
平成２５年度ニーズ調査項目について　【就学前児童 （0～5歳）保護者】
分　　類 番号 国 項　　目

1 住まいの地域 問1 ● 住まいの地区
2 家族の状況 問2 ● 子どもの年齢
3 問3 ○ 子どもの人数
4 問4 ● 回答者の続柄
5 問5 ● 回答者の配偶関係
6 問6 子どもの同居・近居の状況
7 問7 ● 子育て（教育含む）を主に行っているのはどなたですか
8 子どもの育ちをめぐる環境 問8 ○ 子育て（教育含む）を主に行っているのはどなた（施設）ですか
9 問9 ○ 子育て（教育含む）にもっとも影響すると思われる環境
10 問10 ○ 子どもをみてもらえる親族・知人
11 問10-1 ○ 祖父母等の親族に子どもをみてもらっている状況
12 問10-2 ○ 友人・知人に子どもをみてもらっている状況
13 問11 子育てを楽しいと感じるか，つらいと感じるか
14 問11-1 子育てをする中で有効だと感じる支援・対策
15 問11-2 子育てのつらさを解消するために必要なこと
16 問12 ○ 子育て（教育含む）をする上で，気軽に相談できる人や場所
17 問12-1 ○ 気軽に相談できる先
18 問13 ○ 子育て（教育含む）をする上で，あればよいと考える周囲のサポート
19 保護者の就労状況 問14 ● 現在の就労状況
20 問15 ● フルタイムへの転職希望
21 問16 ● 就労希望
22 問17 ● 定期的な教育・保育事業の利用状況
23 問17-1 ● 平日に定期的に利用している教育・保育事業
24 問17-2 ● 平日に定期的に利用している教育・保育事業の利用頻度
25 問17-3 ○ 現在利用している教育・保育事業の実施場所
26 問17-4 ○ 平日に定期的に教育・保育事業を利用している理由
27 問17-5 希望した時期に，希望した保育サービスを利用できましたか
28 問17-6 ○ 平日に定期的に教育・保育事業を利用していない理由
29 問18 ● 平日に定期的に利用したいと考える教育・保育事業
30 問18-1 ○ 教育・保育事業を利用したい場所
31 問19 ● 地域子育て支援拠点事業の利用頻度
32 問19-1 地域子育て支援拠点事業を利用していない理由
33 問20 ● 今後，地域子育て支援拠点事業を利用，あるいは日数を増やしたいか
34 問21 ○ 知っている事業や利用した事業，今後の利用希望
35 問22 ● 土曜・休日・長期休業中の定期的な教育・保育事業の利用希望
36 問22-1 ○ 月に1〜2回は利用したい理由
37 問23 ● 幼稚園を利用している世帯の，長期休業中の定期的な教育・保育事業の利用希望
38 問23-1 ○ 週に数日利用したい理由
39 病気の際の対応 問24 ● 病気やけがで教育・保育事業が利用できなかったことはありますか
40 問24-1 ● 病気やけがで教育・保育事業が利用できなかった場合の対処法と日数
41 問24-2 ● 病児・病後児のための保育施設の利用希望
42 問24-3 ○ 病児・病後児のための保育施設の望ましいと思われる事業形態
43 問24-4 ○ 利用したいと思わない理由
44 問24-5 ○ 父母のいずれかが仕事を休んでみたいと思われましたか
45 問24-6 ○ 休んでみることは非常に難しい理由
46 一時預かり等の利用 問25 ● 私用，親の通院，不定期の就労等の目的で不定期に利用している事業
47 問25-1 ○ 一時預かり等を利用していない理由
48 問26 ● 私用，親の通院，不定期の就労等での事業の利用希望
49 問26-1 ○ 一時預かり等を利用する場合，望ましいと思われる事業形態
50 問27 ● 泊まりがけで家族以外に子どもをみてもらったことはありますか
51 問27-1 ○ 泊まりがけで家族以外に子どもをみてもらった時の困難度
52 問28 ● 小学校低学年のうち，放課後に過ごさせたい場所
53 問29 ● 小学校高学年になったら，放課後に過ごさせたい場所
54 問30 ○ 土曜・日曜・祝日の放課後児童クラブ（学童保育）の利用希望
55 問31 ○ 長期休業期間中の放課後児童クラブ（学童保育）の利用希望
56 職場の両立支援制度 問32 ○ 育児休業の取得状況
57 問32-1 ○ 健康保険および厚生年金保険料が免除になる仕組みの認知度
58 問32-2 ○ 育児休業取得後の職場復帰の状況
59 問32-3 ○ 職場復帰のタイミング
60 問32-4 ○ 実際に育児休業から職場復帰した時の子どもの年齢と希望の年齢
61 問32-5 ○ 3歳まで休暇を取得できる制度があった場合，何歳まで取りたかったか
62 問32-6 ○ 希望の時期に職場復帰しなかった理由
63 問32-7 ○ 短時間勤務制度の利用状況
64 問32-8 ○ 短時間勤務制度を利用しなかった理由
65 問32-9 ○ 子どもが1歳になったときに必ず利用できる事業があれば，育児休業を取得しますか
66 問33 望ましいと思われる男女の役割分担
67 問34 男女共同参画を進めるために男女が学ぶべきこと
68 問35 仕事，家事（育児）、プライベートの優先度
69 問36 ○ 子育ての環境や支援への満足度
70 自由意見 問37 ○ 自由意見

