
山陽小野田市子ども・子育て支援に関するニーズ調査　調査項目（案）

【国の調査項目】
　※国の調査項目：国の第５回子ども・子育て会議で示された調査票案がベース（●は量の見込みの推計上必要な項目　○それ以外）

見出し
国の
調査項

あて名の子どもと家族 ● 問1 居住地区 問1 居住地区

● 問2 子どもの年齢 問2 子どもの学年

○ 問3 子どもの人数、末子の年齢 問3 子どもの人数、末子の年齢

● 問4 回答者の続柄 問4 回答者の続柄

● 問5 配偶者の有無 問5 配偶者の有無

● 問6 主に身の回りの世話をしている人 問6 主に身の回りの世話をしている人

子どもの育ちをめぐる環境 ○ 問7 日常的に子育てに関わっている人・施設 問7 日常的に子育てに関わっている人・施設

○ 問8 子育て・教育に最も影響すると思う環境 問8 子育て・教育に最も影響すると思う環境

○ 問9 日頃、子どもを預かってもらう人の有無 問9 日頃、子どもを預かってもらう人の有無

○ 問9-1 祖父母に預かってもらっている状況 問9-1 祖父母に預かってもらっている状況

○ 問9-2 友人・知人に預かってもらっている状況 問9-2 友人・知人に預かってもらっている状況

○ 問10 子育てをする上で相談できる人の有無 問10 子育てをする上で相談できる人の有無

○ 問10-1 相談できる相手 問10-1 相談できる相手

○ 問11 周囲からの支援の希望内容（事由記載） 問11 周囲からの支援の希望内容（事由記載）

保護者の就労状況 ● 問12 父母の就労状況 問12 父母の就労状況

○ 問12-1.2 就労日数、時間、出発時間、帰宅時間 問12-1.2就労日数、時間、出発時間、帰宅時間

● 問13 パート・アルバイト等からフルタイムへの転換希望 問13 パート・アルバイト等からフルタイムへの転換希望

● 問14 未就労者の今後の就労意向、その形態 問14 未就労者の今後の就労意向、その形態

平日の定期的な教育・保育事業の利用状況 ● 問15 定期的な保育サービス利用の有無

● 問15-1 利用している事業

● 問15-2 現在の利用状況、今後の利用希望（日数・時間）

○ 問15-3 利用している教育・保育事業の実施場所

○ 問15-4 定期的に利用している理由

○ 問15-5 利用していない理由

平日の定期的な教育・保育事業の利用希望 ● 問16 今後の定期的な保育サービス利用意向

○ 問16-1 事業の実施場所の希望

地域子育て支援事業の利用状況 ● 問17 地域子育て支援事業の利用状況（回数）

● 問18 今後の地域子育て支援事業の利用意向（回数）

○ 問19 市の子育て支援関連事業の認識・利用状況、今後の利用意向 問15 市の子育て支援関連事業の認識・利用状況、今後の利用意向

土曜日・休日、長期休暇中の定期的な ● 問20 今後の土日祝の利用意向（頻度・希望時間帯）

教育・保育事業の利用希望 ○ 問20-1 月に1～2回利用したい理由

● 問21 幼稚園利用者における長期休暇中の利用意向（頻度・希望時間帯）

○ 問21-1 幼稚園利用者における週に数日利用したい理由（長期休暇中）

平日の教育・保育事業利用者における ● 問22 病気やケガで利用している通常の事業を休んだ有無 問20 病気やケガで利用している通常の事業を休んだ有無

病児の際の対応 ● 問22-1 対処方法及びその日数 問20-1 対処方法及びその日数

● 問22-2 施設に預けたかった意向の有無（日数） 問20-2 施設に預けたかった意向の有無（日数）

○ 問22-3 病児・病後児のための保育施設等の望ましい事業形態 問20-3 病児・病後児のための保育施設等の望ましい事業形態

○ 問22-4 施設に預けたいと思わなかった理由 問20-4 施設に預けたいと思わなかった理由

○ 問22-5 父母のいずれかが休んで看たい意向 問20-5 父母のいずれかが休んで看たい意向

○ 問22-6 父母のいずれかが休んで看れない理由 問20-6 父母のいずれかが休んで看れない理由

不定期の教育・保育事業や宿泊を伴う ● 問23 この１年間に家族以外に子どもを預けた状況（利用事業・日数） 問21 この１年間に家族以外に子どもを預けた状況（利用事業・日数）

