
封筒のあて名のお子さん（以下「あて名のお子さん」と略します。）の保護者の皆
さんのご意見をお聞かせください。

【問１】子育てを通じて良かったと感じたことについて、あてはまるものを３つまで選んで○を

　　　つけてください。

【問２】あて名のお子さんを育てている間に、どんなことに悩んだり、不安に感じたり、困った

　　　りしましたか。あてはまるものを３つまで選んで○をつけてください。

その他

【問３】これまで、子育てに関する悩みや不安などを誰に相談してきましたか。

　　　あてはまるものすべてに○をつけてください。

保育所・幼稚園・学校などの先生 16． その他

医師・病院

その他の親戚 　ターネットを活用した相談　など）

近所の人 14． 誰にも相談したことはない

学校時代や職場の友人 15． 子育てに関する悩みや不安はなかった

3． 配偶者の親 （保健センター・児童相談所など）

4． 自分のきょうだい 13． メディアによる相談

配偶者のきょうだい （電話相談・ＴＶ番組への相談・イン

いこと

1． 配偶者 11． 子育てサークルなどで知り合った人

2． 自分の親 12． 公的機関の相談員

19．

9． 治安が悪くなり、子どもが犯罪の被害 くなるなどのストレスを感じたこと

にあうかもしれないこと 17．

悩んだり困ったりしたことは特にない10． 自分自身の体力や健康などに自信がな 18．

親など親族の介護のこと

住居が子育てに十分な広さがないこと 15． 子育てに関して自信が持てないなどの不

近所に子どもを安心して遊ばせる場所 安を感じたこと

がないこと 16． 子育て中に自分のやりたいことができな

子どもの成績や勉強のこと いない（または仲間に入ることができな

子どもの友人関係のこと い）こと

子どもを通じての近所づきあいのこと 14． 子育てに関する情報が不足していること

子どものしつけ・生活習慣のこと 12． 家庭内で子育て・家事の協力が得られな

子どもの発育・発達のこと いこと

子どもの病気・健康のこと 13． 子育てをしている親同士の仲間が身近に

8． 特にない

4． 家族の絆が強まった 9． その他

1． 子どもといることで幸福感を感じる 7． 自分が育ててもらったことを感謝できる

2． 子どもの成長をみると充実感を感じる ようになった

5． 視野が広がった

6． 友だちが増えた

3． 子どもとともに自分も成長できた

10．

8．

9．

6．

7．

5．

11． 自分が病気や出産で子どもの世話がで

きないときのこと

1．

2．

3．

4．

5．

6．

7．

8．

子育て中に感じたことについてうかがいます。（問１～問３）
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【問４】あて名のお子さんの子育て（教育を含む）を主に行っているのはどなたですか。あては

　　　まるもの１つに○をつけてください。続き柄はあて名のお子さんから見た関係です。

【問５】子育てについて、あなたのお住まいの地域にあてはまるものすべてに○をつけてください。

同じくらいの年齢の子どもを育てている友だちがいる

年齢の違う子が一緒になって遊ぶこどができると感じる

子育てについて気軽に相談できる人がいる

困った時に気軽に子どもを預かってくれる知人がいる

子どもが参加できる行事がたくさん行われている

地域の人が子育てを温かく見守ってくれていると感じる

地域の人に子育て家庭についての理解がないと感じる

子どものいる家庭が少なく、地域の中で孤立感を感じる

子ども同士の交流があまりないと感じる

その他

【問６】子育てする上で、知りたい情報は何ですか。あてはまるものを３つまで選んで○を

　　　つけてください。

子どもの進学先（高校や大学など）

子育てについて相談できる機関やサービス

子どもの発育や健康について相談できる機関やサービス

子どもが病気やケガをしたときや、休日等に受診できる医療機関

子どもの習い事や塾

子育てをする仲間づくりのサークル

子どもの遊び場や公園

子どもと一緒に参加できるイベント

その他

【問７】あなたは、平成２０年４月に「なごや子ども条例」が制定されたことを知っていま

　　　すか。あてはまるものを１つ選んで○をつけてください。

内容についてもよく知っている

制定されたことは知っているが、内容はあまり知らない

制定されたことは知っているが、内容はまったく知らない

制定されたことを知らない

1． 父親 4． きょうだい 7． 祖父（母方）

3． 父母ともに 6． 祖母（父方） 9． その他の人（　　　　　　　　）

2． 母親 5． 祖父（父方） 8． 祖母（母方）

1．

2．

3．

4．

1．

2．

3．

4．

5．

6．

7．

8．

9．

5．

6．

7．

8．

9．

10．

1．

2．

3．

4．

あて名のお子さんの育ちをめぐる環境についてうかがいます。（問４）

なごや子ども条例についてうかがいます。（問７）

子育ての状況などについてうかがいます。（問５、問６）
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【問８】名古屋市の子ども・子育て支援への取り組みについて、あなたは以下の「ア」～「ケ」

