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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（就学前児童） 
 

「新規」以外は前回調査と同様の設問 ☆は前回調査時の市独自設問 

◎国量見込み項目、○国量見込み任意項目、△国任意項目 

設問 国調査 備考 

Ⅰ 地域における子育て支援について 

Ⅰ‐１ 子育て環境や子育て支援の現状についてお伺いします。 

問１ あなたは、子育てを楽しいと感じることが多
いですか？それとも辛いと感じることが多い
ですか？（あてはまるもの１つに○） 

  

問２ 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。（あて
はまるものすべてに○） 

  

新規 あなたは、子育てに関する以下の相談窓口を
知っていますか。（あてはまるものすべてに
○） 

 課題を踏まえ新規設問 

新規 相談窓口を利用するために必要な条件は何で
すか。（あてはまるものすべてに○） 

 課題を踏まえ新規設問 

☆問３ ご家庭では、あて名のお子さんを、どのよ
うなときに叱りますか。（あてはまるものすべ
てに○） 

 見込み量に活用しないため削除 

☆問４ 子どもに対して、思わずたたいたり、子ど
もの心を傷つけてしまうような言動をした
り、子どもの相手や世話をしないことがあり
ますか。（あてはまるもの１つに○） 

  

☆問５ 問４で「１．」か「２．」に○を選ばれた方に
伺います。 
思わずたたいたり、子どもの心を傷つけてし
まうような言動をしたり、子どもの相手や世
話をしないことがある原因はどこにあると思
いますか。（あてはまるものすべてに○） 

 見込み量に活用しないため削除 

Ⅰ‐２ 子育て環境についてお伺いします。 

問６ あて名のお子さんの子育て（教育を含む）に
日常的に関わっている方はどなた（施設）で
すか。（あてはまるものすべてに○） 

△ 見込み量に活用しないため削除 

問７ あて名のお子さんの子育て（教育を含む）に、
影響すると思われる環境をお答えください。
（あてはまるものすべてに○） 

△ 見込み量に活用しないため削除 

問８ 日頃、お子さんをみてもらえる親族・知人は
いますか。（あてはまるものすべてに○） 

○  

問９ 問８で「１．」または「２．」に○をつけた方に
お伺いします。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。（あてはまるものすべてに○） 

○  

問 10 問８で「３．」または「４．」に○をつけた方
にお伺いします。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。（あてはまるものすべてに○） 

○  

問 11 子育て（教育を含む）をする上で、気軽に相 △  
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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。（あてはまるもの１つに○） 

問 12 問 11で「１．いる／ある」に○をつけた方に
お伺いします。お子さんの子育て（教育を含
む）に関して、気軽に相談できる先は、誰（ど
こ）ですか。（あてはまるものすべてに○） 

△  

問 13 子育て（教育を含む）をする上で、周囲（身
近な人、行政担当者など）からどのようなサ
ポートがあればよいとお考えでしょうか。ご
自由にお書きください。 

△ 見込み量に活用しないため削除 

Ⅰ‐３ 地域での子育て状況についてお伺いします。 

☆問 14 地域に親子でつきあえる知人または友人な
どがいますか。（２つまで○） 

  

☆問 15 子育てをするにあたって、地域に求めるこ
とはありますか（あてはまるものすべてに○） 

 見込み量に活用しないため削除 

新規 あなたは、地域の人から見守られていると感
じますか（あてはまるものすべてに○） 

 課題を踏まえ新規設問 

新規 あなたは日常生活において孤立感を感じてい
ますか。（あてはまるもの１つに○） 

 課題を踏まえ新規設問 

新規 問●で「１．強く感じる」、「２．やや感じる」
に○をつけた方にお伺いします。孤立感を和
らげるためにどんなことが地域で必要です
か。（あてはまるもの３つまでに○） 

 課題を踏まえ新規設問 

新規 地域の人にちょっと頼まれた場合に、私にも
できると思うことはありますか。（あてはまる
ものすべてに○） 

 課題を踏まえ新規設問 

Ⅰ‐４ 家庭や地域の養育力についてお伺いします 

☆問 16 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○） 

 見込み量に活用しないため削除 

☆問 17 子育てにおいて家庭が果たすべき役割につ
いて、「実際にやっていること」の項目を選ん
でください。（あてはまるものすべてに○） 

 見込み量に活用しないため削除 

☆問 18 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○） 

 見込み量に活用しないため削除 

☆問 19 親以外に子どもの「しつけ」をしている人
がいますか。（あてはまるものすべてに○） 

 見込み量に活用しないため削除 

☆問 20 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
○） 

 見込み量に活用しないため削除 

☆問 21 親以外に子どもの「教育」をしている人が
いますか。（あてはまるものすべてに○） 

 見込み量に活用しないため削除 

Ⅱ 保育基盤づくりについて（保育サービス以外） 

Ⅱ‐１ あて名のお子さんの保護者の就労状況についてお伺いします。 

問 22 あて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）を伺います。（１）
母親【父子家庭の場合は記載不要】（あてはま
るもの１つに○） 

◎  
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（1）-1 問 22（１）で「1．～4．」（就労している）
に○をつけた方にお伺いします。1週あたりの
「就労日数」、１日あたりの「就労時間（残業
時間含む）」を（ ）内にお答えください。就
労日数や就労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。
産休・育休・介護休業中の方は、休業に入る前
の状況についてお答えください。 