平日の定期的な教育・保
育事業の利用状況

地域の子育て支援事業の
利用状況

土曜・休日・長期休業中の
定期的な教育・保育事業の
利用希望

小学校就学後の放課後
の過ごし方
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平成２５年度ニーズ調査項目について　　【小学生保護者】
分　　類 番号 項　　目

1 住まいの地区 問1 住まいの地区

2 家族の状況 問2 子どもの学年

3 問3 子どもの人数

4 問4 回答者の続柄

5 問5 回答者の配偶関係

6 問6 子どもの同居・近居の状況

7 問7 子育て（教育含む）を主に行っているのはどなたですか

8 子どもの育ちをめぐる環境 問8 子どもをみてもらえる親族・知人

9 問8-1 祖父母等に預かってもらっている状況

10 問8-2 友人や知人に預かってもらっている状況

11 保護者の就労状況 問9 現在の就労状況

12 問9-1 有給休暇の取得状況

13 問9-2 有給休暇を取得していない理由

14 問9-3 現在就労していない保護者の就労予定

15 学童保育所の利用状況 問10 学童保育所の利用状況

16 問11 学童保育所の満足度

17 問12 学童保育所の利用希望

18 問13 学童保育所が日曜・祝日にも開設した場合の利用希望

19 問14 学童保育所を利用していない理由

20 問15 子どもが低学年の時の学童保育所の利用状況

21 子どもの食事について 問16 食事について心配なこと

22 問17 朝食のとり方

23 問18 家族と一緒に食事をする頻度

24 病児・病後児の対応 問19 病気やけがで学校を休んだことはありますか

25 一時預かりについて 問20 家族以外に一時的に預けたことはありますか（宿泊を伴わない）

26 問21 一時的に預かることができるサービスがあった場合の利用希望

27 問22 家族以外に一時的に預けたことはありますか（宿泊を伴う）

28 問22-1 泊まりがけで預けなければならない時の対処方法と泊数

29 問22-2 （同居者を含む）親族・知人に預けたときの困難度

30 問23 ファミリー・サポート・センターを利用していますか

31 問23-1 ファミリー・サポート・センターを利用している目的

32 問23-2 ファミリー・サポート・センターの利用頻度

33 問23-3 今利用している人で，利用日数・回数を増やしたい時間

34 問23-4 今は利用していないが，できれば利用したい時間

35 男女の役割分担 問24 望ましいと思われる男女の役割分担

36 問25 男女共同参画を進めるために男女がともに学ぶべきことはなんですか

37 子育てに関する悩みや不安 問26 子育てを楽しいと感じることが多いか，つらいと感じることが多いか

38 問26-1 子育てをする中で，どのような支援・対策が有効と感じていますか

39 問26-2 子育てのつらさを解消するために必要なことは何ですか

40 問27 希望した時期に，希望した保育サービスを利用することができましたか

41 問28 子育てについて，気軽に相談できる人や場所

42 問29 ｢仕事時間｣｢家事(育児)時間｣｢プライベート｣の優先度

43 自由意見 問30 自由意見

ファミリー・サポート・センターの利用状
況
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平成２５年度ニーズ調査項目について　　【中学生保護者】
分　　類 番号 項　　目

