就労していなくても入園できる」ことを書いた方がよい。 選択肢の「認定こども園」を削除します。 楠田　喜彦 委員
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48 就学前児童保護者用 13-1 11-1
選択肢として、「区立幼稚園」「私立幼稚園」は分けて欲しい。それぞれ異なった動機で幼稚園
を選んでいるだろうから。そうすることにより、「誰が」幼稚園の将来を変えていけばいいのか
分析できるようになる。

選択肢を分割します。 佐藤　良文 委員

49 就学前児童保護者用 13-1 11-1
選択肢２「預かり保育」は、私立幼稚園では定期的利用を行っている園・行っていない園があ
るので一律には扱えない。このままだと「スポット利用が多い」という実態が反映されない。「ス
ポット利用」「定期利用」の別があれば、選択できるだろう。

定期利用の設問となっているため、ス
ポット利用は対象となりません。なお、ス
ポット利用は不定期利用の設問（問16）
で選択肢に設定しています。

佐藤　良文 委員

50 就学前児童保護者用
13-

2(1)(2)
11-

2(1)(2)

おそらく「希望」とは「今すぐの希望」を聞いていると思われるが、それならそのように明示した
らどうか。そうではなくて将来のニーズ（今は実態に合っているが今後5年以内にさらに利用し
たい、今は延長保育を利用しておらず実態にも合っているが、子どもが○歳になったら延長も
利用して勤務時間も長くしたいと考えている、など）も含む考えであれば、回答欄を現在希望
と将来希望に分けたらどうか。

「(1)現在」を「(1)現在の状況」に、「(2)希
望」を「(2)現在の希望」に修正します。

楠田　喜彦 委員

51 就学前児童保護者用 13-3 11-3
２を回答した方には、理由を尋ねてはいかがか。
Ex)職場に近いから（事業所内だから）・文京区内では見つからなかったから・親族の家に近い
から・区外の方が自宅に近いから・通勤等の経路に近いから

区外を選択した場合の理由を尋ねる設
問は考えていません。

加藤　智子 委員

52 就学前児童保護者用 14 12

「教育センターや福祉センターなどの療育機関」を選択肢に加えてほしい。
・障害を持つ子の親が、こう何度も「その他」を選ぶと、何となく気持ち的にも自分の子どもは
ふつうではない、「その他」なんだ・・・と、暗い気持ちになっても困るし、あと、そうでない方にも
「療育機関」というものがある。という事を知ってもらえるチャンスになると思います。

選択肢に「療育機関」を追加します。 石川　良子 委員

53 就学前児童保護者用 14 12
なぜ、その事業・施設を利用したいのか、理由を聞いてはいかがでしょうか。
（「認可保育所」「認定こども園」という答えが多くでることが予想されますが、利用料以外も
様々な理由があると思うので）

選択肢の「認定こども園」を削除します。 佐山 茜子 委員

54 就学前児童保護者用 14 12 選択肢１の幼稚園は、区立幼稚園と私立幼稚園に分けたほうが良い。
選択肢を区立幼稚園と国立・私立幼稚
園に分割します。なお、幼稚園の預かり
保育も区立と国立・私立に分割します。

楠田　喜彦 委員
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55 就学前児童保護者用 14 12

ここは大切だと思うので、特に慎重に考えて戴きたい。まず、保育事業の視点として、時間と
金額と規模・そして就労の有無で分類されているが、「希望」を聞くのに「利用料」を考慮させる
必要はない。ましてや今後の改訂など必要ない。このようなデジタルな分類よりも、親が「何を
大切に思って施設を選ぼうとしているのか」という優先順位こそ問うべきではないのか。
　この問いについては、施設名と簡単な説明を選択肢とし、新たな設問として、「事業を選ぶ際
に大切にする優先順位はどうなっていますか」を問うべき。「保育・教育内容　時間　規模　金
額　その他（　　）」のように。それとも問い１３−４から類推できると考えるか？また、「子育て広
場」のような事業については後に選択肢がある（問１８）を示しておいた方がよいのではない
か？

前回の調査では、利用料を明示しない
ために、ニーズ量が過大に出てしまった
ため、今回は利用料を明示して正確な
ニーズ量の把握をすることとしていま
す。

佐藤　良文 委員

56 就学前児童保護者用 14-1 12-1
２を回答した方には、理由を尋ねてはいかがか。
Ex)職場に近いから（事業所内だから）・文京区内では見つからなかったから・親族の家に近い
から・区外の方が自宅に近いから・通勤等の経路に近いから

区外を選択した場合の理由を尋ねる設
問は考えていません。

加藤　智子 委員

57 就学前児童保護者用 15 13
選択肢の中に「息抜きのため」がありますが、子育て放棄のようなイメージがあるので、「休養
のため」とか「リフレッシュのため」という言葉はいかがでしょうか。

選択肢を「リフレッシュのため」に修正し
ます。

戸野塚　一枝 委員

58 就学前児童保護者用 15 13
選択肢４「息抜きのため」は不要である。親の姿勢として、「５その他」に書く余地は残すべきだ
が。問い４７も同じ。

一定のニーズはあると想定されるので
選択肢を残し、「リフレッシュのため」と修
正します。

佐藤　良文 委員

59 就学前児童保護者用 15-1 13-1

（意見①）土曜と日・祝は分けて聞いた方がよい。
（理由①）土曜と日・祝は別に捉えるべきではないか（理由も異なるかもしれないため。また、
このままだと曜日ごとのクロス集計がかけられない）。国のひな形でも、ここは青字ではない
ので、可変個所のはず。

土曜日と日・祝の別々の状況を把握す
る必要性が低いため、１つの設問としま
す。

楠田　喜彦 委員

60 就学前児童保護者用 15-1 13-1

（意見②）選択肢に「毎週仕事が入っている（土および日・祝日が休みでない職種であるという
意味）」を入れなくてよいか。
（理由②）保護者の就労先はサービス業が増えており、日曜日や祝日が休みでない人も増え
ているので。国のひな形でも、ここは青字ではないので、可変個所のはず。

選択肢に「毎週仕事が入っているため」
を追加します。

楠田　喜彦 委員

61 就学前児童保護者用 16 14
選択肢の中に「息抜きのため」がありますが、子育て放棄のようなイメージがあるので、「休養
のため」とか「リフレッシュのため」という言葉はいかがでしょうか。

選択肢を「リフレッシュのため」に修正し
ます。

戸野塚　一枝 委員

62 就学前児童保護者用 17 15

（意見①）この設問は問14の直後に移す。
（理由①）回答者へ配慮するという観点からすると、問14の後ろに置いた方が流れがスムー
ズ。きちんと読み込んでいる人以外は、問14の後、問15や16を回答している間に、自分が問
13で「１」と回答したことが頭から抜け、４ページも前の問13に戻らなくてはならなくなる。

設問の順番については、全体の構成と
合わせて、検討します。

楠田　喜彦 委員
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63 就学前児童保護者用 17 15

（意見②）設問を「利用しなかったことはありますか」とし、選択肢を「１ある」「２ない」とする。
（理由②）病気や怪我の時に教育・保育の事業を「利用できるが利用しなかった」人のための
選択肢がない。わが子が病気や怪我の時に、教育・保育事業を利用せず、自分が仕事を休
んでみるのが当然、と思っている人もいるはず。「しなかった」という問いにすれば、「利用でき
るけど利用しなかった」人は１を選択し、問17‐２では「２」を選択してくれるので、スムーズに流
れる。

選択肢を「ある」・「ない」に修正します。 楠田　喜彦 委員

64 就学前児童保護者用 17 15

（意見③）選択肢オの「病児・病後児の保育を利用した」は、公設の病児病後児保育と民間の
病児病後児保育の二つの選択肢に分けてもよいのではないか。
（理由③）民間の病児病後児保育の利用動向のデータがあった方が、公的サービスの規模等
の検討に役立つと思われる。

選択肢を「区」と「民間」の事業に分割し
ます。

楠田　喜彦 委員

65 就学前児童保護者用 17-1 15-1 選択肢「ア.　及び　イ.」は、「仕事を休んで看た」とした方がわかりやすい。
選択肢を「仕事を休んで子どもを看た」
に修正します。

黒川　淳子 委員

66 就学前児童保護者用 17-1 15-1 選択肢キの「ファミリー・サポート・センター」の「（※１）」とは何か？ 「（※１）」を削除します。 楠田　喜彦 委員

67 就学前児童保護者用 17-1 15-1
選択肢クの「仕方なく」は不要。「仕方ない」と思っていない人もいる。選択肢の鉄則として、事
実だけを聞いた方がよい。

「仕方なく」を削除します。 楠田　喜彦 委員

68 就学前児童保護者用 17-1 15-1
選択肢アまたはイを選び、さらにウ～ケのいずれかも選らんだ場合の行き先がわかりにくい。
正確な回答が得られるのか。

両方回答するものとなっているため、現
在の構成となっております。

楠田　喜彦 委員

69 就学前児童保護者用 17-1 15-1
選択肢ウは、幅が広すぎる。「同居する親族・知人」と「同居ていしない親族・知人」に分けた
方がよいのではないか。

選択肢を「親族・知人に子どもを看ても
らった」に修正します。

楠田　喜彦 委員

70 就学前児童保護者用 17-1 15-1
選択肢ア・イ　せめて「仕事を」休んだ、という表記にしてください。子どもは親が働くためにど
こかに行ってくれているのではないのですから。

「休んで子どもを看た。」に修正します。 佐藤　良文 委員

71 就学前児童保護者用 17-2 15-2
この質問から病児保育のニーズを算出するのは無理があると思います。保育課では現在の
病児保育の実績（申込数、キャンセル数、実際の利用数など）を把握されていますか？

子育て支援課にて、病児保育の実績を
把握しています。

砂倉　麻央 委員
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72 就学前児童保護者用 17-2 15-2 子どもが１年間に何日病気になるか、わからないので日数を聞くのはおかしい。
過去１年間の状況を振り返って回答いた
だく設問となっています。選択肢を過去
形に修正します。