◎  

（1）-2 問 22（１）で「1．～4．」（就労している）
に○をつけた方にお伺いします。家を出る時
間と帰宅時間を（ ）内にお答えください。時
間が一定でない場合は、もっとも多いパター
ンでお答えください。産休・育休・介護休業中
の方は、休業に入る前の状況についてお答え
ください。（※時間は必ず２４時間制でお答え
ください） 

△  

（２）父親【母子家庭の場合は記載不要】  （あて
はまるもの１つに○） 

◎  

（2）-1 問 22（２）で「1．～4．」（就労している）
に○をつけた方にお伺いします。１週あたり
の「就労日数」、１日あたりの「就労時間（残
業時間含む）」を（ ）内にお答えください。
就労日数や就労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。育休・介護休業中の方は、休業に入る前の
状況についてお答えください。 

◎  

（2）-2 問 22（２）で「1．～4．」（就労している）
に○をつけた方にお伺いします。家を出る時
間と帰宅時間を（ ）内にお答えください。時
間が一定でない場合は、もっとも多いパター
ンでお答えください。産休・育休・介護休業中
の方は、休業に入る前の状況についてお答え
ください。（※時間は必ず２４時間制でお答え
ください） 

△  

問 23 問 22の（１）母親または（２）父親で「３．
4．」（パート・アルバイト等で就労している）
に○をつけた方に伺います。フルタイムへの
転換希望はありますか。（母親）と（父親）そ
れぞれについてお答えください。（あてはまる
もの１つに○） 
（1）母親 

◎  

（2）父親 ◎  

問 24  問 22の「（１）母親」または「（２）父親」
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．これまでに就労したこ
とがない」に○をつけた方に伺います。 
就労したいという希望はありますか。あては
まる番号・記号それぞれ１つに○をつけ、該
当する（ ）内には数字を記入してください 
（１）母親 

◎  

（２）父親 ◎  
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Ⅱ‐２ 育児休業や短時間勤務制度など仕事と子育ての両立支援制度についてお伺いします。 

問 25 あて名のお子さんが生まれた時、母親又は父
親もしくは双方が育児休業制度を取得しまし
たか。（母親）と（父親）それぞれについてお
答えください。（あてはまるもの１つに○）ま
た、「３．取得していない」に○をつけた方は、
その理由をご記入ください。 

○  

問 26 子どもが原則１歳（保育所における保育の実
施が行われないなど一定の要件を満たす場合
は１歳６か月）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（法定の育児休業及び企業が法
定を上回る期間設けた育児休業に準ずる措
置）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。 
（あてはまるもの１つに○） 

△ 見込み量に活用しないため削除 

問 27 問 25で「２．取得した（取得中である）」に
○をつけた方にお伺いします。 
⇒該当しない方は問 35へ 
育児休業取得後、職場に復帰しましたか。（あ
てはまるもの１つに○） 
（1）母親 

△  

（2）父親 △  

問 28 問 27で「1．育児休業取得後、職場に復帰し
た」に○をつけた方にお伺いします。育児休
業から職場に復帰したのは、年度初めの保育
所入所に合わせたタイミングでしたか。ある
いは、それ以外でしたか。 （あてはまるもの
１つに○）※年度初めでの認可保育所入所を
希望して、１月～２月頃復帰して一時的に認
可外保育所に入所した場合なども「１．」にあ
てはまります。また、年度初めでの入所を希
望して復帰したが、実際には希望する保育所
に入所できなかったという場合も「１．」を選
択してください。 
（1）母親 

○  

（2）父親 ○  

問 29 問 27で「1．育児休業取得後、職場に復帰し
た」に○をつけた方にお伺いします。育児休
業からは、「実際」に職場復帰したのはお子さ
んが何歳何ヵ月の時でしたか。また、お勤め
先の育児休業の制度の期間内で、何歳何ヵ月
のときまで取りたかったですか。（ ）内に数
字でご記入ください。 
（1）母親 

○  

（２）父親 ○  
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問 30 問 27で「1．育児休業取得後、職場に復帰し
た」に○をつけた方にお伺いします。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
んが何歳何ヵ月のときまで取りたかったです
か。（ ）内に数字でご記入ください。 
（1）母親 

△  

（２）父親 △  

問 31 問 29 で実際の復帰と希望の復帰が異なる方
にお伺いします。希望の時期に職場復帰しな
かった理由についてお伺いします。 
（１）「希望」より早く復帰した方 （あては
まるものすべてに○） 
①母親 

○  

②父親 ○  

（２）「希望」より遅く復帰した方 （あてはまるも
のすべてに○） 
①母親 

○  

②父親 ○  

問 32 問 27で「1．育児休業取得後、職場に復帰し
た」に○をつけた方にお伺いします。 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。（あてはまるもの１つに
○） 
（1）母親 

△ 見込み量に活用しないため削除 

（２）父親 △ 見込み量に活用しないため削除 

問 33 問 32で「２．短時間勤務制度を利用しなかっ
た」に○をつけた方にお伺いします。短時間
勤務制度を利用しなかった理由はなんです
か。（あてはまるものすべてに○） 
（1）母親 

△ 見込み量に活用しないため削除 

（２）父親 △ 見込み量に活用しないため削除 

問 34 問 27で「2．現在も育児休業中である」に○
をつけた方にお伺いします。あて名のお子さ
んが１歳になったときに必ず預けられる事業
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。（あてはまるも
の１つに○） 
（１）母親 