一時預かり等の利用状況 ○ 問23-1 事業を利用していない理由 問21-1 事業を利用していない理由

● 問24 一時預かりの今後の利用意向（状況・日数） 問22 一時預かりの今後の利用意向（状況・日数）

○ 問24-1 一時預かりのための保育施設等の望ましい事業形態 問22-1 一時預かりのための保育施設等の望ましい事業形態

● 問25 この１年間に家族以外に（宿泊あり）子どもを預けた状況（対応・日数） 問23 この１年間に家族以外に（宿泊あり）子どもを預けた状況（対応・日数）

○ 問25-1 親族・知人に（宿泊あり）預けるけた時の困難度 問23-1 親族・知人に（宿泊あり）預けるけた時の困難度

児童クラブの利用 問15 児童クラブ利用の有無（種類）

問15-1 平日・土曜日・長期休暇期間中の利用状況（日数・時間帯）

問15-2 利用している児童クラブの満足度

問15-3 利用している理由

問15-4 利用していない理由

問16 平日・土曜日・長期休暇期間中の利用意向（日数・時間帯）

問16-1 利用したい理由

問16-2 児童クラブへの希望

小学校就学後の放課後の過ごし方（5歳以上） ● 問26 小学校低学年（1～3年生）での過ごし方の意向（種類・日数）

● 問27 小学校高学年（4～6年生）での過ごし方の意向（種類・日数） 問17 小学校高学年（4～6年生）での過ごし方の意向（種類・日数）

○ 問28 児童クラブの土日祝の利用意向（希望時間帯） 問18 児童クラブの土日祝の利用意向（希望時間帯）

○ 問29 児童クラブの長期休暇期間中の利用意向（希望時間帯） 問19 児童クラブの長期休暇期間中の利用意向（希望時間帯）

育児休業、短時間勤務制度、職場の ○ 問30 育児休業制度の利用状況（取得日数・取得していない理由）

両立支援制度 ○ 問30-1 育児休業取得後の職場復帰状況

○ 問30-2 育児休業取得後の職場復帰タイミング

○ 問30-3 職場復帰時の月齢（実際・希望）

○ 問30-4 ３歳までの休暇制度があった場合の取得希望時期（月齢）

○ 問30-5 希望より早く復帰、希望より遅く復帰した理由

○ 問30-6 短時間勤務制度の利用状況

○ 問30-7 短時間勤務制度を利用しなかった理由

○ 問30-8 １歳時に必ず利用できる事業があった場合の育休取得意向

○ 問31 自由意見 問32 自由意見

【市の独自項目】
　※後期計画調査項目：同じ内容の調査項目(●は選択肢も同一のもの　○は選択肢の分類が国と違うもの）

見出し

ファミリー・サポートセンターの利用 問32 ファミリー・サポート・センター利用の有無 問24 ファミリー・サポート・センター利用の有無

問32-1 利用した時の理由 問24-1 利用した時の理由

問32-2 利用頻度（日数・時間） 問24-2 利用頻度（日数・時間）

問32-3 利用を増やしたい場合の頻度（日数・時間） 問24-3 利用を増やしたい場合の頻度（日数・時間）

問32-4 未利用者の今後の利用意向 問24-4 未利用者の今後の利用意向

公立保育園の民営化 問33 民営化についての意見

問33-1 その理由

児童虐待 問34 知っていることの内容 問25 知っていることの内容

問35 見聞きした場合の通報先 問26 見聞きした場合の通報先

子どもの居場所 問27 平日放課後・土曜日の過ごし方

子育て全般 問36 子育てをする上での不安や悩み 問28 子育てをする上での不安や悩み

問37 子育てに関する不安や悩みの相談先 問29 子育てに関する不安や悩みの相談先

問38 子育て支援サービスに関する情報の入手先 問30 子育て支援サービスに関する情報の入手先

行政サービスへの要望 問39 市に子育て支援の充実を図ってほしいこと 問31 市に子育て支援の充実を図ってほしいこと

●

●

●

●

就学前児童保護者用 小学生就学児童保護者用

後期計
画調査

就学前児童保護者用 小学生就学児童保護者用
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●
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