
【 中学生本人用 】 

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　】

● 質問の答えの番号を選んで○印をつけてください。

● 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。

● 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、二つ折りにして、同封の無地の封筒（返信先のあて名のないもの）に

入れて、シールで封をしていただき、10月21日（月）までに保護者の方にそのままお渡しください。

子育て支援計画」を策定する予定です。

　今、次の世代を担う子どもたちがすこやかに成長できるよう、文京区では「文京区子育て支援

計画」に基づき、さまざまな取り組みを進めています。また、平成26年度には、次期「文京区

　お答えいただくにあたり、住所や氏名を記入する必要はありません。このアンケートによって、

回答者が誰かわかったり、それぞれの回答内容が他にもれたり、他の目的に利用されることは

一切ありません。答えにくい質問があったときは、無理に答える必要はありません。答えられる

範囲で、ご記入をお願いします。　

　この調査の実施の目的をご理解いただき、ぜひ、ご協力くださいますようお願いいたします。

　この調査は、中学生の皆さんの生活の様子や考え方をお聞きすることで、今後の計画づくりに

役立てるためのものです。皆さんの声を計画に生かすために、あなたがふだん思っていることや

日常の様子について、お聞かせください。



 ■ 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１ あなたは、家族とよく話をしますか。

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2へ

 問１－１  問１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。

 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（ ）

 すべての方におうかがいします。

問２ あなたは今、不安や悩みはありますか。

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． 成績・受験のこと ９． 家の経済状況

２． 部活動のこと 10． 外見

３． 将来のこと 11． 健康や病気

４． 先生との関係 12． 好きなことをする時間がない

５． 友だちとの関係 13． その他（ ）

６． 先輩・後輩との関係 14． 特に不安や悩みはない

７． 異性との関係 15． わからない

８． 家族との関係

問３ あなたが悩みごとや心配ごとを相談するとしたら、誰に相談しますか。

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． 兄弟姉妹 ６． 父親

２． 友だち ７． それ以外の人（ ）

３． 先輩 ８． 相談する人はいない

４． 学校の先生 ９． わからない

５． 母親
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 ■ すべての方に、放課後を過ごす場所についておうかがいします。

問４ あなたは、普段、どこで過ごすことが多いですか。 （ １ ） （ ２ ）

平日の放課後
土曜日・休日・祝日
（学校のない日）の

昼間

（○は３つまで） （○は３つまで）

１． 自宅でひとりで過ごす １ １

２． 自宅で兄弟姉妹や家族と過ごす ２ ２

３． 友だちの家で過ごす 3 3

４． 学校の校庭や体育館で過ごす ４ ４

５． 部活動に行く ５ ５

６． 学習塾や習い事に行く ６ ６

７． 児童館で過ごす ７ ７

８． 図書館などの公共施設で過ごす ８ ８

９． 近所の公園、児童遊園で過ごす ９ ９

10． 買い物や食事のできる場所（繁華街など）に行く 10 10

11． その他（ ） 11 11

問５ あなたは、普段、何をして過ごすことが多いですか。 （ １ ） （ ２ ）

平日の放課後
土曜日・休日・祝日
（学校のない日）の

昼間

（○は３つまで） （○は３つまで）

１． おしゃべりをする 1 1

２． 勉強や宿題をする 2 2

３． テレビやビデオをみる 3 3

４． 友だちと電話する 4 4

５． 友だちとメールやラインなどをする 5 5

６． パソコンやインターネットをする 6 6

７． スポーツなど体を動かす 7 7

８． 本、雑誌、マンガなどを読む 8 8

９． ゲームをする 9 9

10． ショッピングをする 10 10

11． 家事などの手伝いをする 11 11

12． 何もしないで休む 12 12

13． その他（ ） 13 13

問６ あなたは、学校と家以外で、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． 文化活動（囲碁・将棋・生け花・陶芸・料理・俳句など）ができる場所

６． 静かに勉強できる場所

７． 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

８． 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

９． 気軽におしゃべりができる場所

10． ゲームやパソコンができる場所

11． その他（ ）

12． 特にない

（１）平日の放課後、（２）土曜日・休日・祝日（学校のない日）
の昼間について、それぞれあてはまる答えの番号３つまで
○をつけてください。

（１）平日の放課後、（２）土曜日・休日・祝日（学校のない日）
の昼間について、それぞれ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

○
は
３
つ
ま
で
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 ■ すべての方に、近所の人や地域との関わり方についておうかがいします。

問７ あなたは、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 ２． ときどきある ３． ほとんどない ４． まったくない