　　　のことを期待しますか。また、現在の名古屋市の取り組みについて満足していますか。

　　　下の表の「ア」～「ケ」の項目ごとに、（１）、（２）の質問ごとにあてはまるものを

　　　1つ選んで○をつけてください。名古屋市が子ども・子育て支援に取り組む必要がない

　　　と思われるかたは「コ」に○をつけてください。

（１）期待の有無 （２）現状の満足度

労働時間の短縮、育児休業や介護休暇 期待する 満足する

制度など家庭生活と両立する職場環境 どちらでもない どちらでもない

の整備 期待しない 満足しない

多様な保育サービスの充実や、 期待する 満足する

放課後児童に対する施策の充実 どちらでもない どちらでもない

期待しない 満足しない

安心して出産や子育てができる 期待する 満足する

医療サービスの充実 どちらでもない どちらでもない

期待しない 満足しない

子育てについて相談できる機関や 期待する 満足する

サービスの充実 どちらでもない どちらでもない

期待しない 満足しない

住宅や遊び場・公園の整備など、 期待する 満足する

子育てしやすいまちづくり どちらでもない どちらでもない

期待しない 満足しない

受験戦争やいじめの解消等の、 期待する 満足する

ゆとりのある教育の実現 どちらでもない どちらでもない

期待しない 満足しない

遊び・スポーツ・文化活動など、 期待する 満足する

豊かな人間性をつくる学校外活動 どちらでもない どちらでもない

の充実 期待しない 満足しない

医療費助成や子育てにかかる 期待する 満足する

各種サービスの費用の軽減など、 どちらでもない どちらでもない

経済的な支援の充実 期待しない 満足しない

男女でともに子育てに参加することに 期待する 満足する

ついての意識啓発 どちらでもない どちらでもない

期待しない 満足しない

名古屋市として子ども・子育て支援に

取り組む必要はない

1． 1．

2． 2．

3． 3．

ウ． 1． 1．

2． 2．

3． 3．

イ． 1． 1．

2． 2．

3． 3．

2．

3． 3．

エ． 1． 1．

2． 2．

3． 3．

ケ． 1．

2．

3．

ク． 1．

2．

3．

キ． 1．

2．

3．

カ． 1．

2．

3．

オ．

コ．

1．

2．

3．

1．

2．

3．

1．

2．

3．

1．

2．

3．

1． 1．

2．

ア．

名古屋市の子ども・子育て支援への取り組みについてうかがいます。（問８）
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【問９】父親の就労状況について、あてはまるものを１つ選んで〇をつけてください。

就労している

就労しているが育休・介護休業中

以前は就労していたが現在は就労していない

これまで就労したことがない

【問10】父親の就労形態にあてはまるものを１つ選んで○をつけてください。

パート・アルバイト

派遣・契約社員

在宅ワーク・内職

その他

【問11】父親の平均的な１週間の就労日数を数字で（　　）に記入してください。

平均的な１週間の就労日数　週（　　　）日　（休日出勤を含む）

【問12】父親の平均的な１日の就労時間と、平均的な家を出る時間と帰宅時間を数字で

　　　記入してください。交代勤務で決まっていないかたは「２．」に○をつけてください。

２４時間制（例：９時～１８時）で、残業を含まない時間を記入してください。

育児時間などを取得されている場合は、取得後の時間を記入してください（予定含む）。

就労時間（　　　）時（　　　）分　～　（　　　）時（　　　）分

平均的な家を出る時間（　　　）時ごろ　　平均的な帰宅時間（　　　）時ごろ

交代勤務で決まっていない

【問13】父親は、主な仕事以外に別の仕事（副業）をしていますか。

　　　あてはまるものを１つ選んで○をつけてください。（回答後は【問17】へ）

副業をしている

副業をしているが育休・介護休業中

以前は副業をしていたが現在は副業をしていない

これまで副業をしたことがない

経営者・役員

6．

9．

7．

1．

2．

3．
→【問14】へ

4．

1． 正社員

4． 自営業・自由業

2． 公務員

1．

2．

1．

2．

3．

自営業の家族従業者

3．

4．

5．

8．

あて名のお子さんの父親の就労状況についてうかがいます。（問９～問16）

ここからは、あて名のお子さんの父親についての質問です。

母子家庭のかたは記入不要ですので、【問17】へすすんでください。

【問10】から【問13】は、【問９】で「１」または「２」

と回答されたかた（就労している父親）の状況についてうかがいます。
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【問14】父親は、今後、就労の希望がありますか。

　　　あてはまるものを１つ選んで○をつけてください。

　　　「３」を選ばれたかたは（　　）の中にお子さんの年齢を記入してください。

就労の希望はない　→　【問17】へ

すぐにでも、若しくは１年以内に就労したい

１年より先で、一番下の子ども（子どもが１人の場合はあて名のお子さん）が

（　　　）歳くらいになったら、就労したい

【問15】父親が今後就労する場合、どのような就労を希望しますか。
　　　あてはまるものを１つ選んで○をつけてください。
　　　「６.パート・アルバイト」または「７.派遣・契約社員」を選ばれたかたは、１週間あた

　　　りの就労日数及び１日あたりの就労時間の希望を、数字で（　　）に記入してください。

正社員

公務員

経営者・役員

自営業・自由業

自営業の家族従業者

パート・アルバイト　→　１週間あたり（　　　）日、１日あたり（　　　）時間

派遣・契約社員　　　→　１週間あたり（　　　）日、１日あたり（　　　）時間

在宅ワーク・内職

その他

【問16】父親が就労希望があるのに現在働いていない理由は何ですか。

　　　もっとも近いものを１つ選んで○をつけてください。

保育所に入所できない(あて名のお子さんのきょうだいが学童保育所に入所できない)から

時間的な制約があるなど働きながら子育てできる適当な仕事がないから

家族の考え方（親族の理解が得られる）等、就労する環境が整っていないから

子どもがある程度の年齢になるまでは子育てに専念したいから

子育てが大変で就労する余裕がないから

子育てが大変であることに加え、親など親族の介護の必要があるから

その他

1． 自分の知識、能力にあう仕事がないなど希望する就労先がない（見つからない）から

3．

4．

5．

6．

7．

8．

6．

7．

8．

9．

2．

3．

4．

5．

1．

2．

3．

1．

2．

【問14】から【問16】は、【問９】で「３」または「４」

と回答されたかた（就労していない父親）にうかがいます。

【問10】から【問13】を回答されたかたは、【問17】へすすんでください。
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【問17】母親の就労状況について、あてはまるものを１つ選んで〇をつけてください。

就労している

就労しているが育休・介護休業中

以前は就労していたが現在は就労していない

これまで就労したことがない

【問18】母親の就労形態にあてはまるものを１つ選んで○をつけてください。

パート・アルバイト

派遣・契約社員

在宅ワーク・内職

その他

【問19】母親の平均的な１週間の就労日数を数字で（　　）に記入してください。

平均的な１週間の就労日数　週（　　　）日　（休日出勤を含む）

【問20】母親の平均的な１日の就労時間と、平均的な家を出る時間と帰宅時間を数字で（　　）
　　　に記入してください。交代勤務で決まっていないかたは「２」に○をつけてください。