△ 見込み量に活用しないため削除 

（２）父親 △ 見込み量に活用しないため削除 

☆問 35 すべての方に伺います。仕事と子育てを両
立（ワークライフバランス）させる上で大変
だと思うことは何ですか。（あてはまるもの３
つまで○） 

 見込み量に活用しないため削除 

☆問 36 今後、仕事と子育て両立（ワークライフバ
ランス）可能な環境を整備、充実していく上
で最も重要と考える取り組みを教えてくださ
い。（あてはまるもの３つまで○） 

 見込み量に活用しないため削除 

新規 ０～２歳期における子育てに対する考えを教
えてください。（あてはまるものすべてに○） 

 課題を踏まえ新規設問 
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Ⅲ 保育サービスについて 

Ⅲ‐１ 保育サービスの利用状況についてお伺いします。 

問 37 幼稚園や保育所などの「定期的な教育・保育
事業」の利用状況についてお伺いします。※
ここでいう「定期的な教育・保育事業」とは、
月単位で定期的に利用している事業を指しま
す。具体的には、幼稚園や保育所など、問３8
に示す事業が含まれます。あて名のお子さん
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。（あ
てはまるもの１つに○） 

◎  

問 38 問 37で「１．利用している」に○をつけた方
にお伺いします。あて名のお子さんは、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。（あてはまるものすべ
てに○） 

◎  

問 39 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週あたり何日、１日あたり何時間（何
時から何時まで）かを、（ ）内に具体的な数
字でお答えください。（※時間は必ず２４時間
制でお答えください） 
（１）現在 

  

（２）希望 ◎  

問 40 現在、利用されている教育・保育の事業の実
施場所についてお答えください。（あてはまる
もの１つに○） 

△  

問 41 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、主な理由をお答えくだ
さい。（あてはまるものすべてに○） 

△ 見込み量に活用しないため削除 

問 42 問 37で「２.利用していない」に○をつけた
方にお伺いします。利用していない主な理由
をお答えください。（あてはまるものすべてに
○） 

△  

新規 問 38で「１．幼稚園（通常の就園時間の利用）」
「２．幼稚園の預かり保育（通常の就園時間
を延長して預かる事業のうち定期的な利用の
み）」に○をつけた方にお伺いします。幼稚園
を利用する理由・条件を教えてください。 
（あてはまるものすべてに○） 

 課題を踏まえ新規設問 

問 43 すべての方に伺います。現在、利用している、
利用していないにかかわらず、あて名のお子
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。なお、これらの「保育サービス」の利用
には、一定の利用者負担が発生します。（例）
認可保育所の場合、世帯収入に応じた利用料
が設定されています。（あてはまるものすべて
に○） 

◎  

問 44 教育・保育の事業を利用したい場所について
お答えください。（あてはまるもの１つに○） 

△  
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問 45 あて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）。
また、「2．3．」に○をつけた方は、おおよその
時間も（ ）内にご記入ください。 
（※時間は必ず２４時間制でお答えくださ
い）（あてはまるもの１つだけ○）なお、これ
らの「保育サービス」の利用には、一定の利用
者負担が発生します。※教育・保育の事業と
は、幼稚園、保育所、認可外保育施設などの事
業を指しますが、親族・知人による預かりは
含みません。 
（１）【土曜日】 

△ 見込み量に活用しないため削除 

（２）【日曜日・祝日】 △ 見込み量に活用しないため削除 

問 46 問 45の「(1)【土曜日】」もしくは「(2)【日
曜日・祝日】」で、「3．月に 1～2 回は利用し
たい」に○をつけた方にお伺いします。毎週
ではなく、たまに利用したい理由はなんです
か。 
（あてはまるものすべてに○） 

△ 見込み量に活用しないため削除 

問 47 「幼稚園」を利用されている方に伺います。 
あて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。また、「2．3．」に○をつ
けた方は、おおよその時間も（ ）内にご記入
ください。（※時間は必ず２４時間制でお答え
ください） （あてはまるもの１つに○）なお、
これらの「保育サービス」の利用には、一定の
利用者負担が発生します。 

△ 見込み量に活用しないため削除 

問 48 問 47で、「3．休みの期間中、週に数日利用し
たい」に○をつけた方にお伺いします。毎日
ではなく、たまに利用したい理由をお答えく
ださい。（あてはまるものすべてに○） 

△ 見込み量に活用しないため削除 

問 49 平日の定期的な教育・保育の事業を利用して
いると答えた保護者の方（問 37 で「１．」に
○をつけた方）に伺います。 
⇒利用していらっしゃらない方は 問 56へ 
この１年間に、あて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。（あてはまるもの１つに○） 

◎  

問 50 あて名のお子さんが病気やケガで普段利用し
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して
あてはまる記号すべてに○をつけ、それぞれ
の日数も（  ）内に数字でご記入ください。
（半日程度の対応の場合も１日とカウントし
てください。） 

◎  

問 51 問 50で「ア．」「イ．」のいずれかに回答した
方に伺います。その際、「できれば病児・病後
児のための保育施設等に預けたい」と思われ
ましたか。（あてはまるもの１つに○）また、
「1．」に○をつけた方は、日数も（ ）内に数
字でご記入ください。 