黒川　淳子 委員

73 就学前児童保護者用 17-2 15-2
選択肢１「できれば」は不要。この選択肢だと、切実ではなくても「一応、○をつけておこう」とい
う人が増え、ニーズが高めに出る。もしくは、「ぜひ利用したい」と「できれば利用したい」を分
けて聞く。

選択肢の「できれば」を削除します。 楠田　喜彦 委員

74 就学前児童保護者用 17-2 15-2

「１年間に○○日」という答えは、記入しにくくないでしょうか。
子どもが１年間のうちにどれ程、病気にかかるかわからないので、選択肢にして
①病気のたびに、②１～３回、③３～８回、④８～15回、⑤それ以上　というのは、いかがです
か。
（この回数は、私自身よくわからないので、適用な数字でお願いします。）

過去１年間の状況を振り返って回答いた
だく設問となっています。選択肢を過去
形に修正します。

戸野塚　一枝 委員

75 就学前児童保護者用 17-3 15-3 １．他の施設（例：幼稚園・保育所等）に併設したで子どもを保育する事業　←「で」を削除 「併設した施設で」に修正します。 奥　　明　子 委員

76 就学前児童保護者用 17-3 15-3 選択肢１の「併設したで」は、「併設した施設で」の誤記と思われる。 「併設した施設で」に修正します。 楠田　喜彦 委員

77 就学前児童保護者用 17-4 15-4

（意見）選択肢４を「利用料の負担」と改める。併せて、選択肢5「利用料がわからない」は削除
する。
（理由）「利用料がかかる・高い」の意味は厳密には異なるが、要するに、負担を嫌う人のため
の選択肢と思われるので、単純化。また、「利用料がわからない」という選択肢をこの質問に
ついてのみ設ける理由が不明で、わざわざ別の肢を用意しなければならない理由が無いよう
に思う。

選択肢を「利用料の負担」に修正し、「利
用料がわからない」を削除します。

楠田　喜彦 委員

78 就学前児童保護者用 17-5 15-5 「仕事を休みたいとは思わない」も選択肢に入れてよいのでは。 選択肢を追加します。 砂倉　麻央 委員

79 就学前児童保護者用 17-5 15-5 ◯　問１７－５は　問１７-1では？ 参照する問番号を修正します。 奥　　明　子 委員

80 就学前児童保護者用 17-5 15-5

「１年間に○○日」という答えは、記入しにくくないでしょうか。
子どもが１年間のうちにどれ程、病気にかかるかわからないので、選択肢にして
①病気のたびに、②１～３回、③３～８回、④８～15回、⑤それ以上　というのは、いかがです
か。
（この回数は、私自身よくわからないので、適用な数字でお願いします。）

過去１年間の状況を振り返って回答いた
だく設問となっています。選択肢を過去
形に修正します。

戸野塚　一枝 委員
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子育て支援に関するニーズ調査票に対する意見一覧 【資料第３号】

№ 調査票の種類
（原案）
設問№

（素案）
設問№

ご意見の内容 ご意見に対する調査票への反映等 委員氏名

81 就学前児童保護者用 17-6 15-6
保護者のpositiveな判断なのか、周りの状況によるnegativeな判断なのかがわかる選択肢に
するほうがよいのでは、「子供の看護を理由に仕事を休みたくない」「休むと仕事に支障をきた
すので休めない」「上司・同僚の理解を得られず休めない」等

親設問に選択肢を追加します。 砂倉　麻央 委員

82 就学前児童保護者用 18 16 解答の年ベースを月ベースにしていただきたい。
国共通設問のニーズ量を図る設問と
なっているため、変更できません。

黒川　淳子 委員

83 就学前児童保護者用 18 16
問13で１と回答した場合は、問18は対象なのか否かがわかりにくい。
過去１年間で途中で退職のために事情が変更になった場合（ex.定期だったがやめた。不定期
だったが定期になった）も含まれるのか。

すべての方が対象の設問となっており、
事情が変更となった場合も含めた、おお
よその利用日数を回答していただきま
す。

加藤　智子 委員

84 就学前児童保護者用 18-1 16-1 「利用したかったができなかった（定員オーバーなど）」を入れたほうがよい
選択肢に「利用したい時に利用しにくい」
を追加します。

砂倉　麻央 委員

85 就学前児童保護者用 18-1 16-1
問１８ではあくまで区の事業に限って質問する、ということであれば、問１８－１で区の各事業
を使わない理由として、民間の同種のサービスを使っている、という選択肢がないと、「その
他」の回答が多発するのではないか。

選択肢に「民間の同種のサービスを使っ
ている」を追加します。

楠田　喜彦 委員

86 就学前児童保護者用 19 17 解答の年ベースを月ベースにしていただきたい。
国共通設問のニーズ量を図る設問と
なっているため、変更できません。

黒川　淳子 委員

87 就学前児童保護者用 20 18
保護者の泊まりがけに「仕方なく子どもを動向させた」の「仕方なく」に違和感がある。「用事」
には幅がありすぎるため、「仕方なく」同行させるものばかりではないと思う。エ・オとも「仕方な
く」は不要ではないか。アンケートの選択肢は事実のみを示すのが鉄則。

「仕方なく」を削除します。 楠田　喜彦 委員

88 就学前児童保護者用 20 18
保護者の用事の範囲を（　　　）内の内容が限定している印象を受ける。やむを得ない用事と
いう意味なのか。

やむを得ない用事という意図で記載して
います。

髙橋　貴志 委員

89 就学前児童保護者用 20 18
「保護者の用事」には例示がないが、仕事は含まれないのか。
泊りがけの出張の場合のニーズがあるのではないか。

一部の仕事を含みますが、例示には追
加していません。

加藤　智子 委員

90 就学前児童保護者用 21 20

「１．保育園（・・・）」を「１．保育園で行っている・・・」としないと、「子育てステーション」や「子育
て相談」のことであることが明確にならず、保育園に在籍している場合についての問１３との
違いが分からない（※結果として、保育園在籍児童の保護者が「週5日利用」などと回答しか
ねない）。
同様に、「２．児童館（・・・）」も「児童館で行っている・・・」としないと意味が不明瞭。

各選択肢を修正します。 楠田　喜彦 委員
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91 就学前児童保護者用 22 21
こちらについても、特に「新たに利用したり、利用日数を増やしたいとは思わない」と回答した
方について、理由を聞いてはいかがでしょうか？
（開設日や形態等、今後の展開の参考になると思うので）

理由を問う必要性が低いため、設問の
追加は考えていません。

佐山 茜子 委員

92 就学前児童保護者用 22 21 問２１の施設の種類ごとに質問しなくてよいのか。
「地域子育て支援拠点施設及び類似施
設」としてのニーズを図るためため、施
設単位での設問は考えていません。

楠田　喜彦 委員

93 就学前児童保護者用 22 21
「問い21-1」でも良さそうだが…　それはさておき、選択肢１〜５は、同じ内容で場所が違うだ
けなのですか？複数利用の回答があった場合、問い２２が分析できなくなる可能性があるよう
な気がします。

「地域子育て支援拠点施設及び類似施
設」としてのニーズを図るためため、施
設単位での設問は考えていません。

佐藤　良文 委員

94 就学前児童保護者用 23 22 該当年齢がわかりにくい。 表記を修正します。 黒川　淳子 委員

95 就学前児童保護者用 23 22
【他の調査票も共通】　「習い事」として学習塾とそれ以外の趣味・教養の習い事（ピアノやサッ
カー）が一緒になっているが、わけたほうがニーズを細かく分析でき、今後の子育て支援施策
の検討に活かせると思う。

習い事の内容まで把握する必要性が低
いため、選択肢の細分化は考えていま
せん。

宮本　一嘉 委員

96 就学前児童保護者用 23 22

（意見）
【用語の説明】を以下のように変えてほしい。
※１の「利用している場合」という言い方は、利用前の人への説明なので、「利用するつもりの
場合」などに変えた方がよい。
※２ 「放課後全児童向け事業（放課後子ども教室）」･･･地域の方々の協力を得て、放課後や
週末に小学校等で学習・ス
　　 ポーツ・文化芸術活動などを体験する取組です。現在、区内で●拠点で運営しており、1
拠点当たり年間●日程度、開催しています。保護者の就労の有無に関わらず、すべての小学
生が事前の登録なく利用でき、定員はありません。
※３ 「育成室」･･･保護者が就労等により昼間家庭にいない場合などに、指導員の下、平日の
放課後や土曜日・長期休暇中の日中の子どもの生活の場を年間を通じて毎日提供するもの
です。事業の利用にあたっては、月額 5,000円（平成25年度）の利用料がかかり、1室あたりの
定員があります。 （現在は要配慮児を除き、小学生低学年（1～3年生）を対象としています。）
（理由）
それぞれの制度をよく知らない保護者も多いと思われるので、両制度の違う点を明示して書
き分ける必要がある。

用語説明一覧を作成します。 楠田　喜彦 委員
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97 就学前児童保護者用 23 22

（意見）
選択肢５と６の順番を入れ替えてほしい。
（理由）
このような選択肢を列挙する中に類似するように見える項目がある場合、先に出てきた選択
肢が強い印象を残すのは否めない。文京区の場合、まず、育成室は定員を設定する事業とし
て運営されている一方、放課後全児童向け事業は定員の無い事業として運営されているの
で、育成室の方がニーズ量についてより精緻な予測が必要と思われる。よって、これについて
の他の選択肢の影響は出来る限り小さくしたい。また、実施拠点数が育成室の方が遥かに多
いことからも、文京区の場合は学童保育（育成室）を先の順番で示すことにも合理性があると
思われる。