２４時間制（例：９時～１８時）で、残業を含まない時間を記入してください。

育児時間などを取得されている場合は、取得後の時間を記入してください（予定含む）。

就労時間（　　　）時（　　　）分　～　（　　　）時（　　　）分

平均的な家を出る時間（　　　）時ごろ　　平均的な帰宅時間（　　　）時ごろ

交代勤務で決まっていない

【問21】母親は、主な仕事以外に別の仕事（副業）をしていますか。
　　　あてはまるものを１つ選んで○をつけてください。（回答後は【問25】へ）

副業をしている

副業をしているが育休・介護休業中

以前は副業をしていたが現在は副業をしていない

これまで副業をしたことがない

→【問22】へ
4．

1． 正社員

1．

2．

2． 公務員

3． 経営者・役員

4． 自営業・自由業

5．

3．

4．

3．

自営業の家族従業者

6．

7．

8．

9．

1．

2．

1．

2．

あて名のお子さんの母親の就労状況についてうかがいます。（問17～問24）

ここからは、あて名のお子さんの母親についての質問です。

父子家庭のかたは記入不要ですので、【問25】へすすんでください。

【問18】から【問21】は、【問17】で「１」または「２」

と回答されたかた（就労している母親）の状況についてうかがいます。
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【問22】母親は、今後、就労の希望がありますか。

　　　あてはまるものを1つ選んで○をつけてください。

　　　「３」を選ばれた方は（　　）の中にお子さんの年齢を記入してください。

就労の希望はない　→【問25】へ

すぐにでも、若しくは１年以内に就労したい

１年より先で、一番下の子ども（子どもが１人の場合はあて名のお子さん）が

（　　　）歳くらいになったら、就労したい

【問23】母親が今後就労する場合、どのような就労を希望しますか。
　　　あてはまるものを１つ選んで○をつけてください。
　　　「６.パート・アルバイト」または「７.派遣・契約社員」を選ばれたかたは、１週間あた

　　　りの就労日数及び１日あたりの就労時間の希望を、数字で（　　）に記入してください。

正社員

公務員

経営者・役員

自営業・自由業

自営業の家族従業者

パート・アルバイト　→　１週間あたり（　　　）日、１日あたり（　　　）時間

派遣・契約社員　　　→　１週間あたり（　　　）日、１日あたり（　　　）時間

在宅ワーク・内職

その他

【問24】母親が就労希望があるのに現在働いていない理由は何ですか。

　　　もっとも近いものを１つ選んで○をつけてください。

保育所に入所できない(あて名のお子さんのきょうだいが学童保育所に入所できない)から

時間的な制約があるなど働きながら子育てできる適当な仕事がないから

家族の考え方（親族の理解が得られる）等、就労する環境が整っていないから

子どもがある程度の年齢になるまでは子育てに専念したいから

子育てが大変で就労する余裕がないから

子育てが大変であることに加え、親など親族の介護の必要があるから

その他

1． 自分の知識、能力にあう仕事がないなど希望する就労先がない（見つからない）から

2．

3．

1．

2．

3．

1．

2．

4．

5．

6．

7．

8．

9．

3．

4．

5．

6．

7．

8．

【問22】から【問24】は、【問17】で「３」または「４」

と回答されたかた（就労していない母親）にうかがいます。

【問18】から【問21】を回答されたかたは、【問25】へすすんでください。
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【問25】母親は、出産前後（それぞれ１年以内）に仕事をやめたり、転職をしましたか。

　　　あてはまるものを１つ選んで○をつけてください。

就職したことがない、または、

出産１年前にすでに働いていなかった

転職をせず継続的に働いた

転職をして継続的に働いた

仕事をやめた

【問26】母親は仕事と家庭の両立を支援する教育・保育事業（幼稚園や保育所など）や周囲の

　　　環境などが整っていたら、出産前後にしていた仕事を続けましたか。

　　　母親の考えにもっとも近いものを１つ選んで○をつけてください。

職場において育児休業制度などの仕事と家庭の両立支援制度が整い、働き続けやすい環境

が整っていれば、続けていた

教育・保育事業と職場の両立支援環境がどちらも整っていれば、続けていた

家族の考え方（親族の理解が得られる）など仕事をする環境が整っていれば、続けていた

いずれにしても続ける希望はなかった

その他

3．

4．

1． 教育・保育事業が確実に利用できる見込みがあれば、続けていた

2．

1．

→【問27】へ

2．

3．

4．

5．

6．

出産にともなう母親の退職や転職についてうかがいます。（問25、問26）
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【問27】一番上のお子さんが小学校に入られたことをきっかけに、父親、母親の就労形態などを

　　　変更しましたか。就労していたかたについて、あてはまる主なものを１つ選んで○をつけ

　　　てください。

（１）父親

特に変更していないが、子どもを親族や学童保育などに預けることで対応した

特に変更していない

仕事をやめた

パート・アルバイトや在宅ワークなど、

子どもの帰宅時間に在宅可能な就労形態に変更した

帰宅時間を調整するようになった

（２）母親

特に変更していないが、子どもを親族や学童保育などに預けることで対応した

特に変更していない

仕事をやめた

パート・アルバイトや在宅ワークなど、

子どもの帰宅時間に在宅可能な就労形態に変更した

帰宅時間を調整するようになった

【問28】【問27】で「３」、「４」、「５」を選ばれたかた（就労形態などを変更したかた）の

　　　理由はなんですか。あてはまる主なものを１つ選んで○をつけてください。

（１）父親

放課後等に安心して子どもを預けることができる場所がないから

子育てと仕事の両立が困難になったから

子育てに専念したいから

社会的な活動や地域活動に参加したいから

その他

（２）母親

放課後等に安心して子どもを預けることができる場所がないから

子育てと仕事の両立が困難になったから

子育てに専念したいから

社会的な活動や地域活動に参加したいから

その他

3．

→
【問28】「（１）父親」
も回答してください。

4．

5．

1．

2．

3．

4．

5．

1．

2．

3．

→
【問28】「（２）母親」
も回答してください。

4．

5．

1．

2．

3．

4．

5．

1．

2．

一番上のお子さんが小学校に入る前に

就労していたかたにうかがいます。（問27、問28）

両親ともに就労されていなかったかたは記入不要ですので、

【問29】へすすんでください。
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【問29】あなたの家庭では、仕事と生活のバランス（ワーク・ライフ・バランス）はとれている

