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問 1 子どもが小学校にあがるまでの乳幼児の時期に、子育てについてどのように感じていましたか。それぞれであてはまるもの

１つに○をつけてください。 

(1)  子どもを育てるのは楽しくて幸せなことだと思う 

      そう思う － どちらかといえばそう思う － どちらかいえばそう思わない － そう思わない 

(2)  子どもと遊ぶのはとても面白いと思う 

      そう思う － どちらかといえばそう思う － どちらかいえばそう思わない － そう思わない 

(3)  自分の子どもは結構うまく育っていると思う 

      そう思う － どちらかといえばそう思う － どちらかいえばそう思わない － そう思わない 

(4)  自分の子育てに自信がある 

      そう思う － どちらかといえばそう思う － どちらかいえばそう思わない － そう思わない 

(5)  子育てによって自分も成長していると思う 

      そう思う － どちらかといえばそう思う － どちらかいえばそう思わない － そう思わない 

(6)  子どもが自分の言うことを聞かないのでイライラする 

      そう思う － どちらかといえばそう思う － どちらかいえばそう思わない － そう思わない 

(7)  子どもが将来うまく育っていくかどうか心配になる 

      そう思う － どちらかといえばそう思う － どちらかいえばそう思わない － そう思わない 

(8)  子どものことでどうしたらよいか分からなくなる 

      そう思う － どちらかといえばそう思う － どちらかいえばそう思わない － そう思わない 

(9)  子どもに八つ当たりしたくなる 

      そう思う － どちらかといえばそう思う － どちらかいえばそう思わない － そう思わない 

(10) 子どもを育てるために我慢ばかりしている 

      そう思う － どちらかといえばそう思う － どちらかいえばそう思わない － そう思わない 

(11) 子育てをしていると社会から取り残されているような気がする 

      そう思う － どちらかといえばそう思う － どちらかいえばそう思わない － そう思わない 

(12) 子どもの存在そのものがわずらわしくなる 

      そう思う － どちらかといえばそう思う － どちらかいえばそう思わない － そう思わない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育てに関する意識調査（Ｑネット調査） 



- 2 - 

 

問 2 子どもが小学校にあがるまでの乳幼児の時期に、子育てで大切にしていたことはどんなことでしたか。もっとも大切にして

いたものを３つまでお選びください。 

(1)  できるだけ子どもと過ごす時間をとること 

(2)  笑顔で子どもに接すること 

(3)  スキンシップや会話をたくさんすること 

(4)  ほめるときはほめ、しかるときはきちんとしかること 

(5)  規則正しい生活をさせること 

(6)  食事の作法、トイレの仕方、マナーなどを教えること 

(7)  できるだけ外遊びをさせるようにすること 

(8)  自然に触れる機会をつくること 

(9)  いろいろな人と接する機会をつくること 

(10) 文字や数など知的な経験の機会をつくること 

(11) 自分自身が子育てを楽しむこと 

(12) 自分がゆとりをもって子どもと接すること 

(13) その他（                                                       ） 

 

問 3 今から振り返ると、子どもが小学校にあがるまでの乳幼児の時期に、子育てで大切にしておけばよかったと思うことはどん

なことですか。３つまでお選びください。 

(1)  できるだけ子どもと過ごす時間をとること 

(2)  笑顔で子どもに接すること 

(3)  スキンシップや会話をたくさんすること 

(4)  ほめるときはほめ、しかるときはきちんとしかること 

(5)  規則正しい生活をさせること 

(6)  食事の作法、トイレの仕方、マナーなどを教えること 

(7)  できるだけ外遊びをさせるようにすること 

(8)  自然に触れる機会をつくること 

(9)  いろいろな人と接する機会をつくること 

(10) 文字や数など知的な経験の機会をつくること 

(11) 自分自身が子育てを楽しむこと 

(12) 自分がゆとりをもって子どもと接すること 

(13) その他（                                                       ） 
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問 4 子どもが小学校にあがるまでの乳幼児の時期に、子どもの遊び場やしつけなど子育て全般について困ったことはありまし

たか。 

(1) あった （→問 5へ） 

(2) 特になかった （→問 6へ） 

 

問 5 子どもが小学校にあがるまでの乳幼児の時期に、困ったことは何でしたか。あてはまるものすべてをお選びください。 

(1)  子どもと一緒に遊びに行ける場所がなかった 

(2)  子どもと同年代の子どもと遊ばせるきっかけがなかった 

(3)  子どもを安心して預けられる人や場所がなかった 

(4)  自分だけの時間がとれなかった 

(5)  子どもがきちんと発達しているのかがわからなかった 

(6)  食事やトイレなど年齢に応じたかかわり方の情報がなかった 

(7)  しつけなどのかかわり方がわからなかった 

(8)  自分の子育てがこれでいいのか不安があった 

(9)  同世代の保護者と話す場がなかった 

(10) 悩みを聞いてくれたり、相談に乗ってくれたりする人がいなかった 

(11) パートナーが子育てや家事に協力的でなかった 

(12) 祖父母と子育ての考え方が違っていた 

(13) 子どもの体調が悪いとき医者にみせるべきなのか悩んだ 

(14) 子どもが犯罪に巻き込まれるか不安があった 

(15) その他（                                                       ） 

 

