
 資料３   

1 
 

調査項目一覧(案) 

 

＜乳幼児(２歳児・５歳児) 保護者

項目 

＞ 

備考 

Ⅰ 世帯の基本情報 

 ○1 回答者の続柄 

○2 回答者の年齢 

○3 家族の人数 

○4 家族形態 

○5子どもの人数 

○6 別居の家族 

 ○7 住居の種類 

 

 

 

 

Ⅱ 保護者の職業 

 ○8,9 就業形態(母、父) 

  ○8,9-1 勤務時間(母、父) 

  ○8,9-2 平日日中以外の勤務(母、父) 

 

 

 

 

Ⅲ 家族の健康状態 

 ○10 回答者の健康状態 

○10-1 回答者が体調を崩した日数(過去１か月) 

 ○10-2 回答者の心の健康状態 

○11 子どもの健康・発達の状況 

 ○12 他の家族(子ども)の健康状態 

  ○12-1 他の家族の健康状態 

 ○13 保険証の種類 

(短期証、資格証明書、医療券など)  

 ○14 子どもを受診させなかった経験 

○14-1 その理由 

 ○15 回答者が受診しなかった経験 

○15-1 その理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 子育てについて 

－生活習慣 

 ○16 子どもの起床、就寝時間 

 ○17-1 子どもの遊び 

  ○17-2 子どもの遊び場 

  ○17-3 親子で遊ぶ頻度 

－社会的資源 

 ○18 居場所(子育てひろば、サロン) 

  ○18-1 行きやすさ 

  ○18-2 行きにくい理由 

 ○19 保育や幼児教育の利用の有無 

  ○19-1 送迎しているひと 

  ○19-2 利用保育・教育の満足度 

  ○19-3 利用保育・教育の不満の理由 

 ○20 利用なしの場合の利用の希望 

  ○20-1 利用を希望している理由 

  ○20-2 利用なしの場合、迷う理由 

－周囲の支え(社会的資源)  

 ○21 立ち話をするようなひとの有無 

 ○22 おすそわけ・おさがりをもらった経験、内容 

 ○23 おすそわけ・おさがりをあげた経験、内容 
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 ○24 一時的に預けられるひと  

 ○25 病気の時の世話を頼めるひと 

－学習状況 

 ○26 教育費 

－悩みごと 

 ○27 子どもの栄養や健康の悩みの有無、内容 

 ○28 子どもの成長や発達の悩みの有無、内容 

 ○29 相談相手 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ 現在の暮らしについて 

－家計・経済状況 

○30 暮らし向き 

○31 家計の状況 

○32-1 食料を買えない経験 

○32-2 暖房が使えない経験 

○33 滞納の経験 

○34 世帯の収入の内訳 

○34-1 年収の額(記載) 

○34-2 収入内訳のうち最大のもの 

○35 預貯金の額 

 ○36 借金の状況、目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ 父母の過去の経験 

○37,38 最終学歴(母、父) 

○37,38-1 15 歳当時の家族構成(母、父) 

○37,38-2 15 歳当時の暮らし向き(母、父) 

  ○37,38-3 15歳ごろに住んでいたところ(母、父) 

 

 

 

 

 

Ⅶ 制度の利用や意見について 

○39 情報の探し方 

 (広報紙、ＨＰ、学校連絡、口コミなど) 

○40 サービス利用の経験 

 (一時預かり事業、病児保育、ショートステイ、緊急サポート) 

○41 相談機関利用の経験 

 (区役所、民生、保健師、母子・婦人相談員、児相、 

子どもアシストセンター、幼児教育センター) 

○42 制度利用の経験 

 (児童扶養手当、生活保護、 

生活福祉資金、母子・父子福祉資金) 

 ○42-1 利用制度への意見・不満 

○43 利用制度等への不満、意見 (自由記載) 

○44 制度・支援策への要望・意見など (自由記載) 
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＜小２、小５・中２、高２ 保護者

項目 

＞ ※小学５・中学２年生分を記載、対象学年による一部変更あり 

備考 

Ⅰ 世帯の基本情報 

 ○1 回答者の続柄 

○2 回答者の年齢 

○3 家族の人数 

○3-1 子どもの人数 

○3-2 別居家族の人数 

○3-3 家族形態 

 ○4 住居の種類 

 

 

 

Ⅱ 保護者の職業 

 ○5,6 就業形態(母、父) 

  ○5,6-1 勤務時間(母、父) 