◎  
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問 52 問 51で「１．できれば病児・病後児のための
保育施設等に預けたい」に○をつけた方に伺
います。上記の目的で子どもを預ける場合、
下記のいずれの事業形態が望ましいと思われ
ますか。（あてはまるものすべてに○） 

△ 見込み量に活用しないため削除 

問 53 問 51で「２．利用したいと思わない」に○を
つけた方に伺います。そう思われる理由をお
答えください。（あてはまるものすべてに○） 

△ 見込み量に活用しないため削除 

新規 問 50で「ク． 仕方なく子どもだけで留守番
をさせた」に○をつけた方に伺います。ショー
トステイの利用意向はありますか。（あてはま
るもの１つに○）また、「1．」に○をつけた方
は、日数も（ ）内に数字でご記入ください。 

 課題を踏まえ新規設問 

問 54 問 50で「ウ．～ケ．」のいずれかに○をつけ
た方に伺います。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。（あてはまるもの１つに○） 
また、「1．」に○をつけた方は、日数もカッコ
内に数字でご記入ください。 

○  

問 55 問 54 で「２．休んで看ることは非常に難し
い」に○をつけた方に伺います。そう思われ
る理由をお答えください。（あてはまるものす
べてに○） 

△ 見込み量に活用しないため削除 

問 56 あて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（冠婚葬祭、リ
フレッシュ等）、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。（あてはまるものすべてに○）また、○を
つけた各項目に、日数も（ ）内に数字でご記
入ください。なお、これらの「保育サービス」
の利用には、一定の利用者負担が発生します。 

◎  

問 57 問 56で「７．利用していない」と回答した方
に伺います。現在利用していない理由は何で
すか。（あてはまるものすべてに○） 

△ 見込み量に活用しないため削除 

問 58 問 56で「1．～6．」のいずれかに○をつけた
方に伺います。あて名のお子さんについて、
私用（冠婚葬祭、リフレッシュ等）、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。（あて
はまるものすべてに○）また、○をつけた各
項目に、日数も（ ）内に数字でご記入くださ
い。なお、これらの「保育サービス」の利用に
は、一定の利用者負担が発生します。 

◎  

問 59 問 58で「１．利用したい」に○をつけた方に
伺います。 
問 58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。（あてはまるものすべてに○） 

△ 見込み量に活用しないため削除 
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問 60 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、あて名のお子
さんを泊りがけで家族以外に預けなければな
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、
この１年間の対処方法としてあてはまる記号
すべてに○をつけ、それぞれの日数も（ ）内
に数字でご記入ください。 

◎  

問 61 問 60で「1．あった ア．（同居者を含む）親
族・知人にみてもらった」に○をつけた方に
伺います。 
⇒「ア．」以外に○をつけた方は 問 62へ 
その場合の困難度はどの程度でしたか。（あて
はまるもの１つに○） 

○  

☆問 62 すべての方に伺います。産前産後に育児・
家事支援サービスがあれば利用したいです
か。また、「１．」に○をつけた方は、産後何か
月までを希望しますか。なお、これらの事業
の利用には、一定の利用者負担が発生します。 

 見込み量に活用しないため削除 

問 63 あて名のお子さんは、現在、地域子育て支援
拠点事業（親子が集まって過ごしたり、相談
をしたり、情報提供を受けたりする場で、「子
育てひろば」「児童館」「子ども家庭支援セン
ター」などと呼ばれています）を利用してい
ますか。（あてはまるものすべてに○）また、
「１．2．」に○をつけた方は、おおよその数字
（頻度）もご記入ください。 

◎  

問 64 問 63 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。なお、これらの事業の利用には、一
定の利用者負担が発生します。（あてはまるも
の１つに○）また、「１．2．」に○をつけた方
は、おおよその数字（頻度）もご記入くださ
い。 

◎  

問 65 下記のサービス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。Ａ～Ｃす
べてについて「はい」「いいえ」のどちらかに
○をしてください。なお、Bと Cで「はい」を
選んだ方は頻度もご記入ください。 

△  

新規 問 65 の１～27 うち、C 今後利用したいで
「２.いいえ」に１つでも○をつけた方にお伺
いします。利用したいと思わない理由はどの
ようなことですか。（あてはまるものすべてに
○） 

 課題を踏まえ新規設問 
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Ⅲ‐2 小学校就学後の放課後の過ごし方についてお伺いします。 

（あて名のお子さんが５歳以上である方） 

問 66 あて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。（あてはまるものすべてに
○）なお、「１．～７．」に○をつけた方は、そ
れぞれ希望する週あたりの日数を（ ）内に
数字でご記入ください。また、「８．学童クラ
ブ」に○をつけた方は、利用を希望する週あ
たりの日数と希望する時間を（ ）内に数字
でご記入ください。（※時間は必ず２４時間制
でお答えください） 

△ 見込み量に活用しないため削除 

問 67 あて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。（あてはまるものすべてに
○）なお、「１．～7．」に○をつけた方は、そ
れぞれ希望する週あたりの日数を（ ）内に
数字でご記入ください。また、「8．学童クラ
ブ」に○をつけた方は、利用を希望する週あ
たりの日数と希望する時間を（ ）内に数字
でご記入ください。（※時間は必ず２４時間制
でお答えください）※だいぶ先のことになり
ますが、現在お持ちのイメージでお答えくだ
さい。 

