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台東区次世代育成支援に関するニーズ調査 
（小学校児童保護者用・設問のみ） 

 

 

 

問１ 封筒のあて名のお子さんの生年月をご記入ください。 

 

問２ すべてのお子さん（封筒のあて名のお子さんを含む）について、平成 20年４月１日現在の

年齢をご記入ください。お子さんが６人以上いらっしゃる場合は欄外にお書きください。 

 

問３ あて名のお子さんと同居・近居（概ね 30分以内程度で行き来できる範囲に居住）されてい

る方すべてに○をつけてください。続柄はお子さんからみた関係です。 

 
また同居している家族全員（祖父母・ご両親・お子さんを含む）の人数をご記入ください。 

 

問４ あて名のお子さんの身の回りの世話などを主にしている方（主な保護者）としてあてはまる

もの１つに○をつけてください。続柄はお子さんからみた関係です。 

 

【 問４ で、「１ 主に父親」「２ 主に母親」と回答された方におうかがいします。】 

  問４－１ 主な保護者の配偶者の方は、子育てを分担・協力して行っていますか。あてはまる

もの１つに○をつけてください。 

 

問５ お住まいの地区はどちらですか。 

 

 

問６ 現在の就労状況（自営業、家族従事者を含む）をおうかがいします。父親、母親のそれぞれ

につきあてはまるもの１つに○をつけてください。「１ 就労している（フルタイム：（産休・）育休・

介護休業中を除く）」又は「３ 就労している（パートタイム、アルバイト等）」と回答された方は、併せ

て、（ ）に数字をご記入ください。 

（１）父親【母子家庭の場合は記入不要】 

 

（２）母親【父子家庭の場合は記入不要】 

 

【 問６ （２） で、「４ 以前は就労していたが、現在はしていない」「５ これまでに就労したことがない」と回答され

た方におうかがいします。】 

問６－１ 就労を希望しますか。あてはまるもの１つに○をつけてください。 

封筒のあて名のお子さんとご家族の状況についておうかがいします。 

あて名のお子さんのご両親の就労状況についておうかがいします。 
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【 問６－１ で、「２ １年より先で、子どもがある程度大きくなったら就労したい」と回答された方にお

うかがいします。】 

問６－１－１ あて名のお子さんも含めて一番小さいお子さんが何歳になったときに就

労したいですか。 

 

【 問６－１ で、「１ すぐにでも若しくは１年以内に就労したい」「２ １年より先で、子どもがある程

度大きくなったら就労したい」と回答された方におうかがいします。】 

問６－１－２ どんな形態での就労を希望しますか。あてはまるもの１つに○をつけてく

ださい。「２ パートタイム、アルバイト等での就労」と回答された方は１週当た

りの希望日数及び１日当たりの希望時間もご記入ください。 

問６－１－３ 就労希望がありながら、現在働いていない理由は何ですか。もっとも近い

もの１つに○をつけてください。 

 

 

 

問７ 平日、土曜日又は夏休みなどの長期休暇中に、あて名のお子さんについて、こどもクラブ（学

童保育所）を利用したいですか。現在の利用（入会）の有無に関係なくあてはまるものすべて

に○をつけてください。 

 

【 問７ で「１ 平日に利用したい」と回答された方におうかがいします。】 

  問７－１ どの程度の頻度で利用したいですか。あてはまるもの１つに○をつけてください。 

 

  問７－２ 利用を希望する時間帯を24時間制でご記入ください。 

  放課後から       時       分まで 

 

  問７－３ 利用したいと思う主な理由１つに○をつけてください。 

 

【 問７ で「２ 土曜日に利用したい」と回答された方におうかがいします。】 

  問７－４ どの程度の頻度で利用したいですか。あてはまるもの１つに○をつけてください。 

  

 問７－５ 利用を希望する時間帯を24時間制でご記入ください。 

        時       分から        時       分まで 

 

【 問７ で「３ 夏休みなどの長期休暇中に利用したい」と回答された方におうかがいします。】 

  問７－６ どの程度の頻度で利用したいですか。あてはまるもの１つに○をつけてください。 

  

 問７－７ 利用を希望する時間帯を24時間制でご記入ください。 

        時       分から        時       分まで 

 

 

あて名のお子さんについて、こどもクラブ（学童保育所）の 利 用 希 望 をおうかがいします。
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問８ 現在、あて名のお子さんは、こどもクラブ（学童保育所）を利用(入会)していますか。あて

はまるもの１つに○をつけてください。 

 

【 問８ で「１ 利用（入会）している」と回答された方におうかがいします。】 

問８－１ 現在利用しているこどもクラブ（学童保育所）に対してどのような要望があります

か。あてはまるものすべてに○をつけてください。「２ 利用できる学年を延長してほし

い」と回答された方は、何年生まで延長してほしいかについてもご記入ください。 

 

【 問８ で「２ 利用（入会）していない」と回答された方におうかがいします。】 

問８－２ こどもクラブ（学童保育所）を利用していない理由としてあてはまるものすべてに

○をつけてください。 

 
 
