福山市子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査項目（就学前児童）新旧対照表
2013年度（平成25年度）調査項目

区 分

資料３-1

2018年度（平成30年度）調査項目（案）

１ お住まいの地域についてうかがいます。
問１ お住まいの小学校区

１ お住まいの地域についてうかがいます。
問１ お住まいの小学校区

２ 封筒の宛名のお子さんとご家族の状況についてうかがいます。
問２ 宛名のお子さんの生年月をご記入ください。

２ 封筒の宛名のお子さんとご家族の状況についてうかがいます。
問２ お子さんの生まれた年月について

問３ 宛名のお子さんのきょうだいは何人いらっしゃいますか。お２人以上の
お子さんがいらっしゃる場合は，末子の方の生年月をご記入ください。

問３ お子さんを含め，きょうだいは何人いますか。２人以上のお子さんがい
る場合は，末子の年齢をご記入ください。

問４ この調査票にご回答いただく方はどなたですか。

問４ この調査票を回答する方はどなたですか。
【新規独自】

問５ この調査票を回答する方の配偶者（夫または妻）はいますか。

問５ 宛名のお子さんの居住環境について

問６ 同居のご家族について

問６ 宛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。

問７ お子さんの子育てを主に行っているのはどなたですか。
【新規独自】

３ 子どもの育ちをめぐる環境についてうかがいます。
問７ 宛名のお子さんの子育てに日常的に関わっている方はどなた（施設）で
すか。
問７で「５．幼稚園」「６．保育所」「７．認定こども園」「８．その他（施設）」に○
をつけた方にうかがいます。
問７-１ 自宅から施設までの送迎（交通）方法及び自宅から施設までのおお
よその距離及び所要時間についてお答えください。
（１）自宅から施設までの送迎（交通）方法（＊複数選択可）
（２）自宅から施設までの距離（片道）
（３）自宅から施設までの所要時間（片道）

【削除】

【削除】
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問８ あなたの世帯全員の合計年収は次のどれですか。

2013年度（平成25年度）調査項目

区 分
【新規独自】

2018年度（平成30年度）調査項目（案）
３ 希望する子どもの人数についてうかがいます。
問９ あなたのご家庭で，現実的に希望する子どもの人数は何人ですか。ま
た，理想の子どもの人数は何人ですか。
問９で現実的に希望する子どもの人数と理想の人数が異なる方にうかがい
ます。
問９-１ 子どもの人数に現実と理想に差がある場合，その理由は何ですか。

【新規独自】

４ 福山ネウボラについてうかがいます。
問10 「福山ネウボラ」を知っていますか。
問11 ネウボラ相談窓口「あのね」を知っていますか。
問11で「１」に○をつけた方にうかがいます。
問11-１ ネウボラ相談窓口「あのね」の満足度について
問12 ネウボラ相談窓口「あのね」の今後の利用について
問12で「３」に○をつけた方にうかがいます。
問12-１ 利用したいとは思わない理由
問13 福山市子育て支援アプリ「あのね育ナビ」を知っていますか。
問13で「１」に○をつけた方にうかがいます。
問13-１ 「あのね育ナビ」の満足度について
問14 「あのね育ナビ」の充実に向けて，子育てするうえで知りたい情報・充
実してほしい内容などがありましたら，ご自由にご記入ください。

【新規独自】

５ 幼児教育・保育の無償化についてうかがいます。
問15 幼児教育・保育が無償化された場合，どこの教育・保育施設を利用し
たいと思いますか。

問15で「３」または「４」に〇をつけた方にうかがいます。
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2013年度（平成25年度）調査項目

区 分

2018年度（平成30年度）調査項目（案）
問15-１ 利用したい教育・保育施設はどこですか。
６ 相談先についてうかがいます。
問16 日頃，お子さんをみてもらえる親族・知人はいますか。

問８ 日頃，宛名のお子さんをみてもらえる親族・知人はいますか。
問16で「１」または「２」に○をつけた方にうかがいます。
問16-１ 祖父母等の親族にお子さんをみてもらっている状況についてお答
えください。