選択肢５と６の順番を入れ替えます。 楠田　喜彦 委員

98 就学前児童保護者用 23 22
育成室について、利用料や対象を注記しているのであれば、利用できる終わりの時刻も示し
た方がよいのではないか。

用語説明一覧を作成します。 加藤　智子 委員

99 就学前児童保護者用 24 23

（意見）
【用語の説明】を以下のように変えてほしい。
※１の「利用している場合」という言い方は、利用前の人への説明なので、「利用するつもりの
場合」などに変えた方がよい。
※２ 「放課後全児童向け事業（放課後子ども教室）」･･･地域の方々の協力を得て、放課後や
週末に小学校等で学習・ス
　　 ポーツ・文化芸術活動などを体験する取組です。現在、区内で●拠点で運営しており、1
拠点当たり年間●日程度、開催しています。保護者の就労の有無に関わらず、すべての小学
生が事前の登録なく利用でき、定員はありません。
※３ 「育成室」･･･保護者が就労等により昼間家庭にいない場合などに、指導員の下、平日の
放課後や土曜日・長期休暇中の日中の子どもの生活の場を年間を通じて毎日提供するもの
です。事業の利用にあたっては、月額 5,000円（平成25年度）の利用料がかかり、1室あたりの
定員があります。 （現在は要配慮児を除き、小学生低学年（1～3年生）を対象としています。）
（理由）
それぞれの制度をよく知らない保護者も多いと思われるので、両制度の違う点を明示して書
き分ける必要がある。

用語説明一覧を作成します。 楠田　喜彦 委員

100 就学前児童保護者用 24 23

（意見）
選択肢５と６の順番を入れ替えてほしい。
（理由）
このような選択肢を列挙する中に類似するように見える項目がある場合、先に出てきた選択
肢が強い印象を残すのは否めない。文京区の場合、まず、育成室は定員を設定する事業とし
て運営されている一方、放課後全児童向け事業は定員の無い事業として運営されているの
で、育成室の方がニーズ量についてより精緻な予測が必要と思われる。よって、これについて
の他の選択肢の影響は出来る限り小さくしたい。また、実施拠点数が育成室の方が遥かに多
いことからも、文京区の場合は学童保育（育成室）を先の順番で示すことにも合理性があると
思われる。

選択肢５と６の順番を入れ替えます。 楠田　喜彦 委員
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101 就学前児童保護者用 25 24

これら「土曜日・日曜日」については「毎週」の事なのですか？それとも「利用したい時もあるだ
ろう」という事でしょうか？それによってかなり回答がぶれると思われます。また、選択肢３「利
用する必要はない」という断定の選択肢は、「選択させたくない」という恣意を感じますので表
現の工夫をお願いします。

表記の方法を検討します。 佐藤　良文 委員

102 就学前児童保護者用 27 26

【他の調査票とも共通】
一般的な公的書類と同様に、設問や選択肢の順序は｢男→女（父→母）｣でよいと思います。
子育ての話になると「女→男（母→父）」の登場順になるのは、「子育てのメインは母親が担う
べき」という固定観念が反映されているように感じました。

男女（父母）の選択肢の順序を検討しま
す。

佐山 茜子 委員

103 就学前児童保護者用 27 26
育児休業を取得していない理由１０「退職した」は、大きな設問の選択肢にすべき「１働いてい
なかった　２離職した　３取得した　４取得していない」。このようなケースは多いはずで、「理
由」にすると埋もれてしまうから。

国共通設問のため、大きな修正はでき
ません。

佐藤　良文 委員

104 就学前児童保護者用 27-6 26-6

(意見)
①選択肢３「経済的な理由」を「経済的な理由（世帯収入の確保）」に改める。
②選択肢４の後に「仕事や地位・ポジションを失わないため」を加える。
（理由）
①広義の経済的な理由には、選択肢４や上記の意見②の選択肢も入るので、選択肢３で問う
ているのは金銭的な問題であることを明示したほうが精緻な回答が得られると思われる。
②育児休業を取りにくい根本的な理由には「担当している仕事やポジションを失う危機感、究
極的には職場に居づらくなるという危機感」があるが、現在の選択肢４はそうした危機感への
対処の一例を示すに過ぎない。こういう対処ではどうにもならないケースも実際にはあるの
で、それに対応した選択肢が必要。

選択肢に「職場からの要請や自らの仕
事や地位を失わないため」を追加しま
す。

楠田　喜彦 委員

105 就学前児童保護者用 27-6-1 26-6-1 「職場から早く復帰するよう要請があった」を入れる
選択肢に「職場からの要請や自らの仕
事や地位を失わないため」を追加しま
す。

砂倉　麻央 委員

106 就学前児童保護者用 27-8 26-8
２、「仕事が忙しく、短時間勤務ではこなせなかった」としては。「短時間勤務を利用しなくても
支障がなかった」を加えては。

選択肢を「仕事が忙しく、短時間勤務で
はこなせなかった」に修正します。
選択肢に「短時間勤務を利用しなくても
支障がなかった」を追加します。

砂倉　麻央 委員

107 就学前児童保護者用 28 27

【他の調査票とも共通】
主観的な感情を尋ねる設問については、父・母双方に聞く形としてはいかがでしょうか。
（このアンケート自体両親で共有して、子育てについて改めて考えることや、お互いの感じ方
のギャップを知るきっかけになれば回答者にとっても有意義だと思います。）

父・母双方に聞く設問は少なくし、回答
する際の負担を軽減するため、１つの設
問とします。

佐山 茜子 委員
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108 就学前児童保護者用 29 28

【他の調査票とも共通】
主観的な感情を尋ねる設問については、父・母双方に聞く形としてはいかがでしょうか。
（このアンケート自体両親で共有して、子育てについて改めて考えることや、お互いの感じ方
のギャップを知るきっかけになれば回答者にとっても有意義だと思います。）

父・母双方に聞く設問は少なくし、回答
する際の負担を軽減するため、１つの設
問とします。

佐山 茜子 委員

109 就学前児童保護者用 29 28
【他の調査票も共通】 「仕事・キャリアとの両立が難しい」というような項目も入れるべきだと思
う。

選択肢に 「仕事・キャリアとの両立が難
しい」を追加します。

宮本　一嘉 委員

110 就学前児童保護者用 29 28

子どもの虐待傾向につながる親の心理状態を把握しなくてよいか（問29への選択肢への追
加、もしくは設問を追加）。例として「子どもが思い通りに動いてくれない時に親としての自信が
なくなる」「子どもを抱くことに抵抗感がある」「子どもを邪魔に感じる時がある」「子どもがいる
ために、自分の楽しみを奪われた気がする」など。

選択肢に
「子どもを邪魔に感じる時がある」
「子どもがいるために、自分の楽しみを
奪われた気がする」
を追加します。

楠田　喜彦 委員

111 就学前児童保護者用 29 28
不安や悩みについては、選択肢を与えると「思い当たる」と誘導することになるので、結局「子
育ては大変だ、負担だ」という価値観を与えることになる。ゆえに自由筆記にすべき。

自由記述は回答者の負担を増大させる
とともに、記載を得ることが難しいく、限
定的にしか採用していません。

佐藤　良文 委員

112 就学前児童保護者用 30 29

【他の調査票も共通】 選択肢４は座学講座を一方的に受講するようなイメージですが、実際の
保育や幼児教育の現場に参加するような親力向上プランや、親同士による子育ての共同学
習や活動を支援するかたちでの親力向上プランもあると思います。そうしたニュアンスも盛り
込めるといいと思います。

選択肢に「親どおしの集まりでの経験談
や意見交換など、自主的な活動」を追加
します。

宮本　一嘉 委員

113 就学前児童保護者用 30 29
「家庭教育支援チーム」の家庭訪問　　を　　６．の前か後に項目として追加するのはいかがで
しょうか。（別紙参照）
※「家庭教育支援チーム」が存在していなければ設ける必要があると考えます。

選択肢に「乳児家庭全戸訪問事業など
の訪問相談や指導」を追加します。

奥　　明　子 委員

114 就学前児童保護者用 30 29
設問の内容が効果的な”施策”を聞いているのか、効果的な状況・環境を聞いているのか、読
み取りにくい。

表記の方法を検討します。 髙橋　貴志 委員

115 就学前児童保護者用 30 29 なぜ「最も〜１つだけ」を選ばせるのか、理由が分からない。何れも無駄な物はないはず。
施策の重点や方向性をみるため、１つだ
け選択する設問としています。

佐藤　良文 委員

116 就学前児童保護者用 33 33
選択肢の11．について
No.1とも関連しますが、わざわざ「母親」とせずに、「親がリフレッシュできる機会を・・・」でよい
と思います。

「母親」を「親」に修正します。 佐山 茜子 委員
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117 就学前児童保護者用 33 33

７．屋外で子どもがひとりの（側に保護者がいない）ときに、危なくないか気にかけてほしい
←追加
８．行政の相談担当者に気軽に相談できる環境を整えてほしい　←表現を変えては。
１０．子育ての悩みや不安を気軽に相談できる育児経験者を紹介してほしい

選択肢に「危なくないか」を追加します。
選択肢の「育児の先輩」を「育児の経験
者」に修正します。

奥　　明　子 委員

118 就学前児童保護者用 33 33

①設問の「周囲」という言葉があいまいで、選択肢と連動していない。身近な人というのがわ
かりにくい。例えば、休暇をとることを理解してほしいといのは、同僚や上司ではないか。ま
た、選択肢の１，３，４，５，６は身近な人とは限らず、主語を具体的に示さないと意味が不明
瞭。
②回答者の日常生活で周囲にいる「身近な人」と「行政担当者」は、位置づけが違うのではな
いか。設問を分けたらどうか。

表記の方法を検討します。 楠田　喜彦 委員

119 就学前児童保護者用 34 34
問い自体不要である。現在いる子ども達に何が出来るかを考えるべきであって、ここに立ち入
るのは失礼である。また、この問いを作るのならば「子どもがいない」家庭にも、同じ問いをす
べき。