△ 見込み量に活用しないため削除 

問 68 問 66または問 67で「8．学童クラブ」に○を
つけた方に伺います。あて名のお子さんにつ
いて、土曜日と日曜日・祝日に、学童クラブの
利用希望はありますか。（「（１）土曜日」、「（２）
日曜日・祝日」それぞれあてはまるもの１つ
に○）また、利用したい時間帯（何時から何時
まで）を（ ）内に数字でお答えください。（※
時間は必ず２４時間制でお答えください）な
お、事業の利用には、一定の利用料がかかり
ます。 
（１）土曜日 

 見込み量に活用しないため削除 

（２）日曜日・祝日  見込み量に活用しないため削除 

問 69 あて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学童ク
ラブの利用希望はありますか。（あてはまるも
の１つに○）また、利用した時間帯（何時から
何時まで）を（ ）内に数字でお答えくださ
い。（※時間は必ず２４時間制でお答えくださ
い） 
なお、事業の利用には、一定の利用料がかか
ります。 

 見込み量に活用しないため削除 

Ⅳ ご家族の状況について 

Ⅳ 封筒のあて名のお子さんとご家族の状況についてお伺いします。 

問 70 封筒のあて名のお子さんの生年月をお伺いし
ます。 

◎  
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問 71 封筒のあて名のお子さんを含め、お子さんは
何人いらっしゃいますか。また、２人以上い
らっしゃる場合、末子の方の生年月をご記入
下さい。 

△ 見込み量に活用しないため削除 

問 72 あて名のお子さんから見て、この記入票を記
入したのはどなたですか。（あてはまるもの１
つに○） 

◎  

問 73 両親の年齢は、平成２５年４月１日現在、何
歳ですか。 
（１）母親 

 見込み量に活用しないため削除 

（２）父親  見込み量に活用しないため削除 

問 74 この調査票に回答いただいている方の配偶関
係について伺います。（あてはまるもの１つに
○） 

◎  

問 75 あて名のお子さんとの同居・近居（概ね３０
分程度で行き来できる範囲）の状況について
お伺いします。続柄はあて名のお子さんから
みた関係です。（あてはまるものすべてに○） 

 見込み量に活用しないため削除 

問 76 あて名のお子さんの身の回りの世話などを主
に行っているのはどなたですか。お子さんか
らみた関係を教えてください。（あてはまるも
の１つに○） 

△  

問 77 あなたはどの小学校の学区域にお住まいです
か。（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。 

○  

新規 あなたは、あて名のお子さんやきょうだいに
対して、１月当たりどのくらい費用を使って
いますか。（ ）内に具体的な数字でお答えく
ださい。 

 課題を踏まえ新規設問 

新規 あなたが１日にお子さんと接する平均的な時
間を教えてください。（ ）内に具体的な数字
でお答えください。 

 課題を踏まえ新規設問 

Ⅴ 日野市の子育て支援について 

Ⅴ 最後に、日野市の子育て支援策についてお伺いします。 

☆問 78 市の子育て支援策として、今後何に力を入
れていくべきだと思いますか。（あてはまるも
のすべてに○） 

 
 

新規 子育て支援サービスの情報はどこから入手し
ますか。 
（あてはまるものすべてに○） 

 
課題を踏まえ新規設問 

問 79 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○） 

 
 

自由記述 

国、東京都、日野市に対し、子育て支援策に関するご
意見やご要望、また子育てに関してお悩みの
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（小学生） 
 

「新規」以外は前回調査と同様の設問 ☆は前回調査時の市独自設問 

◎国量見込み項目、○国量見込み任意項目、△国任意項目 

設問 国調査 備考 

Ⅰ 地域における子育て支援について 

Ⅰ‐１ 子育て環境や子育て支援の現状についてお伺いします。 

問１ あなたは、子育てを楽しいと感じることが多
いですか？それとも辛いと感じることが多い
ですか？（あてはまるもの１つに○） 

  

問２ 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。（あて
はまるものすべてに○） 

  

問３ ご家庭では、あて名のお子さんを、どのような
ときに叱りますか。（あてはまるものすべてに
○） 

 見込み量に活用しないため削除 

問４ 子どもに対して、思わずたたいたり、子どもの
心を傷つけてしまうような言動をしたり、子
どもの相手や世話をしないことがあります
か。（あてはまるもの１つに○） 

  

問５ 問４で「１．」か「２．」に○を選ばれた方に伺
います。思わずたたいたり、子どもの心を傷つ
けてしまうような言動をしたり、子どもの相
手や世話をしないことがある原因はどこにあ
ると思いますか。（あてはまるすべてに○） 

 見込み量に活用しないため削除 

Ⅰ‐２ 子育て環境についてお伺いします。 

問６ あて名のお子さんの子育て（教育を含む）に日
常的に関わっている方はどなた（施設）です
か。（あてはまるものすべてに○） 

△ 見込み量に活用しないため削除 

問７ あて名のお子さんの子育て（教育を含む）に、
影響すると思われる環境をお答えください。 
（あてはまるものすべてに○） 

△ 見込み量に活用しないため削除 

問 8 子育て（教育を含む）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。（あてはまるもの１つに○） 

△  

問 9 問 8で「１．いる／ある」に○をつけた方にお
伺いします。お子さんの子育て（教育を含む）
に関して、気軽に相談できる先は、誰（どこ）
ですか。（あてはまるものすべてに○） 

△  

Ⅰ‐３ 地域での子育て状況についてお伺いします。 

問 10 地域に親子でつきあえる知人または友人など
がいますか。（２つまで○） 

  