問８で「１．」または「２．」に○をつけた方にうかがいます。
問８-１ 祖父母等の親族にお子さんをみてもらっている状況についてお答え
ください。

問16で「３」または「４」に○をつけた方にうかがいます。
問16-２ 友人・知人にお子さんをみてもらっている状況についてお答えくださ
い。

問８で「３．」または「４．」に○をつけた方にうかがいます。
問８-２ 友人・知人にお子さんをみてもらっている状況についてお答えくださ
い。

問17 お子さんの子育てをするうえで，気軽に相談できる人，もしくは相談で
きる場所はありますか。

問９ 宛名のお子さんの子育てをする上で，気軽に相談できる人はいます
か。また，相談できる場所はありますか。

問17で「１」に○をつけた方にうかがいます。
問17-１ お子さんの子育てに関して，気軽に相談できる先は，誰（どこ）です
か。

問９で「１．いる／ある」に○をつけた方にうかがいます。
問９-１ お子さんの子育てに関して，気軽に相談できる先は，誰（どこ）です
か。
４ 宛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10 宛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。
（１）母親

【削除】

問10の（１）で就労している方にうかがいます。
（１）-１ 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）」をお答えください。

【削除】

問10の（１）で就労している方にうかがいます。
（１）-２ 家を出る時刻と帰宅時刻をお答えください。
（２）父親

【削除】

問10の（２）で就労している方にうかがいます。
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７ 保護者の就労状況についてうかがいます。
（2013年度（平成25年度）調査項目の問10～問12は，簡素化のため問18，問
18-１に統合）

2013年度（平成25年度）調査項目
（２）-１ 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）」をお答えください。
問10の（２）で就労している方にうかがいます。
（２）-２ 家を出る時刻と帰宅時刻をお答えください。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。
問10の（１）または（２）でパート・アルバイト等で就労している方にうかがいま
す。
問11 フルタイムへの転換希望はありますか。当てはまる番号１つに○をつ
けてください。
（１）母親
（２）父親
問10の（１）または（２）で「５．以前は就労していたが，現在は就労していない」
または「６．これまで就労したことがない」に○をつけた方にうかがいます。
問12 就労したいという希望はありますか。
（１）母親
（２）父親

５ 宛名のお子さんの平日の定期的な教育・保育事業の利用状況についてう
かがいます。
問13 宛名のお子さんは現在，幼稚園や保育所などの「定期的な教育・保育
の事業」を利用されていますか。

区 分
【削除】

2018年度（平成30年度）調査項目（案）

【削除】

【削除】

【削除】

【統合】

問18 ①現在の就労状況と，②１年以内に希望する就労状況を教えてくださ
い。

【統合】

問18①で「１」～「４」のいずれかに〇をつけた方にうかがいます。
問18-１ １日平均就労時間，就労日数，就労場所について
８ 平日の定期的な教育・保育事業等の利用状況についてうかがいます。
（2013年度（平成25年度）調査項目の問13，問13‐１,２，問14は，簡素化のた
め問19に統合）

【削除】

問13-１ 宛名のお子さんは，平日どのような教育・保育の事業を利用してい
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2013年度（平成25年度）調査項目
ますか。年間を通じて「定期的に」利用している事業をお答えください。
問13-２ 平日に定期的に利用している教育・保育の事業について，どのくら
い利用していますか。また，希望としてはどのくらい利用したいですか。
（１）現在
（２）希望

区 分
【削除】

2018年度（平成30年度）調査項目（案）

【削除】

【統合】

問19 お子さんは，現在，平日にどのような事業を，どのくらい利用していま
すか。また，現在の利用時間と希望する利用時間についてご記入ください。
➀年間を通じて「定期的」に利用している事業の利用状況
②１年以内に利用を希望する事業，利用を継続したい事業

