
 

 

 

 

問 1 お住まいの都道府県 

 

問 2 お住まいの市町村 

 

問 3 性別 

(1) 男性  (2) 女性  (3) その他  (4) 答えたくない 

 

問 4 年齢 

(1) ～19歳  (2) 20～24歳  (3) 26～29歳  (4) 30～34歳  (5) 35～40歳  (6) 40～44歳  (7) 45歳

以上 

 

問 5 あなたの勤務状況（育児休業などで休業中の場合は、復職するときの状況） 

(1) 常勤・正規職員  (2) パートまたはアルバイト、非正規職員  (3) 自営業  (4) 専業主婦／夫  (5) その他 

 

問 6 あなたの配偶者の勤務状況（育児休業などで休業中の場合は、復職するときの状況） 

(1) 常勤・正規職員  (2) パートまたはアルバイト、非正規職員  (3) 自営業  (4) 専業主婦／夫  (5) その他 

 

問 7 居住環境 

(1) 持ち家（親・きょうだいの名義を含む）  (2) 府営・市営の住宅  (3) ＵＲ賃貸住宅・公社賃貸住宅   

(4) 民間の賃貸住宅  (5) 官舎・社宅  (6) その他 

 

問 8 昨年 1年間の世帯の家計の収支状況 

(1) 貯蓄ができている  (2) 赤字である  (3)赤字でもなく黒字でもない  (4) わからない 

 

問 9 あなたの世帯では、経済的な理由で、次のような経験をされたことがありますか。おおむね半年の間でお考えください。 

（あてはまる番号すべてに○をつけてください） 

 

１．食費を切りつめた。 

２．電気・ガス・水道などが止められた。 

３．医療機関を受診できなかった。 

４．国民健康保険料の支払いが滞ったことがある。 

５．国)年金の支払いが滞ったことがある。 

６．金融機関などに借金をしたことがある。 

７．クレジットカードの利用が停止になったことがある。 

８．新しい衣服・靴を買うのを控えた。 

９．新聞や雑誌を買うのを控えた。 

10．スマートフォンへの切替・利用を断念した。 

11．冠婚葬祭のつきあいを控えた。 
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12．生活の見通しがたたなくて不安(になったことがある。  

13．鉄道やバスの利用を控え、自転車を使ったり歩くようにした。 

14．電話（固定・携帯）などの通信料の支払いが滞ったことがある。 

15．家賃や住宅ローンの支払いが滞ったことがある。 

16．趣味やレジャーの出費を減らした。 

17．冷暖房の使用を控えた。 

18．友人・知人との外食を控えた。 

19．敷金・保証金等を用意できないので、住み替え・転居を断念した。 

20．理髪店・美容院に行く回数を減らした。 

21．子ども部屋が欲しかったがつくれなかった。 

22．１～２１の項目には、どれにもあてはまらない。 

 

問 10 昨年 1 年間の世帯の収入（ボーナス、副収入、公的な援助手当や養育費・仕送りなどを含め、税金や社会保険料を払っ

たあとの額） 

(1) 100万円未満  (2) 100万円以上～200万円未満  (3) 200万円以上～300万円未満 

(4) 300万円以上～400万円未満   (5) 400万円以上～500万円未満   (6) 500万円以上～600万円未満 

(7) 600万円以上～700万円未満   (8) 700万円以上～800万円未満   (9) 800万円以上～900万円未満 

(10) 900万円以上～1,000万円未満  (11) 1,000万円以上～1,200万円未満  

(12) 1,200万円以上～1,500万円未満  (13) 1,500万円以上 

 

問 11 世帯員数 

(1) 2人  (2) 3人   (3) 4人  (4) 5人  (5) 6人  (6) 7人 (7)8人以上 

 

問 12 子どもの数 

(1) 1人  (2) 2人  (3) 3人以上 

 

問 13 お子さんの性別 

(1) 男の子のみ  (2) 女の子のみ  (3) 男の子と女の子 

 

