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子ども家庭部子育て支援課 
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子育て支援に関するニーズ調査の調査項目（案）について 

 

 

１ 概要 

  本区に居住する子どもを養育する家庭の生活実態、ニーズ量及び子育ての状況等を

把握し、「子育て支援計画（平成 32 年度～平成 36 年度）」の基礎資料を得ることを

目的とする。 

 

２ 調査対象者及び調査方法 

  調査対象者を住民基本台帳から無作為に抽出し、郵送配布及び郵送回収にて実施 

調査対象者 配布数 対象数 

就学前児童の保護者 1,600人 0～ 5歳人口 約 12,000人 

小学生の保護者 1,400人 6～11歳人口 約 10,000人 

中学生の保護者 650人 12～14歳人口 約 04,300人 

中学生本人 650人 12～14歳人口 約 04,300人 

高校生世代本人 650人 15～17歳人口 約 04,300人 

 

３ 調査項目 

調査項目は、幼児期の学校教育、保育及び地域の子育て支援等に関する内容で、国

共通設問に区独自設問を加えて設計する。（調査項目案は別紙のとおり） 

 

４ 調査時期 

  平成 30年 10月 

 

５ 今後のスケジュール（予定） 

平成 30年 9月 定例議会（調査項目の報告） 

 10月～11月 調査票発送・回収 

 12月～31年 1月 集計・分析 

 1月 子ども・子育て会議（調査結果の報告） 

 2月 定例議会（調査結果の報告） 

 2月～3月 ニーズ量の算定 

 3月 子ども・子育て会議（ニーズ量算定結果の報告） 

 3月 調査報告書納品 



【別　紙】

子育て支援に関するニーズ調査設問一覧（就学前児童保護者）

カテゴリー 設問No 設問内容 国共通設問

区域 1 住んでいる区域 ○

2 子どもの生年月 ○

3 兄弟数、末子の生年月 ○

4 調査票の回答者 ○

5 回答者の配偶者の有無 ○

6 主に子育てを行っている人 ○

7 日常的に子育てに関わっている人 ○

8 子育てに最も影響する環境 ○

9 日頃、子どもをみてもらえる親族・知人の有無 ○

9-① 親族に子どもをみてもらえる状況 ○

9-② 知人に子どもをみてもらえる状況 ○

10(1) 父親の就労状況 ○

10(1)-① （フルタイム・パート共通） 父親の週当りの就労日数、１日当りの就労時間 ○

10(1)-① 父親の出勤時間と帰宅時間 ○

10(1)-② 父親のフルタイム勤務への就労希望 ○

10(1)-③ 父親の就労希望 ○

10(1)-③ 父親の希望する就労形態、週当りの就労日数、1日当りの就労時間 ○

10(2) 母親の就労状況 ○

10(2)-① （フルタイム・パート共通） 母親の週当りの就労日数、１日当りの就労時間 ○

10(2)-① 母親の出勤時間と帰宅時間 ○

10(2)-② 母親のフルタイム勤務への就労希望 ○

10(2)-③ 母親の就労希望 ○

10(2)-③ 母親の希望する就労形態、週当りの就労日数、1日当りの就労時間 ○

11 幼稚園・保育園等の利用有無 ○

11-① 利用している教育・保育事業の状況 ○

11-②(1) 現在の利用日数と利用時間 ○

11-②(2) 希望の利用日数と利用時間 ○

11-③ 利用している幼稚園・保育園等の所在地 ○

11-④ 幼稚園・保育園等を利用する主な理由 ○

11-⑤ 幼稚園・保育園等を利用しない理由 ○

12 幼稚園・保育園等の今後の利用希望 ○

12-① 利用したい幼稚園・保育園等の所在地 ○

12-② 幼稚園の利用希望の有無 ○

13(1) 土曜日の利用希望・希望時間帯 ○

13(2) 日曜・祝日の利用希望・希望時間帯 ○

13-① 月１～２回利用したい理由 ○

14 幼稚園での夏休み・冬休み期間中の利用希望 ○

14-① 週に数日利用したい理由 ○

15 過去１年間の子どもの疾病時に事業が利用できなかった経験 ○