問 11 子育てをするにあたって、地域に求めること
はありますか（あてはまるものすべてに○） 

 見込み量に活用しないため削除 

新規 あなたは、地域の人から見守られていると感
じますか（あてはまるものすべてに○） 

 課題を踏まえ新規設問 

新規 あなたは日常生活において孤立感を感じてい
ますか。（あてはまるもの１つに○） 

 課題を踏まえ新規設問 
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新規 問●で「１．強く感じる」、「２．やや感じる」
に○をつけた方にお伺いします。孤立感を和
らげるためにどんなことが地域で必要です
か。（あてはまるもの３つまでに○） 

 課題を踏まえ新規設問 

新規 地域の人にちょっと頼まれた場合に、私にも
できると思うことはありますか。（あてはまる
ものすべてに○） 

 課題を踏まえ新規設問 

Ⅰ‐４ 家庭や地域の養育力についてお伺いします 

問 12 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○） 

 見込み量に活用しないため削除 

問 13 子育てにおいて家庭が果たすべき役割につい
て、「実際にやっていること」の項目を選んで
ください。（あてはまるものすべてに○） 

 見込み量に活用しないため削除 

問 14 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○） 

 見込み量に活用しないため削除 

問 15 親以外に子どもの「しつけ」をしている人が
いますか。（あてはまるもの１つに○） 

 見込み量に活用しないため削除 

問 16 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
○） 

 見込み量に活用しないため削除 

問 17 親以外に子どもの「教育」をしている人がい
ますか。（あてはまるもの１つに○） 

 見込み量に活用しないため削除 

Ⅱ 育成基盤づくりについて 

Ⅱ‐１ あて名のお子さんの健康についてお伺いします。 

問 18 お子さんの食事について心配なことはありま
すか。（あてはまるものすべてに○） 

 見込み量に活用しないため削除 

問 19 お子さんの朝食のとり方についてお答えくだ
さい。（あてはまるもの１つに○） 

  

問 20 お子さんが寝起きする時間を教えてくださ
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。（※時間は必
ず２４時間制でお答えください） 

 見込み量に活用しないため削除 

Ⅱ‐2 あて名のお子さんの保護者の就労状況についてお伺いします。 

問 21 あて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）を伺います。 
（１）母親【父子家庭の場合は記載不要】（あ
てはまるもの１つに○） 

◎  

（1）-1 問 21（１）で「1．～4．」（就労している）
に○をつけた方にお伺いします。 
1 週あたりの「就労日数」、１日あたりの「就
労時間（残業時間含む）」を（ ）内にお答え
ください。就労日数や就労時間が一定でない
場合は、もっとも多いパターンについてお答
えください。産休・育休・介護休業中の方は、
休業に入る前の状況についてお答えくださ
い。 

◎  
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（1）-2 問 21（１）で「1．～4．」（就労している）
に○をつけた方にお伺いします。 
家を出る時間と帰宅時間を（ ）内にお答えく
ださい。時間が一定でない場合は、もっとも多
いパターンでお答えください。産休・育休・介
護休業中の方は、休業に入る前の状況につい
てお答えください。（※時間は必ず２４時間制
でお答えください） 

△  

（２）父親【母子家庭の場合は記載不要】  （あて
はまるもの１つに○） 

◎  

（2）-1 問 21（２）で「1．～4．」（就労している）
に○をつけた方にお伺いします。１週あたり
の「就労日数」、１日あたりの「就労時間（残
業時間含む）」を（ ）内にお答えください。
就労日数や就労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。育休・介護休業中の方は、休業に入る前の
状況についてお答えください。 

◎  

（2）-2 問 21（２）で「1．～4．」（就労している）
に○をつけた方にお伺いします。家を出る時
間と帰宅時間を（ ）内にお答えください。時
間が一定でない場合は、もっとも多いパター
ンでお答えください。育休・介護休業中の方
は、休業に入る前の状況についてお答えくだ
さい。（※時間は必ず２４時間制でお答えくだ
さい） 

△  

問 22 問 21の（１）母親または（２）父親で「３．
4．」（パート・アルバイト等で就労している）
に○をつけた方に伺います。フルタイムへの
転換希望はありますか。（母親）と（父親）そ
れぞれについてお答えください。（あてはまる
もの１つに○） 
（1）母親 

◎  

（2）父親 ◎  

問 23 問 21の「（１）母親」または「（２）父親」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．これまでに就労したこと
がない」に○をつけた方に伺います。就労した
いという希望はありますか。あてはまる番号・
記号それぞれ１つに○をつけ、該当する（ ）
内には数字を記入してください 
（１）母親 

◎  

（２）父親 ◎  

Ⅱ‐3 あて名のお子さんが病気の際の対応についてお伺いします。 

問 24 この１年間に、あて名のお子さんが病気やケ
ガで学校を休まなければならなかったことは
ありますか。（あてはまるもの１つに○） 

◎  

問 25 あて名のお子さんが病気やケガで学校を休ま
なければならなかった場合に、この１年間に
行った対処方法としてあてはまる記号すべて
に○をつけ、それぞれの日数も（  ）内に数
字でご記入ください。（半日程度の対応の場合
も１日とカウントしてください。） 

◎  
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問 26 問 25 で「ア．」「イ．」のいずれかに回答した
方に伺います。その際、「できれば病児・病後
児のための保育施設等に預けたい」と思われ
ましたか。（１つだけ○）また、「1．」に○をつ
けた方は、日数も（ ）内に数字でご記入くだ
さい。 