問 14 末子の年齢  

(1) 0歳  (2) 1歳  (3) 2歳  (4) 3歳  (5) 4歳～就学前  

(6) 小学校 1～3年生  (7) 小学校 4～6年生  (8) 中学生  (9) 高校生 

 

問 15 お子さんからみた同居している家族構成について、乳幼児期（小学校就学前）・現在それぞれについて、あてはまるものを

すべてお選びください。ただし、お子さんご本人の兄弟姉妹は除きます。 

【乳幼児期（小学校就学前）】 

１．父 

２．母 

３．祖父 

４．祖母 

５．その他（                ） 
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【現在】 

１．父 

２．母 

３．祖父 

４．祖母 

５．その他（                ） 

 

問 16 お子さんの乳幼児期（小学校就学前）、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／まったくなかった 

３．近所に祖父母などの親せきが住んでいなかった 

 

問 17 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。 

 

  4.そう思う 3.どちらかとい

えばそう思う 

2.どちらかとい

えばそう思わな

い 

1.そう思わない 

a) 子どもを育てるのは楽しくて幸せなことだと思う 4 3 2 1 

b) 子どもと遊ぶのはとても面白いと思う 4 3 2 1 

c) 自分の子どもは結構うまく育っていると思う 4 3 2 1 

d) 自分の子育てに自信がある 4 3 2 1 

e) 子育てによって自分も成長していると思う 4 3 2 1 

f) 子どもが自分の言うことを聞かないのでイライラする 4 3 2 1 

g) 子どもが将来うまく育っていくかどうか心配になる 4 3 2 1 

h) 子どものことでどうしたらよいか分からなくなる 4 3 2 1 

i) 子どもに八つ当たりしたくなる 4 3 2 1 

j) 子どもを育てるために我慢ばかりしている 4 3 2 1 

k) 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 4 3 2 1 

l) 子どもの存在そのものがわずらわしくなる 4 3 2 1 

 

問 18 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. 子どもと過ごす時間を大切にすること 8. 自然に触れる機会をつくること 

2. 笑顔で子どもに接すること 9. いろいろな人と接する機会をつくること 

3. スキンシップや会話をたくさんすること 10. 文字や数など知的な経験の機会をつくること 

4. ほめるときはほめ、しかるときはきちんとしかること 11. 自分自身が子育てを楽しむこと 

5. 規則正しい生活をさせること 12. 自分がゆとりをもって子どもと接すること 

6. 食事の作法、トイレの仕方、マナーなどを教えること 13. その他（                   ） 

7. できるだけ外遊びをさせるようにすること 14. 特にない 
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問 19 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. 子どもと過ごす時間を大切にすること 8. 自然に触れる機会をつくること 

2. 笑顔で子どもに接すること 9. いろいろな人と接する機会をつくること 

3. スキンシップや会話をたくさんすること 10. 文字や数など知的な経験の機会をつくること 

4. ほめるときはほめ、しかるときはきちんとしかること 11. 自分自身が子育てを楽しむこと 

5. 規則正しい生活をさせること 12. 自分がゆとりをもって子どもと接すること 

6. 食事の作法、トイレの仕方、マナーなどを教えること 13. その他（                   ） 

7. できるだけ外遊びをさせるようにすること 14. 特にない 

 

問 20-1 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 20-2へ） 

 （２） 特になかった （→問 21へ） 

問 20-2 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い 10. 悩みを聞いてくれたり、相談に乗ってくれる人がいない 

2. 子どもと同年代の子どもと遊ばせるきっかけがない 11. パートナーが子育てや家事に協力的でない 

3. 子どもを安心して預けられる人や場所がない 12. 祖父母と子育ての考え方が違う 

4. 自分だけの時間がとれない 13. 子どもの体調が悪いとき医者にみせるべきなのか悩む 

5. 子どもがきちんと発達しているのかがわからない 14. 子どもが犯罪に巻き込まれるか不安がある 

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い 15. 収入が少なくて、十分な子育てができない 

7. しつけなどのかかわり方がわからない 16. 職場で子育てに理解や協力をしてくれる人が少ない 

8. 自分の子育てがこれでいいのか不安がある 17. その他（                   ） 

9. 同世代の保護者と話す場がない   

 

