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それぞれの設問をお読みになり、回答をご記入ください。 数字でお答えいただく設問に  

ついては、回答欄の□の中に数字をご記入ください。（一つの枠に一字でご記入ください。）  

問１  お住まいの地区の郵便番号を記入してください。  

郵便番号 □□□－□□□□  
 ※郵便番号は、回答を地域ごとに集計し、地域ごとの特徴的なニーズを把握するために利用します。個人が特

定されることはありません。 

問２  あて名のお子さんが通っている小学校の名前を記入してください。  

  

                              小学校  

  

 

    封筒の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３  あて名のお子さんの学年をうかがいます。当てはまる番号１つに○をつけてください。  

 １．1 年生         ２．2 年生          ３．3 年生    

 ４．4 年生         ５．5 年生          ６．6 年生 

   

問４  あて名のお子さんのきょうだいは何人いらっしゃいますか。 あて名のお子さんを含めた人数を記入してく

ださい。お２人以上のお子さんがいらっしゃる場合は、末子のかたの生年月を記入してください。  

 

きょうだい数 □人              末子の生年月 平成 □□年 □□月生まれ 

  

  

問５  この調査票に回答いただくかたはどなたですか。あて名のお子さんからみた関係でお答えください。当ては

まる番号１つに○をつけてください。  

 
１．母親          ２．父親           ３．その他（           ） 
  

  

問６  この調査票に回答いただいているかたの配偶関係についてお答えください。当てはまる番号１つに○をつけ

てください。  

 
１．配偶者がいる             ２．配偶者はいない 
  

 ※「配偶者」とは、婚姻関係にあるかたのことです（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の

事情にあるかたを含みます） 

 

お住まいの地域についてうかがいます。   
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問７  あて名のお子さんの子育てを主に行っているのはどなたですか。お子さんからみた関係で当てはまる番号１

つに○をつけてください。  

 
１．父母ともに  ２．主に母親  ３．主に父親  ４．主に祖父母  ５．その他（      ） 
  

 

 

  あて名のお子さんの保護者の就労状況についてうかがいます。  
   

問８  あて名のお子さんの保護者の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）をうかがいます。  

※ 現在、産休、育休、介護休業中のかたは、休業に入る前の状況でお答えください。  

  

（１）母親 【父子家庭の場合は（１）は記入不要です】 当てはまる番号１つに○をつけてください。   

 

  

（１）-１（１）で「１. 就労している」に○をつけたかたにうかがいます。 １週当たりの「就労日数」、１日当たり

の「就労時間（残業時間を含む）」を記入してください。  

（日数や時間が一定でない場合は、もっとも多いパターンについてお答えください。）  

      １週当たり □日                 １日当たり □□時間  

  ※１時間未満は、30分以上は切り上げ、30分未満は切り捨ててください。（例：５時間 30 分 → ６時間） 

（１）-２（１）で「１. 就労している」に○をつけたかたにうかがいます。家を出る時刻と帰宅時刻を記入してくだ

さい。（時間が一定でない場合は、もっとも多いパターンについてお答えください。）  

    家を出る時刻 □□時□□分           帰宅時刻 □□時□□分  

※ 時刻は０７時や１７時のように２４時間制でお答えください。（例：朝７時 20 分 → ０ ７時２ ０分） 

  

（１）-３ （１）で「２. 以前は就労していたが、現在は就労していない」または、｢３．これまで就労したことがな

い｣に○をつけたかたにうかがいます。 就労希望または就労見込みはありますか。当てはまる番号１つ

に○をつけてください。  

１．半年以内に就労する見込みがある  

２．就労希望はあるが、時間や場所などの条件が合う仕事が見つからない。  

３．就労希望はあるが、子どもを預ける場所がない  

４．子どもが大きくなったら就労したい  

５．就労希望はない  

   

 

 

 

 

１．就労している  

２．以前は就労していたが、現在は就労していない  

３．これまで就労したことがない  

（１）-1 へ  

（１）-3 へ  
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（２） 父親 【母子家庭の場合は（２）は記入不要です】 当てはまる番号１つに○をつけてください。   

 

  

（２）-１  （２）で〔１. 就労している〕に○をつけたかたにうかがいます。 １週当たりの「就労日数」、１日当た

りの「就労時間（残業時間を含む）」を記入してください。  

（日数や時間が一定でない場合は、もっとも多いパターンについてお答えください。）  

      １週当たり □日      １日当たり □□時間  

 ※１時間未満は、30 分以上は切り上げ、30分未満は切り捨ててください。（例：５時間 30 分 → ６時間） 

（２）-２  （２）で〔１. 就労している〕に○をつけたかたにうかがいます。家を出る時刻と帰宅時刻を記入してく

ださい。（時間が一定でない場合は、もっとも多いパターンについてお答えください。）  

    家を出る時刻 □□時□□分      帰宅時刻 □□時□□分  

  ※ 時刻は０７時や１７時のように２４時間制でお答えください。（例：朝７時 20 分 → ０ ７時２ ０分） 

  