◎  

問 27 問 26で「１．できれば病児・病後児保育施設
等を利用したい」に○をつけた方に伺います。 
上記の目的で子どもを預ける場合、下記のい
ずれの事業形態が望ましいと思われますか。
（あてはまるものすべてに○） 

△ 見込み量に活用しないため削除 

問 28 問 26で「２．利用したいとは思わない」に○
をつけた方に伺います。そう思われる理由を
お答えください。（あてはまるものすべてに
○） 

△ 見込み量に活用しないため削除 

問 29 問 25 で「ウ．～ケ．」のいずれかに○をつけ
た方に伺います。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。（あてはまるもの１つに○）また、「1．」
に○をつけた方は、日数もカッコ内に数字で
ご記入ください。 

○  

問 30 問 29 で「２．休んで看ることは非常に難し
い」に○をつけた方に伺います。そう思われる
理由をお答えください。（あてはまるものすべ
てに○） 

△ 見込み量に活用しないため削除 

問 31 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、あて名のお子
さんを泊りがけで家族以外に預けなければな
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、
この１年間の対処方法としてあてはまる記号
すべてに○をつけ、それぞれの日数も（ ）内
に数字でご記入ください。 

◎  

問 32 問 31で「1．あった ア．（同居者を含む）親
族・知人にみてもらった」に○をつけた方に伺
います。 
⇒「ア．」以外に○をつけた方は 問 37へ 
その場合の困難度はどの程度でしたか。（あて
はまるもの１つに○） 

○  

Ⅱ‐４ 仕事と子育ての両立支援についてお伺いします。 

問 33 すべての方に伺います。仕事と子育てを両立
（ワークライフバランス）させる上で大変だ
と思うことは何ですか。（３つまで○） 

 見込み量に活用しないため削除 

問 34 今後、仕事と子育て両立（ワークライフバラ
ンス）可能な環境を整備、充実していく上で最
も重要と考える取り組みを教えてください。
（３つまで○） 

 見込み量に活用しないため削除 

問 35 下記のサービス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。Ａ～Ｃすべ
てについて「はい」「いいえ」のどちらかに○
をしてください。なお、Bと Cで「はい」を選
んだ方は頻度もご記入ください。 
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新規 問 35 の１～27 うち、C 今後利用したいで
「２.いいえ」に１つでも○をつけた方にお伺
いします。利用したいと思わない理由はどの
ようなことですか。（あてはまるものすべてに
○） 

 課題を踏まえ新規設問 

Ⅲ 放課後の過ごし方について 

Ⅲ‐１ 小学校の放課後の過ごし方についてお伺いします。 

問 36  あて名のお子さんについて、小学校低学年
（１～３年生）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。（あてはまるものすべてに○）
なお、「１．～７．」に○をつけた方は、それぞ
れ希望する週あたりの日数を（ ）内に数字で
ご記入ください。また、「８．学童クラブ」に
○をつけた方は、利用を希望する週あたりの
日数と希望する時間を（ ）内に数字でご記入
ください。（※時間は必ず２４時間制でお答え
ください） 

◎  

問 37 あて名のお子さんについて、小学校高学年（４
～６年生）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。（あてはまるものすべてに○）なお、
「１．～7．」に○をつけた方は、それぞれ希望
する週あたりの日数を（ ）内に数字でご記入
ください。また、「8．学童クラブ」に○をつけ
た方は、利用を希望する週あたりの日数と希
望する時間を（ ）内に数字でご記入くださ
い。（※時間は必ず２４時間制でお答えくださ
い） 

◎  

問 38 問 36または問 37で「8．学童クラブ」に○を
つけた方に伺います。あて名のお子さんにつ
いて、土曜日と日曜日・祝日に、学童クラブの
利用希望はありますか。（「（１）土曜日」、「（２）
日曜日・祝日」それぞれあてはまるもの１つに
○）また、利用したい時間帯（何時から何時ま
で）を（ ）内に数字でお答えください。（※
時間は必ず２４時間制でお答えください）な
お、事業の利用には、一定の利用料がかかりま
す。 
（１）土曜日 

△  

（２）日曜日・祝日 △  

問 39 あて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学童ク
ラブの利用希望はありますか。（あてはまるも
の１つに○）また、利用したい時間帯（何時か
ら何時まで）を（ ）内に数字でお答えくださ
い。（※時間は必ず２４時間制でお答えくださ
い）なお、事業の利用には、一定の利用料がか
かります。 

△  

問 40 問 36 または問 37 で『7．放課後子ども教室
「ひのっち」』に○をつけた方に伺います。 
あて名のお子さんについて、土曜日や夏休み・
冬休みなどの長期の休暇期間中に「ひのっち」
を実施していれば利用したいですか。（あては

△  
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まるもの１つに○） （※時間は必ず２４時間
制でお答えください） 