問13-３ 現在，利用している教育・保育事業の実施場所についてうかがいま
す。

問19①で「１」～「９」のいずれかに〇をつけた方にうかがいます。
問19-１ 平日に定期的に教育・保育事業等を利用されている理由について

問13-４ 平日に定期的に教育・保育の事業を利用されている理由についてう
かがいます。

問19①・②で「１」～「９」のいずれかに〇をつけた方にうかがいます。
問19-２ 現在利用している，また，今後利用したい教育・保育事業の実施場
所について

問13で「２．利用していない」に○をつけた方にうかがいます。
問13-５ 利用していない理由は何ですか。

問19①で「１１」に〇をつけた方にうかがいます。
問19-３ 利用していない理由は何ですか。

問14 すべての方にうかがいます。現在，利用している，利用していないにか
かわらず，宛名のお子さんの平日の教育・保育の事業として，「定期的に」利
用したいと考える事業をお答えください。

【削除】

問14-１ 教育・保育事業を利用したい場所についてうかがいます。
【削除】
問19②で幼稚園（幼稚園の預かり保育を含む）と保育事業も併せて利用を希
【新規国】 望している方にうかがいます。
問19-４ 来年度以降も幼稚園（幼稚園の預かり保育を含む）の利用を強く希
望しますか。
問15 現在，利用している，利用していないにかかわらず，お子さんの平日の
教育・保育の事業を選ぶ際に，重視する点はどのようなことですか。

問20 利用している，利用していないにかかわらず，お子さんの平日の教育・
保育の事業を選ぶ際に，重視する点はどのようなことですか。

６ 宛名のお子さんの地域の子育て支援事業の利用状況についてうかがい

９ 地域の子育て支援事業の利用状況についてうかがいます。
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2013年度（平成25年度）調査項目
ます。
問16 宛名のお子さんは，現在，地域子育て支援拠点事業を利用しています
か。また，おおよその利用回数（頻度）をご記入ください。

区 分

問21 現在，地域子育て支援拠点事業を利用していますか。また，おおよそ
の利用回数（頻度）をご記入ください。

問17 問16のような地域子育て支援拠点事業について，今は利用していない
が，できれば今後利用したい，あるいは，利用日数を増やしたいと思います
か。
問18 下記の事業で知っているものや，これまでに利用したことがあるもの，
今後，利用したいと思うものをお答えください。
①夢みるパパとママの会
②すこやか育児サポート事業
③幼稚園・保育所（園）の子育て支援事業
④延長保育
⑤一時預かり保育
⑥病児保育
⑦ふくやま子育て応援センター(キッズコム)
⑧ファミリー・サポート・センター
⑨おもちゃサロン
⑩ことばの相談室
⑪おもちゃ図書館
⑫放課後児童クラブ
⑬放課後子ども教室
⑭ショートステイ・トワイライトステイ
⑮あんしん子育て応援ガイド

2018年度（平成30年度）調査項目（案）

問22 地域子育て支援拠点事業について，今後どのような利用をしたいと思
いますか。おおよその利用回数（頻度）をご記入ください。

【削除】

７ 宛名のお子さんの土曜・休日や長期休暇中の「定期的」な教育・保育事業
の利用希望についてうかがいます。
問19 宛名のお子さんについて，土曜日と日曜日・祝日に，定期的な教育・保
育の事業の利用希望はありますか（一時的な利用は除きます）。
（１）土曜日
（２）日曜・祝日

10 土曜・休日や長期休暇中の定期的な教育・保育事業の利用希望につい
てうかがいます。
問23 土曜日と日曜日・祝日に，定期的な教育・保育事業の利用希望はあり
ますか（一時的な利用は除きます）。
（１）土曜日
（２）日曜日・祝日

問19の（１）もしくは（２）で，「３．月に１～２回は利用したい」に○をつけた方に
うかがいます。

問23の（１）もしくは（２）で，「３」に○をつけた方にうかがいます。
問23-１ 毎週ではなく，たまに利用したい理由は何ですか。
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2013年度（平成25年度）調査項目
問19-１ 毎週ではなく，たまに利用したい理由は何ですか。