前回調査との比較するため、設問を設
定しています。

佐藤　良文 委員

120 就学前児童保護者用 34-1 34-1
【他の調査票も共通】 仕事・キャリアとの両立を想起させるような項目がないため、「６．やりた
いこと（仕事含む）～」というような表現にしたほうがいいのでは？

選択肢に「仕事と育児の両立が難しい」
を追加します。

宮本　一嘉 委員

121 就学前児童保護者用 34-1 34-1 10．仕事と家庭の両立が難しい　　を追加してはいかがでしょうか。
選択肢に「仕事と育児の両立が難しい」
を追加します。

奥　　明　子 委員

122 就学前児童保護者用 35 35
【他の調査票も共通】 活動の「支え手」として参加するというところが読み解きづらい（単に参
加するのと間違える可能性大）ため、「支え手」を太字や斜体等目立つようにしては？また、表
現も「支え手」ではなく「担い手」のほうがしっくりくる。

設問文を「地域社会における子ども・子
育てに関するボランティア活動等につい
て」に修正します。

宮本　一嘉 委員

123 就学前児童保護者用 35 35
①：「子育てに関する活動」は、「子ども・子育てに関する活動」とすべきか。
②：設問の「支え手として」というのは、活動の主催者として、またはボランティア等のサービス
提供者として、という意味なのか、わかりにくい。カッコ書きなどで例示を加えてはどうか。

設問文を「地域社会における子ども・子
育てに関するボランティア活動等につい
て」に修正します。

楠田　喜彦 委員

124 就学前児童保護者用 35 35
【他の調査票も共通】 スクールガード等「子どもの安全を守る活動」も選択肢にあったほうが
いいと思う。

選択肢に「子どもの安全を守る活動」を
追加します。

宮本　一嘉 委員
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125 就学前児童保護者用 36 36

①：質問の「子育てに関する活動に参加するにはどのような条件が整えばよいと思いますか」
は、実際にこうした活動に参加している人の感覚に合わないと思う。これらの選択肢を挙げて
質問するなら、「あなたが問３５のような地域社会での子ども・子育てに関する活動に参加す
るには、何が動機になりますか。」という質問の方が、感覚に合う。
②：上記①の前提で、選択肢６は「何かあればまず参加してみたい」、選択肢７は「条件を問わ
ず特に参加したいと思わない」としたらどうか。
③：選択肢３は、「活動時間が自分の生活に合うこと」と、「活動内容に興味があること」に分け
たほうが良い。時間と内容は別の参加動機。
④：選択肢に「地域の中で同じ子育て世代の友人が得られること」を加えてほしい。

①設問文を「動機や条件が必要だと思
いますか」に修正します。
②選択肢を「特に条件を問わず参加す
る」に修正します。
③選択肢を「活動時間が自分の生活に
合うこと」と「活動内容に興味があること」
に分割します。
④選択肢に「地域の中で同じ子育て世
代の友人が得られること」を追加します。

楠田　喜彦 委員

126 就学前児童保護者用 37 37
【他の調査票も共通】 児童館やキッズルームシビックのチラシをよく参考にしていますが選択
肢にありません。

選択肢に「子育てひろば・キッズルーム・
児童館などの区の施設」を追加します。

宮本　一嘉 委員

127 就学前児童保護者用 37 37

①選択肢１が冒頭に来るのは、実際問題として不適切ではないか（※区民に「区報ぶんきょ
う」を活用してほしいという事務局側のお気持ちは理解するものの、区報を常に手元に置いて
主たる情報入手源としている人は少数派か。一方、個別の催し物などの開催情報を得る手段
としては一定層には定着しているだろう。このあたりを踏まえ、現在の３の後あたりに示すの
が適切か）。
②選択肢２については、ホームページと、SNS（ツイッター、facebook）では利用者の広がりが
かなり違うので、「ホームページ」と、「SNS（ｔｗｉｔｔｅｒ、facebook）」に分けたらどうか。そのうえ
で、SNSについては、現在の８と９の間あたりに示すのが適切か（←ホームページとは、大分、
区民への浸透度が違うと思われる）。
③選択肢6に「児童館」を加えてほしい。
④選択肢に「幼稚園・保育園等からの配布物」を加えてほしい。

選択肢を「ホームページ」と「ＳＮＳ」に分
割します。また、選択肢に「子育てひろ
ば・キッズルーム・児童館などの区の施
設」を追加します。

楠田　喜彦 委員

128 就学前児童保護者用 37 37
2.”区”のホームページ以外のネット情報をどう扱うか。区限定ならば、設問を”区の子育て支
援サービスの～”とすべき。

設問文の文頭に「区の」を追加します。 髙橋　貴志 委員

129 就学前児童保護者用 38 38
【他の調査票も共通】 子ども関係で大きな問題（例：小１の壁、小４の壁）が生じるタイミングは
進学時のギャップや、施設間の際で起きるように思います。「滑らかな接続となるような校種間
や施設間の連携」のような選択肢があったらいいと思います。

保育園・幼稚園・小学校などの連携につ
いて検討します。

宮本　一嘉 委員

130 就学前児童保護者用 38 38
３．子育ての不安なや悩みの相談支援体制の整備（例：家庭教育支援チーム）　←「な」は削
除　　　　　　　　　　　　　　　　　　※「家庭教育支援チーム」がまだ存在していなければ設けるこ
との検討をお願いいたします。

選択肢の「な」を削除します。 奥　　明　子 委員
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131 就学前児童保護者用 38 38

①設問の「子育て支援」は幅が広すぎて何を聞きたいのかわかりにくい。また、聞きたいのは
一般論ではなく回答者の実際のニーズのはず。よって、設問の第一文を「以下のうち、あなた
にとって役立つ施設・サービスは何ですか。」に改める。
②それぞれの選択肢も、保健医療体制の整備、育成室の充実、非行防止、住宅政策が一緒
に並んでいるのはいくらなんでも幅広すぎ、施策レベルと事業レベルの内容が混在しているよ
うに思われる。何らかの統一感が必要。
③特に、選択肢５「保育所の定員増やサービスの質の充実」は、他の選択肢と抽象度が違い
過ぎて唐突。他の選択肢（特に６）と抽象度を合わせるのなら、「平日の日中に定期的に利用
できる保育サービスの充実」程度が妥当か。
④もし保育所の内容についての細かい具体的な選択肢を残すとしても、定員増とサービスの
質の充実は相反しうる命題であるので一つの選択肢に盛り込むのは不適切。また、保育所そ
のものの増設、というのが子育て支援の量的な拡充には最も「効く」対策であり、具体的な質
問をするならこれも加えた三つを別々の選択肢として並列すべき（※そうすると、他の選択肢
との抽象度のバランスが非常に悪くなるので、自ずと設問そのものを分けることになろうが）。
⑤選択肢13の「障害をもつ」は「障害のある」に改める。

表記の方法を検討します。 楠田　喜彦 委員

132 就学前児童保護者用 39 -

（意見①）この設問は削除する。
（理由①）そもそも設問の「子育てにかかわるサービス」は幅広すぎる。各回答者の考える妥
当な経費負担のあり方は、各サービスの内容・費用負担の絶対額などにより異なる。受益者
負担とする又は負担率を高めるのに馴染む事業もあろうが、例えば利用者の選択によらない
措置制度にもとづく社会的擁護関係施設（児童擁護施設、母子生活支援施設、乳児院など）
には受益者負担は馴染まない。よって、「子育てに関わるサービス」と聞かれても一概に答え
られず、このような漠とした設問で得たデータは役に立たない。また、「子育て支援計画」で個
別事業の費用の受益者負担の適正化まで議論するならともかく、議論しないなら、全体の分
量が多くなっていることもあるので、尚更この設問は削除したらよいのではないか。

設問を削除します。 楠田　喜彦 委員

133 就学前児童保護者用 39 -

（意見②）この設問を残すとしても、選択肢１～３は以下のように整理したらどうか。
１．主に利用者が経費を負担し、負担の配分は均等額によるべき（応益負担）。
２．主に利用者が経費を負担し、負担の配分は所得に応じた金額によるべき（応能負担）。
３．利用者と行政の双方で経費の負担を分担し、利用者への負担の配分は均等額によるべき
（応益負担）。
４．利用者と行政の双方で経費の負担を分担し、利用者への負担の配分は所得に応じた金
額によるべき（応能負担）。
５．主に行政が経費を負担すべき。
（理由②）
原案だと、選択肢１と２は対概念の関係にあるが、選択肢３と対概念になる選択肢がない。
また、原案は、応能負担も受益者負担の一形態であることを否定するかのように見える。
更に、子育てに関する各種事業・サービスの経費負担は、実際は利用者・行政の双方で負担
しているものが多いので、新３、４のような選択肢は必須。
新１～５の選択肢の順番は、負担割合の変化に応じた。
区とせずに行政としたのは、経費の行政側の実質的な負担主体は基礎自治体だけではない
ため。

設問を削除します。 楠田　喜彦 委員
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134 就学前児童保護者用 39 -

（意見③）この設問を残すとしても、「サービスを拡大」というのは、その主語が「行政」であるこ
とを明示したほうが良いのではないか。同時に、適切・簡潔な表現が思い浮かばないが「行政
による経費負担は、国民の納税負担の増加に帰結する」ということを設問中で何らかの形で
示すべきではないか。

設問を削除します。 楠田　喜彦 委員

135 就学前児童保護者用 40 39
前回調査と同様の項目とのことですが、選択肢の中に「産後ケアセンター」は入れるべきだと
思います。

区の既存保健サービスではないため、
選択肢の追加は考えていません。

宮本　一嘉 委員

136 就学前児童保護者用 41 40 設問に「あなたの子どもが」を挿入する。
設問文の文頭を「あなたの子どもが」に
修正します。

楠田　喜彦 委員

137 就学前児童保護者用 42 41
【他の調査票も共通】 学校や幼稚園で子どもがもらってくるパンフレット・小冊子をよく目にしま
すが選択肢にありません

選択肢に「ちらし・パンフレット・小冊子な
ど」を追加します。

宮本　一嘉 委員

138 就学前児童保護者用 42 41
選択肢３のインターネットは、もっと細かく分けてもよいのではないか。ホームページ、ウェブサ
イトの閲覧とSNSを分ける、携帯端末とPCを分ける、など。ネットでの情報収集は主流になっ
ていると想定されるからこそ、細かく聞いておいた方がよいのではないか。

