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日野市子ども・子育て支援に関するニーズ調査 

調査項目一覧（中学生） 
 
 

設問 国調査 備考 
１ あなたの事について 
問１ あなたの性別・学年をお答えください。 
（それぞれにあてはまるものを選んで○） 
①性別 

  

②学年   
③学校   
問２ 普段から次のことをしていますか。 
（それぞれにあてはまるものを選んで○） 
①早寝早起きをする。 

  

②朝食をとる。   
③あいさつ・お礼をする。   
④物を大切にする。   
⑤お手伝いをする。   
⑥約束を守る。   
⑦料理をする。   
⑧後片付けをする   
⑨からだを清潔に保つ。   
⑩公共の場所で騒がない。   
問３ 次のことはあなたにどのくらいあてはまりますか。 
（それぞれにあてはまるものを選んで○） 
①自分のことが好きである。 

  

②人前で自分の意見をきちんと言える。   
③自分に自身がなくなる時がある。   
④困難があっても最後までやりとげようとする。   
⑤自分は愛されていると感じる。   
⑥新しい友達をつくる自身がない。   
⑦人並み以上に物事をうまくやれる。   
２ あなたと親（保護者）の関係について 
問４ あなたは親（保護者）とどのくらい話をしていますか。 
（あてはまるもの１つに○） 

  

問５ 親（保護者）とどんな話をしますか。 
（あてはまるもの１つに○） 

  

問６ 親（保護者）と一緒に御飯を食べますか。 
（あてはまるもの１つに○） 

  

問７ 親（保護者）と一緒に出かけることはありますか。 
（あてはまるもの１つに○） 

  

問８ 親（保護者）からきつい言葉で怒られたり、強くたた
かれたり食事をもらえなかったりしたことはありますか。
（あてはまるもの１つに○） 

  

問９ 親（保護者）に暴力をふるってしまったことはありま
すか。 

  

問１０ 家の手伝いをしていますか。 
（あてはまるもの１つに○） 
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３ 学校や友人について 
問１１ 学校は毎日楽しいですか。 
（あてはまるもの１つに○） 

  

問１２ 問１１で「１．とてもたのしい」か「２．まあまあ
楽しい」に○をした方に伺います。楽しい理由をお答えくだ
さい。（あてはまるものすべてに○） 

  

問１３ 問１１で「３．あまり楽しくない」か「４．まった
く楽しくない」に○をした方に伺います。楽しくない理由を
お答えください。（あてはまるものすべてに○） 

  

問１４ あなたと友達・クラス・学校との距離について下記
の項目それぞれにあてはまるものをお答えください。（それ
ぞれにあてはまるものを選んで○） 
①自分の気持ちをわかってくれる友達がいる。 

  

②自分を友達に理解してもらおうと努力している。   
③誰とでも仲良くなれる。   
④自分はクラスにとけ込んでいる。   
⑤今のクラスは好きだ。   
⑥学校に行くことが楽しみだ。   
⑦今の学校は好きだ。   
問１５ 学校で人をいじめたり、無視したことがあります
か。（あてはまるもの１つに○） 

  

問１６ 学校で誰かにいじめられたり、無視されたことがあ
りますか。（あてはまるもの１つに○） 

 
 

問１７ 身近な人で不登校になっている仲間のことについ
て。（それぞれにあてはまるものを選んで○） 
①不登校の仲間についてあなたはどのように感じています
か。 

  

②不登校の仲間に対して自分にできることは何だと感じて
いますか。 

  

問１８ あなたは今、悩みがありますか。 
（あてはまるもの１つに○） 

 
 

問１９ 問１８で「１．ある」に○をした方に伺います。 
（あてはまるものすべてに○） 

  

問２０ 困ったとき、誰に相談しますか。 
（あてはまるものすべてに○） 

  

問２１ どのような仲のよい友達がいますか。 
（あてはまるものすべてに○） 

 
 

問２２ あなたは自分専用として、次のものを持っています
か。 
（あてはまるものすべてに○） 

  

問２３ 自分専用として、問２２の「２．携帯電話」「３．ス
マートフォン」「４．ポータブルゲーム機」を持っている方に
伺います。 
利用について家族できちんと取り決めをして使っています
か。（あてはまるもの１つに○） 

  

問２４ 休日などに友達とコミュニケーションを図るとき
に使っている方法は次のうちどれですか。 
（よく使うもの３つに○） 

 
 

問２５ 自分にとって、とても大切だと思う友達とはどのよ
うな人ですか。（最も重視するもの１つに○） 

 削除 
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４ 放課後や休日について 
問２６ ふだん学校が終って家に帰ると、家に誰かいます
か。（あてはまるもの１つに○） 