15-① 子どもの疾病時の対処方法 ○

15-② 病児・病後児保育施設の利用希望と日数 ○

15-③ 病児・病後児保育施設の事業形態の希望 ○

15-④ 病児・病後児保育施設を利用したくない理由 ○

15-⑤ 子どもの疾病時に保護者が仕事を休んで看護したいか ○

15-⑥ 仕事を休めない理由 ○

16 利用している一時預かり事業等の状況 ○

16-① 利用していない理由 ○

17 一時保育事業等の今後の利用希望・利用希望日数 ○

17-① 利用したい一時保育事業等の事業形態 ○

18 過去１年間に泊りがけで子どもを預ける状況の有無・預けた日数 ○

18-① 親族・知人に預ける場合の難易度 ○

家族の状況

子育ての環境

保護者の就労状況

休日の幼稚園・保育
園の利用希望

子どもの疾病実査の
状況

幼稚園・保育園等の
利用状況（平日の定
期的利用）

一時預かり等の利用
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カテゴリー 設問No 設問内容 国共通設問

19 地域の子育て支援拠点事業の利用状況 ○

20 地域の子育て支援拠点事業の今後の利用希望 ○

21 小学校低学年における放課後を過ごす希望の事業・場所と日数 ○

22 小学校高学年における放課後を過ごす希望の事業・場所と日数 ○

23（1） 土曜日の学童保育の利用希望 ○

23（2） 日曜日・祝日の学童保育の利用希望 ○

24 夏休み・冬休みでの学童保育の利用希望 ○

25 父母の育児休業取得の有無、取得していない理由 ○

25-① 育児休業期間中の社会保険料免除の認知度 ○

25-② （父母）育児休業後の職場復帰の状況 ○

25-③ （父母）職場復帰時の保育園入園のタイミング ○

25-④ （父母）実際の育児休業期間と希望する育児休業期間 ○

25-⑤ （父母）3歳まで育児休業が取得できる場合の希望取得期間 ○

25-⑥(1) （父母）希望の時期より早く職場復帰した理由 ○

25-⑥(2) （父母）希望の時期より遅く職場復帰した理由 ○

25-⑦ （父母）短時間勤務制度の利用の有無 ○

25-⑧ （父母）短時間勤務制度を利用しなかった理由 ○

25-⑨ （父母）子どもの預け先が確保されている場合の職場復帰時期 ○

26 子育ては楽しいか

27 子育ての不安や悩み

28 児童虐待防止策

29 子育てについて気軽に相談できる相手や場所の有無

29-① 子育てについて気軽に相談できる相手先・場所

30 子育て上で周囲の人や行政担当者などから欲しいサポート

31 子育て支援サービスの認知度・利用度 ○

32（1）（2） 理想の子どもの人数、持つつもりの子どもの人数

32-① 持つつもりの子どもの人数が理想より少ない理由

33 過去１年における家庭での体験

34 家庭において経済的にできないもの

35 家庭において経済的にないもの

36 子育て支援サービス情報の入手方法

37 子育てに有効な対策

38 出産時から４ヶ月までの間に受けたい保健サービス

39 事故や事件に巻き込まれる不安の有無

39-① 事故や事件に巻き込まれる不安を感じる理由

40 犯罪防止のために活用しているツール

41 災害時の避難生活にあたり、子育てに必要な物資（自由意見）

42 現在の住まい

43 子育てに重要と思う住宅や住宅周辺環境

44 子どもの遊び場としての利用場所

44-① 公園・児童遊園の利用度

44-② 公園・児童遊園を利用しない理由

44-③ 公園・児童遊園に欲しい施設

満足度 45 子育ての環境や支援への満足度 ○

自由意見 46 区の子育て支援施策に対する意見・要望

設問数 96問

子育て支援サービス
について

生活の安心・安全

住環境

子育て支援事業の
利用状況

小学校就学後の放
課後の過ごし方（育
成室・児童館の利
用）

ワークライフバランス

子育てのイメージ／
不安・悩み

体験・経済的にでき
ないこと・ないもの
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子育て支援に関するニーズ調査設問一覧（小学生保護者）