　　　と感じていますか。父親と母親のそれぞれについて、もっとも近いものを１つ選んで

　　　下の枠内に番号を記入してください。父子家庭のかたは父親の枠内に

　　　母子家庭のかたは母親の枠内に記入してください。

仕事と家庭生活（育児含む）のバランスがとれている

仕事が中心となっており、もう少し家庭生活の比重が高まるとよい

仕事が中心となっているが、今のままでよい

育児が中心となっており、もう少し仕事の比重が高まるとよい

育児が中心となっているが、今のままでよい

どちらともいえない

よくわからない

その他 父：

母：

【問30】現在、家事・子育てをどのように分担していますか。下の表の「ア」から「ク」の項目
　　　ごとに父親と母親の分担の割合を、全体で１００％になるように数字で記入してください。
　　　祖父母や、知り合い等の援助がある場合は、祖父母などの援助の割合を含めて、全体が
　　　１００％になるように、数字で記入してください。

日常の買い物

部屋の掃除

洗濯

炊事

行事などの参加（※）

塾や習い事の送迎

お子さんの身の回りの世話

病気になったときの看護

※幼稚園や保育所の保護者会、お子さんの健康診断、運動会、親子遠足、地域の行事など

母親

1．

2．

3．

4．

父親

（2）母親の割合 （3）
祖父母等の
援助の割合

ア． ％ ％ ％

5．

6．

7．

8．

（1）

％

オ． ％ ％ ％

イ． ％ ％ ％

ウ． ％ ％ ％

％

カ． ％ ％ ％

キ． ％ ％ ％

ク． ％ ％

エ． ％ ％

父親の割合

仕事と生活のバランスについてうかがいます。（問29）

家事・子育ての分担についてうかがいます。（問30）
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【問31】あなたの世帯の現在の暮らし向きについてうかがいます。

　　　あてはまるものを１つ選んで○をつけてください。

大変ゆとりがある やや苦しい

ややゆとりがある 苦しい

普通

【問32】あなたの世帯では、過去１年間の間に、お金が足りなくて、家族が必要とする「食料」

　　　が買えないことがありましたか。あてはまるものを１つ選んで○をつけてください。

よくあった まれにあった

ときどきあった まったくなかった

【問33】あなたの世帯では、過去１年間の間に、お金が足りなくて、家族が必要とする「衣料」

　　　が買えないことがありましたか。あてはまるものを１つ選んで○をつけてください。

よくあった まれにあった

ときどきあった まったくなかった

【問34】これまでに子育てに経済的な負担を感じたことがありますか。あてはまるものを１つ選

　　　んで○をつけてください。

よくあった

ときどきあった

どちらともいえない

あまり感じない

感じない

わからない

【問35】特に負担を感じる費用として、あてはまるものを３つまで選んで下の枠内に番号を記入

　　　し、１か月にかかる費用を、数字で（　　）に記入してください。

選んだ番号 月額（　　　　　　　）円

選んだ番号 月額（　　　　　　　）円

選んだ番号 月額（　　　　　　　）円

衣服費 幼稚園・保育所費用

食費 クラブ活動費用

光熱水費 本代、おもちゃ代

住宅費（家賃・ローン） レジャー費用（旅行など）

授業料・学費 医療費

学習塾の費用 わからない

習い事の費用 その他（　　　　　　　　　）

6． 13．

7． 14．

3．

1． 3．

2． 4．

1． 4．

2． 5．

1． 8．

2． 9．

4． 11．

5． 12．

3． 10．

3．

4．
→【問36】へ

5．

6．

1． 3．

2． 4．

1．

2．

子育て中の経済的負担についてうかがいます。（問31～問38）
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【問36】あなたの世帯では、現在、お子さんは塾や習い事などに通っていますか。あてはまる番

　　　号すべてに○をつけ、１か月にかかる費用を、数字で（　　　）に記入してください。

　　　また、「８」に該当する方は【問37】にも回答してください。

学習塾・進学塾 月額（　　　　　　　）円

家庭教師 月額（　　　　　　　）円

通信教育 月額（　　　　　　　）円

英会話・珠算などの勉強の習い事 月額（　　　　　　　）円

絵画・音楽・習字などの芸術の習い事 月額（　　　　　　　）円

スポーツ 月額（　　　　　　　）円

その他（　　　　　　　　　　　　） 月額（　　　　　　　）円

通わせたいが通わせていない　→【問37】も回答してください。

理由はないが通わせていない

通わせるつもりはない

【問37】【問36】で「８」を選ばれたかた（塾や習い事に通わせたいが通わせていないかた）の

　　　理由は何ですか。あてはまるものすべてに○をつけてください。

子どもがやりたがらないから

必要性を感じないから

経済的に余裕がないから

家の近くに塾や習い事がないから

学校のクラブ活動が忙しいから

子どもの自由時間が少なくなるから

他の家族の理解が得られないから

その他

【問38】あて名のお子さんの教育について、重視していることはありますか。

　　　あてはまるものを３つまで選んで○をつけてください。

自分を大切にすること

親や友だちなど、自分の周囲の人を大切にすること

生き物を大切にすること

協調性があること

自分の意見をはっきり言えること

正直であること

自制心があること

自立して考えること

身だしなみをよく清潔にし、他人に不快感を与えないよう気を配ること

目標を立てて努力すること

物事がどのようにして起こるか興味をもつこと

親の言うことに従うこと

その他

1．

2．

10．

11．

12．

13．

2．

3．

4．

6．

7．

8．

3．

4．

5．

8．

9．

5．

6．

7．

8．

1．

9．

10．

1．

2．

3．

4．

5．

6．

7．
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【問39】現在、あなたは、あて名のお子さんが「同じ年齢のお子さんに比べて発達が遅れている」