選択肢を「ホームページ」と「ＳＮＳ」に分
割します。

楠田　喜彦 委員

139 就学前児童保護者用 43 42 寝袋、毛布などの寝具のニーズは尋ねなくて良いのか。
一般的な備蓄物資の選択肢は除外して
います。

楠田　喜彦 委員

140 就学前児童保護者用 43 42

問いの意図が分からない。「そのような物資を、区が用意すべきと考える」なのか？あるいは
「個人的に、非常持ち出し用品を用意しているか」を問うているのだろうか？　選択肢２に関連
して。区として、子育てには大量の水（洗ったり消毒したり）が必要であることを認識しているの
か？その選択肢は必要なのではないか？

未就学児のために区として何を準備す
ればよいかを検討するための設問となっ
ています。

佐藤　良文 委員

141 就学前児童保護者用 44 43
この設問で得た回答を子育て支援計画にどのように反映させるのか、疑問がある。調査票全
体のボリュームが非常に大きくなっていることから、不要なら削除。

クロス集計で使用するため、必要な設問
となっています。

楠田　喜彦 委員

142 就学前児童保護者用 45 44
【他の調査票も共通】 選択肢のうち「７．幼稚園・小学校などへの利便性」とありますが、単純
な利便性だけでなく学区・通学範囲は強く意識していると思います。想起させるような文言が
望ましいと思います。

選択肢を「幼稚園・小学校などへの通
園・通学の利便性」に修正します。

宮本　一嘉 委員
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143 就学前児童保護者用 47 46
子どもを連れて歩道を歩いていると、スピードを出して走る自転車とぶつかりそうになってヒヤ
リとした経験が何度もあります。選択肢に入れてほしいです。

選択肢に「自転車との衝突の恐れがあ
ること」を追加します。

宮本　一嘉 委員

144 就学前児童保護者用 48-1 47-1
調査票全体のボリュームが非常に大きくなっていること、また、利用頻度を聞いたところで公
園を増やす余地が区内に多くあるとも思えず特に児童遊園は面積も小さく設置できる遊具に
も限りがあることから、この設問を設けるかどうかには疑問がある。

前回調査との比較するため、設問を設
定しています。

楠田　喜彦 委員

145 就学前児童保護者用 48-2 47-2
公園・児童遊園を使わない理由に「見守る大人の目がなくて心配」という理由はあると思いま
す。未就学児の場合は特に。

未就学児では、子どもだけで公園・児童
遊園を利用することは想定していませ
ん。

宮本　一嘉 委員

146 就学前児童保護者用 48-3 47-3
調査票全体のボリュームが非常に大きくなっていること、また、特に児童遊園は面積も小さく
設置できる遊具にも限りがあることから、この設問を設けるかどうかには疑問がある。

前回調査との比較するため、設問を設
定しています。

楠田　喜彦 委員

147 就学前児童保護者用 49 48

文京区に対する「意見・要望」のみではなく、「参加・連携・協力」できる視点での「提案」などに
ついても記述していただく方法もあってよいのではないでしょうか。利用希望者、自身が「参
加、連携し、地域・行政と協力」し子育てを「妊娠から出産」を経て、楽しみながら行えるように
するため「提案を含む自由記述欄」を設けてはいかがでしょうか。

設問文に「ご提案」を追加します。 菅原　良次 委員

148 小学生保護者用 00 00

全体的に、国のひな形よりも分かりやすくするための工夫がされているのはとても良い。
例
・限定質問の誘導の表示のしかた（罫線で囲む、矢印で示すなど）がわかりやすい
・利用希望時間など、具体的な数値を書き込む記入欄のわかりやすさ
・就学前15頁冒頭「平成19年４月２日以前生まれである方」という表示のしかたが具体的でよ
い
など

対して、調査票全体のボリュームは、過大ではないか。前回のニーズ調査の未就学児保護者
の回答の傾向（保育サービスの既利用者の回答傾向が高い）を見ても、重すぎる調査票は回
答者の偏りをもたらす懸念がある。

各委員のご意見を踏まえ、設問の精査
を行います。

楠田　喜彦 委員

149 小学生保護者用 01 01

（意見）地域割りを、児童が歩いて移動できる範囲に細分化してほしい。
（理由）次回の子育て支援計画の対象期間から、いよいよ児童急増の年代が就学し始める。
現行計画以前の計画策定と比較しても、各地域で適切な事業量が確保されるかが大きな問
題となる。育成室の地域割りにしても、歩いて通える範囲、というのを強く意識したものと思わ
れるので、ニーズ調査そのものも同様の思想で設計しないと使えるデータにならない。

町丁目単位の設問に修正します。計画
策定時の区域割については、別途検討
します。

楠田　喜彦 委員
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150 小学生保護者用 02 02
・もし8月生まれを08と記入して欲しいのであれば、記入例を明示した方が良い。
・また、生年に加えて生月を問う理由が分からない。生年度が分かれば十分ではないか？

調査票に同封する案内状に記入方法を
記載します。
生年度のみでも必要な情報は収集でき
ますが、暦年と年度の誤回答を防止す
るため、生年月を設問としています。

西住　裕文 委員

151 小学生保護者用 03 03 ・兄弟が複数の場合、末子の生年月を問うているが、何故全員の生年月を問わないのか？
末子の年齢が子育ての負担に影響する
と考えているためです。

西住　裕文 委員

152 小学生保護者用 07 07

①子育て（教育を含む）に日常的にかかわっている方（施設）、という聞き方であれば、さすが
に小学校を選択肢に加えないのはおかしいのではないか。
②（公的サービスの対象ではないが）区内の児童が利用している割合、という意味では、学習
塾、各種お稽古事の比率は相当にあると思う。子どもの放課後・週末の時間の過ごし方を知
る、という意味でも、選択肢に加えて良いのではないか。
③父母や祖父母以外に援助を受けられる、同居する大人の有無は大きいと思われる。問31‐
１などで、選択肢に「同居者を含む親族・知人」が出てくることもあり、ここに「同居する親族」
「同居する知人」を加えてはどうか。また、虐待事案では親の交際相手・内縁関係者・継親か
らの虐待というケースが増えている。「ママのカレシ」とは聞けないが、「同居する知人」という
選択肢を設けることで、ここに含めることができるため、特にケアを必要とする（と想定される）
世帯の状況が一定程度は把握できるのではないか。児童相談所への虐待相談件数の内訳
では小学生が最も多いことから、配慮が必要と考える。

表記の方法を検討します。 楠田　喜彦 委員

153 小学生保護者用 08 08 項目として「学校を」設けるのはいかがでしょうか。
選択肢に「小学校」・「習い事・塾など」を
追加します。

奥　　明　子 委員

154 小学生保護者用 08 08
子育て（教育を含む）にもっとも影響すると思われる環境、という聞き方であれば、小学校を選
択肢に加えないのはおかしいのではないか？

選択肢に「小学校」・「習い事・塾など」を
追加します。

楠田　喜彦 委員

155 小学生保護者用 08 08 「小学校」を選択肢に入れなくて良いのか。
選択肢に「小学校」・「習い事・塾など」を
追加します。

髙橋　貴志 委員

156 小学生保護者用 09 09 設問に「日ごろ」とあり、選択肢は「日常的に」とあるので、「日常的に」に統一したらどうか。 設問中の「日ごろ」を削除します。 楠田　喜彦 委員
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157 小学生保護者用 09-1 09-1
２．祖父母等の親族の身体的負担や精神的負担が大きく心配である
３．祖父母等の親族の時間的制約が大きく心配である
※未就学児保護者９－１と同じ

選択肢２及び３を統合します。 奥　　明　子 委員

158 小学生保護者用 09-2 09-2
２．友人・知人の親族の身体的負担や精神的負担が大きく心配である
３．友人・知人の親族の時間的制約が大きく心配である
※未就学児保護者問９－１と同じ

選択肢２及び３を統合します。 奥　　明　子 委員

159 小学生保護者用 10(1)(2) 10(1)(2)

（意見）（２）－３として、100万円または200万円刻み程度で、年収に関する設問を加える。
（理由）問21のような質問によって今回のニーズ調査の結果を行政・受益者間の負担の適正
化の議論に何らかの形で用いる意図があるのであれば、所得分布とのクロス分析を可能とし
ておくのは必須。但し、問21への意見で述べた通り、個別の事業を特定せずに受益者負担の
議論をしても意義に乏しいこと、また、全体に調査票のボリュームが大きすぎること、子育て支
援計画の中で直接に受益者負担の適正化の議論を行うとは思われないことから、問21を削
除するのであれば、この設問の追加は不要。

問21を削除します。 楠田　喜彦 委員

160 小学生保護者用 10(2) 10(2) 問10（２）で５と６を選択した人の誘導先は問12のはず。国のひな形は、問12へ飛ばしている。
問10～12の就労状況に関する設問の構
成を修正します。

楠田　喜彦 委員

161 小学生保護者用 11 10
問10～問11への誘導のしかた（問11の限定質問で誰が回答すればよいか）がわかりにくい。
国のひな形通りなので仕方ないとは思うが。

問10～12の就労状況に関する設問の構
成を修正します。

楠田　喜彦 委員

162 小学生保護者用 12(1)(2) 10(1)(2)

