
市民アンケート調査項目一覧（案） 

 

＜①小５、中２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 

○3-1 子どもの人数 

○3-2 家族形態 

 

Ⅱ 保護者の職業 

 ○4 母の就業形態 

  ○4-1 母の勤務時間 

  ○4-2 母の現在の仕事について 

  ○4-3 母の最終学歴 

 ○5 父の就業形態 

  ○5-1 父の勤務時間 

  ○5-2 父の現在の仕事について 

  ○5-3 父の最終学歴 

 

Ⅲ 家族の健康状態 

 ○6 回答者の健康状態 

  ○6-1 回答者が体調を崩した日数(過去１か月) 

  ○6-2 回答者の心の健康状態(過去１か月) 

○7 子どもの健康・発達の状況 

  ○7-1 障がいの種類 

○8 他の子どもの健康状態 

 ○9 他の家族の健康状態  

 ○10 子どもを受診させなかった経験（過去 1年間） 

○10-1 その理由 

 ○11 回答者が受診しなかった経験（過去 1年間） 

○11-1 その理由 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 子育てについて 

○12 子どもの登校のようす 

○13 子ども専用の生活用品の有無 

 ○13-1 子どもの家庭での体験・経験（習い事、学習塾など） 

○14 進学の意向（高校・大学等どの段階までか） 

 ○14-1 進学に向けたお金の準備 

○15 子どもに関する悩み 

○16 立ち話をするような付き合いのある相手の有無 

○17 相談先 

 ○17-1 子どもについての悩みの相談先 

○17-2 回答者自身についての悩みの相談先 

○18 事故時に子の面倒をみる人の有無 

 

Ⅴ 現在の暮らしについて 

 ○19 家計の状況 

 ○20 必要なものを買えなかった経験 

 ○21 公共料金等の滞納の経験 
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○22 世帯の収入の内訳 

 ○22-1 年収の額 

○22-2 昨年の年収の前年の年収との比較 

○22-3 今年の年収の昨年の年収との比較（見込み） 

○23 預貯金の額 

 ○24 借金の状況、目的 

 ○25 今後の生活への不安 

Ⅵ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響 

 ○26 生活や心身への影響 

（母の仕事、父の仕事、回答者の体調や精神等、子どもの学習や精

神面等、家計） 

○27 それぞれの時期（初期、昨年度前半、昨年度後半、今年度以降）

における影響の大きさ 

 

Ⅶ 制度の利用や意見について 

○28 情報の探し方 

 (広報紙、HP、SNS、インターネット検索、学校連絡、口コミ) 

○29 サービス利用の経験 

 (放課後クラブ、児童会館等の一般利用、病後児デイサービス、ファ

ミリーサポートセンター事業、子ども食堂、無料の学習支援) 

○30 相談機関利用の経験 

 (区役所の相談窓口、生活保護の相談窓口、児相、家児相、児家セン、

保健師、保育子育て支援センター、教育センター、SC・SW、アシス

トセンター、母子・婦人相談員) 

○31 制度利用の経験 

 (児童扶養手当、生活保護、生活福祉資金、母子父子寡婦福祉資金、

就学援助、高等職業訓練促進給付金) 

○32 就学援助に関する案内文等の取得方法 

 ○32-1 案内文等のわかりやすさ 

○33 制度やサービスへの要望（自由記載） 
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＜②乳幼児(２歳、５歳)保護者＞（「①小５、中２保護者」にない調査項目は★としています。） 

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 

 ○2-1 子どもの年齢、性別 

○3 家族の人数 

○3-1 子どもの人数 

○3-2 家族形態 

 

Ⅱ 保護者の職業 

 ○4 母の就業形態 

  ○4-1 母の勤務時間 

  ○4-2 母の現在の仕事について 

  ○4-3 母の最終学歴 

 ○5 父の就業形態 

  ○5-1 父の勤務時間 

  ○5-2 父の現在の仕事について 

  ○5-3 父の最終学歴 

 

Ⅲ 家族の健康状態 

 ○6 回答者の健康状態 

  ○6-1 回答者が体調を崩した日数(過去１か月) 

  ○6-2 回答者の心の健康状態(過去１か月) 

○7 子どもの健康・発達の状況 

  ○7-1 障がいの種類 

○8 他の子どもの健康状態 

 ○9 他の家族の健康状態  

 ○10 子どもを受診させなかった経験（過去 1年間） 

○10-1 その理由 

 ○11 回答者が受診しなかった経験（過去 1年間） 

○11-1 その理由 
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Ⅳ 子どもの生活と子育てについて 