　　　と思いますか。あてはまるもの１つに○をつけてください。

発達に遅れがあると感じている

遅れているとは思わないが、発達に気になるところがある

発達に遅れや気になるところがあるとは感じていない

【問40】あて名のお子さんが小学校に入学するまでの間に、あなたがお子さんの発達に不安を感

　　　じたことはありましたか。

　　　あてはまるもの１つに○をつけてください。

発達に遅れがあると感じたことがあった

遅れているとは思わなかったが、発達に気になるところがあると感じたことがあった

発達に遅れや気になるところがあるとは感じたことはなかった

【問41】これまでに、専門機関などからあて名のお子さんの発達の遅れや偏りについて指摘を受

　　　けたことがありますか。あてはまるものすべてに○をつけてください。

保健センター 保育所

地域療育センター 病院・診療所

・児童発達支援センター その他

幼稚園

【問42】あて名のお子さんが小学校に入学するまでに、子どもの発達を支援する事業を利用した

　　　ことがありますか。あてはまるものすべてに○をつけてください。

地域療育センター いこいの家

児童発達支援センター 幼稚園の特別支援教育

児童発達支援事業所 保育所の統合保育や発達支援

【問43】あて名のお子さんは現在、生活をする上で何らかの医療的なケアが必要ですか。

　　　あてはまるものすべてに○をつけてください。

経管栄養 たん吸引

導尿 その他

酸素吸入

インシュリン注射

ネブライザー吸引 医療的ケアは必要ない

【問44】今の日本の社会は、自分と意見や立場が異なる人を認める寛容な社会だと思いますか。

　　　あなたの考え方に一番近いものを１つ選んで○をつけてください。

寛容な社会だと思う その他

ある程度寛容な社会だと思う

あまり寛容な社会ではないと思う

寛容な社会ではないと思う わからない

3．

4． 6．

2． 7．

3．

4．

5． 8．

1． 5．

2．

6．

3．

1． 4．

2． 5．

3． 6．

1． 6．

1．

2．

3．

1．

2．

3．

1． 4．

2． 5．

あて名のお子さんの健康や発達についてうかがいます。（問39～問43）

今の社会に対するあなたの考え方についてうかがいます。（問44～問47）
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【問45】今の日本の社会は、他人の過ちや欠点を許せる寛容な社会だと思いますか。

　　　あなたの考え方に一番近いものを１つ選んで○をつけてください。

寛容な社会だと思う その他

ある程度寛容な社会だと思う

あまり寛容な社会ではないと思う

寛容な社会ではないと思う わからない

【問46】「子どもの声は騒音だから、近所に保育園ができるのは反対」という意見がありますが、

　　　この意見に対するあなたの考え方に一番近いものを１つ選んで○をつけてください。

同感できる その他

ある程度同感できる

あまり同感できない

同感できない わからない

【問47】「大きな災害が起きたときに、ブログなどのインターネット上に、楽しそうな写真や文

　　　章を投稿することは不謹慎だ」という意見がありますが、この意見に対するあなたの考え

　　　方に一番近いものを１つ選んで○をつけてください。

同感できる その他

ある程度同感できる

あまり同感できない

同感できない わからない

【問48】あなたには何人のお子さんがいますか。また、理想としては、子どもは何人いるのが望

　　　ましいと考えていますか。あてはまるものをそれぞれ１つ選んで○をつけてください。

　　　お子さんの人数が、理想とする子どもの人数より少ないかたは、【問49】も回答してくだ
　　　さい。

お子さんの人数 理想とする子どもの人数

１人 １人

２人 ２人

３人 ３人

４人 ４人

５人以上 ５人以上

【問49】お子さんの人数が理想とする子どもの人数より少ない理由は何ですか。

　　　あてはまるものを３つまで選んで○をつけてください。

住宅が狭いから 子どもをとりまく環境に不安があるから

経済的に余裕がないから 保育所など子育てを手伝ってくれる事業

仕事と子育ての両立が難しいから が十分に整備されていないから

子育ての身体的・精神的な負担が大き 今後、出産の予定がある

いから （出産を希望している。）

自分または配偶者の健康上の理由から 妊娠しなかった

自分または配偶者の年齢上の理由から その他

自分自身の生活を楽しみたいから

2． 2．

3． 3．

4． 4．

5．

6．

7．

8．

9．

10．

5． 5．

1．

2．

3．

4．

11．

12．

1． 5．

2．

3．

4． 6．

1． 5．

2．

3．

4． 6．

1． 5．

2．

3．

4． 6．

1． 1．

理想のお子さんの人数についてうかがいます（問48、問49）
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【問50】あて名のお子さんとの関係に関する以下の項目それぞれについて、あなたはどのように

　　　思われますか。ア～キの項目ごとにもっとも近いものを選んで○をつけてください。

【問51】あなたは、あて名のお子さんに、最終的にどこまで進学してほしいと考えていますか。

　　　あてはまるものを１つ選んで○をつけてください。

大学院まで

まだ決めていない

専門学校まで わからない

短大・高専まで

イ． 子どもの仲のいい友だちの名前をほとんど知っている １ ２ ３ ４

そ
う
思
う

だ
い
だ
い

そ
う
思
う

あ
ま
り
そ
う

思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

ア． 子どもの好きなことをよくわかっている １ ２ ３ ４

エ． 子どもの将来の夢についてよく知っている １ ２ ３ ４

ウ． 子どもに信頼されていると感じている １ ２ ３ ４

３ ４

カ． 子どもに悩み事があるときはわかる １ ２ ３ ４

オ． 子どもの学校での様子や出来事をよく知っている １ ２ ３ ４

1． 中学まで 6． 大学まで

2． 高校（普通科）まで 7．

キ． 子どもの健康状態をしっかり把握している １ ２

3． 高校（職業科）まで 8．

4． 9．

5．

あて名のお子さんとの親子関係についてうかがいます。（問50）

あて名のお子さんの進路についてうかがいます。（問51）

あて名のお子さんが小学生の保護者のかたは、

次のページからの【問52】から【問60】もご回答ください。

あて名のお子さんが中学生以上の保護者のかたは

22ページの【問61】へおすすみください。
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【問52】から【問60】までは、あて名のお子さんが