問９ あて名のお子さんの、平日の放課後の日常的な過ごし方で一番多いものについて、時間帯ご

とにあてはまるものを下欄からそれぞれ１つずつ選んで番号をご記入ください。 

 

問10 あなたは、身近な地域で子ども同士が交流等を行える場ができた場合、どのようなものが望

ましいとお考えですか。あてはまるものすべてに○をつけてください。 

 
 

問11 この１年間に、あて名のお子さんが病気やケガで学校を休まなければならなかったことはあ

りますか。あてはまるもの１つに○をつけてください。 
 

【 問11 で「１ あった」と回答された方におうかがいします。】 

  問11－１ この１年間の対処方法についてあてはまるものすべてに○をつけ、併せて、それぞ

れの日数をご記入ください。 

 

【 問11－１ で「１ 父親が仕事を休んだ」と回答された方におうかがいします。】 

    問11－１－１ 父親の仕事の休みやすさについて、あてはまるもの１つに○をつけてくだ

さい。 

 

【 問11－１ で「２ 母親が仕事を休んだ」と回答された方におうかがいします。】 

問11－１－２ 母親の仕事の休みやすさについて、あてはまるもの１つに○をつけてくだ

さい。 

 

【 問11－１ で「３ 親族・知人（同居人を含む）に預けた」と回答された方におうかがいします。】 

    問11－１－３ 親族・知人（同居者を含む）への頼みやすさついて、あてはまるもの１つ

に○をつけてください。 

こどもクラブ（学童保育所）の利用状況（ 現 状 ）をおうかがいします。 

あて名のお子さんが 病 気 の時の対応についておうかがいします。 

子どもの居場所についておうかがいします。 
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問12 この1年間に、私用（買物、習い事、スポーツ、会合、美容院など）やリフレッシュ目的、

冠婚葬祭や保護者の病気などで、日中に、あて名のお子さんを、主な保護者とその配偶者以外の人

に一時的に預けたことはありますか。あてはまるもの１つに○をつけてください。 

 

【 問12 で「１ あった」と回答された方におうかがいします。】 

  問12－１ その理由はなんですか。この１年間についてあてはまるものすべてに○をつけ、併

せて、それぞれの日数をご記入ください（半日程度についても１日としてカウントして

ください）。 

 

問13 この1年間に、保護者の病気や親の看護などにより、一晩中、あて名のお子さんを、主な保

護者とその配偶者以外の人に預けなければならなかったことはありますか。 

 

【 問13 で「１ あった」と回答された方におうかがいします。】 

  問13－１ この１年間の対処方法についてあてはまるものすべてに○をつけ、併せて、それぞ

れの泊数をご記入ください。 

   (注１)ファミリー･サポート･センター（お泊りサポート）、ベビーホテル、事業所内保育施設、ベビーシッター等 

 

【 問13－１ で「１ 親族・知人（同居人を含む）に預けた」と回答された方におうかがいします。】 

    問13－１－１ 親族・知人（同居者を含む）への頼みやすさについて、あてはまるもの１

つに○をつけてください。 

 

問14 保護者の病気や親の看護などの際に、あて名のお子さんを泊まりがけで預けることができる

施設（ショートステイサービス）ができた場合、利用したいと思いますか。あてはまるもの１

つに○をつけてください。 

問15 ベビーシッター（家政婦を含む）を利用していますか。あてはまるもの１つに○をつけ、「１ 

利用している」又は「２ 利用していないが今後利用したい」と回答された方は、その頻度をご記

入ください。 

 

【 問15 で「１ 利用している」「２ 利用していないが今後利用したい」と回答された方におうかがいします。】 

問15-1 どんな時に利用してますか、又は利用したいですか。あてはまるものすべてに○をつ

けてください。 

問16 ファミリー・サポート・センターを利用していますか。あてはまるもの１つに○をつけ、「１ 

利用している」又は「２ 利用していないが今後利用したい」と回答された方は、その頻度をご記

入ください。 

 

【 問16 で「１ 利用している」「２ 利用していないが今後利用したい」と回答された方におうかがいします。】 

問16-1 どのような目的で利用してますか、又は利用したいですか。あてはまるものすべてに

○をつけてください。 

 

あて名のお子さんの一時預かりについておうかがいします。 
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問17 下記の①～⑪のサービスを知っていたり、これまで利用したことはありますか。また、今後

利用したいと思いますか。サービスごとにＡからＣのそれぞれについて、「はい」「いいえ」の

どちらかに○をつけてください。 

 

 

 

問18 あて名のお子さんは、過去１年間で医療機関（診療科目は問いません）に何回かかりました

か（初診から完治までを１回とします）。あてはまるもの１つに○をつけてください。 

 

【 問18 で「２ １～３回」～「５ 10回以上」と回答された方におうかがいします。】 

  問18－１ どの診療科目にかかりましたか。あてはまるものすべてに○をつけてください。 

 