 ★12幼児教育・保育の無償化の認識 

  ★12-1 0 歳～2歳の保育の無償化（非課税世帯）の認識 

 ★13 子どもの遊び 

  ★13-1 よくする遊び 

  ★13-2 子どもの遊び場 

  ★13-3 親子で遊ぶ頻度 

 ★14 親子があつまれる場所（子育てひろば、サロン)が近所にあるか 

  ★14-1 行きやすさ 

  ★14-2 行きにくい理由 

 ★15 保育や幼児教育の利用の有無 

 ★16 幼児教育・保育の無償化による経済的なゆとりの有無 

 ★17 保育や幼児教育で保育料以外にかかる費用の負担感 

 ★18 保育や幼児教育への満足度 

  ★18-1 保育や幼児教育に対する不満の理由 

 ★19 幼稚園・保育所・認定こども園等の利用の希望 

  ★19-1 希望理由 

  ★19-2 利用を迷っている理由 

 ○20 立ち話をするような付き合いのある相手の有無 

 ★21 子どもを預かってくれる人の有無（半日程度） 

 ○22 事故時に子の面倒をみてくれる人の有無 

 ○23 子育ての悩み 

  ○23-1 子育ての悩みの相談相手 

 

 

 

 

 

 

 

○14 2 歳児のみ 

○14-1 2 歳児のみ 

○14-2 2 歳児のみ 

 

○16 5 歳児のみ 

○17 5 歳児のみ 

 

 

Ⅴ 現在の暮らしについて 

 ○24 家計の状況 

 ○25 必要なものを買えなかった経験 

 ○26 公共料金等の滞納の経験 

○27 世帯の収入の内訳 

 ○27-1 年収の額 

○27-2 昨年の年収の前年の年収との比較 

○27-3 今年の年収の昨年の年収との比較（見込み） 

○28 預貯金の額 

 ○29 借金の状況、目的 

 ○30 今後の生活への不安 

 

Ⅵ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響 

 ○31 生活や心身への影響 

（母の仕事、父の仕事、回答者の体調や精神等、子どもの学習や精

神面等、家計） 

○32 それぞれの時期（初期、昨年度前半、昨年度後半、今年度以降）

における影響の大きさ 

 

Ⅶ 制度の利用や意見について 

○33 情報の探し方 

 (広報紙、HP、SNS、インターネット検索、学校連絡、口コミ) 

○34 サービス利用の経験 

 (一時預かり事業、病後児デイサービス、ファミリーサポートセンタ

ー事業、子ども食堂、無料の学習支援) 
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○35 相談機関利用の経験 

 (区役所の相談窓口、生活保護の相談窓口、児相、家児相、児家セン、

保健師、保育子育て支援センター、教育センター、SC・SW、アシス

トセンター、母子・婦人相談員) 

○36 制度利用の経験 

 (児童扶養手当、生活保護、生活福祉資金、母子父子寡婦福祉資金、

高等職業訓練促進給付金) 

○37 制度やサービスへの要望（自由記載） 

 

＜③小２保護者＞（「①小５、中２保護者」にない調査項目は★としています。） 

項目 備考 

Ⅰ 世帯の基本情報 

 ★1 子どもの性別 

 ○2 回答者の続柄 

○3 回答者の年齢 

○4 家族の人数 

○4-1 子どもの人数 

○4-2 家族形態 

 

Ⅱ 保護者の職業 

 ○5 母の就業形態 

  ○5-1 母の勤務時間 

  ○5-2 母の現在の仕事について 

  ○5-3 母の最終学歴 

 ○6 父の就業形態 

  ○6-1 父の勤務時間 

  ○6-2 父の現在の仕事について 

  ○6-3 父の最終学歴 

 

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(過去１か月) 

○8 子どもの健康・発達の状況 

  ○8-1 障がいの種類 

○9 他の子どもの健康状態 

 ○10 他の家族の健康状態  

 ○11 子どもを受診させなかった経験（過去 1年間） 

○11-1 その理由 

 ○12 回答者が受診しなかった経験（過去 1年間） 

○12-1 その理由 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 子育てについて 

○13 子どもの登校のようす 

★13-1 子どもの授業以外の一日当たりの勉強時間 

★13-2 子どものスマートフォン、携帯電話・タブレット、ゲーム機 

の使用時間 

★14 子どもが夕食を一緒に食べる相手（平日） 

★15 子どもが放課後過ごす場所（平日） 
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○16 子ども専用の生活用品の有無 