  ○5,6-2 平日日中以外の勤務(母、父) 

 

 

 

 

Ⅲ 家族の健康状態 

 ○7 回答者の健康状態 

○7-1 回答者が体調を崩した日数(過去１か月) 

  ○7-2 回答者の心の健康状態 

○8 子どもの健康・発達の状況 

  ○8-1 障がいの種類 

○8-2 子どもの就寝時間 

○8-3 子どもの起床時間 

○9 他の家族(子ども)の健康状態 

 ○10 他の家族の健康状態 

 ○11 保険証の種類 

(短期証、資格証明書、医療券など)  

 ○12 子どもを受診させなかった経験 

○12-1 その理由 

 ○13 回答者が受診しなかった経験 

○13-1 その理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 子育てについて 

－学習状況 

○14 子どもは元気に登校しているか 

○15 子どもの学校の成績 

○16 親子の関わり 

 (活動の把握、話し合い、外出先の把握、将来の夢) 

 ○17 子どもの塾や習いごと 

 ○18 子どもの教育費 

○19 就学援助の受給の有無 

○19-1 受給なしの理由 

○19-2 就学援助への意見・要望 

○20進学の意向 

○20-1 進学に向けた準備 

－周囲との関わり、支え 

○21 親子で旅行やキャンプ 

○22 子どもについての悩み 

 (話す時間、親子関係、病気障がい、発達・しつけ、 

学校生活、友達関係、学習進路、不登校、いじめ、非行、就職) 

○23 学校の先生と子どものことで話すか 

○24 立ち話をするようなひとの有無 

 

 

 

 

 

 

・子どものアルバイト(高２) 

・奨学金(高２) 

・卒後進路(高２) 
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○25 相談先 

○25-1 子どもについての悩みの相談先 

○25-2 回答者自身についての悩みの相談先 

○26 病気の時の世話を頼めるひとの有無 

 ○27 事故時に子の面倒をみるひとの有無 

○27-1 その期間 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ 現在の暮らしについて 

－家計・経済状況 

○28 暮らし向き 

○29 家計の状況 

○30-1 食料を買えない経験 

○30-2 暖房が使えない経験 

○31 滞納の経験 

○32 世帯の収入の内訳 

○32-1 年収の額(記載) 

○32-2 収入内訳のうち最大のもの 

○33 預貯金の額 

 ○34 借金の状況、目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ 父母の過去の経験 

○35,36 最終学歴(母、父) 

○35,36-1 15 歳当時の家族構成(母、父) 

○35,36-2 15 歳当時の暮らし向き(母、父) 

  ○35,36-3 15歳ごろに住んでいたところ(母、父) 

 

 

 

 

 

Ⅶ 制度の利用や意見について 

○37 情報の探し方 

 (広報紙、ＨＰ、学校連絡、口コミなど) 

○38 サービス利用の経験 

 (児童クラブ、児童会館一般利用、ショートステイ、病児保育事業、 

緊急サポート、学びのサポート) 

○39 相談機関利用の経験 

 (区役所、児相、教育センター、アシストセンター、保健師、 

ＳＳＷ、民生、母子・婦人相談員) 

○40 制度利用の経験 

 (児童扶養手当、生活保護、生活福祉資金、母子・父子福祉資金) 

 ○40-1 利用制度への意見・不満 

○41 利用制度等への不満、意見 (自由記載) 

○42 制度・支援策への要望・意見など (自由記載) 
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＜小５・中

項目 

２、高２子ども＞  ※小学５・中学２年生分を記載、対象学年による一部変更あり                              

備考 

１ 基本情報 

 ○1 性別 

 ○2 平日の寝る時間 

 ○3 平日の起きる時間 

 ○4 通学時間 

 ○5 帰って寝るまでの家事手伝い 

 ○6 所有の状況(部屋、ＰＣ、机、自転車、携帯、小遣い) 

 

 

・居住区(高２) 

・高校種別(高２) 

・自宅、寮の別(高２) 

２ 将来 

 ○7 夢をもつことの大切さ 

 ○8 夢をもつことの大切さについての親の認識 

 ○9 進学の希望 

 ○10 進学の希望についての親の認識 

 

 

・アルバイト(高２) 

 

３ 友だち 

 ○11 一番仲の良い友だち 

 ○12 友だちとのつきあい方 

 