（２）-３   （２）で〔２. 以前は就労していたが、現在は就労していない〕または、〔３．これまで就労したことが

ない〕に○をつけたかたにうかがいます。 就労希望または就労見込みはありますか。当てはまる番号

１つに○をつけてください。  

１．半年以内に就労する見込みがある  

２．就労希望はあるが、時間や場所などの条件が合う仕事が見つからない  

３．就労希望はあるが、子どもを預ける場所がない  

４．子どもが大きくなったら就労したい  

５．就労希望はない  

  

問９   （１）-３あるいは（２）-３で〔１.半年以内に就労見込みがある。〕に○をつけたかたなど、今後、保護者のかた

が就労により放課後の子どもをみることが難しくなるかたにうかがいます。その際、お子さんは放課後の時

間をどのように過ごす予定ですか。当てはまる番号すべてに○をつけ、それぞれの週当たり日数を数字で記

入してください。〔放課後児童クラブ〕については、利用希望時間も記入してください。  

１．自宅  週 □ 日くらい  

２．祖父母宅や友人・知人宅     週 □ 日くらい  

３．習い事（ピアノ教室、サッカークラブ）や学習塾  週 □ 日くらい  

４．放課後児童クラブ（片浦小に通学のかたは放課後子ども教室）  週 □ 日くらい  

  →下校時から□□時まで  

５．ファミリー･サポート･センター  週 □ 日くらい  

６．地域活動（子ども会など）  週 □ 日くらい  

７．民間事業者での預かり                                週 □ 日くらい  

８．その他  週 □ 日くらい  

  ※ 時刻は０７時や１７時のように２４時間制でお答えください。   （例：午後７時 20 分 → １ ９時） 

１．就労している  

２．以前は就労していたが、現在は就労していない  

３．これまで就労したことがない  

（２）-１ へ  

（２）-３ へ  
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あて名のお子さんの地域の子育て支援の利用状況についてうかがいます。  
  

問１０  平日の放課後、あて名のお子さんはどのように過ごしていますか。時間帯ごとに最も多い過ごし方を、そ

れぞれの時間帯ごとに１つだけ下の【選択肢表】から選び、番号を記入してください。  

14～16 時 16～18 時 18～20 時 20 時以降 

    

 

問１０-１  学校が休みの土曜日や日曜日・祝日に、あて名のお子さんはどのように過ごしていますか。時間ごと

に最も多い過ごし方を、それぞれの時間帯ごとに１つだけ下の【選択肢表】から選び、番号を記入して

ください。 

 ＜土曜日＞ 

朝起きてから昼食まで 昼食後、夕食まで 夕食後 

   

 

＜日曜日・祝日＞ 

朝起きてから昼食まで 昼食後、夕食まで 夕食後 

   

 

 

     【選択肢表】 

１. 小学校にいる（下校前である） 

２. 自宅等で保護者や兄弟姉妹、祖父母等の家族と一緒にいる 

３. 祖父母宅や知人宅で祖父母や知人などと過ごしている 

４. 習い事や学習塾に行っている 

５. 放課後児童クラブ（片浦小に通学のかたは放課後子ども教室）を利用している 

６. ファミリー・サポート・センターの支援会員宅で過ごしている 

７. 地域活動（子ども会など）に参加している 

８. 民間事業者での預かりを利用している 

９. 公園など屋外の遊び場で友人と遊んでいる 

１０. 友人宅やショッピングセンターなどで友人と遊んでいる 

１１. 図書館、地域センターなどの公共施設に友人と行っている 

１２. 自宅等で、ひとりで過ごしている 

１３. その他 
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問１１   問９あるいは問１０で〔５．放課後児童クラブ（片浦小に通学のかたは放課後子ども教室）で過ごしてい

る〕を選んだかたにうかがいます。  

 放課後児童クラブの利用日数はどれくらいですか。また土曜日の利用はどれくらいですか。それぞれ利用希

望日数を記入してください。  

  １週当たり □日くらい       土曜日は１か月当たり □日くらい  

  

問１１-１ 放課後児童クラブは何時まで利用していますか。また、希望としては何時まで利用したいですか。  

   それぞれ時間を記入してください。  

  平日  

＜現在の利用時間＞  

  １日当たり □□時間□□分 （ □□時□□分～ □□時□□分）  

＜希望する利用時間＞  

  １日当たり □□時間□□分 （ □□時□□分～ □□時□□分）  

※ 時刻は０７時や１７時のように２４時間制でお答えください。（例：朝７時 20 分 → ０ ７時２ ０分） 

土曜日  

＜現在の利用時間＞  

  １日当たり □□時間□□分 （ □□時□□分～ □□時□□分）  

＜希望する利用時間＞  

  １日当たり □□時間□□分 （ □□時□□分～ □□時□□分）  

    ※ 時刻は０７時や１７時のように２４時間制でお答えください。（例：朝７時 20分 → ０ ７時２ ０分） 

 

問１２ お子さんを放課後子ども教室に参加させたいですか。（児童クラブ入所児童も参加可能です。また、すでに

実施している学校で、対象の学年から外れている場合も、参加可能であった場合の希望として回答してくだ

さい。 

 

