
【 中学生保護者用 】 

文京区子育て支援に関するニーズ調査

～　調査へのご協力のお願い　～

　平成25年10月
文京区長　成　澤　廣　修 

【　ご記入にあたってのお願い　】

◇ この調査票
⇒ あて名のお子さんの保護者の方がお答えください。

◇ 別冊の「中学生本人用」調査票
⇒ あて名のお子さん本人にお答えいただくようお渡しください。
⇒ お子さん本人の回答が終わりましたら、同封の無地の封筒に入れて

封をしてもらい、保護者用調査票とまとめて、ご投函ください。

● 特にことわりのある場合以外は、封筒のあて名のお子さんについてご記入ください。
● 回答は、選択肢の番号を選んで○印をつけていただく場合と、数字などを記入していただく

場合があります。
● ご回答の○印の数は、（○は１つ）、（○は３つまで）、（○はいくつでも）などと表示し

ていますので、それに合わせてください。また、「その他」を選んだ場合は、その後にある
（　　）内に具体的な内容を記入してください。

● 数字（人数など）をご回答いただく場合は、一枠に一字ご記入ください。
● 設問によって回答していただく方が限られる場合がありますので、ことわり書きや矢印に

従って回答してください。特にことわりのない場合は、次の設問に進んでください。

ご記入いただいた調査票は、「中学生本人用調査票」（別封筒に入れて封を ご投函締切り

したもの）と合わせて、同封の返信用封筒に入れてご投函ください。

（切手を貼らずにお出しください。住所・氏名を記入する必要はありません）

【 お問い合わせ先 】 文京区　男女協働子育て支援部　子育て支援課

 〒112-8555　東京都文京区春日一丁目１６番２１号
 　電　話 ： ０３－５８０３－１２５６（直通）
 　ＦＡＸ ： ０３－５８０３－１３４５

計画に反映するとともに、今後の区の子育て支援施策の充実に生かしてまいります。
　なお、個々の回答やプライバシーに関わる内容が公表されたり、他の目的に利用されたりする
ことは一切ありません。

　この調査は、これらの計画の策定にあたり、区民の皆様の子育てやサービスの利用に関する状
況や利用希望、ご意見等を把握するために実施するものです。
　本調査票につきましては、中学生のお子さんを住民票から無作為に抽出し、お子さんとその保
護者の皆様にお送りさせていただきました。

１０月２１日（月）

　日頃より文京区の子育て支援施策にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。
　文京区では、現在、安心して子育てができ、子育てに喜びを感じられるまちをつくるため、
「文京区子育て支援計画（平成22年度～26年度）」に基づき、様々な子育て支援策を実施してい
ます。
　また、平成26年度には、次期「文京区子育て支援計画（平成27年度～31年度）」を策定する予
定です。

　調査の趣旨をご理解いただき、是非ご協力くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

　区では、この結果を子育て当事者等が参加する文京区子ども・子育て会議等において審議し、



いただいた回答は、文京区の子育て支援の充実に生かされます

● ご回答内容は、今後の文京区の子育て支援計画策定のための大変重要な資料と

なります。

● 現在、文京区の子ども・子育て支援事業や施設を使用されている方のみならず、利用

されていない方のご意見も、今後の子育て支援計画策定のために大切なデータとなり

ます。

● 子育て中の皆様においてはご多忙の折、ご負担をおかけし、誠に申し訳ございません

が、調査の趣旨をご理解いただくとともに、何卒ご協力くださいますよう改めてお願い

申し上げます。
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問１ お住まいの地区としてあてはまる答えの番号１つに○をつけてください。 （○は１つ）

１． 後楽 ６． 水道 11． 音羽 16． 弥生
２． 春日 ７． 小日向 12． 本郷 17． 根津
３． 小石川 ８． 大塚 13． 湯島 18． 千駄木
４． 白山 ９． 関口 14． 西片 19． 本駒込
５． 千石 10． 目白台 15． 向丘