小学生の保護者　のかたがお答えください。
あて名のお子さんが中学生以上のかたは、
　　　　　　　　　　　22ページの【問61】へすすんでください。

【問52】あなたの家の近くの子どもの遊び場について、日頃感じていることを３つまで選んで○

　　　をつけてください。

近くに遊び場がない

雨の日に遊べる場所がない

思い切り遊ぶために十分な広さがない

遊具などの種類が充実していない

遊具などが年齢にあっていない

不衛生である

いつも閑散としていて寂しい感じがする

遊具などの設備が古くて危険である

緑などの自然が少ない

遊び場やその周辺の環境が悪くて、安心して遊べない

遊び場周辺の道路が危険である

遊び場にいっても子どもと同じ歳くらいの遊び仲間がいない

特に感じることはない

その他

【トワイライトスクール】
　小学校施設を活用して、異学年の友だちとの遊びや学び、地域の方との交流、体験活動
などの場を提供します。小学校に通うすべての子どもが対象となる事業です。
　＜活動日時＞月～土曜日の１８時まで（土曜日と長期休業は午前より実施）
【トワイライトルーム】
　トワイライトスクールの内容に加え、就労等で子育てへの援助を希望する家庭の子ども
について、その生活面でのサポート等を行う子ども指導員を配置するなど、より生活に配
慮した取り組みを行います。１７時を超えて利用する場合は、一定の利用料（おやつ代等
を含む）が必要になります。
　＜活動日時＞月～金曜日の１９時、土曜日は１８時まで
　　　　　　　（土曜日と長期休業は午前より実施）
【学童保育（留守家庭健全育成事業）】
　保護者が就労等により昼間家庭にいない子どもについて、その健全な育成を図るため、
授業終了後等に適切な遊びと生活の場を提供します。開設時間や利用料（おやつ代等を含
む）は、学童保育によって異なります。
　＜活動日時＞月～土曜日
　　民間学童：約９割が１９時まで（土曜日と長期休業は午前より実施）
　　　　　　　（最短１７時、最長２１時まで）
　　児童館　：１３時から１８時まで（長期休業は午前より実施）
【のびのび子育てサポート事業】
　子育ての援助を行いたいかたと、受けたいかたからなる会員組織により、一時的に子育
ての手助けをしあう制度で、一定の利用料が必要となります。

1．

2．

3．

4．

5．

6．

13．

14．

7．

8．

9．

10．

11．

12．

お子さんの放課後の過ごし方についてうかがいます。（問53～問55）

子どもの遊び場についてうかがいます。（問52）
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【問53】あて名のお子さんは、平日の放課後をどのように過ごしていますか。

　　　ア～コの過ごし方のうち、あてはまるものすべてに○をつけ、おおむねの日数をそれぞれ

　　　数字で（　　）に記入してください。

　　　また、「オ．小学校施設を活用した放課後事業」と、「カ．学童保育」の場合は、利用を

　　　希望する時間も数字で（　　）に記入してください。

【問54】あて名のお子さんは、休日（学校がない日）をどのように過ごしていますか。

　　　（回答方法は【問53】と同じです。）

ア． 自宅 １週間に（　　）日程度

イ． 祖父母宅や友人・知人宅 １週間に（　　）日程度

オ．
小学校施設を活用した放課後事業（名古屋市ではトワイラ
イトスクール、トワイライトルームを実施しています。）

１週間に（　　）日程度
授業終了後から

（　　）時（　　）分まで

カ． 学童保育（児童館で行われる学童保育を含む）
１週間に（　　）日程度
授業終了後から

（　　）時（　　）分まで

ウ． 学校で行われる部活動（課外活動を含む） １週間に（　　）日程度

エ． 習い事（ピアノ教室、サッカースクール、学習塾など） １週間に（　　）日程度

ケ． のびのび子育てサポート事業 １週間に（　　）日程度

コ． その他（公園など） １週間に（　　）日程度

キ． 児童館 １週間に（　　）日程度

ク． 放課後等デイサービス（障害児通所支援） １週間に（　　）日程度

ウ． 学校で行われる部活動（課外活動を含む） 月に（　　）日程度

エ． 習い事（ピアノ教室、サッカースクール、学習塾など） 月に（　　）日程度

ア． 自宅 月に（　　）日程度

イ． 祖父母宅や友人・知人宅 月に（　　）日程度

キ． 児童館 月に（　　）日程度

ク． 放課後等デイサービス（障害児通所支援） 月に（　　）日程度

オ．
小学校施設を活用した放課後事業（名古屋市ではトワイ
ライトスクール、ルームを実施しています。）

月に（　　）日程度
（　　）時（　　）分から
（　　）時（　　）分まで

カ． 学童保育（児童館で行われる学童保育を含む）
月に（　　）日程度

（　　）時（　　）分から
（　　）時（　　）分まで

ケ． のびのび子育てサポート事業 月に（　　）日程度

コ． その他（公園など） 月に（　　）日程度
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【問55】あて名のお子さんは、夏休みや冬休みなどの長期休業をどのように過ごしていますか。