区 分

2018年度（平成30年度）調査項目（案）

「幼稚園」を利用されている方にうかがいます。
問20 宛名のお子さんについて，夏休み・冬休みなど長期の休暇期間中の教
育・保育の事業の利用を希望しますか。

現在，「幼稚園」を利用されている方にうかがいます。
問24 夏休み・冬休みなど長期の休暇期間中の教育・保育事業の利用を希
望しますか。

問20で，「３．週に数日利用したい」に○をつけた方にうかがいます。
問20-１ 毎日ではなく，たまに利用したい理由は何ですか。

問24で，「３」に○をつけた方にうかがいます。
問24-１ 毎日ではなく，たまに利用したい理由は何ですか。

８ 宛名のお子さんの病気の際の対応についてうかがいます。
問21 この１年間に，宛名のお子さんが病気やケガで通常の事業が利用でき
なかったことはありますか。

11 お子さんの病気の際の対応についてうかがいます。
（2013年度（平成25年度）調査項目の問21は，簡素化のため問25に統合）

問21-１ 宛名のお子さんが病気やけがで普段利用している教育・保育の事
業が利用できなかった場合に，この１年間に行った対処方法と，それぞれの
日数もご記入ください。

【削除】

【統合】

問21-１で「ア．」「イ．」のいずれかに回答した方にうかがいます。
問21-２ その際，「できれば病児・病後児のための保育施設等を利用したい」
と思われましたか。
問21-２で「１．できれば病児・病後児保育施設等を利用したい」に○をつけた
方にうかがいます。
問21-３ 上記の目的で子どもを預ける場合，いずれの事業形態が望ましいと
思われますか。

問25で「１」を選択した方にうかがいます。
問25-１ その際，「できれば病児・病後児のための保育施設を利用したい」と
思いましたか。

【削除】

問21-２で「２．利用したいと思わない」に○をつけた方にうかがいます。
問21-４ そう思われる理由について
【削除】
問21-５ その際，「できれば父母のいずれかが仕事を休んで看たい」と思わ
れましたか。

平日定期的に保育所や認定こども園などを利用していると答えた方にうかが
います。
問25 お子さんが病気やケガで普段利用している施設やサービスが利用で
きなかった場合に，この１年間に行った対処方法はどれですか。それぞれの
日数もご記入ください。

【削除】

問21-５で「２．休んで看ることは非常に難しい」に○をつけた方にうかがいま
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2013年度（平成25年度）調査項目
す。
問21-６ そう思われる理由について

区 分

2018年度（平成30年度）調査項目（案）

【削除】
９ 宛名のお子さんの不定期の教育・保育事業や宿泊を伴う一時預かり等の
利用についてうかがいます。

12 不定期の教育・保育事業や宿泊を伴う一時預かり等の利用についてう
かがいます。
（2013年度（平成25年度）調査項目の問24-１は，簡素化のため問28に統合）
問26 私用，親の通院，不定期の就労などの理由で，「不定期」に利用して
いる事業はありますか。

問22 宛名のお子さんについて，日中の定期的な保育や病気のため以外
に，私用，親の通院，不定期の就労等の目的で不定期に利用している事業
はありますか。
問22で「７．利用していない」と回答した方にうかがいます。
問22-1 現在利用していない理由は何ですか。
【削除】
問23 宛名のお子さんについて，私用，親の通院，不定期の就労等の目的
で，年間何日くらい事業を利用する必要があると思いますか。
問23で「１．利用したい」に○をつけた方にうかがいます。
問23-１ 問23の目的でお子さんを預ける場合，下記のいずれの事業形態が
望ましいと思われますか。
問23で「２．利用する必要はない」に○をつけた方にうかがいます。
問24 この１年間に，保護者の用事（冠婚葬祭，保護者・家族の病気など）に
より，宛名のお子さんを泊りがけで家族以外にみてもらわなければならないこ
とはありましたか。