（意見）選択肢３の「すぐにでも」と「１年以内」は切り分けた方がよい。
（理由）文京区など都心区では、国の指摘（就労を希望して実際の就労に結びつかないケー
スがあるということ）とは異なり、職種を限定しなければ就労を希望して実際の就労に結びつく
ケースは、地方都市に比べて多いはず。希望は細かく切り分けて把握しておいた方がよい。
後で選択肢を束ねて集計することは可能であるが、その逆はできない。

選択肢の「すぐにでも」と「１年以内」を分
割した選択肢へ修正します。

楠田　喜彦 委員

163 小学生保護者用 12(1)(2) 10(1)(2)

（意見）選択肢１は「就労の予定はない」とする。
（理由）「子育てや家事などに専念したい」と、「就労の予定はない」は、必ずしもイコールでは
ないのではないか（※多くの場合はそうであっても）。また、アンケートの原則として、「○○や
○○など」のような曖昧な尋ね方はできるだけ避けた方がよい。

選択肢を「就労の予定はない（子育てや
家事などに専念したいなど）」へ修正しま
す。

楠田　喜彦 委員
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164 小学生保護者用 14 12
１２．学校の先生や育成室・児童館の職員等にもっと相談できる環境をつくってほしいと感じる
を追加してはいかがでしょうか。

相談に関する他の設問があるため、選
択肢の追加は考えていません。

奥　　明　子 委員

165 小学生保護者用 14 12

子どもの虐待傾向につながる親の心理状態を把握しなくてよいか（問29への選択肢への追
加、もしくは設問を追加）。例として「子どもが思い通りに動いてくれない時に親としての自信が
なくなる」「子どもを抱くことに抵抗感がある」「子どもを邪魔に感じる時がある」「子どもがいる
ために、自分の楽しみを奪われた気がする」など。

選択肢に「子どもを邪魔に感じる時があ
る」・「子どもがいるために、自分の楽し
みを奪われた気がする」
を追加します。

楠田　喜彦 委員

166 小学生保護者用 17 16

７．屋外で子どもがひとりのときや子どもたちだけのときに、危なくないか気にかけてほしい
←追加
８．行政の相談担当者に気軽に相談できる環境を整えてほしい　←表現を変えては。
１０．子育ての悩みや不安を気軽に相談できる育児経験者を紹介してほしい

選択肢に「危なくないか」を追加します。
選択肢の「育児の先輩」を「育児の経験
者」に修正します。

奥　　明　子 委員

167 小学生保護者用 17 16

①設問の「周囲」という言葉があいまいで、選択肢と連動していない。身近な人というのがわ
かりにくい。例えば、休暇をとることを理解してほしいといのは、同僚や上司ではないか。ま
た、選択肢の１，３，４，５，６は身近な人とは限らず、主語を具体的に示さないと意味が不明
瞭。
②回答者の日常生活で周囲にいる「身近な人」と「行政担当者」は、位置づけが違うのではな
いか。設問を分けたらどうか。

表記の方法を検討します。 楠田　喜彦 委員

168 小学生保護者用 18 17
設問の内容が効果的な”施策”を聞いているのか、効果的な状況・環境を聞いているのか、読
み取りにくい。

表記の方法を検討します。 髙橋　貴志 委員

169 小学生保護者用 19 18
３．子育ての不安なや悩みの相談支援体制の整備（例：家庭教育支援チーム）　←「な」は削
除　　　　　　　　　　　　　　　　　　※「家庭教育支援チーム」がまだ存在していなければ設けるこ
との検討をお願いいたします。

選択肢の「な」を削除します。 奥　　明　子 委員
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170 小学生保護者用 19 18

①設問の「子育て支援」は幅が広すぎて何を聞きたいのかわかりにくい。また、聞きたいのは
一般論ではなく回答者の実際のニーズのはず。よって、設問の第一文を「以下のうち、あなた
にとって役立つ施設・サービスは何ですか。」に改める。
②それぞれの選択肢も、保健医療体制の整備、育成室の充実、非行防止、住宅政策が一緒
に並んでいるのはいくらなんでも幅広すぎ、施策レベルと事業レベルの内容が混在しているよ
うに思われる。何らかの統一感が必要。
③特に、選択肢５「育成室の定員増やサービスの質の充実」は、他の選択肢と抽象度が違い
過ぎて唐突。他の選択肢と抽象度を合わせるのなら、「育成室・児童館などの放課後・休日に
児童が利用できる施設の充実」程度が妥当か。
④もし育成室の内容についての細かい具体的な選択肢を残すとしても、定員増とサービスの
質の充実は相反しうる命題であるので一つの選択肢に盛り込むのは不適切。また、育成室そ
のものの増設、というのが子育て支援の量的な拡充には最も「効く」対策であり、具体的な質
問をするならこれも加えた三つを別々の選択肢として並列すべき（※そうすると、他の選択肢
との抽象度のバランスが非常に悪くなるので、自ずと設問そのものを分けることになろうが）。

表記の方法を検討します。
また、選択肢を「育成室・児童館などの
放課後・休日に児童が利用できる施設
の充実」に修正します。

楠田　喜彦 委員

171 小学生保護者用 20 19

①選択肢１が冒頭に来るのは、実際問題として不適切ではないか（※区民に「区報ぶんきょ
う」を活用してほしいという事務局側のお気持ちは理解するものの、区報を常に手元に置いて
主たる情報入手源としている人は少数派か。一方、個別の催し物などの開催情報を得る手段
としては一定層には定着しているだろう。このあたりを踏まえ、現在の３の後あたりに示すの
が適切か）。
②選択肢２については、ホームページと、SNS（ツイッター、facebook）では利用者の広がりが
かなり違うので、「ホームページ」と、「SNS（ｔｗｉｔｔｅｒ、facebook）」に分けたらどうか。そのうえ
で、SNSについては、現在の８と９の間あたりに示すのが適切か（←ホームページとは、大分、
区民への浸透度が違うと思われる）。
③選択肢に「学校からの配布物」を加えてほしい。

選択肢を「ホームページ」と「ＳＮＳ」に分
割します。

楠田　喜彦 委員

172 小学生保護者用 20 19
2.”区”のホームページ以外のネット情報をどう扱うか。区限定ならば、設問を”区の子育て支
援サービスの～”とすべき。

設問文の文頭に「区の」を追加します。 髙橋　貴志 委員

173 小学生保護者用 21 -

（意見①）この設問は削除する。
（理由①）そもそも設問の「子育てにかかわるサービス」は幅広すぎる。各回答者の考える妥
当な経費負担のあり方は、各サービスの内容・費用負担の絶対額などにより異なる。受益者
負担とする又は負担率を高めるのに馴染む事業もあろうが、例えば利用者の選択によらない
措置制度にもとづく社会的擁護関係施設（児童擁護施設、母子生活支援施設、乳児院など）
には受益者負担は馴染まない。よって、「子育てに関わるサービス」と聞かれても一概に答え
られず、このような漠とした設問で得たデータは役に立たない。また、「子育て支援計画」の策
定で個別事業の費用の受益者負担の適正化まで議論するならともかく、議論しないなら、調
査票全体のボリュームが多くなっていることもあるので、尚更この設問は削除したらよいので
はないか。

設問を削除します。 楠田　喜彦 委員
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174 小学生保護者用 21 -

（意見②）この設問を残すとしても、選択肢１～３は以下のように整理したらどうか。
１．主に利用者が経費を負担し、負担の配分は均等額によるべき（応益負担）。
２．主に利用者が経費を負担し、負担の配分は所得に応じた金額によるべき（応能負担）。
３．利用者と行政の双方で経費の負担を分担し、利用者への負担の配分は均等額によるべき
（応益負担）。
４．利用者と行政の双方で経費の負担を分担し、利用者への負担の配分は所得に応じた金
額によるべき（応能負担）。
５．主に行政が経費を負担すべき。
（理由②）
原案だと、選択肢１と２は対概念の関係にあるが、選択肢３と対概念になる選択肢がない。
また、原案は、応能負担も受益者負担の一形態であることを否定するかのように見える。
更に、子育てに関する各種事業・サービスの経費負担は、実際は利用者・行政の双方で負担
しているものが多いので、新３、４のような選択肢は必須。
新１～５の選択肢の順番は、負担割合の変化に応じた。
区とせずに行政としたのは、経費の行政側の実質的な負担主体は基礎自治体だけではない
ため。

設問を削除します。 楠田　喜彦 委員

175 小学生保護者用 21 -

（意見③）この設問を残すとしても、「サービスを拡大」というのは、その主語が「行政」であるこ
とを明示したほうが良いのではないか。同時に、適切・簡潔な表現が思い浮かばないが「行政
による経費負担は、国民の納税負担の増加に帰結する」ということを設問中で何らかの形で
示すべきではないか。

設問を削除します。 楠田　喜彦 委員

176 小学生保護者用 22-1 20-1 10．仕事と家庭の両立が難しい　　を追加してはいかがでしょうか。
選択肢に「仕事と家庭の両立が難しい」
を追加します。

奥　　明　子 委員

177 小学生保護者用 23 21
①：「子育てに関する活動」は、「子ども・子育てに関する活動」とすべきか。
②：設問の「支え手として」というのは、活動の主催者として、またはボランティア等のサービス
提供者として、という意味なのか、わかりにくい。カッコ書きなどで例示を加えてはどうか。

設問文を「地域社会における子ども・子
育てに関するボランティア活動等につい
て」に修正します。

楠田　喜彦 委員

178 小学生保護者用 24 22

①：質問の「子育てに関する活動に参加するにはどのような条件が整えばよいと思いますか」
は、実際にこうした活動に参加している人の感覚に合わないと思う。これらの選択肢を挙げて
質問するなら、「あなたが問２３のような地域社会での子ども・子育てに関する活動に参加す
るには、何が動機になりますか。」という質問の方が、感覚に合う。
②：上記①の前提で、選択肢６は「何かあればまず参加してみたい」、選択肢７は「条件を問わ
ず特に参加したいと思わない」としたらどうか。
③：選択肢３は、「活動時間が自分の生活に合うこと」と、「活動内容に興味があること」に分け
たほうが良い。時間と内容は別の参加動機。
④：選択肢に「地域の中で同じ子育て世代の友人が得られること」を加えてほしい。