 ○16-1 子どもの家庭での体験・経験（習い事、学習塾など） 

○17 子どもに関する悩み 

○18 立ち話をするような付き合いのある相手の有無 

○19 相談先 

 ○19-1 子どもについての悩みの相談先 

○19-2 回答者自身についての悩みの相談先 

○20 事故時に子の面倒をみる人の有無 

Ⅴ 現在の暮らしについて 

 ○21 家計の状況 

 ○22 必要なものを買えなかった経験 

 ○23 公共料金等の滞納の経験 

○24 世帯の収入の内訳 

 ○24-1 年収の額 

○24-2 昨年の年収の前年の年収との比較 

○24-3 今年の年収の昨年の年収との比較（見込み） 

○25 預貯金の額 

 ○26 借金の状況、目的 

 ○27 今後の生活への不安 

 

Ⅵ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響 

 ○28 生活や心身への影響 

（母の仕事、父の仕事、回答者の体調や精神等、子どもの学習や精

神面等、家計） 

○29 それぞれの時期（初期、昨年度前半、昨年度後半、今年度以降）

における影響の大きさ 

 

Ⅶ 制度の利用や意見について 

○30 情報の探し方 

 (広報紙、HP、SNS、インターネット検索、学校連絡、口コミ) 

○31 サービス利用の経験【内容調整中】 

 (放課後クラブ、児童会館等の一般利用、病後児デイサービス、ファ

ミリーサポートセンター事業、子ども食堂、無料の学習支援) 

○32 相談機関利用の経験 

 (区役所の相談窓口、生活保護の相談窓口、児相、家児相、児家セン、

保健師、保育子育て支援センター、教育センター、SC・SW、アシス

トセンター、母子・婦人相談員) 

○33 制度利用の経験 

 (児童扶養手当、生活保護、生活福祉資金、母子父子寡婦福祉資金、

就学援助、高等職業訓練促進給付金) 

○34 就学援助に関する案内文等の取得方法 

 ○34-1 案内文等のわかりやすさ 

○35 制度やサービスへの要望（自由記載） 
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＜④高２保護者＞（「①小５、中２保護者」にない調査項目は★としています。） 

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 

○3-1 子どもの人数 

○3-2 家族形態 

 

Ⅱ 保護者の職業 

 ○4 母の就業形態 

  ○4-1 母の勤務時間 

  ○4-2 母の現在の仕事について 

  ○4-3 母の最終学歴 

 ○5 父の就業形態 

  ○5-1 父の勤務時間 

  ○5-2 父の現在の仕事について 

  ○5-3 父の最終学歴 

 

Ⅲ 家族の健康状態 

 ○6 回答者の健康状態 

  ○6-1 回答者が体調を崩した日数(過去１か月) 

  ○6-2 回答者の心の健康状態(過去１か月) 

○7 子どもの健康・発達の状況 

  ○7-1 障がいの種類 

○8 他の子どもの健康状態 

 ○9 他の家族の健康状態  

 ○10 子どもを受診させなかった経験（過去 1年間） 

○10-1 その理由 

 ○11 回答者が受診しなかった経験（過去 1年間） 

○11-1 その理由 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 子育てについて 

○12 子どもの登校のようす 

○13 子ども専用の生活用品の有無 

 ○13-1 子どもの家庭での体験・経験（習い事、学習塾など） 

 ★14 高等学校等就学支援金や奨学金の利用状況 

 ★15 高校卒業後の進路の意向 

 ★16 進学に向けたお金の準備 

 ★17高等教育の就学支援新制度の利用 

○18 子どもに関する悩み 

○19 立ち話をするような付き合いのある相手の有無 

○20 相談先 

 ○20-1 子どもについての悩みの相談先 

○20-2 回答者自身についての悩みの相談先 

○21 事故時に子の面倒をみる人の有無 

 

Ⅴ 現在の暮らしについて 

 ○22 家計の状況 

 ○23 必要なものを買えなかった経験 

 ○24 公共料金等の滞納の経験 
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○25 世帯の収入の内訳 

 ○25-1 年収の額 

○25-2 昨年の年収の前年の年収との比較 

○25-3 今年の年収の昨年の年収との比較（見込み） 

○26 預貯金の額 

 ○27 借金の状況、目的 

○28 今後の生活への不安 

 

Ⅵ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響 

 ○29 生活や心身への影響 

（母の仕事、父の仕事、回答者の体調や精神等、子どもの学習や精

神面等、家計） 

○30 それぞれの時期（初期、昨年度前半、昨年度後半、今年度以降）

における影響の大きさ 

 

Ⅶ 制度の利用や意見について 

○31 情報の探し方 

 (広報紙、HP、SNS、インターネット検索、学校連絡、口コミ) 