  問18－２ あて名のお子さんは、過去１年間に入院をしたことがありますか。あてはまるもの

１つに○をつけてください。 

   

  問18－３ あて名のお子さんが、もし子ども医療証を利用しなかった場合、窓口での自己負担

額がいくらぐらいになるか関心がありますか。あてはまるもの１つに○をつけてくだ

さい。 

 

問19 子ども医療費助成制度を利用することは、安心して子育てができる要因のひとつになってい

ますか。あてはまるもの１つに○をつけてください。 

 

 

 

問20 あて名のお子さんは地域活動やグループ活動などに参加したことがありますか。あてはまる

もの１つに○をつけてください。 

【 問 20 で「１ 参加したことがある」「２ 参加したことはないが、今後は参加させたいと思っている」と回答された

方におうかがいします。】 

  問20－１ お子さんが参加したことがある、もしくは今後参加させたい地域活動やグループ活

動の種類は何ですか。あてはまるものすべてに○をつけてください。 

 

問21 あて名のお子さんは児童館を利用したことがありますか。あてはまるもの１つに○をつけて

ください。 

 

【 問21 で「１ はい」と回答された方におうかがいします。】 

  問21－１ 週に何回くらいですか。あてはまるもの１つに○をつけてください。 

 
  問21－２ どのように利用していますか。あてはまるものすべてに○をつけてください。 

 

地域活動への参加状況についておうかがいします。 

子育て支援サービスの認知度・利用意向についておうかがいします。 

あて名のお子さんの医療についておうかがいします。 
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問21－３ 児童館の開館時間等について希望はありますか。あてはまるものすべてに○をつけ、

「３ 開館時間を今より早くして欲しい」「４ 閉館時間を今より遅くして欲しい」と回答さ

れた方は、希望する開館又は閉館時間を24時間制でご記入ください。 

 

 

 
問22 子育ては楽しいですか。あてはまるもの１つに○をつけてください。 

 

問 23 子育てに関して不安感や負担感を感じていますか。あてはまるもの１つに○をつけてくださ

い。 

 

問24 あなたは、いらいらして、子どもに辛くあたった経験はありますか。あてはまるものすべて

に○をつけてください。 

問25 子育てに関して、日常悩んでいること、または気になることはどのようなことですか。あて 

はまるものすべてに○をつけてください。 

 
問26 子育てと仕事の両立を図るために、職場においてどのような制度や支援策に取り組んでほし

いと思いますか。あてはまるものに２つまで○をつけてください。 

 

問27 あなたは、近所の人たちの中に、子どもや子育てについて話をする相手が何人くらいいます

か。あてはまるもの１つに○をつけてください。 

 

 

 

問28 子育てに関する情報をどのように入手していますか。あてはまるものすべてに○をつけてく

ださい。 

 

 

問 29 よく利用する近所の公園・児童遊園はどちらですか。主なものを下の（   ）内にご記

入ください。 

 
問30 上記でご記入いただいた公園について（特に記入のない場合は、家の近くの公園について）、

どのように感じていますか。あてはまるものに３つまで○をつけてください。 

 

 

 

 

 

子育てに関する情報の入手方法についておうかがいします。 

子育てに関する悩みや不安感についておうかがいします。 

子どもの遊び場や外出についておうかがいします。 

※記入例 （ 台東 ）公園・児童遊園 
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問31 あて名のお子さんの食事について心配なことはありますか。あてはまるものすべてに○をつ

けてください。 

 

問32 あて名のお子さんは、１日１回は家族と食事をしていますか。あてはまるもの１つに○をつ

けてください。 

 

問33 あて名のお子さんの朝食のとり方はどうですか。あてはまるもの１つに○をつけてください。 

 

問34 あて名のお子さんの間食（おやつ）の時間は決まっていますか。あてはまるもの１つに○を

つけ、「１ 決まっている」と回答された方は、一日当たりの回数をご記入ください。 

 

 

問35 あて名のお子さんのかかりつけの医師はいますか。あてはまるもの１つに○をつけてくださ

い。 

 

問36 休日や平日の夜間にお子さんが高熱や嘔吐をくり返すなどの急病になった場合、かかること

ができる小児医療機関を知っていますか。あてはまるもの１つに○をつけてください。 

 

 

 

問37 出産・子育てに関する行政窓口や公的施設の担当者の対応について、不満に思ったことはあ

りますか。あてはまるもの１つに○をつけてください。 

 

【 問37 で「１ ある」と回答された方におうかがいします。】 

  問37－１ どのような点に不満を感じましたか。あてはまるものすべてに○をつけてください。 

 

問38 区の子育て支援として、次の項目の中から、あなたが特に力を入れてほしいものに５つまで

○をつけてください。 

 

区の子育て支援施策に関するご意見やその他のご意見・ご要望がありましたら、自由にご記入くだ

さい。 

 

行政サービスへの要望についておうかがいします。 

お子さんの食事の状況についておうかがいします。 

小児医療についておうかがいします。 

 