４ 居場所・周囲との関わり 

 ○13 放課後一緒に過ごすひと 

 ○14 放課後過ごす場所 

  ○14-2 一番ほっとできる場所 

 ○15 クラブ活動への参加 

  ○15-1 参加していない理由 

 ○16 休日の午後に過ごすひと 

   (家族、児童会館、近所(塾)、友だち) 

 ○17 休日の午後に過ごす場所 

 ○18-1 スマホ、携帯の使用時間 

 ○18-2 ゲームのプレイ時間 

 ○19 相談相手、頻度 

 ○20 保護者の理解、つながり 

 

 

 

 

中２のみ (高２部活動) 

 

 

 

５ 食生活・健康 

 ○21 平日、朝ご飯を食べるか 

 ○22 平日、朝ご飯を誰と食べるか 

 ○23 健康状態について 

 ○24 家の暮らし向きの認識 

○25 引越しの回数(小学校) 

○26 １週間の気持ち 

 

夕食を含むよう調整予定 

 

６ 学校や勉強 

 ○27 学校に行く気持ち 

 ○28 先生に対する気持ち 

 ○29 授業の理解度 

 ○30 勉強がわからないときに教えてもらうひと 

 ○31 クラスでの成績 

 ○32 平日１日あたりの勉強時間 

 ○33 学習塾や家庭教師 

 

７ 自分について 

 ○34 自己肯定感 

 ○35 クラスでの行動 

 ○36 困ったときの行動 
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＜20歳、24 歳 若者(本人

項目 

)＞ 

備考 

Ⅰ 基本情報 

○1 年齢、性別 

○2 現在の居住形態 

 

Ⅱ 過去の生活状況 

 ○3 家族形態(父、母) 

○4 小学生当時の経験 

  (期待、承認、家庭、人間関係、信用) 

 ○5 15歳当時の暮らし向き 

 

Ⅲ 現在の生活状況 

－健康・活動 

 ○6-1 回答者の健康状態 

○6-2 回答者が体調を崩した日数(過去１か月) 

 ○6-3 回答者の心の健康状態 

 ○7 意欲・自己肯定感 

 ○8 活動の状況 

－生計 

 ○9在学、就労、その他の別 

 ○10-1 仕事の有無 

○10-2 雇用形態 

  ○10-3 学生アルバイトの理由 

 ○11-1 収入(月平均) 

  ○11-2 年間の臨時所得 

 ○12 滞納の経験 

 ○13 経済的な理由でできなかった経験 

  (病院、友人との遊び、外出、活動、旅行、食料、カード払い) 

 ○14 預貯金の額 

 ○15 借金の状況、目的 

 ○16 今後の収入の見通し 

－社会保険 

 ○17-1 加入健保 

  ○17-2 国保の負担者 

 ○18-1 加入年金 

  ○18-2 国民年金の負担者 

－学校・奨学金 

 ○19 中学校生活の評価 

 ○20-1 通った学校種 

  ○20-2 卒業・在学の別 

 ○21 通学時の学費の負担者  

 ○22 通学時の生活費の負担者 

 ○23-1 奨学金の利用状況 

  ○23-2 奨学金の種類 

  ○23-3 奨学金の合計額 

  ○23-4 奨学金の返済月額 

  ○23-5 奨学金の負担感 

－生活の支え・相談相手 

 ○24-1 相談相手の有無 

 ○24-2 相談相手 

○25 家族からの支援の想定 
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  (経済的、物的、看病、精神的な支え) 

 ○26 育った家族の状況・経験 

   (親の病気、兄弟の病気、生活保護、家事、看病) 

Ⅳ 今後の展望 

 ○27-1 親との同居・別居 

  ○27-2 別居を始めた年齢 

  ○27-3 別居の理由 

 ○28-1 親との別居の可能性 

  ○28-2 独立に必要な貯金額 

  ○28-3 独立に必要な貯金の見通し 

 ○29 女性の生き方のイメージ 

   (結婚、仕事、親元、出産) 

 ○30 結婚に対する考え 

 ○31 結婚するとした場合の心配事 

 ○32 結婚・出産した場合の親からの支援の想定 

   (経済的、物的、子育て、住まい、精神的支援) 

 ○33 安心な子育てに必要なもの 

   (経済的給付、雇用、保育、相談体制、医療費無償化、病児保育、 

    居場所、遊び場、一時預かり) 

 ○34 制度の認知 

 ○35 施策や制度への意見・要望など(自由記載) 

 

 