○32 相談機関利用の経験 

 (区役所の相談窓口、生活保護の相談窓口、児相、家児相、児家セン、

保健師、保育子育て支援センター、教育センター、SC・SW、アシス

トセンター、母子・婦人相談員) 

○33 制度利用の経験 

 (児童扶養手当、生活保護、生活福祉資金、母子父子寡婦福祉資金、

就学援助、高等職業訓練促進給付金) 

○34 制度やサービスへの要望（自由記載） 

 

 

 

＜⑤小５、中２子ども＞                                      

項目 備考 

●基本情報 

 ○1 性別 

 

●生活 

○2 平日の放課後に一緒に過ごす相手 

 ○3 平日の放課後に過ごす場所 

  ○3-1 ほっとできる場所 

  ○3-2 家・学校以外の居場所で使ってみたい場所 

 ○4 部活動への参加 

  〇4-1 参加していない理由 

 ○5 スマートフォン、携帯電話・タブレット、ゲーム機の使用時間 

 ○6 今年の夏休み行った活動 

〇7 悩みの相談相手 

 〇8 保護者の理解、つながり 

 

 

 

 

 

○4：中 2のみ 

●将来 

 ○9 進学の希望（高校・大学等どの段階までか） 

  ○9-1 進学を希望する理由 

 ○10 コロナの影響による進路希望の変化とその理由 

①変わる前の進路希望 

②進路希望が変わった理由 
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●食事や健康、くらし 

 ○11 食事の回数（朝食、夕食、夏休み・冬休み期間の昼食） 

○12 平日、夕食を一緒に食べる相手 

○13 現在の健康状態 

 ○13-1 症状について 

○14 家の暮らし向きの認識 

○15 抑うつの程度 

 

●学校や勉強 

 ○16 学校の授業以外の 1日あたりの勉強時間 

 ○17 学校への気持ち 

 ○18 先生への気持ち 

 ○19 勉強がわからないときに教えてもらう人 

 ○20 クラスでの成績 

 ○21 勉強にとりくむ理由 

 

●自分について 

 ○22 いじめの経験 

  ○22-1 いじめを受けたときの対応と結果 

 ○23 お世話が必要な人の有無 

  ○23-1 1）お世話が必要な相手 

2) お世話をしている人 

3) お世話の内容 

4) 生活への影響 

 ○24 コロナの生活への影響（自由記載） 

 

 

 

○23 中 2 のみ 

○23-1 中 2 のみ 

 

＜⑥高２子ども＞（「⑤小５、中２子ども」にない調査項目は★としています。） 

項目 備考 

●基本情報 

 ○1 性別 

 

●生活 

○2 平日の放課後に一緒に過ごす相手 

 ○3 平日の放課後に過ごす場所 

  ○3-1 ほっとできる場所 

  ○3-2 家・学校以外の居場所で使ってみたい場所 

 ○4 部活動への参加 

  〇4-1 参加していない理由 

 ○5 スマートフォン、携帯電話・タブレット、ゲーム機の使用時間 

 ○6 今年の夏休み行った活動 

〇7 悩みの相談相手 

 〇8 保護者の理解、つながり 

 

 

 

 

 

 

●将来 

 ○9 進学の希望（高校・大学等どの段階までか） 

  ○9-1 進学を希望する理由 

  ★9-2 「高校まで」と答えた理由 

  ★9-3 1）進学希望先（短大以上） 

      2）進学費用の心配 
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○10 コロナの影響による進路希望の変化とその理由 

 ①変わる前の進路希望 

★②変わる前の進学希望先 

③進路希望が変わった理由 

●食事や健康、くらし 

 ○11 食事の回数（朝食、夕食、夏休み・冬休み期間の昼食） 

○12 平日、夕食を一緒に食べる相手 

○13 現在の健康状態 

 ○13-1 症状について 

○14 家の暮らし向きの認識 

○15 抑うつの程度 

 

●学校や勉強 

 ○16 学校の授業以外の 1日あたりの勉強時間 

 ○17 学校への気持ち 

 ○18 先生への気持ち 

 ○19 勉強がわからないときに教えてもらう人 

 ○20 クラスでの成績 

 ○21 勉強にとりくむ理由 

 

●自分について 

 ○22 いじめの経験 

  ○22-1 いじめを受けたときの対応と結果 

 ○23 お世話が必要な人の有無 

  ○23-1 1）お世話が必要な相手 

2) お世話をしている人 

3) お世話の内容 

4) 生活への影響 

 ○24 コロナの生活への影響（自由記載） 

 

 

 

 