問 6 子どもが小学校にあがるまでの乳幼児の時期に、子育てについてどのような情報がほしいと思いましたか。あてはまるもの

すべてをお選びください。 

(1)  地域の遊び場・レストランなどの子育て情報 

(2)  子どもの習い事に関する情報 

(3)  幼稚園・保育所（園）で行っている子育て支援の利用方法 

(4)  地域の子育て支援拠点の実施内容や利用方法 

(5)  親同士の子育てサークルの実施内容や参加方法 

(6)  保育所（園）・幼稚園の選び方 

(7)  病気のときなど一時的に子どもを預かってくれる場や人の利用方法 

(8)  睡眠（お昼寝・夜泣き・寝かせる時間など）や授乳（授乳の間隔、離乳の時期など） 

(9)  子どもの食事（離乳食）の作り方・与え方やトイレトレーニング（おむつをはずす時期など） 

(10) からだの発育やことばの育ち 

(11) 気になる行動（こだわり、落ち着きがないなど） 

(12) 子どものしつけ方や子どもとのかかわり方 

(13) 同年代の子どもを持つ親同士の付き合い方 

(14) 他の家庭の子育て情報 

(15) 親としての心構えやあり方を学ぶ親学習の場の情報 

(16) 病気やけがについての情報 

(17) 近所で発生した犯罪情報 

(18) その他（                                                       ） 
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問 7 子どもが小学校にあがるまでの乳幼児の時期に、子育てについて相談した人や機関はどれですか。あてはまるものすべ

てに○をつけてください。 

(1)  パートナー（夫または妻） 

(2)  自分の親 

(3)  義父母 

(4)  兄弟姉妹 

(5)  同じ世代の子どもを持つ親仲間 

(6)  子どもが生まれる前からの友人 

(7)  近所の人 

(8)  幼稚園 

(9)  保育所（園） 

(10) 病院・診療所 

(11) 保健センター（保健所） 

(12) 民生委員・児童委員・主任児童委員 

(13) 子育て支援団体（ＮＰＯ・ボランティアなど） 

(14) 子育て広場・子育てサロンなど 

(15) 市役所、町役場、村役場 

(16) その他（                                                       ） 

 

 

問 8 今から振り返ると、子どもが小学校にあがるまでの乳幼児の時期に、子育てについて相談する上で、もっと頼っておけばよ

かったと考える人や機関は何ですか。あてはまるものすべてをお選びください。 

(1)  パートナー（夫または妻） 

(2)  自分の親 

(3)  義父母 

(4)  兄弟姉妹 

(5)  同じ世代の子どもを持つ親仲間 

(6)  子どもが生まれる前からの友人 

(7)  近所の人 

(8)  幼稚園 

(9)  保育所（園） 

(10) 病院・診療所 

(11) 保健センター（保健所） 

(12) 民生委員・児童委員・主任児童委員 

(13) 子育て支援団体（ＮＰＯ・ボランティアなど） 

(14) 子育て広場・子育てサロンなど 

(15) 市役所、町役場、村役場 

(16) その他（                                                       ） 
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問9 子どもが小学校にあがるまでの乳幼児の時期に、利用したサービスは何ですか。あてはまるものすべてをお選びください。 

(1)  幼稚園・保育所（園）の園庭開放 

(2)  子育て広場・子育てサロンなどの親子の交流の場 

(3)  利用できる子育て支援施設の情報提供 

(4)  地域の子育て情報誌（子育てマップなど） 

(5)  保育所（園）や地域の子育て支援拠点での一時保育 

(6)  ファミリー・サポート・センター 

(7)  ベビーシッター 

(8)  病児保育・病後児保育 

(9)  子育てや子どもの発達に関する講習会 

(10) 幼稚園・保育所（園）での子育て・教育相談 

(11) 地域の子育て支援拠点での子育て相談 

(12) 専門家による子どもの発達相談 

(13) 家庭訪問による子育て相談 

(14) 子育てについて同じ悩みをもつ親同士が話し合う場 

(15) 親としての心構えやあり方を学ぶ親学習の場 

(16) 小児救急電話相談 

(17) 犯罪情報のメール配信（安まちメール・よい子ネットなど） 

(18) その他（                                                       ） 

 