1 住まいの地区 問1 住まいの地区

2 問2 子どもの学年

3 問3 子どもの人数

4 問4 回答者の続柄

5 問5 回答者の配偶関係

6 問6 子どもの同居・近居の状況

7 問7 子育て（教育含む）を主に行っているのはどなたですか

8 保護者の就労状況 問8 現在の就労状況

9 問8-1 有給休暇の取得状況

10 問8-2 有給休暇を取得していない理由

11 問8-3 現在就労していない保護者の就労予定

12 子どもの居場所 問9 日常的な子どもの過ごし方

13 問10 子どもにどのような場ができたら望ましいか

14 児童館の利用状況 問11 よく利用する公共施設

15 問11-1 児童館を利用しない理由

16 地域活動への参加状況 問12 地域活動やグループ活動などの参加状況

17 問12-1 参加したことがある，もしくは参加させたい地域活動やグループ活動

18 子育てに関する悩みや不安 問13 子育てに関して，不安や負担などの感じ方

19 問14 子育てに関して，日常悩んでいることや気になる事

20 問15 悩みや不安をどなたに相談しています（いました）か

21 自主的な活動への参加状況 問16 子育てに関するサークル，ボランティアなど自主的な活動の参加状況

22 問16-1 自主的な活動をしていくにあたって必要なこと

23 子育てと仕事の両立 問17 仕事と子育てを両立させる上で大変だと感じること

24 問18 産休・育児休業・介護休暇などの制度の利用状況

25 問18-1 産休・育児休業・介護休暇などを利用なかった理由

26 子どもの食事について 問19 食事について心配なこと

27 問20 朝食のとり方

28 問21 家族と一緒に食事をする頻度

29 子どもの数の理想と現実 問22 理想的な子どもの数と，現実にもちたい（もちたかった）数

30 問22-1 現実にもちたい子どもの数が，理想的な数より少なかった理由

31 子育ての住環境 問23 子育てに適した地区

32 男女の役割分担 問24 望ましいと思われる男女の役割分担

33 問25 男女共同参画を進めるために男女がともに学ぶべきことはなんですか

34 子育てに対する感じ方 問26 子育てを楽しいと感じることが多いか，つらいと感じることが多いか

35 問26-1 子育てをする中で，どのような支援・対策が有効と感じていますか

36 問26-2 子育てのつらさを解消するために必要なことは何ですか

37 問27 希望した時期に，希望した保育サービスを利用することができましたか

38 問28 子育てについて，気軽に相談できる人や場所

39 問29 ｢仕事時間｣｢家事(育児)時間｣｢プライベート｣の優先度

40 自由意見 問30 自由意見
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平成２５年度ニーズ調査項目について　　【小学生・中学生本人】
分　　類 番号 項　　目

1 属性 問1 年齢

2 問2 学年

3 問3 性別

4 問4 同居の状況

5 普段の生活 問5
平日の放課後，勉強（塾を含む）やゲームをしたり，テレビ，インターネットを見たり
する時間

6 問6 平日の放課後の主な居場所

7 問7 休日の過ごし方

8 問8 近所にどのような遊び場がほしいですか

9 問9 よく遊ぶ友達

10 問10 いつも遊んでいる友達の数

11 不安や悩み 問11 不安や悩みは何ですか

12 問12 誰かにいやなことをされたり，言われたりしてひどく傷ついたことがありますか

13 問13 不安や悩みを誰に相談しますか

14 家族生活 問14 お母さんやお父さんと話し合ったり，一緒に遊んだりする時間

15 問15 お母さんやお父さんにしてほしいこと

16 児童館 問16 児童館の利用状況

17 問16-1 児童館行事の参加実績・意向

18 問17 スポーツ活動をしていますか

19 問17-1 スポーツの種目

20 社会活動 問18 ボランティアについてどう思いますか

21 問18-1 どのようなボランティアをしたいですか

22 防犯 問19
家族の人から，見知らぬ人に声をかけられたり，あとをつけられたときにどのように
したらよいか教えられましたか

23 問20 知らない人に声をかけられたり，あとをつけられたことがありますか

24 問20-1 知らない人に声をかけられたり，あとをつけられたのはどのような時ですか

25 問20-2 知らない人に声をかけられたり，あとをつけられた時，どのようにしましたか

26 将来のこと 問21 大人になったら何になりたいですか

27 問22 将来の夢や目標

28 問23 函館がどのようなまちになってほしいと思いますか

29 男女共同参画※中学のみ 問24 望ましいと思われる男女の役割分担

30 自由意見 問24 自由意見

スポーツ活動（習い事ではない）
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平成２５年度ニーズ調査項目について　　【未成年者（１５～１９歳）】
分　　類 問番号 項　　目