  

問２７ 学校が終ってから友達とどんな事をして過ごして
いますか。（あてはまるもの３つまで○） 

 
 

問２８ 自宅に１人でいる時はどんなふうに過ごしていま
すか。（あてはまるもの３つまで○） 

  

問２９ 自由な時間が今より増えたらどんなことをして過
ごしたいですか。（あてはまるもの３つまで○） 

  

問３０ 普段、学校や地域で活動している事について 
（あてはまるものすべてに○） 

 
 

問３１ あなたが何かに熱中したり夢中になれるのはどん
なときですか。（あてはまるものすべてに○） 

  

問３２ あなたが友達といるとき、次のように感じることが
ありますか。（①～⑦それぞれあてはまる番号に○） 

  

５ あなたの将来について 
問３3 学業を終えて社会に出た時の事を考えて、どのよう
なことを不安に思いますか。（あてはまるものすべてに○） 

 
 

問３４ 将来の職業についてお聞きします。 
（それぞれにあてはまるものを選んで○） 
①将来の職業のイメージをぼんやりとでも思い描くことは
できますか。（あてはまるもの１つに○） 

  

② 仕事に対するイメージについて、あなたの考えをお答え
ください。（最も近いもの１つに○） 

  

③職業のイメージを具体的にするために役立つものはなん
だと思いますか。（あてはまるもの３つまで○） 

 
 

問３５  家族のあり方についてお聞きします。                
（それぞれにあてはまるものを選んで○） 
①結婚についてどう思いますか。（あてはまるもの１つに○） 

 削除 

②将来結婚した場合、家事や育児はどのようにするのがよい
と思いますか。（あてはまるもの１つに○） 

 削除 

③欲しい子どもの人数は何人ですか。 
（あてはまるもの１つに○） 

 
削除 

④子どもを持つことのイメージについて、あなたの考えをお
答えください。   （最も近いもの３つまで○） 

 削除 

６ 子どもの権利について 
問３６ 「日野市子ども条例」を知っていますか。 
（あてはまるもの１つに○） 

  

問３７ あなたは、自分を大切にしていますか。 
（あてはまるもの１つに○） 

 
 

問３８ あなたは、他の人を大切にしていますか。 
（あてはまるもの１つに○） 

  

問３９ あなたは、社会のルールを守るように努めています
か。（あてはまるもの１つに○） 

  

問４０ あなたは、社会の一員として責任と役割を理解し、
果たすよう努めていますか。（あてはまるもの１つに○） 
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７ 社会環境について 
問４１ 近所の人とあいさつしますか。 
（あてはまるもの１つに○） 

  

問４２ 親や学校の先生以外の大人からほめられたり、注意
されたことがありますか。 
（それぞれにあてはまるものを選んで○） 
①ほめられたこと。 

  

②注意されたこと。   
問４３ 小学校にまだ通っていない小さな子どもと接する
ことについてお聞きします。 
（それぞれにあてはまるものを選んで○） 
①最近、小さい子どもと接しましたか。 

  

② 問４３①で「１．接した」に○をした方に伺います。 
接してみてどう感じましたか。（あてはまるもの１つに○） 

  

③ 問４３①で「２．接していない」に○をした方に伺いま
す。 
接してみたいと思いますか。 

 
 

④ 問４３③で「２．思わない」に○をした方に伺います。 
その理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○） 

  

問４４ 放課後、休日、夏休みなどボランティアしたことが
ありますか。 
（あてはまるもの１つに○） 

  

問４５ 問４４で「１．ある」に○をした方に伺います。 
ボランティアをしてみてどう感じましたか。 
（あてはまるものすべてに○） 

 
 

問４６ 問４４で「３．今までもないしこれからもするつも
りはない」に○をした方に伺います。 
それはどうしてですか。（あてはまるもの１つに○） 

  

問４７ 児童館の利用についてお聞きします。 
（それぞれにあてはまるものを選んで○） 
①これまでにどの程度児童館を利用したことがありますか。
（あてはまるもの１つに○） 

  

②児童館は何時ごろまで利用したいですか。 
  （あてはまるもの１つに○） 

 削除 

③日曜日も利用したいですか。 
  （あてはまるもの１つに○） 

 削除 

④児童館でどんなことをやりたいですか。 
（あてはまるものすべてに○） 

  

⑤施設の使い方についての希望はどんなことですか。 
（あてはまるものすべてに○） 

 削除 

８ 最後に 
問４８ 今の生活についてどう思いますか。 
（あてはまるもの１つに○） 

  