問27 私用，親の通院，不定期の就労等の目的で年間何日くらい事業を利
用する必要があると思いますか。

【削除】

【統合】

問28 この１年間に，保護者の用事（冠婚葬祭，保護者・家族の病気など）に
より，お子さんを「泊まり」で家族以外にみてもらわなければならないことはあ
りましたか（預け先が見つからなかった場合も含みます）。あった場合は，ど
のように対処しましたか。

問24で「１．あった ア．(同居者を含む)親族・知人にみてもらった」と答えた方
にうかがいます。
問24-１ その場合の預けにくさはどの程度でしたか。
【削除】
13 小学校就学後の放課後の過ごさせ方についてうかがいます。
10 宛名のお子さんが５歳以上である方に，小学校就学後の放課後の過ごさ
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2013年度（平成25年度）調査項目
せ方についてうかがいます。
問25 宛名のお子さんについて，小学校低学年（１～３年生）のうちは，放課
後（平日の小学校終了後）の時間をどのような場所で過ごさせたいと思いま
すか。
問26 宛名のお子さんについて，小学校高学年（４～６年生）になったら，放
課後（平日の小学校終了後）の時間をどのような場所で過ごさせたいと思い
ますか。

区 分

2018年度（平成30年度）調査項目（案）
問29 小学校に入ったら，放課後（平日の小学校終了後）の時間をどのよう
な場所で過ごさせたいと思いますか。それぞれ希望する１週当たり日数をご
記入ください。

【削除】
問29で「６」に○をつけた方にうかがいます。
問30 放課後児童クラブの利用希望はありますか。
（１）平日
（２）土曜日
（３）日曜日・祝日

問27 宛名のお子さんについて，放課後児童クラブの利用希望はあります
か。
（１）平日
（２）土曜日
（３）日曜・祝日

問31 お子さんの夏休み・冬休みなどの長期の休暇期間中の放課後児童ク
ラブの利用希望はありますか。

問28 宛名のお子さんについて，お子さんの夏休み・冬休みなどの長期の休
暇期間中の放課後児童クラブの利用希望はありますか。

14 育児休業や短時間勤務制度など職場の両立支援制度についてうかがい
ます。
問32 お子さんが生まれた時，父母いずれかもしくは双方が育児休業を取得
しましたか。また，取得していない方はその理由をご記入ください。
①母親
②父親

11 育児休業や短時間勤務制度など職場の両立支援制度についてうかがい
ます。
問29 宛名のお子さんが生まれた時，父母のいずれかもしくは双方が育児休
業を取得しましたか。また，取得していない方はその理由をご記入ください。
（１）母親
（２）父親
問29-１ 子どもが原則１歳になるまで育児休業給付が支給される仕組み，子
どもが満３歳になるまでの育児休業等期間について健康保険及び厚生年金
保険の保険料が免除になる仕組みがありますが，そのことをご存じでした
か。

問32-１ 子どもが原則１歳になるまで育児休業給付が支給される仕組み，
子どもが満３歳になるまでの育児休業等期間について健康保険及び厚生年
金保険の保険料が免除になる仕組みがありますが，そのことを知っていまし
たか。

問29で「２．取得した（取得中である）」と回答した方にうかがいます。
問29-２ 育児休業取得後，職場に復帰しましたか。
（１）母親
（２）父親

問32で「２」と回答した方にうかがいます。
問32-２ 育児休業取得後，職場に復帰しましたか。
①母親
②父親
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2013年度（平成25年度）調査項目
問29-２で「１．育児休業取得後，職場に復帰した」と回答した方にうかがいま
す。
問29-３ 育児休業から職場に復帰したのは，年度初めの保育所入所に合わ
せましたか。あるいはそれ以外でしたか。
（１）母親
（２）父親

区 分

2018年度（平成30年度）調査項目（案）
問32-２で「１」と回答した方にうかがいます。
問32-３ 育児休業から職場に復帰したのは，年度初めの保育所入所に合
わせましたか。あるいはそれ以外でしたか。
①母親
②父親