 問１-１  お住まいの丁目をご記入ください。

 丁目

 ■ 封筒のあて名のお子さんとご家族についておうかがいします。

問２ あて名のお子さんの学年と性別をお答えください。

あてはまる答えの番号１つに○をつけてください。 （○は１つ）

１． 中学１年　男子 ３． 中学２年　男子 ５． 中学３年　男子

２． 中学１年　女子 ４． 中学２年　女子 ６． 中学３年　女子

問３ あて名のお子さんと同居されている方はどなたですか。なお、続柄はあて名のお子さんからみた関係です。

あてはまる答えの番号すべてに○をつけてください。 （○はいくつでも）

１． 母親 ３． 兄弟姉妹 ５． 祖父

２． 父親 ４． 祖母 ６． その他（ ）

問４ あて名のお子さんと同居されている家族全員（あて名のお子さんを含む）の人数は何人ですか。

 人

問５ あて名のお子さんは何人きょうだいの何番目ですか。

 人 きょうだいの  番目

問６ この調査票にご回答（記入）いただく方はどなたですか。あて名のお子さんからみた関係でお答えください。

あてはまる答えの番号１つに○をつけてください。 （○は１つ）

１． 母　親 ２． 父　親 ３． その他（　 ）

 ■ すべての方に、親子のコミュニケーションについておうかがいします。

問７ あて名のお子さんとご家族でよく話をしますか。

あてはまる答えの番号１つに○をつけてください。 （○は１つ）

１． よく話をする ２． ときどき話をする ３． あまり話はしない 問８へ

 問７－１  問７で、「１．よく話をする」または「２．ときどき話をする」とお答えの方におうかがいします。

 あて名のお子さんは、主に誰と話をしますか。

 あてはまる答えの番号すべてに○をつけてください。 （○はいくつでも）

１． 母親 ３． 兄弟姉妹 ５． 祖父

２． 父親 ４． 祖母 ６． その他（ ）
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 ■ すべての方に、子育てのイメージや子育て支援についておうかがいします。

問８ あなたは、自分にとって子育てを楽しいと感じることが多いと思いますか。それとも辛いと感じることが多いと

思いますか。あてはまる答えの番号１つに○をつけてください。 （○は１つ）

１． 楽しいと感じることの方が多い

２． 楽しいと感じることと辛いと感じることが同じくらい

３． 辛いと感じることの方が多い

４． その他（ ）

５． わからない

問９ 子育て支援にはどのような施設やサービスが有効だと思いますか。

あてはまる答えの番号３つまで○をつけてください。 （○は３つまで）

１． 子育て支援に関する情報提供

２． 子どもの健康や成長を支える保健医療体制の整備

３． 子育ての不安や悩み・いじめや虐待防止のための相談支援体制の整備

４． 親同士の助け合い活動や、地域の相互扶助体制の整備

５． 放課後・休日に中学生が利用できる施設の充実

６． 男性も女性も仕事と子育てが両立しやすい環境の整備

７． 確かな学力、豊かな人間性、体力を育成する教育環境の整備

８． 子どもたちだけで安心して遊ぶことができる公園や児童遊園の整備

９． 非行防止等、子どもが健全に育つための対策の充実

10． 子ども連れでも活動しやすいまちづくり

11． 子育て家庭のための住宅施策の推進

12． 障がいのある子どもや虐待を受けている子どもに対する支援の充実

13． 児童手当などの給付や利用料金減免などの経済的援助

14． その他（ ）

15． 特にない

問10 あなたは、子育てをする上でどのような不安や悩みを持っていますか。

あてはまる答えの番号すべてに○をつけてください。 （○はいくつでも）

１． 自分の時間がとれず、自由がない

２． 子どもがいるために、自分の楽しみを奪われているように感じる

３． 子育てにおわれ、社会から孤立するように感じる

４． 子育てと仕事・キャリアとの両立が難しい

５． 子育ては親の責任といわれ、不安と負担を感じる

６． 夫婦あるいは家族の間で子育てについての考えが違う

７． 配偶者の子育てへのかかわりが少ない

８． 子どもとのふれあいが十分できない

９． 子どものしつけがわからない

10． 子どもを邪魔に感じるときがある

11． 子どもの学習・授業の進度のこと

12． 子どもの進路や進学のこと

13． 子どもの友人関係のこと

14． 子どもの健康、性格や癖などについて心配である

15． 子育て（教育を含む）に伴う経済的な負担が大きいと感じる

16． その他（ ）

17． 特に不安や悩みはない

○
は
３
つ
ま
で
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問11 あて名のお子さんの子育て（教育を含む）をする上で、気軽に相談できる人はいますか。