カテゴリー 設問No 設問内容

区域 1 住んでいる区域

2 子どもの生年月

3 兄弟数、末子の生年月

4 調査票の回答者

5 回答者の配偶者の有無

6 主に子育てを行っている人

7 日常的に子育てに関わっている人

8 子育てに最も影響する環境

9 日頃、子どもをみてもらえる親族・知人の有無

9-① 親族に子どもをみてもらえる状況

9-② 知人に子どもをみてもらえる状況

10(1) 父親の就労状況

10(1)-① （フルタイム・パート共通） 父親の週当りの就労日数、１日当りの就労時間

10(1)-① 父親の出勤時間と帰宅時間

10(1)-② 父親のフルタイム勤務への就労希望

10(1)-③ 父親の就労希望、希望する就労形態

10(1)-③ 父親の希望する就労形態、週当りの就労日数、1日当りの就労時間

10(2) 母親の就労状況

10(2)-① （フルタイム・パート共通） 母親の週当りの就労日数、１日当りの就労時間

10(2)-① 母親の出勤時間と帰宅時間

10(2)-② 母親のフルタイム勤務への就労希望

10(2)-③ 母親の就労希望

10(2)-③ 母親の希望する就労形態、週当りの就労日数、1日当りの就労時間

11 子育ては楽しいか

12 子育ての不安や悩み

13 子育てについて気軽に相談できる相手や場所の有無

13-① 子育てに関する相談先

14 子育て支援サービスの認知度・利用度

15 子育て上で周囲の人や行政担当者などから欲しいサポート

16 児童虐待防止策

17 過去１年における家庭での体験

18 家庭において経済的にできないもの

19 家庭において経済的にないもの

20 子育てに有効な対策

21 子育て支援サービス情報の入手方法

22(1)(2) 理想の子どもの人数、持つことができる子どもの人数

22-① 子どもの人数が理想より少ない理由

23 事故や事件に巻き込まれる不安の有無

23-① 事故や事件に巻き込まれる不安を感じる理由

24 犯罪防止のために活用しているツール

家族の状況

子育ての環境

保護者の就労状況

子育てのイメージ／
不安・悩み

体験・経済的にでき
ないこと・ないもの

子育て支援サービス
について

子どもの人数

生活の安心・安全
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カテゴリー 設問No 設問内容

25 放課後を過ごす場所と日数

25-① 育成室利用希望時間

25-② 育成室を利用しない理由

26 放課後を過ごす場所（小学校高学年時）の希望と日数

26-① 育成室を利用したい理由

26-②（1） 土曜日の育成室利用希望と利用希望時間

26-②（2） 日曜日・祝日の育成室利用希望と利用希望時間

26-③ 長期休暇期間中の育成室利用希望と利用希望時間

27 児童館利用の有無

27-① 児童館活動で充実してほしいもの

27-② 児童館を利用しない理由

28 今後の児童館利用希望の有無

29 病気で学校を休んだことがあるか

29-① 学校を休んだ時の対処法と年間日数

29-② 病児・病後児保育施設の利用希望と日数

29-③ 病児・病後児保育施設の事業形態の希望

29-④ 病児・病後児保育施設を利用したくない理由

29-⑤ 子どもの疾病時に保護者が仕事を休んで看護したいか

29-⑥ 仕事を休めない理由

30 過去１年間に泊りがけで子どもを預ける状況の有無・預けた日数

30-① 宿泊を伴う一時預かりの困難度

31 現在の住まい

32 子育てに重要と思う住宅や住宅周辺環境

33 子どもの遊び場としての利用場所

33-① 公園・児童遊園の利用度

33-② 公園・児童遊園を利用しない理由

34 運動をしている頻度

34-① 運動をする理由

34-② 運動をしない理由

満足度 35 子育ての環境や支援への満足度

自由意見 36 区の子育て支援施策に対する意見・要望

設問数 71問

住環境

運動の状況について

小学校就学後の放
課後の過ごし方（育
成室・児童館の利
用）

子どもの疾病実査の
状況

一時預かり等の利用
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子育て支援に関するニーズ調査設問一覧（中学生保護者）