問29-４ 育児休業からは，「実際」に宛名のお子さんが何歳何ヶ月のときに
職場復帰しましたか。また，お勤め先の育児休業の制度の期間内で，何歳何
ヶ月のときまで取りたかったですか。
（１）母親
（２）父親

問32-４ 育児休業から職場復帰したのは，「実際」にお子さんが何歳何か月
のときでしたか。また，お勤め先の育児休業の制度の期間内で，何歳何か月
のときまで取りたかったですか。
①母親
②父親

問29-５ お勤め先に，育児のために３歳まで休暇を取得できる制度があった
場合，「希望」としてはお子さんが何歳何ヶ月のときまで取りたかったですか。
（１）母親
（２）父親

問32-５ お勤め先に，３歳まで育児休業を取得できる制度があった場合，
「希望」としてはお子さんが何歳何か月のときまで取りたかったですか。
①母親
②父親

問29-４で実際の復帰と希望が異なる方にうかがいます。
問29-６ 希望の時期に職場復帰しなかった理由についてうかがいます。
（１）「希望」より早く復帰した方
①母親
②父親
（２）「希望」より遅く復帰した方
①母親
②父親

問32-４と問32-５で実際の復帰と希望が異なる方にうかがいます。
問32-６ 希望の時期に職場復帰しなかった理由は何ですか。
（１）「希望」より早く復帰した方
①母親
②父親
（２）「希望」より遅く復帰した方
①母親
②父親

問29-２で「１．育児休業取得後，職場に復帰した」と回答した方にうかがいま
す。
問29-７ 育児休業からの職場復帰時には，短時間勤務制度を利用しました
か。
（１）母親
（２）父親

問32-２で「１」と回答した方にうかがいます。
問32-７ 育児休業からの職場復帰時には，短時間勤務制度を利用しました
か。
①母親
②父親

問29-7で「３．利用したかったが，利用しなかった（利用できなかった）」と回答
した方にうかがいます。
問29-８ 短時間勤務制度を利用しなかった（利用できなかった）理由は何で

問32-７で「３」と回答した方にうかがいます。
問32-８ 短時間勤務制度を利用しなかった（利用できなかった）理由は何で
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2013年度（平成25年度）調査項目
すか。
（１）母親
（２）父親

区 分

2018年度（平成30年度）調査項目（案）
すか。
①母親
②父親

問29-２で「２．現在も育児休業中である」と回答した方にうかがいます。
問29-９ 宛名のお子さんが1歳になったときに必ず利用できる事業があれ
ば，1歳になるまで育児休業を取得しますか。または，預けられる事業があっ
ても1歳になる前に復帰しますか。
（１）母親
（２）父親

問32-２で「２」と回答した方にうかがいます。
問32-９ 必ず利用できる事業があれば，お子さんがいくつになるまで，育児
休業を取得しますか。
①母親
②父親

12 子育て全般についてうかがいます。
問30 お住まいの地域における子育ての環境や支援への満足度について

15 子育て全般についてうかがいます。
問33 お住まいの地域における子育ての環境や支援への満足度について
問34 子育てが地域で支えられていると思いますか。
【新規独自】

問34で「１」または「２」と回答した方にうかがいます。
問34-１ どういったことが支えになっていますか。

【新規独自】

問35 地域に期待する子育て支援はありますか。

【新規独自】
問36 お子さんは地域との関わりを持っていますか（行事参加，交流，近所
づきあいなど）。
問31 子育てをする中で，どのような支援・対策が有効と感じていますか。

【新規独自】
問37 地域で子育てをする中で，どのような支援・対策が有効と感じています
か。

問32 子育てに関して不安や負担などを感じたことはありますか。
問38 子育てに関して不安や負担などを感じたことはありますか。
問33 子育てに関して日常悩んでいること，または気になることはどのような
ことですか。

問39 子育てに関して日常悩んでいること，または気になることはどのような
ことですか。
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2013年度（平成25年度）調査項目
問34 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ご意
見などありましたら，自由にご記入ください。