問４９ 問４８で「１．満足している」か「２．まあまあ満
足している」を選んだ方に伺います。 
そう思う理由を教えてください。 
（あてはまるものすべてに○） 

  

問５０ あなたは、将来どのような大人になりたいですか。
（最も近いものを２つまで○をしてください） 

 
 

自由記述 

国、東京都、日野市に対し、子育て支援策等に関するご意見 
やご要望、またお悩みのこと等がございましたら、簡潔にご 
記入ください。 
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日野市子ども・子育て支援に関するニーズ調査 

調査項目一覧（高校生） 
 

 

設問 国調査 備考 

１ あなたの事について 
問１ あなたの性別・学年をお答えください。 
（それぞれにあてはまるものを選んで○） 
① 性別 

  

問２ 普段から次のことをしていますか。 
（それぞれにあてはまるものを選んで○） 
①早寝早起きをする。 

  

②朝食をとる。   
③あいさつ・お礼をする。   
④物を大切にする。   
⑤お手伝いをする。   
⑥約束を守る。   
⑦料理をする。   
⑧後片付けをする。   
⑨からだを清潔に保つ。   
⑩公共の場所で騒がない。   
問３ 次のことはあなたにどのくらいあてはまりますか。
（それぞれにあてはまるものを選んで○） 
①自分のことが好きである。 

  

②人前で自分の意見をきちんと言える。   
③自分に自身がなくなる時がある。   
④困難があっても最後までやりとげようとする。   
⑤自分は愛されていると感じる。   
⑥新しい友達をつくる自身がない。   
⑦人並み以上に物事をうまくやれる。   
２ あなたと親（保護者）の関係について 
問４ あなたは親（保護者）とどのくらい話をしていますか。
（あてはまるもの１つに○） 

  

問５ 親（保護者）とどんな話をしますか。 
（あてはまるもの１つに○） 

  

問６ 親（保護者）と一緒に御飯を食べますか。 
（あてはまるもの１つに○） 

  

問７ 親（保護者）と一緒に出かけることはありますか。 
（あてはまるもの１つに○） 

  

問８ 家の手伝いをしていますか。 
（あてはまるもの１つに○） 

  

３ 学校や友人について 
問９ 学校は毎日楽しいですか。 
（あてはまるもの１つに○） 

  

問１０ 問９で「１．とてもたのしい」か「２．まあまあ楽
しい」に○をした方に伺います。楽しい理由をお答えくださ
い。（あてはまるものすべてに○） 

  

問１１ 問９で「３．あまり楽しくない」か「４．まったく
楽しくない」に○をした方に伺います。楽しくない理由をお
答えください。（あてはまるものすべてに○） 
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問１２ あなたと学校・クラス・友達との距離について下記
の項目それぞれにあてはまるものをお答えください。 
（それぞれにあてはまるものを選んで○） 
①自分の気持ちをわかってくれる友達がいる。 

  

②自分を友達に理解してもらおうと努力している。   
③誰とでも仲良くなれる。   
④自分はクラスにとけ込んでいる。   
⑤今のクラスは好きだ。   
⑥学校に行くことが楽しみだ。   
⑦今の学校は好きだ。   
問１３ あなたは今、悩みがありますか。 
（あてはまるもの１つに○） 

  

問１４ 問１３で「１．ある」に○をした方に伺います。 
どんなことに悩んでいるかをお答えください。 
（あてはまるものすべてに○） 

  

問１５ 困ったとき、誰に相談しますか。 
（あてはまるものすべてに○） 

  

問１６ どのような仲のよい友達がいますか。 
（あてはまるものすべてに○） 

  

問１７ あなたは自分専用として、次のものを持っています
か。（あてはまるものすべてに○）   

問１８ 自分専用として、問１７の「２．携帯電話」「３．ス
マートフォン」「４．ポータブルゲーム機」を持っている方に
伺います。利用について家族できちんと取り決めをして使っ
ていますか。 
（あてはまるもの１つに○） 

  

問１９ 休日などに友達とコミュニケーションを図るとき
に使っている方法は次のうちどれですか。 
（よく使うもの３つに○） 

  

問２０ 自分にとって、とても大切だと思う友達とはどのよ
うな人ですか。 
（最も重視するもの１つに○） 

 削除 

４ 放課後や休日の過ごし方について 
問２１ ふだん学校が終って家に帰ると、家に誰かいます
か。（あてはまるもの１つに○） 

  

問２２ 一週間のうち、部活や塾その他の用事がなく自由に
使える日は何日ですか。（あてはまるもの１つに○） 

  