問８ あなたは、中学生になってから学校以外で行われる区や地域の活動、またはボランティア活動に参加したこと

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． 参加している ３． ほとんど参加していない

２． ときどき参加している ４． まったく参加していない

 問8－1  問8で、「１．参加している」 または 「２．ときどき参加している」とお答えの方におうかがいします。

 どのような地域の活動やボランティア活動に参加していますか。

 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． 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（ ）

 問8－2  問8で、「３．ほとんど参加していない」 または 「４.まったく参加していない」とお答えの方に

 おうかがいします。

 参加しない理由は何ですか。

 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． 時間が合わないから ５． 参加するきっかけがないから

２． 忙しいから ６． 地域の活動等に興味がないから

３． 友だちが参加しないから ７． その他（ ）

４． 地域の活動等があることを知らないから

 すべての方におうかがいします。

問９ あなたは、どのような地域の活動やボランティア活動に参加してみたいと思いますか。

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

問8-2へ
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 ■ すべての方に、生活の安全・安心についておうかがいします。

問10 あなたは、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10－1  問11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． 塾や習い事などで遅く帰ることがあるから

３． 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（ ）

 ■ すべての方に、スポーツの状況についておうかがいします。

問11 あなたは、学校の授業以外で、日頃どの程度スポーツをしていますか。

あてはまる答えの番号１つに○をつけください。 （○は１つ）

１． ほぼ毎日

２． 週に２～３回程度

３． 週に１回程度

４． 月に１～２回程度

５． ほとんどしていない 　 問11-6へ

 問11-1～問11-4は、問11で「１．」～「４．」とお答えの方におうかがいします。

 問11-1  普段どのような場所でスポーツをしていますか。

 あてはまる答えの番号すべてに○をつけください。 （○はいくつでも）

１． 区立のスポーツ施設（スポーツセンター・小石川運動場など）
２． 民間のスポーツ施設
３． 学校の体育館や校庭
４． 公園・児童遊園・児童館
５． その他（ ）

 問11-2  スポーツをする時間は、１日あたり、どの程度ですか。

 あてはまる答えの番号１つに○をつけください。 （○は１つ）

１． ３０分未満 ３． １時間～２時間未満 ５． その他（ ）
２． ３０分～１時間未満 ４． ２時間以上

 問11-3  スポーツはどのようなかたちでしていますか。

 あてはまる答えの番号すべてに○をつけください。 （○はいくつでも）

１． 学校の部活やスポーツ事業に参加している
２． 地域のスポーツチームに所属し、練習や大会等に参加している
３． 区が行う事業に参加している（○○教室など）
４． 民間のスポーツクラブ等が行う事業に参加している
５． その他（ ）

○
は
３
つ
ま
で

 問11へ
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 問11-4  スポーツをはじめたきっかけは何ですか。

 あてはまる答えの番号すべてに○をつけください。 （○はいくつでも）

１． 自分自身がやりたいと思ったから

２． 友だちに誘われたから・知り合いに勧められたから

３． 親に勧められたから

４． 兄弟姉妹がやっているから

５． その他（ ）

問11-4で「１．」以外をお答えの方は問12へ

 問11-5  問11-4で、「１．自分自身がやりたいと思ったから」とお答えの方におうかがいします。

 スポーツをやりたいと思う理由は何ですか。

 あてはまる答えの番号すべてに○をつけください。 （○はいくつでも）

１． スポーツが好きだから・楽しいから

２． 上手になりたいから・運動能力を向上させたいから

３． 精神面を鍛えたいから

４． 友だちができるから・友だちと一緒に頑張りたいから

５． その他（ ）

　問12へ

 問11-6は、問11で「５．ほとんどしていない」とお答えの方におうかがいします。

 問11-6  スポーツをしていない理由は何ですか。

 あてはまる答えの番号すべてに○をつけください。 （○はいくつでも）

１． スポーツに興味がないから

２． 近くにスポーツをできる施設や場所がないから

３． 魅力的なスポーツ事業がないから

４． スポーツに関する情報がないから

５． 勉強との両立が難しいから・時間がないから

６． その他（ ）

 すべての方におうかがいします。

問12 区が行うスポーツ事業について、どのような事業があったら参加（または利用）したいと思いますか。

あてはまる答えの番号すべてに○をつけください。 （○はいくつでも）

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による指導
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（ ）

 最後におうかがいします。

問13 最後に、区へのご意見やご要望またはご提案等がありましたら、自由にご記入ください。

質問はこれで終わりです。ご協力、誠にありがとうございました。

このアンケートの結果は、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。

ご記入いただいた調査票は、二つ折りにして、同封の無地の封筒（返信先のあて名のないもの）に
入れて、シールで封をしていただき、10月21日（月）までに保護者の方にそのままお渡しください。
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