区 分

2018年度（平成30年度）調査項目（案）
問40 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ご
意見などありましたら，自由にご記入ください。
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福山市子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査項目（小学生）新旧対照表
2013年度（平成25年度）調査項目

区 分

資料３-２

2018年度（平成30年度）調査項目（案）

１ お住まいの地域についてうかがいます。
問１ お住まいの小学校区

１ お住まいの地域についてうかがいます。
問１ お住まいの小学校区

２ 封筒の宛名のお子さんとご家族の状況についてうかがいます。
問２ 宛名のお子さんの生年月，学年をご記入ください。

２ お子さんとご家族の状況についてうかがいます。
問２ あて名のお子さんは何年生ですか

問３ 宛名のお子さんのきょうだいは何人いらっしゃいますか。お２人以上の
お子さんがいらっしゃる場合は，末子の方の生年月をご記入ください。

問３ お子さんを含め，きょうだいは何人いますか。２人以上のお子さんがい
る場合は，末子の年齢をご記入ください。

問４ この調査票にご回答いただく方はどなたですか。

問４ この調査票を回答する方はどなたですか。
【新規独自】

問５ この調査票を回答する方の配偶者（夫または妻）はいますか。

問５ 宛名のお子さんの居住環境について

問６ 同居のご家族について

問６ 宛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。

問７ お子さんの子育てを主に行っているのはどなたですか。
【新規独自】

問８ あなたの世帯全員の合計年収は次のどれですか。

【新規独自】

３ 希望する子どもの人数についてうかがいます。
問９ あなたのご家庭で，現実的に希望する子どもの人数は何人ですか。ま
た，理想の子どもの人数は何人ですか。
①現実的に希望する子どもの人数
②理想の子どもの人数
問９で現実的に希望する子どもの人数と理想の人数が異なる方にうかがい
ます。
問９-１ 子どもの人数に現実と理想で差がある場合，その理由は何ですか。

４ 福山ネウボラについてうかがいます。
1

2013年度（平成25年度）調査項目

区 分
【新規独自】

2018年度（平成30年度）調査項目（案）
問10 「福山ネウボラ」を知っていますか。
問11 ネウボラ相談窓口「あのね」を知っていますか。
問11で「１」に〇をつけた方にうかがいます。
問11-１ ネウボラ相談窓口「あのね」の満足度
問12 ネウボラ相談窓口「あのね」の今後の利用について
問12で「３」に〇をつけた方にうかがいます。
問12-１ 利用したいとは思わない理由
５ 子どもが育つ環境についてうかがいます。
問13 日頃，お子さんを預かってもらえる人はいますか。

３ 子どもの育ちをめぐる環境についてうかがいます。
問７ 日頃，宛名のお子さんを預かってもらえる人はいますか。

６ 保護者の就労状況についてうかがいます。
問14 子育てを主に行っている方の就労状況をうかがいます。

４ 保護者の方の就労状況についてうかがいます。
問８ 子育てを主に行っている方の就労状況（自営業含む）をうかがいます。

問7で「１」「４」「５」に〇をつけた方にうかがいます。
問15 主に子育てを行っている方がお二方いる場合，もうお一方について当
てはまる就労状況と，お子さんとの続柄をご記入ください。

問９ 主に子育てを行っている方がお二方いる場合，もうお一方について当て
はまる就労状況，宛名のお子さんとの続柄をご記入ください。

問14で「１」または「３」に○をつけた方にうかがいます。
問16 おおよその勤務形態をご記入ください。

問８で「１．」または「３．」に○をつけた方へうかがいます。
問10 おおよその勤務形態をご記入ください。

問15で「１」または「３」に○をつけた方にうかがいます。
問17 二方目のおおよその勤務形態をご記入ください。

問９で「１．」または「３．」に○をつけた方へうかがいます。
問11 おおよその勤務形態をご記入ください。

７ お子さんの，現在の放課後（平日の小学校終了後）の過ごし方についてう
かがいます。
問18 お子さんについて，現在，放課後の時間をどのような場所で過ごして
いますか。また，利用頻度をご記入ください。