また、相談できる場所はありますか。あてはまる答えの番号１つに○をつけてください。 （○は１つ）

１． いる／ある ２． いない／ない 　問12へ

 問11－1  問11で、「１．いる／ある」とお答えの方におうかがいします。

お子さんの子育て（教育を含む）に関して、気軽に相談できる先は誰（どこ）ですか。

あてはまる答えの番号すべてに○をつけてください。 （○はいくつでも）

１． 祖父母等の親族 ６． 民生委員・児童委員

２． 友人や知人 ７． かかりつけの医師

３． 近所の人 ８． 文京区の子育て関連相談窓口

４． 中学校教諭・スクールカウンセラー （教育センター、福祉センターなど）

５． 塾・習い事の先生 ９． その他（ ）

問12 あなたは普段、仕事、家事や育児等、趣味・娯楽、地域活動など、自分が希望する時間の使い方ができている

と思いますか。あてはまる答えの番号１つに○をつけてください。 （○は１つ）

１． できていると思う ３． どちらともいえない ４． あまりできているとは思わない

２． まあできていると思う ・わからない  ５． できているとは思わない 

 ■ すべての方に、子どもたちの姿勢や態度等について、どのように感じているかをおうかがいします。

問13 子どもたちを見て、自分たちの課題や問題に対して自ら考え、進んで解決しようとする姿勢や態度を感じること

がありますか。あてはまる答えの番号１つに○をつけてください。 （○は１つ）

１． よく感じる ２． 時々感じる ３． あまり感じない ４． わからない

問14 子どもたちを見て、思いやりや生命・自然・環境を大切にする姿勢や態度を感じることがありますか。

あてはまる答えの番号１つに○をつけてください。 （○は１つ）

１． よく感じる ２． 時々感じる ３． あまり感じない ４． わからない

 ■ すべての方に、あて名のお子さんの放課後を過ごす場所についておうかがいします。

問15 学校と家以外で、あて名のお子さんが放課後を過ごす場所としてどのような場所があればいいと思いますか。

あてはまる答えの番号すべてに○をつけてください。 （○はいくつでも）

１． いろいろなスポーツができる体育館や運動場

２． ひとりでも安心してゆっくり過ごすことのできる場所

３． 緑がたくさんある公園や広場

４． 音楽鑑賞やバンド活動などができる場所

５． 静かに勉強ができる場所 　

６． 子どもから高齢者までいろいろな年齢の人たちと触れ合える場所

７． ひとりでも気軽に、家族や友だちには話せない悩みの相談に行ける場所

８． 気軽におしゃべりができる場所

９． ゲームやパソコンができる場所

10． 障がいのある生徒が放課後を過ごす場所

11． その他（ ）

12． 特にない
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 ■ すべての方に、あて名のお子さんの近所の人や地域その関わり方についておうかがいします。

問16 あて名のお子さんは、近所の人とあいさつや話をすることがありますか。

あてはまる答えの番号１つに○をつけてください。 （○は１つ）

１． よくある ３． ほとんどない 　５． わからない

２． ときどきある ４． まったくない

問17 あて名のお子さんに、どのような地域の活動やボランティア活動に参加してもらいたいと思いますか。

あてはまる答えの番号すべてに○をつけてください。 （○はいくつでも）

１． 環境を守る活動（清掃美化活動、リサイクル活動など）

２． 身近な緑を守る活動（花壇づくりなど）

３． 子育てに関する活動（保育所での赤ちゃんの世話、年下の子どもの遊び相手をするなど）

４． 高齢者・障害者福祉に関する活動（お年寄りや障害者への介護、食事の提供など）

５． スポーツ・文化に関する活動（小学生にスポーツを教えるなど）

６． 学習活動に関する指導、助言、運営の協力などの活動（料理、英語、書道など）

７． 国際交流、国際協力に関する活動（通訳、外国人を助けるなど）

８． 地域のイベントやお祭りの手伝い

９． その他（ ）

10． 特にない

 ■ すべての方に、あて名のお子さんの生活の安全・安心についておうかがいします。

問18 あなたの子どもや身近にいる子どもたちが、何らかの事故や犯罪に巻き込まれるかもしれないという不安を

感じますか。あてはまる答えの番号１つに○をつけてください。 （○は１つ）

１． 強く感じる ２． 少し感じる ３． あまり感じない ４． まったく感じない

 問18－1  問18で、「１．強く感じる」「２．少し感じる」 とお答えの方におうかがいします。

 そう感じる理由は何ですか。

 あてはまる答えの番号３つまで○をつけてください。 （○は３つまで）

１． 近所に暗く人気のない道や場所があるから

２． 子どもが塾や習い事などで遅く帰ることがあるから

３． 子どもが一人で外出する際に、事件・事故にあうかもしれないから

４． 近所の住民の顔をほとんど知らないから

５． テレビや新聞で、子どもが巻き込まれる事件がよく取り上げられるから

６． 近所で子どもが巻き込まれた事件が発生したから

７． 近所に交通量の多い道路があるから

８． 近所に見通しの悪い道が多いから

９． 近所に歩道や信号がない道路があるから

10． その他（ ）

○
は
３
つ
ま
で

 問19へ
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 すべての方におうかがいします。

問19 子どもの安全や犯罪防止についての情報を何によって入手 （ １ ） （ ２ ）

不審者情報 日常的な予防情報

（○はいくつでも） （○はいくつでも）

１． 新聞 １ １

２． チラシ・パンフレット・小冊子など ２ ２

３． テレビ ３ ３

４． ラジオ ４ ４

５． ホームページ、ブログなど ５ ５

６． ツイッター、フェイスブックなどのＳＮＳ ６ ６

７． 区からのメール配信（「文の京」安心・安全メール） ７ ７

８． 中学校等からのメール配信（フェアキャスト等） ８ ８

９． 警視庁からのメール配信（メールけいしちょう） ９ ９

10． その他（ ） 10 10

11． 特に活用している情報ツールはない 11 11

 最後におうかがいします。

問20 最後に、区の子育て支援施策に関するご意見、ご要望やご提案がありましたら、自由にご記入ください。

ご協力、誠にありがとうございました。

別冊の、「中学生本人用調査票」は、あて名のお子さんにお渡しいただき、あわせてご協力を
いただけますと幸いでございます。

なお、調査結果は、26年3月以降に区のホームページに掲載する予定ですので、ご興味のある方は
ご参照いただければと思います。

調査票は、「中学生本人用調査票」と合わせて、同封の返信用封筒に入れて、
平成25年10月21日（月）までにご投函ください。
（切手を貼る必要はございません）

（収集）していますか。（１）（２）について、あてはまる答えの
番号すべてに○をつけください。
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