
設問№ 就学前児童 設問№ 小学校１～３年生 対象者数

居住地域 1 必須 居住地区 1 居住地区

2 独自 追加 居住小学校区 2 居住小学校区

子どもと家族の状況 3 必須 子どもの生年月（年齢） 4,000

3 子どもの学年 2,000

4 必須 回答者の子どもとの関係 4 回答者の子どもとの関係

5 必須 回答者の配偶関係 5 回答者の配偶関係

6 必須 子どもの子育てを行っている人は誰か 6 子どもの子育てを行っている人は誰か

子どもの育ちをめぐる環境 7 任意 子どもをみてもらえる親族・知人の有無 7 子どもをみてもらえる親族・知人の有無

8 任意 子育てをする上で気軽に相談できる人の有無 8 子育てをする上で気軽に相談できる人の有無

8-1 任意 気軽に相談できる人は誰か 8-1 気軽に相談できる人は誰か

保護者の就労状況 9 必須 保護者の現在の就労状況（母親・父親） 9 保護者の現在の就労状況（母親・父親）

10 必須 フルタイムへの転換希望の有無（母親・父親） 10 フルタイムへの転換希望の有無（母親・父親）

11 必須 就労希望の有無（母親・父親） 11 就労希望の有無（母親・父親）

12 必須 幼稚園・保育園・認定こども園などの定期的な利用の有無

12-1 必須 平日定期的に利用している施設

12-2 必須 平日定期的に利用している施設の利用時間・希望時間

12-3 独自 現在利用している施設の施設名・選んだ理由

12-4 独自 現在利用している施設への通園距離・時間の負担感

12-5 任意 利用していない理由

13 必須 平日定期的に利用したい施設

13-1 必須 追加 特に幼稚園の利用を強く希望するか

14 必須 地域子育て支援拠点事業の利用状況

15 必須 地域子育て支援拠点事業の今後の利用希望

16 任意 市事業の認知度・利用状況・利用希望

17 必須 日・祝日の幼稚園・保育園・認定こども園などの定期的な利用希望

17-1 任意 毎週ではなく、たまに利用したい理由

18 必須 長期休暇期間中の利用希望

18-1 任意 毎日ではなく、たまに利用したい理由

子どもの病気の際の対応 19 必須 病気やケガで事業を利用できなかったことの有無

19-1 必須 利用できなかった場合の対処方法

19-2 独自 追加 病児・病後児保育の利用を検討したか

19-3 独自 追加 利用を検討したが利用しなかった理由

20 必須 不定期に利用している事業の有無と日数

20-1 任意 利用していない理由

21 必須 事業を利用する必要性・日数

22 必須 泊りがけでみてもらわなければならないことの有無・対処方法

22-1 任意 親族・知人にみてもらった場合の困難度

23 独自 追加 ファミリー・サポート・センターを利用した理由・年間利用日数

23-1 独自 追加 ファミリー・サポート・センターを利用したことがない理由

12① 放課後に過ごしている場所（現状） 2,000

24 必須 小1～3になったら放課後をどのような場所で過ごさせたいか 12② 放課後に過ごしている場所（希望）

25 必須 小4～6になったら放課後をどのような場所で過ごさせたいか 13 小4～6になったら放課後をどのような場所で過ごさせたいか

26 任意 追加 土曜日や学校の長期休業期間のプラン施設利用希望 14 土曜日や学校の長期休業期間のプラン施設利用希望

27 独自 追加 現行のプラン事業の利用料をどう思うか 15 現行のプラン事業の利用料をどう思うか

27-1 独自 追加 現行の利用料を高い・安いと思う場合、適当と思う額 15-1 現行の利用料を高い・安いと思う場合、適当と思う額

28 独自 追加 1回当たり利用料として適当と思う額 16 1回当たり利用料として適当と思う額

職場の両立支援制度 29 任意 育児休業の取得状況・取得してしない理由

29-1 任意 育児休業取得後、職場に復帰したか

29-2 任意 育児休業取得後、職場に復帰したタイミング

29-3 任意 追加 育児休業の実際の取得期間・希望取得期間

29-4 任意 追加 希望の時期に職場復帰しなかった理由

29-5 任意 短時間勤務制度を利用したか・利用しなかった理由

29-6 任意 育児休業取得希望（復帰時期）

仕事と子育ての両立 30 独自 追加 職場の子育て家庭に対する配慮 17 職場の子育て家庭に対する配慮

31 独自 追加 子育てと仕事は両立していると思うか 18 子育てと仕事は両立していると思うか

32 独自 追加 子育てと仕事を両立させる上で特に必要だと思うもの 19 子育てと仕事を両立させる上で特に必要だと思うもの

子育て全般 33 指標 追加 子育ては楽しいか 20 子育ては楽しいか

34 指標 追加 子育てに不安や負担を感じているか 21 子育てに不安や負担を感じているか

35 独自 追加 子育てに関して日頃悩んでいること・気にかかること 22 子育てに関して日頃悩んでいること・気にかかること

36 独自 追加 子育てに関する情報の入手先 23 子育てに関する情報の入手先

37 独自 追加 子育てに関してほしい情報 24 子育てに関してほしい情報

自由記入 38 任意 子ども・子育て環境や子育て支援に関する意見・提案 25 子ども・子育て環境や子育て支援に関する意見・提案 6,000

設問数（内訳） 60 （必須24，任意18，独自16，指標2） 28

第２期子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査のアンケート項目一覧表
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平日の幼稚園・保育園・認定こども
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「区分」の説明

必須及び任意：国が示した「調査票のイメージ」（ひな形）及び「量の見込みの算出等の考え方」に示されている設問

必須：量の見込みの推計上必要な項目（全国共通）

任意：量の見込みの推計において、必須項目を補完するため、自治体が必要に応じて設定する項目

（例）事業の利用実態や利用意向の背景（理由）の把握など

独自：本市独自に、量の見込みの推計や利用実態などを把握するために設定する設問

指標：現計画に掲げる「成果指標」の達成状況把握のための設問

追加：前回（平成25年度）のニーズ調査に追加した設問