①設問文を「動機や条件が必要だと思
いますか」に修正します。
②選択肢を「特に条件を問わず参加す
る」に修正します。
③選択肢を「活動時間が自分の生活に
合うこと」と「活動内容に興味があること」
に分割します。
④選択肢に「地域の中で同じ子育て世
代の友人が得られること」を追加します。

楠田　喜彦 委員
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179 小学生保護者用 25 23 設問に「あなたの子どもが」を挿入する。
設問文の文頭を「あなたの子どもが」に
修正します。

楠田　喜彦 委員

180 小学生保護者用 26 24 ７．その他（例：新聞等　　　　　　　）と（　）の中に入れてはどうでしょうか 選択肢に「新聞」を追加します。 奥　　明　子 委員

181 小学生保護者用 26 24
選択肢３のインターネットは、もっと細かく分けてもよいのではないか。ホームページ、ウェブサ
イトの閲覧とSNSを分ける、携帯端末とPCを分ける、など。ネットでの情報収集は主流になっ
ていると想定されるからこそ、細かく聞いておいた方がよいのではないか。

選択肢を「ホームページ」と「ＳＮＳ」に分
割します。

楠田　喜彦 委員

182 小学生保護者用 27 25

（意見）
【用語の説明】を以下のように変えてほしい。
※２ 「放課後全児童向け事業（放課後子ども教室）」･･･地域の方々の協力を得て、放課後や
週末に小学校等で学習・ス
　　 ポーツ・文化芸術活動などを体験する取組です。現在、区内で●拠点で運営しており、1
拠点当たり年間●日程度、開催しています。保護者の就労の有無に関わらず、すべての小学
生が事前の登録なく利用でき、定員はありません。
※３ 「育成室」･･･保護者が就労等により昼間家庭にいない場合などに、指導員の下、平日の
放課後や土曜日・長期休暇中の日中の子どもの生活の場を年間を通じて毎日提供するもの
です。事業の利用にあたっては、月額 5,000円（平成25年度）の利用料がかかり、1室あたりの
定員があります。 （現在は要配慮児を除き、小学生低学年（1～3年生）を対象としています。）
（理由）
それぞれの制度をよく知らない保護者も多いと思われるので、両制度の違う点を明示して書
き分ける必要がある。

用語説明一覧を作成します。 楠田　喜彦 委員

183 小学生保護者用 27 25

（意見）
選択肢５と６の順番を入れ替えてほしい。
（理由）
このような選択肢を列挙する中に類似するように見える項目がある場合、先に出てきた選択
肢が強い印象を残すのは否めない。文京区の場合、まず、育成室は定員を設定する事業とし
て運営されている一方、放課後全児童向け事業は定員の無い事業として運営されているの
で、育成室の方がニーズ量についてより精緻な予測が必要と思われる。よって、これについて
の他の選択肢の影響は出来る限り小さくしたい。また、実施拠点数が育成室の方が遥かに多
いことからも、文京区の場合は学童保育（育成室）を先の順番で示すことにも合理性があると
思われる。

選択肢５と６の順番を入れ替えます。 楠田　喜彦 委員

184 小学生保護者用 27 25
育成室について、利用料や対象を注記しているのであれば、利用できる終わりの時刻も示し
た方がよいのではないか。

用語説明一覧を作成します。 加藤　智子 委員
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185 小学生保護者用 27-1 25-1 アンケート対象者が小学校4～6年生であることを想定した答えが選択肢に無い。
設問を小学生低学年（１年生～３年生）
に限定します。

西住　裕文 委員

186 小学生保護者用 28 26
ここにも「教育センターや福祉センター」などの療育機関や「スポーツセンター」などが加えら
れると、もっといいと思います。

選択肢に「療育機関」を追加します。 石川　良子 委員

187 小学生保護者用 28 26

（意見）
【用語の説明】を以下のように変えてほしい。
※２ 「放課後全児童向け事業（放課後子ども教室）」･･･地域の方々の協力を得て、放課後や
週末に小学校等で学習・ス
　　 ポーツ・文化芸術活動などを体験する取組です。現在、区内で●拠点で運営しており、1
拠点当たり年間●日程度、開催しています。保護者の就労の有無に関わらず、すべての小学
生が事前の登録なく利用でき、定員はありません。
※３ 「育成室」･･･保護者が就労等により昼間家庭にいない場合などに、指導員の下、平日の
放課後や土曜日・長期休暇中の日中の子どもの生活の場を年間を通じて毎日提供するもの
です。事業の利用にあたっては、月額 5,000円（平成25年度）の利用料がかかり、1室あたりの
定員があります。 （現在は要配慮児を除き、小学生低学年（1～3年生）を対象としています。）
（理由）
それぞれの制度をよく知らない保護者も多いと思われるので、両制度の違う点を明示して書
き分ける必要がある。

用語説明一覧を作成します。 楠田　喜彦 委員

188 小学生保護者用 28 26

（意見）
選択肢５と６の順番を入れ替えてほしい。
（理由）
このような選択肢を列挙する中に類似するように見える項目がある場合、先に出てきた選択
肢が強い印象を残すのは否めない。文京区の場合、まず、育成室は定員を設定する事業とし
て運営されている一方、放課後全児童向け事業は定員の無い事業として運営されているの
で、育成室の方がニーズ量についてより精緻な予測が必要と思われる。よって、これについて
の他の選択肢の影響は出来る限り小さくしたい。また、実施拠点数が育成室の方が遥かに多
いことからも、文京区の場合は学童保育（育成室）を先の順番で示すことにも合理性があると
思われる。

選択肢５と６の順番を入れ替えます。 楠田　喜彦 委員

189 小学生保護者用 28 26
育成室について、利用料や対象を注記しているのであれば、利用できる終わりの時刻も示し
た方がよいのではないか。

用語説明一覧を作成します。 加藤　智子 委員

190 小学生保護者用 28-2 26-2
子どもが小学校低学年の場合は将来を思い描きながら回答するので、選択肢「１．現在就労
している」の「現在」は取り除いたほうがいいと思います。

選択肢の「現在」を削除します。 宮本　一嘉 委員
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191 小学生保護者用 28-2 26-2
子どもが小学校高学年の場合は、低学年時に慣れ親しんだ環境で子どもが安心して過ごせ
るから育成室を利用したいという理由もあると思います。

育成室の申請要件に関する選択肢とし
ているため、選択肢の追加は考えてい
ません。

宮本　一嘉 委員

192 小学生保護者用 29 27

（意見①）児童館について聞く前に、児童館について正確に説明しておいた方がよい。以下の
文案はどうか。
「児童館は、児童（満18歳に満たない者）を対象とした、児童福祉法にもとづく児童厚生施設で
す。その本来の役割は、子どもが持つ能力を認め、引き出し発展させること、自由な雰囲気の
中で、一人ひとりの要求にもとづき、子どもの成長を個別的・集団的に援助することにありま
す。現在、文京区内には17館が設置されています。利用料は無料です。」
（理由①）
中高生までを対象とした事業の必要性を把握する選択肢を入れているので、まずは中高生も
その対象となることを説明する必要がある。また、説明の文案としては、児童福祉法40条の児
童厚生施設の規定（児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにする
ことを目的とする施設）に止まらず、文案のように、子どもへの対応の原則を、児童館の役割
に即して示すべき。ちなみにこの文案は、東京都児童福祉審議会の「意見具申」（1972年11月
15日）の中で、「児童館の基本的な考え方」として、「児童福祉法の規定を皮相一面的に捉え
てはならない」という指摘のもと、示された文章から引用している。東京の児童館はこのような
考え方にもとづき運営されてきており、この点で他県の児童館と本質的に捉えが異なる実践
を蓄積してきた歴史がある。

用語説明一覧を作成します。 楠田　喜彦 委員

193 小学生保護者用 29 27
（意見②）設問の「児童館」の後に、「（育成室としての利用を除く）」を加えたらどうか。
（理由②）児童館併設の育成室を利用する児童の保護者の場合、児童館機能について聞い
ていることを明記しないと、相当数が混同して回答するおそれがある。

設問文に、「（育成室としての利用を除
く）」を追加します。

楠田　喜彦 委員

194 小学生保護者用 31-1 29-1
選択肢５の「病児・病後児の保育を利用した」は、公設の病児病後児保育と民間の病児病後
児保育の二つの選択肢に分けてもよいのではないか。

公設の病児病後児保育と民間の病児病
後児保育の二つ分けた選択肢に修正し
ます。

楠田　喜彦 委員

195 小学生保護者用 31-1 29-1
選択肢8の「仕方なく」は不要。「仕方ない」と思っていない人もいる。選択肢の鉄則として、事
実だけを聞いた方がよい。

「仕方なく」を削除します。 楠田　喜彦 委員

196 小学生保護者用 31-1 29-1
選択肢１～３を選び、さらに４～９のいずれかも選らんだ場合の行き先がわかりにくい。正確な
回答が得られるのか。

両方回答するものとなっているため、現
在の構成となっております。

楠田　喜彦 委員

197 小学生保護者用 31-1 29-1
選択肢３は、幅が広すぎる。「同居する親族・知人」と「同居していない親族・知人」に分けた方
がよいのではないか。

選択肢を「親族・知人に子どもを看ても
らった」に修正します。

楠田　喜彦 委員
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198 小学生保護者用 31-2 29-2
選択肢１「できれば」は不要。この選択肢だと、切実ではなくても「一応、○をつけておこう」とい
う人が増え、ニーズが高めに出る。もしくは、「ぜひ利用したい」と「できれば利用したい」を分
けて聞く。