カテゴリー 設問No 設問内容

1 住んでいる区域

2 子どもの学年

3 同居の家族の状況

4 同居の家族の人数

5 きょうだいの構成

6 調査票の回答者

7 家族と話をする頻度

7-① 主な話し相手

8 子育ては楽しいか

9 子育てに有効な対策

10 子育ての不安や悩み

11 子育てについて気軽に相談できる相手や場所の有無

11-① 子育てに関する相談先

放課後の過ごし方 12 放課後を過ごす場所

13 過去１年における家庭での体験

14 家庭において経済的にできないもの

15 家庭において経済的にないもの

16 事故や事件に巻き込まれる不安の有無

16-① 事故や事件に巻き込まれる不安を感じる理由

17 犯罪防止のために活用しているツール

満足度 18 子育ての環境や支援への満足度

自由意見 19 区の子育て支援施策に対する意見・要望

設問数 22問

生活の安心・安全

親子のコミュニケー
ション

子育てのイメージ／
不安・悩み

体験・経済的にでき
ないこと・ないもの

家族の状況
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子育て支援に関するニーズ調査設問一覧（中学生本人）

カテゴリー 設問No 設問内容

住んでいる区域

学年

同居の家族の状況

同居の家族の人数

きょうだいの構成

1 家族と話をする頻度

1-① 主な話し相手

2 不安や悩みごと

3 悩みごとや心配ごとの相談先

4 平日・土日祝日の昼間の過ごす場所

5 平日・土日祝日の昼間の過ごし方

6 放課後を過ごす場所の希望

7 b-labの認知度

7-① b-labの利用有無

7-② b-labを利用しない理由

7-③ どのような施設（機能）があれば利用したいか

8 近所の人とのあいさつや会話の状況

9(1) 地域活動やボランティア活動への参加状況

9(2) 参加しない理由

10 参加したい地域活動やボランティア活動

11 事故や事件に巻き込まれる不安の有無

11-① 事故や事件に巻き込まれる不安を感じる理由

12 運動をしている頻度

12-① 運動をする理由

12-② 運動をしない理由

自由意見 13 区の子育て支援施策に対する意見・要望

設問数 21問

（保護者
調査票
へ記載）

生活の安心・安全

運動の状況

家族の状況

親子のコミュニケー
ション

放課後の過ごし方

居場所
（b-labの利用状況）

地域との関わり方

不安や悩み
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子育て支援に関するニーズ調査設問一覧（高校生世代本人）

カテゴリー 設問No 設問内容

1 住んでいる区域

2 年齢

3 同居の家族の状況

4 同居の家族の人数

5 家族と話をする頻度

5-① 主な話し相手

6 不安や悩みごと

7 悩みごとや心配ごとの相談先

8 平日の放課後（就業後）や土日祝日の昼間の過ごす場所

8-① 過ごす場所の頻度

9 平日の放課後（就業後）や土日祝日の昼間の過ごし方

10 放課後や就業後に過ごす場所の希望

11 b-labの認知度

11-① b-labの利用有無

11-② b-labを利用しない理由

11-③ どのような施設（機能）があれば利用したいか

12 近所の人とのあいさつや会話の状況

13 地域活動やボランティア活動への参加状況と参加希望

14 就学・就労の状況

14-① 【就学者】学校に行きたくないと思ったことがあるか

14-② 【就学者】学校に行きたくない理由

14-③ 【就学者】卒業後の進路に対する考え方

14-④ 【就労者等】今後の進路に対する考え方

14-⑤ 【就労者等】就学に当たっての困りごと

14-⑥ 就労に当たっての困りごと

相談 15 相談窓口の認知度・利用度

必要な支援 16 充実した生活を送れるようになるために必要な取組（支援）

自由意見 17 区の施策に対する意見・要望

設問数 28問

本人・家族の状況

不安や悩み

放課後の過ごし方

居場所
（b-labの利用状況）

地域との関わり方

現在の状況
通学状況
進路に対する考え
困りごと

親子のコミュニケー
ション
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