問 10 今から振り返ると、子どもが小学校にあがるまでの乳幼児の時期に、利用しておけばよかったなと思うサービスは何です

か。あてはまるものすべてをお選びください。 

(1)  幼稚園・保育所（園）の園庭開放 

(2)  子育て広場・子育てサロンなどの親子の交流の場 

(3)  利用できる子育て支援施設の情報提供 

(4)  地域の子育て情報誌（子育てマップなど） 

(5)  保育所（園）や地域の子育て支援拠点での一時保育 

(6)  ファミリー・サポート・センター 

(7)  ベビーシッター 

(8)  病児保育・病後児保育 

(9)  子育てや子どもの発達に関する講習会 

(10) 幼稚園・保育所（園）での教育・子育て相談 

(11) 地域の子育て支援拠点での子育て相談 

(12) 専門家による子どもの発達相談 

(13) 家庭訪問による子育て相談 

(14) 子育てについて同じ悩みをもつ親同士が話し合う場 

(15) 親としての心構えやあり方を学ぶ親学習の場 

(16) 小児救急電話相談 

(17) 犯罪情報のメール配信（安まちメール・よい子ネットなど） 

(18) その他（                                                       ） 
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問 11 小学校入学当初のお子さんの様子を見ていて、「集団行動が取れているか」「落ち着いて授業を受けているか」「先生の

話を聞けているか」などについて不安に思いましたか。 

(1) 強く思った  （→問 11-1へ） 

(2) やや思った  （→問 11-1へ） 

(3) あまり思わなかった  （→問 12へ） 

(4) 思わなかった  （→問 12へ） 

 

問 11-1 問 11で不安に思ったことを誰かに相談しましたか。 

(1) 相談した  （問 11-2へ） 

(2) 相談しなかった  （問 12へ） 

 

問 11-2 誰に相談しましたか。あてはまるものすべてをお選びください。 

(1)  パートナー（夫または妻） 

(2)  自分の親 

(3)  義父母 

(4)  兄弟姉妹 

(5)  同じ世代の子どもを持つ親仲間 

(6)  子どもが生まれる前からの友人 

(7)  近所の人 

(8)  担任の先生 

(9)  担任の先生以外の小学校の先生 

(10) スクールカウンセラー 

(11) スクールソーシャルワーカー 

(12) 市役所、町役場、村役場の子育て相談窓口 

(13) 教育委員会 

(14) 病院・診療所 

(15) その他（                                                       ） 

 

問 11-3 相談することにより、不安は解消されましたか。 

(1) 解消された 

(2) 解消されなかった 

(3) その他（                                                       ） 

 

問 12 今から振り返ると、子どもが小学校にあがるまでの乳幼児の時期のご自身の子育てのやり方について、どう思いますか。 

(1) よかった 

(2) どちらかといえばよかった 

(3) どちらかといえばよくなかった 

(4) よくなかった 
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問 13 今のあなた自身が、地域で子育てをしている家庭のサポートとして、活動したいことはありますか。 

(1) ある（→問 13-1へ） 

(2) ない（→問 14へ） 

 

問 13-1 今のあなた自身が、地域で子育てをしている家庭のサポートとして、活動したいことについてあてはまるものをすべて

お選びください。 

(1)  子育てに関する悩みを聞いたり、ともに考えたりする 

(2)  子育てや生活に役立つ情報を提供する 

(3)  子どもを預かる 

(4)  小学校・幼稚園・保育所（園）・子育て支援センターなどで、ボランティアとして手伝う 

(5)  子育て支援をしているＮＰＯやボランティア団体のメンバーとして活動する 

(6) その他（                        ） 

 

最後に、あなた自身とお子さんのことについて教えてください。 

 

問 14 性別 

(1)  男性 

(2)  女性 

 

問 15 年齢 

(1) 30歳未満 

(2) 30～39歳 

(3) 40～49歳 

(4) 50歳以上 

 

問 16 勤務状況 

(1) 正規職員・自営業 

(2) パートタイム 

(3) 専業主婦／夫 

(4) その他 

 

問 14 子どもの数 

(1) 1人 

(2) 2人 

(3) 3人以上 

 

問 15 子どもの性別 

(1) 男の子のみ 

(2) 女の子のみ 

(3) 男の子と女の子 
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問 16 末子の年齢 

(1) 小学校 1～3年生 

(2) 小学校 4～6年生 

(3) 中学生以上 

 

問 17 お子さんからみた同居している家族の構成（兄弟姉妹を除く） 

(1) 父 

(2) 母 

(3) 祖父 

(4) 祖母 

(5) その他（                                                       ） 

 

問 18 近所に住む親せき（近所に祖父母などの親せきが住んでいて、子育てを手伝ってもらえましたか。） 

(1) 近所に祖父母などの親せきが住んでいて、子育てを手伝ってくれた 

(2) 近所に祖父母などの親せきが住んでいるが、子育てを手伝ってくれることはあまりなかった 

(3) 近所に祖父母などの親せきが住んでいなかった 

 