選択肢の「できれば」を削除します。 楠田　喜彦 委員

199 小学生保護者用 32 30
保護者の用事の範囲を（　　　）内の内容が限定している印象を受ける。やむを得ない用事と
いう意味なのか。

やむを得ない用事という意図で記載して
います。

髙橋　貴志 委員

200 小学生保護者用 32 30
「保護者の用事」には例示がないが、仕事は含まれないのか。
泊りがけの出張の場合のニーズがあるのではないか。

一部の仕事を含みますが、例示には追
加していません。

加藤　智子 委員

201 小学生保護者用 33-4 31-4 選択肢に、「ちょうどよいサービス提供者が見つからなかった」を入れてはどうか。
選択肢に「サービス提供者が見つからな
かった」を追加します。

楠田　喜彦 委員

202 小学生保護者用 34 32
教育改革区民会議で実施した「教育に関する区民意識調査」にも同様の調査項目がありまし
た。設問を削るべきとまでは言いませんが、分析の際には参考にする等、単純重複にならな
いよう配慮が必要だと思います。

現在の状況を把握するため、設問を設
定しています。

宮本　一嘉 委員

203 小学生保護者用 35 33
教育改革区民会議で実施した「教育に関する区民意識調査」にも同様の調査項目がありまし
た。設問を削るべきとまでは言いませんが、分析の際には参考にする等、単純重複にならな
いよう配慮が必要だと思います。

現在の状況を把握するため、設問を設
定しています。

宮本　一嘉 委員

204 小学生保護者用 36 34
この設問で得た回答を子育て支援計画にどのように反映させるのか、疑問がある。調査票全
体のボリュームが非常に大きくなっていることから、不要なら削除。

前回調査との比較するため、設問を設
定しています。

楠田　喜彦 委員

205 小学生保護者用 39 37
就学児童の場合、７．周囲の人が…　　と　８．荷物や子どもに手を取られて…　　は削除して
もいいのではないでしょうか

選択肢「荷物や子どもに手を取られ
て・・・」を削除します。

奥　　明　子 委員

206 小学生保護者用 40-1 38-1
調査票全体のボリュームが非常に大きくなっていること、また、利用頻度を聞いたところで公
園を増やす余地が区内に多くあるとも思えず特に児童遊園は面積も小さく設置できる遊具に
も限りがあることから、この設問を設けるかどうかには疑問がある。

前回調査との比較するため、設問を設
定しています。

楠田　喜彦 委員
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207 小学生保護者用 41 39 ”スポーツ”をどの範囲でとらえているのか、不明確。遊びとスポーツの線をどこで引くのか。 表記の方法を検討します。 髙橋　貴志 委員

208 小学生保護者用 43 41

文京区に対する「意見・要望」のみではなく、「参加・連携・協力」できる視点での「提案」などに
ついても記述していただく方法もあってよいのではないでしょうか。利用希望者、自身が「参
加、連携し、地域・行政と協力」し子育てを「妊娠から出産」を経て、楽しみながら行えるように
するため「提案を含む自由記述欄」を設けてはいかがでしょうか。

設問文に「ご提案」を追加します。 菅原　良次 委員

209 中学生保護者用 01 01 未就学児、小学生の保護者向け調査票と同様に、地域の細分化が必要。
町丁目単位の設問に修正します。計画
策定時の区域割については、別途検討
します。

楠田　喜彦 委員

210 中学生保護者用 07 07
本人調査票の１、１－２のコメントと同様。
加えて、７－１の設問は、主語が子どもであることを明示すべき。

設問文の「学校であったことなどについ
て」を削除します。
設問文に「あて名のお子さんは」を追加
します。

楠田　喜彦 委員

211 中学生保護者用 09 09

中学生の場合
６．土日や夜間など定期的に利用できる保育サービスの充実　　はいらないのではないでしょ
うか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６．としていじめや虐待防止のための相
談支援体制の充実を入れてはいかがでしょうか

選択肢の「土日や夜間など定期的に利
用できる保育サービスの充実」を削除し
ます。また、選択肢に「いじめや児童虐
待防止のための相談支援体制」を追加
します。

奥　　明　子 委員

212 中学生保護者用 11-1 11-1 4.学校の先生・スクールカウンセラーを１つにまとめてよいか。
学校内の支援体制として１つにまとめて
います。

髙橋　貴志 委員

213 中学生保護者用 13 13
なぜここで、この様な質問が設定されているのか理由が良く分からない。
子どもは中学校生活に満足しているか、夢を持って日々暮らしているか、などではいけないの
か？

前回調査との比較するため、設問を設
定しています。

西住　裕文 委員

214 中学生保護者用 14 14
なぜここで、この様な質問が設定されているのか理由が良く分からない。
子どもは中学校生活に満足しているか、夢を持って日々暮らしているか、などではいけないの
か？

前回調査との比較するため、設問を設
定しています。

西住　裕文 委員

215 中学生保護者用 15 15
槐の会が行っている、「STEP」や「JOY」といった活動をしてくれる場所（何と表現したらいいか
分からないのですが・・・。）

選択肢に「障がいのある生徒の放課後
を過ごす場所」を追加します。

石川　良子 委員

216 中学生保護者用 16 16 あいさつをすることと、話をすることを同列に考えてよいか。 表記の方法を検討します。 髙橋　貴志 委員

217 中学生保護者用 20 20

文京区に対する「意見・要望」のみではなく、「参加・連携・協力」できる視点での「提案」などに
ついても記述していただく方法もあってよいのではないでしょうか。利用希望者、自身が「参
加、連携し、地域・行政と協力」し子育てを「妊娠から出産」を経て、楽しみながら行えるように
するため「提案を含む自由記述欄」を設けてはいかがでしょうか。

設問文に「ご提案」を追加します。 菅原　良次 委員
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218 中学生本人用 － －
①中学生世帯向け、となっているが、親の回答と同封して親が発送するような調査方法では、
子どもの真の意見は得られない。絶対に別に調査すべき。
②調査票を別にする前提で、保護者調査票の問１－５の設問を本人調査票にも追加。

中学生本人だけでは、回答が得られにく
いと想定されるため、保護者と合わせて
調査を実施し、回収率を上げたいと考え
ています。

楠田　喜彦 委員

219 中学生本人用 - -
デジタルデバイスの利用状況（例：PC、携帯、スマホなど）と、コミュニケーションに使っている
手段（携帯での通話、LINEなどSNS、emailなど）を聞いたらどうか。

他の調査があるため、設問の追加は考
えていません。

楠田　喜彦 委員

220 中学生本人用 - - インターネット上のトラブル体験の有無を類型別に聞いたらどうか。
他の調査があるため、設問の追加は考
えていません。

楠田　喜彦 委員

221 中学生本人用 01 01
あなたは、家族と学校であったことなどについてよく話しをしますか。
→あなたは、学校であったことなどについて家族とよく話しをしますか。
「家族と」を後ろに持ってきた方が誤読が無いと思います。

設問文の「学校であったことなどについ
て」を削除します。

西住　裕文 委員

222 中学生本人用 01 01
設問での「学校であったことなどについて」という誘導は不要。話す内容については別の設問
（問1-2、下記参照）とする。

設問文の「学校であったことなどについ
て」を削除します。

楠田　喜彦 委員

223 中学生本人用 01-2 01-2

問１本問で１、２を選んだ回答者向けの複数選択可能な設問として、「家族と何を話します
か？」を追加。選択肢は、学校であったこと、友達関係など設問２の選択肢に重複する内容に
加え、家族の職場や仕事の話、兄弟姉妹の学校の話、テレビやインターネットで見たこと、ス
ポーツに関すること、ファッション・流行、勉強の内容、時事問題など。

コミュニケーションに関しては、頻度まで
の設問と考えています。

楠田　喜彦 委員

224 中学生本人用 02 02 部活動をどのように扱うか。 選択肢に「部活動のこと」を追加します。 髙橋　貴志 委員

225 中学生本人用 04 04

問４、５の「どこで過ごすか」に続いて、「何をして過ごすか」の設問を追加したらどうか。
選択肢は、友達と過ごす、家族と過ごす、勉強する、テレビを見る、友達と電話する、インター
ネットを見る、スポーツをする、本を読む、マンガを読む、何もしないで休む、など。「どこで過ご
すか」と重なる部分も多いが、普通の中学生が「何をして過ごしているか」という情報は、適切
な公共サービスを見定める上で必須の情報。

「何をして過ごすか」の設問を追加しま
す。

楠田　喜彦 委員

226 中学生本人用 05 05

問４、５の「どこで過ごすか」に続いて、「何をして過ごすか」の設問を追加したらどうか。
選択肢は、友達と過ごす、家族と過ごす、勉強する、テレビを見る、友達と電話する、インター
ネットを見る、スポーツをする、本を読む、マンガを読む、何もしないで休む、など。「どこで過ご
すか」と重なる部分も多いが、普通の中学生が「何をして過ごしているか」という情報は、適切
な公共サービスを見定める上で必須の情報。

「何をして過ごすか」の設問を追加しま
す。

楠田　喜彦 委員
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227 中学生本人用 07 07 4.学校の先生・スクールカウンセラーを１つにまとめてよいか。
学校内の支援体制として１つにまとめて
います。

髙橋　貴志 委員

228 中学生本人用 08-2 08-2 「友達が参加しないから」という選択肢も必要。
選択肢に「友達が参加しないから」を追
加します。

楠田　喜彦 委員

229 中学生本人用 12 12

選択肢は、以下のように整理したらどうか。
１．個人や家族が自由に気軽にスポーツを楽しめる施設の一般開放（区の体育館、グラウン
ド、プール、学校の校庭・体育館など）
２．競技種目（水泳、サッカー、野球、卓球など）のスポーツ教室
３．上記２のスポーツ教室よりも上級者向けの専門家向けの指導
４．ハイキング・登山など自然と親しむアウトドア活動のためのレクリエーション事業
５．その他

選択肢を修正します。 楠田　喜彦 委員
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