1 属性 問1 年齢

2 問2 性別

3 問3 同居家族の状況

4 問4 住まいの地区

5 就業，就学状況 問5 就業，就学状況

6 問5-1 この1年間で有給休暇を取得しましたか

7 問5-2 有給休暇を取得しなかった理由

8 健康 問6 朝食のとり方

9 問7 1日1回は家族と一緒に食事をしていますか

10 問8 お酒を飲んだことがありますか

11 問9 たばこを吸ったことはありますか

12 問10 覚せい剤などの薬物を使用した場合，心身に害を及ぼすことを知っていますか

13 悩みや不安 問11 毎日の生活が楽しいですか

14 問12 悩みごとや，不安は何ですか

15 問13 悩みごとを誰かに相談したり，打ち明けたりしますか

16 問14 悩みごとや心配ごとを相談するとしたら，どのような相談窓口があればよいと思いますか

17 普段の生活 問15 放課後の過ごし方

18 問16 学校が休みの日の過ごし方

19 問17 居心地のよい場所はどこですか

20 問18 時間に余裕があったら何にもっと時間をかけたいですか

21 問19 クラブ活動など学校や地域で活動していることはありますか

22 就職先 問20 将来就職するにあたり，何を基準に就職先を選びますか

23 問21 学校（高校，大学など）を卒業したら，函館で就職したいですか

24 問22 学校（高校，大学など）を卒業したら，どんな職業につきたいですか

25 少子化 問23 出生率が低下し，子どもの数が減少していることを知っていますか

26 問24 子どもの数が減少することについて，どのように考えますか

27 問25 子どもの数が減少することで，どのような影響があると考えますか

28 結婚 問26 結婚について，どのように考えますか

29 問26-1 「結婚するつもりである」を選んだ方は，何歳ぐらいまでに結婚したいと考えていますか

30 問26-2 「必ずしも結婚にこだわらない」，「結婚したくない」理由は何ですか

31 問27 一般的に，結婚の利点は何だと思いますか

32 問28 一般的に，結婚して不利になる点とは何だと思いますか

33 問29 結婚などについてどう思いますか

34 問30 結婚相手の条件は何ですか

35 子ども 問31 赤ちゃんを抱いた経験はありますか

36 問32 子どもが好きですか

37 問33 将来子どもが欲しいですか

38 問33-1 子どもが欲しい理由は何ですか

39 問33-2 将来子どもは何人くらい欲しいですか

40 問33-3 子どもが欲しくない理由は何ですか

41 問34 子どもを持つことについての考え方

42 住みたい地区 問35 将来家を購入したい地区とその理由

43 男女共同参画社会 問36 望ましいと思われる男女の役割分担

44 問37 男女共同参画を進めるために男女がともに学ぶべきことは何ですか

45 自由意見 問38 自由意見
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平成２５年度ニーズ調査項目について　　【成年者（２０～４９歳）】
分　　類 番号 項　　目

1 属性 問1 年齢

2 問2 性別

3 問3 配偶関係

4 問4 子どもがいますか

5 問5 子どもの数と年齢

6 問6 同居の状況

7 問7 住まいの状況

8 問8 住まいの地区

9 就労状況 問9 就業，就学状況

10 問9-1 就労していない場合の就労予定

11 問10 家庭の主な収入

12 問10-1 最も多い収入

13 問11 家族の年収

14 子育てに関する悩みや不安 問12 不安や負担

15 問13 日常悩んでいることや気になること

16 問14 悩みや不安をどなたに相談していますか

17 子育てと仕事の両立 問15 仕事と子育てを両立させる上で大変だと感じること

18 問16 産休・育休・介護休暇などの制度の利用状況

19 問16-1 産休・育休・介護休暇などの制度を利用しなかった理由

20 子どもの数の理想と現実 問17 子どもをもっていない理由

21 問18 今後子どもをもちたいと思っていますか

22 問19 理想的な子どもの数と現実にもちたい（もちたかった）数

23 問19-1 現実に持ちたい子どもの数が，理想的な数より少ない理由

24 子育ての住環境 問20 子育てに適した地区

25 男女の役割分担 問21 望ましいと思われる男女の役割分担

26 問22 男女共同参画を進めるために男女がともに学ぶべきことは何ですか

27 自由意見 問23 自由意見
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平成２５年度ニーズ調査項目について　　【母子・父子・寡婦家庭】
分　　類 番号 項　　目