問 21 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 12. 子どものしつけ方や子どもとのかかわり方 

2. 子どもの習い事に関する情報 13. 同年代の子どもを持つ親同士の付き合い方 

3. 幼稚園・保育所（園）で行っている子育て支援の利用

方法 

14. 他の家庭の子育て情報 

4. 地域の子育て支援拠点の実施内容や利用方法 15. 親としての心構えやあり方を学ぶ親学習の場の情報 

5. 親同士の子育てサークルの実施内容や参加方法 16. 病気・けがについての情報 

6. 保育所（園）・幼稚園の選び方 17. 近所で発生した犯罪情報 

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 

18. 児童手当などの経済的な支援に関する行政情報 

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） 

19. 仕事と子育てを両立させている職場の先輩や他の会

社の人の事例などの情報 

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） 

20. その他（                   ） 

10. からだの発育やことばの育ち 21. 特にない 

11. 気になる行動（こだわり、落ち着きがないなど）   
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問 22 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

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)  職場の同僚や上司 

(9)  幼稚園 

(10)  保育所 

(11)  病院・診療所 

(12) 保健センター（保健所） 

(13) 民生委員・児童委員・主任児童委員 

(14) 子育て支援団体（ＮＰＯ・ボランティアなど） 

(15) 子育て広場・子育てサロンなど 

(16) 市役所、町役場、村役場 

(17) その他（                  ） 

 

問 23 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)  職場の同僚や上司 

(9)  幼稚園 

(10)  保育所 

(11)  病院・診療所 

(12) 保健センター（保健所） 

(13) 民生委員・児童委員・主任児童委員 

(14) 子育て支援団体（ＮＰＯ・ボランティアなど） 

(15) 子育て広場・子育てサロンなど 

(16) 市役所、町役場、村役場 

(17) その他（                          ） 
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問 24 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 11. 幼稚園・保育所（園）での子育て・教育相談 

2. 子育て広場・子育てサロンなどの親子の交流の場 12. 地域の子育て支援拠点での子育て相談 

3. 利用できる子育て支援施設の情報提供 13. 専門家による子どもの発達相談 

4. 利用できる行政サービスの情報提供 14. 家庭訪問による子育て相談 

5. 地域の子育て情報誌（子育てマップなど） 15. 子育てについて同じ悩みをもつ親同士が話し合う場 

6. 保育所（園）や地域の子育て支援拠点での一時保育 16. 親としての心構えやあり方を学ぶ親学習の場 

7. ファミリー・サポート・センター 17. 小児救急電話相談 

8. ベビーシッター 18. 犯罪情報のメール配信 

9. 病児保育・病後児保育 19. その他（                   ） 

10. 子育てや仕事との両立支援に関する講座やセミナー 20. いずれも利用していない 

※ファミリー・サポート・センター ： 地域において子育ての援助を受けたい人と行いたい人が会員となり、子育てを助け合う事

業で、市町村から委託を受けた社会福祉協議会などが実施しています。 

 

問 25 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 11. 幼稚園・保育所（園）での子育て・教育相談 

2. 子育て広場・子育てサロンなどの親子の交流の場 12. 地域の子育て支援拠点での子育て相談 

3. 利用できる子育て支援施設の情報提供 13. 専門家による子どもの発達相談 

4. 利用できる行政サービスの情報提供 14. 家庭訪問による子育て相談 

5. 地域の子育て情報誌（子育てマップなど） 15. 子育てについて同じ悩みをもつ親同士が話し合う場 

6. 保育所（園）や地域の子育て支援拠点での一時保育 16. 親としての心構えやあり方を学ぶ親学習の場 

7. ファミリー・サポート・センター 17. 小児救急電話相談 

8. ベビーシッター 18. 犯罪情報のメール配信 

9. 病児保育・病後児保育 19. その他（                   ） 

10. 子育てや仕事との両立支援に関する講座やセミナー 20. いずれも利用していない 

 