問２３ 今、アルバイトをしていますか。 
（あてはまるもの１つに○） 

  

問２４ 自由に使える時間は、どこで誰と何をして過ごして
いますか。（それぞれにあてはまるものを選んで○） 
①どこで 

  

②誰と   

② 何をして   

問２５ 普段、学校や地域で活動している事について、あて
はまるものを選んでください。 
（あてはまるものすべてに○） 

  

問２６ あなたが何かに熱中したり夢中になれるのはどん
なときですか。 
（あてはまるものすべてに○） 

  

問２７ あなたが友達といるとき、次のように感じることが
ありますか。（①～⑦それぞれあてはまる番号に○） 
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５ あなたの将来について 
問２８ 学業を終えて社会に出た時の事を考えて、どのよう
なことを不安に思いますか。（あてはまるものすべてに○）   

問２９ 将来の職業についてお聞きします。（それぞれにあ
てはまるものを選んで○） 
①将来の職業のイメージをぼんやりとでも思い描くことは
できますか。（あてはまるもの１つに○） 

  

② 上記①で「２．できない」を選んだ方に伺います。でき
ない理由をお答えください。 

  

③仕事に対するイメージについて、あなたの考えをお答えく
ださい。      （最も近いもの１つに○） 

  

④職業のイメージを具体的にするために役立つものはなん
だと思いますか。（あてはまるもの３つまで○） 

  

 問３０  家族のあり方についてお聞きします。                
（それぞれにあてはまるものを選んで○） 
② 結婚についてどう思いますか。（あてはまるもの１つに

○） 

  

②欲しい子どもの人数は何人ですか。 
（あてはまるもの１つに○） 

  

③子どもを持つことのイメージについて、あなたの考えをお
答えください。   （最も近いもの３つまで○） 

  

④家事や育児の理想のイメージに近いものはどれですか。
（あてはまるもの１つに○） 

  

６ 子どもの権利について 
問３１ 「日野市子ども条例」を知っていますか。 
（あてはまるもの１つに○） 

  

問３２ あなたは、自分を大切にしていますか。 
（あてはまるもの１つに○） 

  

問３３ あなたは、他の人を大切にしていますか。 
（あてはまるもの１つに○） 

  

問３４ あなたは、社会のルールを守るように努めています
か。（あてはまるもの１つに○） 

  

問３５ あなたは、社会の一員として責任と役割を理解し、
果たすよう努めていますか。（あてはまるもの１つに○） 

  

７ 社会環境について 
問３６ 近所の人とあいさつしますか。 
（あてはまるもの１つに○） 

  

問３７ 親や学校の先生以外の大人からほめられたり、注意
されたことがありますか。 
（それぞれにあてはまるものを選んで○） 
①ほめられたこと。 

  

②注意されたこと。   
問３８ 幼児とのふれいあについてお聞きします。 
（それぞれにあてはまるものを選んで○） 
①最近、小さい子どもと接しましたか。 

  

② 問３８①で「１．接した」に○をした方に伺います。 
子どもの印象はどうでしたか。（あてはまるもの１つに○） 

  

③ 問３８①で「２．接していない」に○をした方に伺いま
す。 
その理由は何ですか。（あてはまるもの１つに○） 

  

問３９ 放課後、休日、夏休みなどボランティアしたことが
ありますか。 
（あてはまるものすべてに○） 
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問４０ 問３９で「１．ある」に○をした方に伺います。 
ボランティアをしてみてどう感じましたか。 
（あてはまるもの１つに○） 

  

問４１ 問３９で「３．今までもないしこれからもするつも
りはない」に○をした方に伺います。 
それはどうしてですか。（あてはまるもの１つに○） 

  

問４２ 児童館の利用についてお聞きします。 
（それぞれにあてはまるものを選んで○） 
①これまでにどの程度児童館を利用したことがありますか。
（あてはまるもの１つに○） 

  

②児童館は何時ごろまで利用したいですか。 
（あてはまるもの１つに○） 

 削除 

③日曜日も利用したいですか。（あてはまるもの１つに○）  削除 
③ 児童館でどんなことをやりたいですか。 
④ （あてはまるものすべてに○） 

  

⑤施設の使い方についての希望はどんなことですか。 
（あてはまるものすべてに○） 

 削除 

８ 最後に 
問４３ 今の生活についてどう思いますか。 
（あてはまるもの１つに○） 

  

問４４ 問４３で「１．満足している」か「２．まあまあ満
足している」を選んだ方に伺います。 
そう思う理由を教えてください。 
（あてはまるものすべてに○） 

  