５ 宛名のお子さんの，現在の放課後（平日の小学校終了後）の過ごし方に
ついてうかがいます。
問12 宛名のお子さんについて，現在，放課後の時間をどのような場所で過
ごしていますか。

問18で「５」以外に○をつけた方にうかがいます。
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2013年度（平成25年度）調査項目
問12で「５．」以外に○をつけた方 → 問12-１へ
問12-１ これまでに放課後児童クラブを利用したことがありますか。

区 分

2018年度（平成30年度）調査項目（案）
問18-１ これまでに放課後児童クラブを利用したことがありますか。
問18-１で「1」に○をつけた方にうかがいます。
問18-２ 仕事先から放課後児童クラブまでの所要時間はどのくらいですか。

【新規独自】
問18-１で「１」に○をつけた方にうかがいます。
問18-３ 当てはまる利用期間
問12-１で１に○をつけた方にうかがいます。
問12-２ 当てはまる利用期間。

問18-１で「２」に○をつけた方にうかがいます。
問18-４ 放課後児童クラブを利用していない理由について

問12-１で２に○をつけた方にうかがいます。
問12-３ 放課後児童クラブを利用していない理由について

８ お子さんの夏休み等の長期休暇中の過ごし方についてうかがいます。

６ 宛名のお子さんの，夏休み等の長期休暇中の過ごし方についてうかがい
ます。
問13 宛名のお子さんについて，夏休み等の長期休暇中の時間をどのような
場所で過ごしていますか。

問19 夏休み等の長期休暇中の時間をどのような場所で過ごしていますか。

問13-１ 夏休み等の長期休暇中に，放課後児童クラブを利用されていない
理由についてうかがいます。

９ すべての方に，福山市の放課後児童クラブ事業についてうかがいます。
問20 放課後児童クラブ事業の利用希望をうかがいます。

７ すべての方に，福山市の放課後児童クラブ事業についてうかがいます。
問14 放課後児童クラブ事業についての利用希望をうかがいます。

問20で「１」に○をつけた方にうかがいます。
問20-１ 希望する利用時間について
①学校開校期間の平日
②夏休み等長期休業期間の平日
③土曜日

問19で「５」以外に〇をつけた方にうかがいます。
問19-１ 夏休み等の長期休暇中に，放課後児童クラブを利用されていない
理由について

問14-１ 福山市の放課後児童クラブ運営について，今後，どのような運営を
希望しますか。

10 子育て全般についてうかがいます。
問21 お住まいの地域における子育ての環境や支援への満足度について
８ 子育て全般についてうかがいます。
問15 お住まいの地域における子育ての環境や支援への満足度について

問22 子育てが地域で支えられていると思いますか
問22で「１」または「２」と回答した方にうかがいます。
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2013年度（平成25年度）調査項目

区 分
【新規独自】

2018年度（平成30年度）調査項目（案）
問22-１ どういったことが支えになっていますか。
問23 地域に期待する子育て支援はありますか。

【新規独自】
【新規独自】

問24 お子さんは地域との関わりを持っていますか。（行事参加，交流，近所
づきあいなど。）

【新規独自】

問25 将来，お子さんをどの段階まで教育を受けさせたいですか。

【新規独自】

問25で「１」～「４」に○をつけた方へうかがいます。
問25-１ その理由は何ですか。
問26 子育てに関して不安や負担などを感じたことはありますか。

【新規独自】
問16 子育てをする中で，どのような支援・対策が有効と感じていますか。

問27 子育てに関して日常悩んでいること，または気になることはどのような
ことですか。

問17 子育てに関して不安や負担などを感じたことはありますか。

問28 子育てをする中で，どのような支援・対策が有効と感じていますか。

問18 子育てに関して日常悩んでいること，または気になることはどのような
ことですか。

問29 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ご
意見などありましたら，自由に記入ください。

問19 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ご意
見などありましたら，自由に記入ください。
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