 
 

問１２-１ 問１２で〔１〕を選んだかたにお聞きします。放課後子ども教室に参加させたい理由は何ですか？

（複数回答可） 

 

 
 

１．参加させたい（問１２-１へ） 

２．どちらともいえない（問１２-２へ） 

３．参加させたくない（問１２-２へ） 

１．宿題や勉強を見てくれるから               ２．体験活動をさせてみたいから 

３．学校内で開設しているので安心だから           ４．他クラス、他学年と交流させたいから 

５．放課後から１時間程度預かってもらえるから    ６．放課後児童クラブを利用しており、その

間に参加できるから 

７．その他 （               ） 
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問１２-２ 問１２で〔２〕〔３〕を選んだかたにお聞きします。〔２〕〔３〕を選んだ理由を教えてください。

（複数回答可） 

 

問１２-３ 今後、放課後子ども教室にどのようなことを希望されますか。問１２で〔２〕〔３〕を選んだかたはど

のようになれば参加させたいと思いますか？（複数回答可） 

 
   

問１３  すべてのかたにうかがいます。小学生が放課後を過ごす環境について、今後望むことは何ですか。  

当てはまる番号３つまでに○をつけてください。  

１．放課後児童クラブ、開設時間の拡大や活動内容の充実 

２．放課後子ども教室の充実 

３．街区公園などの身近な遊び場の整備 

４．保護者の就労の有無に関わらず、様々な体験をしながら時間を過ごせる場や機会の提供 

５．子どもが自らの発想のもとに自由に遊べる遊び場の整備 

６．室内で、遊具が備えられた遊び場の整備 

７．気軽に立ち寄ることができる、身近な地域の居場所の提供 

８．高齢者や幼児など異年齢や世代間の交流ができる場や機会の提供 

９．地域において、子どもの活動に関わったり見守りをしてくれる支援者の増加 

１０．放課後や休日の子ども向け事業に関する情報提供 

１１．習い事やスポーツクラブなどに忙しいので、特に必要はない 

１２．その他（                                                         ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．活動内容が分からない                              ２．習い事等で参加できない             

３．内容に魅力を感じない            ４．実施回数が少ない                    

５．実施時間が短い                         ６．終了時間が 16 時では参加できない    

７．その他 （              ） 

１．宿題などの学習支援の充実            ２．体験活動の充実 

３．スポーツや体を動かす活動の充実         ４．実施回数の増加 

５．実施時間の延長                 ６．特にない 

７．その他 （                                  ） 
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問１４  普段、近所の人とどのようなつきあい方をしていますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。  

１．困ったときに相談したり、助け合ったりする ２．気の合う人と親しくしている 

３．たまに立ち話くらいはする    ４．会えばあいさつぐらいはする 

５．顔も良く知らない ６．その他（              ） 

 

問１５  子育てについて、気軽に相談できる人はどなたですか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。  

１．祖父母等の親族   ２．友人や知人 

３．近所の人   ４．民生委員・主任児童委員 

５．小学校・幼稚園・保育所等の先生 ６．市の子育て関連窓口や相談機関 

７．かかりつけの医師 ８．特にいない 

９．インターネットや SNS を通じたつながり 10．その他（                         ） 

 

問１６ 現在の暮らしの状況（経済的な面で）をどのように感じていますか。当てはまる番号１つに○をつけてく

ださい。 

   

 

 

 

 

問１７ ご家庭の家計について最も近いもの１つに○をつけてください。 

 

 

 

 

 

問１８ お子さんの習い事について、当てはまる番号に○をつけてください。また利用したい日数や月謝の目安を

記入してください。 

   

  

問１９  あなたは、お子さんを育てている現在の生活に満足していますか。当てはまる番号１つに○をつけてくだ

さい。  

満足度が低い                       満足度が高い 

１       ２       ３       ４       ５ 

すべてのかたに、子育て全般についてうかがいます。   

 
 

  

  

１．通わせている   → 週に □日 

           → 月謝 月に          円 

２．通わせていない   

１．大変ゆとりがある               ２．ややゆとりがある         ３．ふつう 

４．やや苦しい                        ５．大変苦しい 

１．収入は足りていて、毎月貯蓄をしている   ２．収入は足りているが、貯蓄はしていない 

３．収入の範囲でなんとかやりくりしている   ４．収入が足りず、貯蓄を取り崩している 

５．収入が足りず、借金で生活している      

６．その他（具体的に                                ） 
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問 ２０ お住まいの地域における子育て環境や支援への満足度について当てはまる番号１つに○をつけてくださ

い。  

満足度が低い                       満足度が高い 

１       ２       ３       ４       ５ 

 

問２１  最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関して、どのようなサポートや施設があったら

よいかなど、意見がございましたら、自由に記入してください。  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

   

 

調査にご協力いただきまして、ありがとうございました。 

記入の終わった調査票のみ同封の封筒に入れ、 

切手は貼らずにご投函ください。 

 

 
   