問４５ あなたは、将来どのような大人になりたいですか。
（最も近いもの２つまで○） 

  

自由記述 

国、東京都、日野市に対し、子育て支援策等に関するご意見 
やご要望、またお悩みのこと等がございましたら、簡潔にご 
記入ください。 
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日野市子ども・子育て支援に関するニーズ調査 

調査項目一覧（２０歳～３０歳） 
 

 

設問 国調査 備考 

１ あなたと家族について 
問１ あなたの性別をお答えください。   
問２ あなたの年齢は何歳ですか。（あてはまるもの１つに
○） 

  

問３ あなたの職業は何ですか。（あてはまるもの１つに○）   
問４ あなたの家族構成はどれに該当しますか。 
（あてはまるもの１つに○） 

  

問５ あなたはどの小学校の学区域にお住まいですか。 
（あてはまるもの１つに○） 
※該当する学校がわからない場合は、別添の表を参考にして
ください。 

  

問６ 結婚していますか。（あてはまるもの１つに○）   
問７ 問６で「２．結婚したが死別・離別した」か「３．結婚
していない」を選んだ方に伺います。 
結婚についてどのように考えていますか。 
（あてはまるもの１つに○） 

  

問８ 問７で「３．結婚するつもりはない」を選んだ方に伺い
ます。 
その理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○） 

 
選択式から自由記載に
変更 

問９ これから子どもを持ちたいと思いますか。 
（あてはまるもの１つに○） 

  

問１０ 問９で「２．持ちたいと思わない」を選んだ方に伺い
ます。 
子どもを持ちたいと思わない理由は何ですか。 
（あてはまるもの３つまで○） 

 
選択式から自由記載に
変更 

問１１ 問９で「１．持ちたいと思う」を選んだ方に伺いま
す。 
あなたが理想とする子どもの人数は何人ですか。 
（あてはまるもの１つに○） 

  

２ 家庭と仕事について 
問１２ 男女の役割分担についてどのように考えています
か。（あてはまるもの１つに○） 

  

問１３ 共働きについてどう考えていますか。 
（あてはまるもの１つに○） 

  

問１４ 問１３で「１．現在共働きをしている」か「３．結婚
したら共働きするつもりである」を選んだ方に伺います。 
あなた自身について今後どのようにしたいとお考えですか。
（あてはまるもの１つに○） 

  

問１５ 問１３で「１．現在共働きをしている」か「３．結婚
したら共働きするつもりである」を選んだ方に伺います。 
働いている間、子どもの世話はどうしたいとお考えですか。
（あてはまるもの３つまで○） 
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問１６ 子どもがいたとしたら小学校に入るまでの間、平日
日中は主にどこで子どもを見るのがよいと思いますか。 
（あてはまるもの１つに○） 

 削除 

問１７ あなたが子育て支援サービスを受けるとしたら、何
を最も重視しますか。（あてはまるもの１つに○） 

 
子育て支援サービス→
子育て支援事業 

問１８ 女性が結婚や出産後も仕事を続けていく上で必要な
条件だと思われることは何ですか。 
（あてはまるもの３つまで○） 

  

３ 家庭や地域の養育力について 
問１９  子育てにおいて家庭が果たすべき役割について、
「こうあるべき」と思う項目を選んでください。 
（あてはまるものすべてに○） 

  

問２０  もし子どもを持つとしたら、誰がどのように子ども
の世話をするのがよいと思いますか。 
（①～⑦項目それぞれ１つだけ○） 

 削除 

問２１  子どもに「しつけ」をするのは、家庭の大事な役割
だと思いますか。 
（あてはまるもの１つに○） 

  

問２２  子どもに「教育」をするのは家庭の大事な役割だと
思いますか。（あてはまるもの１つに○） 

  

問２３ 子どもを育てる環境として何を重視しますか。 
（あてはまるもの３つまで○） 

  

問２４ 子育てをしやすい地域を作るために、地域の人が果
たすべき役割があると思いますか。 
（あてはまるものすべてに○） 

  

問２５ 最近の子育て中の家庭について、あてはまると思う
ことは何ですか。（あてはまるものすべてに○） 

  

問２６ 今後、母性保護の事業を推進するために行政はどの
ような点に力を入れたらよいと思いますか。 
（あてはまるもの１つに○） 

 削除 

問２７  日野市における子育て環境や支援への満足度につ
いてお答えください。（あてはまるもの１つに○） 

 削除 

自由記述 

国、東京都、日野市に対し、子育て支援策等に関するご意見 
やご要望などがございましたら、ご自由にご記入ください。 

  

 