　　　（回答方法は【問53】、【問54】と同じです。）

【問56】利用していない理由について、あてはまる主なものを３つまで選んで○をつけてくださ

　　　い。

子どもが帰宅する時間に、保護者が自宅にいるから

祖父母宅や知人・友人宅で過ごせるから

子どもが一人で過ごすことができるから（好きだから）

部活動に所属しているから

習い事（ピアノ、サッカースクール、学習塾等）に通っているから

児童館で過ごしているから

放課後等デイサービス（障害児通所支援）を利用しているから

公園、図書館などの施設で過ごしているから

子どもが通える範囲に学童保育がないから

トワイライトスクール（トワイライトルーム）や学童保育の開設時間が短いから

トワイライトスクール（トワイライトルーム）や学童保育の活動内容が子どもに合わ

ないから

子どもの興味・関心を伸ばす継続的な取り組みが少ないから

子どもが自由に過ごすことができないから

その他

ア． 自宅 １週間に（　　）日程度

イ． 祖父母宅や友人・知人宅 １週間に（　　）日程度

オ．
小学校施設を活用した放課後事業（名古屋市ではトワイ
ライトスクール、ルームを実施しています。）

１週間に（　　）日程度
（　　）時（　　）分から
（　　）時（　　）分まで

カ． 学童保育（児童館で行われる学童保育を含む）
１週間に（　　）日程度
（　　）時（　　）分から
（　　）時（　　）分まで

ウ． 学校で行われる部活動（課外活動を含む） １週間に（　　）日程度

エ． 習い事（ピアノ教室、サッカースクール、学習塾など） １週間に（　　）日程度

ケ． のびのび子育てサポート事業 １週間に（　　）日程度

コ． その他（公園など） １週間に（　　）日程度

キ． 児童館 １週間に（　　）日程度

ク． 放課後等デイサービス（障害児通所支援） １週間に（　　）日程度

1．

2．

3．

4．

5．

6．

13．

14．

7．

8．

9．

10．

11．

12．

【問56】は「トワイライトスクール（トワイライトルーム）」

または「学童保育（児童館で行われる学童保育を含む）」を、

現在、利用していないかたにうかがいます。
⇒利用しているかたは【問57】へすすんでください。
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【問57】お子さんがトワイライトスクール（トワイライトルーム）または学童保育（児童館で行

　　　われる学童保育を含む）へ行っている理由は何ですか。利用している事業について、それ

　　　ぞれあてはまる主なものを３つまで選んで○をつけてください。

　　　「15」を選んだ場合は、理由を〔　　〕に具体的に記入してください。
（
トワイライトスクール（ルーム）

学童保育

安心して子どもが過ごすことができる場所だから

子どもが喜んで参加するから

友だちと交流できるから

地域の人との交流が深まるから

いろいろな体験活動に参加できるから

基本的な生活習慣が身につくから

家庭的な雰囲気で子どもが過ごすことができるから

指導内容が充実しているから

経済的負担の面から

開設時間が長いから

保護者が仕事などで家にいないから

保護者にとって自分自身の時間を確保することができるから

子育てについて話し合える仲間ができるから

運営に関する保護者の役割分担が少ないから

その他

3．

4．

5．

1．

2．

（１）

（２）

12．

13．

14．

9．

10．

11．

6．

7．

8．

15．

【問57】は「トワイライトスクール（トワイライトルーム）」

または「学童保育（児童館で行われる学童保育を含む）」を、

現在、利用しているかたにうかがいます。
⇒利用していないかたは【問58】へすすんでください。
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【問58】この１年間に、あて名のお子さんが病気やケガ等で学校を休まなければならなかったこ

　　　とはありますか。あてはまるものに○をつけてください。

あった →　【問59】のあと【問61】へ

なかった →　【問60】へ

【問59】この１年間で、あて名のお子さんが病気やケガ等で学校を休まなければならなかった場

　　　合にどのように対応しましたか。あてはまるものすべてに○をつけ、おおむねの日数を、

　　　数字で（　　）に記入してください。

　　　（半日程度についても１日としてカウントしてください。）

父親が休んだ　　　（　　　　）日

母親が休んだ　　　（　　　　）日

（同居者を含む）親族・知人に看護してもらった　　　　　　（　　　　）日

父親または母親のうち、就労していないかたが看護した　　　（　　　　）日

病児・病後児デイケア事業を利用した　　　　　　　　　　　（　　　　）日

ベビーシッターを利用した　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　）日

仕方なく子どもだけで留守番させた　　　　　　　　　　　　（　　　　）日

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　）日

【問60】あて名のお子さんが病気やケガ等で学校を休まなければならないときに、できれば病気

　　　のお子さんを対象とした保育事業等を利用したいと思いますか。あてはまるものを１つ選

　　　んで○をつけ、「３．」または「４．」を選ばれたかたは、おおむね１年間に何日程度利

　　　用したいと思われるかを、数字で（　　）に記入してください。

利用を希望しない

父親、母親が休めないときは利用したい　→　おおむね１年間（　　　）日程度

できれば病気のときはすべて利用したい　→　おおむね１年間（　　　）日程度

その他

3．

4．

5．

6．

7．

8．

1．

2．

1．

2．

1．

2．

3．

4．

あて名のお子さんが病気やケガ等の時の

対応についてうかがいます。（問58～問60）

ここまでで、あて名のお子さんが小学生の保護者のかたへの

質問は終わりです。

次の【問61】からは、すべてのかたがお答えください。
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【問61】あなたのお住まいの区または支所に○をつけてください。

千種区 昭和区 守山区
東区 瑞穂区 志段味支所（守山区）
北区 熱田区 緑区
楠支所（北区） 中川区 徳重支所（緑区）
西区 富田支所（中川区） 名東区
山田支所（西区） 港区 天白区
中村区 南陽支所（港区）
中区 南区