1 属性 問1 家庭の状況

2 問2 同居の状況

3 問3 同居していない子どもの人数

4 問4 両親の居住地

5 問5 住まいの状況

6 母子・父子・寡婦になった理由 問6 母子・父子・寡婦となった理由

7 問7 離婚理由

8 親からの援助 問8 母子・父子・寡婦となったときにそれぞれの親から援助はありましたか

9 問9 現在，それぞれの親からの援助はありますか

10 裁判所利用の有無・養育費 問10 離婚を決めるときの家庭裁判所の利用状況

11 問11 離婚のときに，養育費などの取決めについてどなたに相談しましたか

12 問12 養育費などの取り決め

13 問12-1 養育費などの取り決めの文書

14 問12-2 養育費などの取り決めをしていない理由

15 問13 離婚した夫（妻）からの養育費は現在どうなっていますか

16 問13-1 養育費などの金額は決まっていますか

17 問13-2 養育費などの金額

18 就労状況 問14 現在の就労状況

19 問14-1 勤め先での雇用形態

20 問15 現在何らかの資格，免許，技術をお持ちですか。その資格は役立っていますか。

21 問15-1 今後取得したい資格など

22 問16 現在の仕事はどのようにして見つけられましたか

23 問17 現在の仕事

24 問17-1 有給休暇の取得状況

25 問17-2 有給休暇を取得していない理由

26 問18 これから先も今の仕事を続けるお考えですか

27 問19 現在，仕事についていない理由

28 問20 今後お仕事をする予定ですか

29 問21 女性の方は結婚後，仕事をしましたか

30 問22 妊娠・出産の後，仕事をしましたか

31 問23 母子・寡婦家庭になった後，仕事をしましたか

32 問24 仕事を探すときの難しさ

33 問25 家庭の主な収入

34 問25-1 最も多い収入

35 問26 家庭の年収（税込み）

36 問27 現在の悩み

37 制度利用等 問55 各種制度や相談窓口を知っていたり，利用したことはありますか

38 問56 子育てサービスの情報提供を提供するコーディネーターを利用したいと思いますか

39 問57 生活援助や保育サービスが必要となったときにヘルパー派遣を利用したいと思いますか

40 問58 子育てに適した地区とその理由

41 問59 望ましいと思われる男女の役割分担

42 問60 男女共同参画を進めるために男女がともに学ぶべきことは何だと考えますか

43 問61 自由意見

44 ※就学前児童の保護者への設問 問28 現在，平日の保育をどのようにしていますか

45 問29 平日の保育所，幼稚園，認定こども園の利用状況

46 問30 平日の認可外保育施設の利用状況

47 問31 平日のファミリーサポートセンターの利用状況

48 問32 平日に子どもを親族や知人に預けている状況

49 問33 保育所を利用していない理由

50 問34 平日の保育サービスなどの利用希望

51 問35 土日祝日の保育サービスの利用状況

52 問36 土日祝日の保育サービスの利用希望

53 問37 子どもが病域で保育所等を休んだことはありましたか

54 問38 緊急の用事で子どもの面倒を日中みられなくなった事はありましたか

55 問39 子どもを泊りがけで家族以外に預けなければならないことはありましたか

56 問40 急な用事やリフレッシュのため，子どもを家族以外の誰かに預けたいと思うことはありますか

57 問41 保育所等の満足度

58 問42 乳幼児を持つ親と子が，交流や子育て相談ができる制度があった場合の利用希望

59 ※小学生の保護者への設問 問43 現在の学童保育所の利用状況

60 問44 学童保育所に通っていましたか

61 問45 学童保育所の満足度

62 問46 学童保育所の利用希望

63 問47 学童保育所を利用していない主な理由

64 問48 子どもが病気で小学校を休んだことはありますか

65 問49 緊急の用事で子どもの面倒を日中みられなくなった事はありましたか

66 問50 子どもを泊りがけで家族以外に預けなければならないことはありましたか

67 問51 子育てに関して不安や負担などを感じますか

68 問52 子育てに関して日常悩んでいること，気になることはなにか

69 問53 子育てに関する悩みや不安を誰に相談していますか

70 問54 子育てに関する情報をどのように入手していますか 7

※就学前および小学生の保護者へ
の設問