問 26-1 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 26-2へ） 

(2) やや思った  （→問 26-2へ） 

(3) あまり思わなかった  （→問 27へ） 

(4) 思わなかった  （→問 27へ） 

 

問 26-2 問 26-1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 26-3へ） 

(2) 相談しなかった  （問 27へ） 
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問 26-3 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)  職場の同僚や上司 

(9)  担任の先生 

(10)  担任の先生以外の小学校の先生 

(11)  スクールカウンセラー 

(12) スクールソーシャルワーカー 

(13) 市役所、町役場、村役場の子育て相談窓口 

(14) 教育委員会 

(15) 病院・診療所 

(16) その他（               ） 

 

問 26-4 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 27 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 

 

問 28-1 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、活動したいことはありますか。 

(1) ある（→問 28-2へ） 

(2) ない（→問 29へ） 

 

問 28-2 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・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（                        ） 
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問 29 乳幼児期の子どもの子育てを振り返って、親として努力したことや取り組んだことについて、自由にご記入ください。 

 

 

 

 

 

問 30 あなたの世帯では、現在以下の手当や援助等を受けていますか。あてはまるものをお選びください。 

  1 受けている 2 受けたことが 

ある 

3 受けたことが 

ない 

a) 児童手当 1 2 3 

b) 就学援助費 1 2 3 

c) 児童扶養手当（ひとり親家庭の母又は父等に支給） 1 2 3 

d) 障がいや難病の手当 1 2 3 

e) 生活保護 1 2 3 

f) 公的年金（老齢年金） 1 2 3 

g) 公的年金（遺族年金、障がい年金） 1 2 3 

h) 雇用保険（失業保険） 1 2 3 

i) 養育費 1 2 3 

j) 親・親族からの仕送り 1 2 3 

k) 退職金 1 2 3 

l) その他、株式配当などの副収入 1 2 3 

 

問 31 あなたの世帯では、経済的な理由で、次のような経験をされたことがありますか（おおむね１年の間）。 

あてはまるものすべてに○をつけてください。 

 

1. 子どもを医療機関に受診させることができなかった 7. 子どもの誕生日を祝えなかった 

2. 子どものための本や絵本が買えなかった 8. 子どもにお年玉を上げることができなかった 

3. 子どもにおこづかいを渡すことができなかった 9. 子どもの保育所（園）、幼稚園などの通園施設の行事

などに参加することができなかった 

4. 子どもに新しい服や靴を買うことができなかった 10. 子ども会、地域の行事（祭りなど）の活動に参加するこ

とができなかった 

5. 子どもを遠足へ参加させることができなかった 11. 家族旅行（テーマパークなどの日帰りのおでかけを含

む）ができなかった 

6. 子どもを習い事に通わすことができなかった 12. どれにもあてはまらない 

 

問 32 お子さんは、学校のある日、授業時間以外に１日あたりどれくらいの時間、勉強をしますか。（塾などの時間も含みます。） 

(1) まったくしない 

(2) 30分より少ない 

(3) 30分以上、1時間より少ない 

(4) １時間以上、２時間より少ない 

(5) ２時間以上、３時間より少ない 

(6) ３時間以上 

(7) わからない 
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問 33 お子さんは、毎日朝ご飯を食べますか。 

(1) 必ず食べる 

(2) 食べることが多い 

(3) 食べないことが多い 

(4) 食べない 

(5) わからない 

 

問 34 お子さんは、おうちの大人の人とどのくらい一緒に夜ご飯を食べていますか 

(1) ほとんど毎日 

(2) 週に４～５回 

(3) 週に２～３回 

(4) 週に１回程度 

(5) 月に１～２回 

(6) ほとんどない 

(7) まったくない 

(8) わからない 

 

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。 