【問62】あなたは現在お住まいの区に、何年居住していますか。
　　　あてはまるものを１つ選んで○をつけてください。

５年未満 １０～２０年未満 ３０～４０年未満
５～１０年未満 ２０～３０年未満 ４０年以上

【問63】あなたは第１子が生まれてから、何回転居をされましたか。
　　　あてはまるものを１つ選んで○をつけてください。

１回 ３回 特に転居はしていない
２回 ４回以上

【問64】性別であてはまるものを１つ選んで○をつけてください。

男性 女性 その他

【問65】あなたの、あて名のお子さんから見た続き柄であてはまるものに○をつけてください。

母親 祖父 その他
父親 祖母 （　　　　　　　　　　）

【問66】あなたの年齢を数字で下の枠に記入してください。

歳

【問67】あなたの配偶者の年齢を数字で下の枠に記入してください。
　　　配偶者がおみえにならない場合は、「配偶者はいない」に○をつけてください。

歳　　　　配偶者はいない

【問68】あなたの最終学歴について、あてはまるものに○をつけてください。

中学校 専修学校 大学
高等学校 短期大学 大学院

2． 10． 18．
3． 11． 19．

最後にお答えいただいたあなたのことについてうかがいます。

1． 9． 17．

6． 14． 22．

7． 15．
8． 16．

4． 12． 20．

5． 13． 21．

1． 3． 5．
2． 4．

1． 2． 3．

1． 3． 5．
2． 4． 6．

2． 4． 6．

1． 3． 5．
2． 4．

1． 3． 5．

お住まいの地域についてうかがいます。（問61～問63）

あなた自身のことについてうかがいます（問64～問68）
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【問69】あて名のお子さんの生まれた年と月を数字で下の枠内に記入してください。

月　生まれ

【問70】あて名のお子さんは何人きょうだいの何番目ですか。

　　　数字で下の枠内に記入してくだささい。

　　　きょうだいがいない場合は、両方の枠に「１」を記入してください。

人きょうだいの 番目

【問71】あて名のお子さんに１７歳以下のきょうだいは何人いますか。

　　　あて名のお子さんを含めた人数を、数字で下の枠内に記入してください。

人

【問72】あて名のお子さんと同居されているかたは、合計何人ですか。

　　　あて名のお子さんを含めた人数を、数字で下の枠内に記入してください。

人

【問73】現在、あて名のお子さんと同居されているかたすべてに○をつけてください。

　　　続き柄はあて名のお子さんからみた関係です。

父親

父親（単身赴任中）

母親

母親（単身赴任中）

きょうだい（　　　）人（あて名のお子さんを含みます）

祖父（父方）

祖母（父方）

祖父（母方）

祖母（母方）

その他の人（叔父、叔母など）

【問74】あなたのお住まいの近く（最も早く移動可能な手段でおおむね３０分以内）に、親族は

　　　お住まいですか。

　　　あてはまるものすべてに○をつけてください。

自分の親 配偶者のきょうだい

配偶者の親 その他の親族

自分のきょうだい 近くに親族はいない

平成 年

2．

7．

3．

8．

4．

9．

1．

3． 6．

5．

10．

1． 4．

2． 5．

6．

あて名のお子さんとご家族の状況についてうかがいます。（問69～問76）
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　年収は子どもの貧困対策を進めるために把握が必要な「貧困率」を算出するために必須と
なる調査項目です。ぜひ、ご協力ください。

【問75】あて名のお子さんの保護者のかたの年収（税込みの収入）について、それぞれあてはま
　　　るものを１つ選んで下の枠内に数字を記入してください。
　　　「19」を選んだかたは差し支えがなければ、数字で（　　）に具体的な年収を記入してく
　　　ださい。
　　　父子家庭のかたは母親の欄に「21」を、母子家庭のかたは父親の欄に「21」を記入してく

　　　ださい。両親がいない場合は、父親及び母親の欄に「21」を記入してください。

（　　）への記入は「19」を選んだかたのみです。

（　　　　　　　）万円

（　　　　　　　）万円

（　　　　　　　）万円

0円 500万円以上、600万円未満

1円以上、50万円未満 600万円以上、700万円未満

50万円以上、100万円未満 700万円以上、800万円未満

100万円以上、150万円未満 800万円以上、900万円未満

150万円以上、200万円未満 900万円以上、1,000万円未満

200万円以上、250万円未満 1,000万円以上、1,500万円未満

250万円以上、300万円未満 1,500万円以上、2,000万円未満

300万円以上、350万円未満 2,000万円以上

350万円以上、400万円未満 答えたくない

400万円以上、450万円未満 父親または母親はいない

450万円以上、500万円未満

【問76】【問75】で答えていただいたかたの分を含む、あて名のお子さんが属する世帯全員の年
　　　収の合計額について、あてはまるもの１つに○をつけてください。
　　　「19」を選んだかたは差し支えがなければ、数字で（　　）に具体的な年収を記入してく
　　　ださい。

0円 500万円以上、600万円未満

1円以上、50万円未満 600万円以上、700万円未満

50万円以上、100万円未満 700万円以上、800万円未満

100万円以上、150万円未満 800万円以上、900万円未満

150万円以上、200万円未満 900万円以上、1,000万円未満

200万円以上、250万円未満 1,000万円以上、1,500万円未満

250万円以上、300万円未満 1,500万円以上、2,000万円未満

300万円以上、350万円未満 2,000万円以上

350万円以上、400万円未満 　→　（　　　　　　　　　）万円

400万円以上、450万円未満 答えたくない

450万円以上、500万円未満

10． 20．

11．

5． 16．

6． 17．

7． 18．

8． 19．

9．

11．

1． 12．

2． 13．

3． 14．

4． 15．

6． 17．

7． 18．

8． 19．

9． 20．

10． 21．

1． 12．

選んだ番号

（１）父親

（２）母親

（３）その他の保護者
（両親がいない場合のみ）

2． 13．

3． 14．

4． 15．

5． 16．

あて名のお子さんの世帯の年収などについてうかがいます。（問75～問76）
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子ども・子育て支援のあり方についてのご意見などを、ご自由にお書きください。

【以上でアンケートは終わりです。ご協力ありがとうございました。】
　　　同封の返信用封筒に入れ、返信してください。（切手は不要です。）
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