Ⅳ ご家族の状況について 

Ⅳ 封筒のあて名のお子さんとご家族の状況についてお伺いします。 

問 41 封筒のあて名のお子さんの生年月をお伺いし
ます。 

◎  

問 42 封筒のあて名のお子さんを含め、お子さんは
何人いらっしゃいますか。また、２人以上い
らっしゃる場合、末子の方の生年月をご記入
下さい。 

 見込み量に活用しないため削除 

問 43  あて名のお子さんから見て、この記入票を記
入したのはどなたですか。（あてはまるもの１
つに○） 

◎  

問 44 両親の年齢は、平成２５年４月１日現在、何
歳ですか。（○はそれぞれ１つ、年齢は（ ）
内に数字を記入） 
（１）母親 

 見込み量に活用しないため削除 

（２）父親  見込み量に活用しないため削除 

問 45 この調査票に回答いただいている方の配偶関
係について伺います。（あてはまるもの１つに
○） 

◎  

問 46 あて名のお子さんとの同居・近居（概ね３０
分程度で行き来できる範囲）の状況について
お伺いします。続柄はあて名のお子さんから
みた関係です。（あてはまるものすべてに○） 

 見込み量に活用しないため削除 

問 47 あて名のお子さんの身の回りの世話などを主
に行っているのはどなたですか。お子さんか
らみた関係を教えてください。（あてはまるも
の１つに○） 

△  

問 48  あなたはどの小学校の学区域にお住まいで
すか。（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。 

○  

新規 あなたは、あて名のお子さんやきょうだいに
対して、１月当たりどのくらい費用を使って
いますか。（ ）内に具体的な数字でお答えく
ださい。 

 課題を踏まえ新規設問 

新規 あなたが１日にお子さんと接する平均的な時
間を教えてください。（ ）内に具体的な数字
でお答えください。 

 課題を踏まえ新規設問 

Ⅴ 日野市の子育て支援について 

Ⅴ 最後に、日野市の子育て支援策についてお伺いします。 

問 49 市の子育て支援策として、今後何に力を入れ
ていくべきだと思いますか。（あてはまるもの
すべてに○） 

  

問 50 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○） 

  

自由記述 

国、東京都、日野市に対し、子育て支援策に関するご
意見やご要望、また子育てに関してお悩みのこと等
がございましたら、簡潔にご記入ください。 
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【小学生本人用】 

Ⅵ あて名のお子さんご本人におうかがいします。 

新規 あなたは、放課後や休日は誰と過ごしていま
すか。また誰と過ごしたいですか。（あてはま
るものすべてに○） 

 課題を踏まえ新規設問 

新規 あなたは、放課後や休日はどこで過ごしてい
ますか。またどこで過ごしたいですか。（あて
はまるものすべてに○） 

 課題を踏まえ新規設問 

新規 あなたは、平日、休日は何時間くらい遊んでい
ますか。（ ）内に数字でご記入ください。 

 課題を踏まえ新規設問 

新規 あなたは、平日、休日は何時間くらい宿題や習
い事をしていますか。（ ）内に数字でご記入
ください。 

 課題を踏まえ新規設問 

新規 あなたの、友だちとの付き合い方の満足度を
教えてください。（あてはまるもの１つに○）   

 課題を踏まえ新規設問 

新規 あなたは、学校に行くのが嫌になることがあ
りますか。またその理由は何ですか。（あては
まるもの１つに○） 

 課題を踏まえ新規設問 

新規 問○で「１．ある」に○をつけた方に伺います。
その理由は何ですか。（あてはまるものすべて
に○） 

 課題を踏まえ新規設問 
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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（子育て関連事業者・団体） 
 

設問 国調査 備考 

１ 施設・グループの概要について 

問１ 貴施設・貴グループの活動内容の種類につい
てお答えください。 
施設の名称 

  

施設の所在地   

施設の種類   

新規 前問の「施設の種類」で「１．保育園・保育
所」または「２．幼稚園」に○をつけた方に
伺います。 
認定こども園へ移行する考えはありますか。
（あてはまるもの１つに○） 

 課題を踏まえ新規設問 

新規 問●で「１．すでに移行している」または「２．
今後移行する予定」に○をつけた方に伺いま
す。移行した類型はどれですか。（あてはまる
もの１つに○） 

 課題を踏まえ新規設問 

新規 問●で「１．すでに移行している」または「２．
今後移行する予定」に○をつけた方に伺いま
す。新制度へ移行した理由をお聞かせくださ
い。（あてはまるものすべてに○） 

 課題を踏まえ新規設問 

２ 家庭や地域での子育ての実態について 

問２ 日々子どもやその親たちと接する中で、親が
子育てに関してどのような悩みや 
問題を抱えていると感じますか。（あてはまる
ものすべてに○） 

  

新規 子どもの育ちに大切なことはどんなことだと
思いますか 
（あてはまるものすべてに○） 

 課題を踏まえ新規設問 

新規 子どものあるべき姿としてどう考えますか。 
（あてはまるものすべてに○） 

 課題を踏まえ新規設問 

問３ 現在、児童虐待が大きな問題となっています。
虐待の原因は何だと思いますか。 
（あてはまるものすべてに○） 

  

問４ 児童虐待を防止するにはどのような取り組み
が必要だと思いますか。 
（あてはまるもの３つまで○） 

  

３ サービスの動向について（保育関連施設の方、該当される場合にお答えください。） 

問５ 今後の保育サービスの需要について、どのよ
うな見通しを持っていますか。 
（あてはまるもの１つに○） 

  

問６ 問５で答えた見通しの下で平日の保育サービ
スの定員・時間についてお答えください。（①
～④項目それぞれ１つだけ○） 
①基本定員の拡大について 

  

②基本となる営業時間について   
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③延長保育の拡大について   

④延長保育の時間の拡大について   

問７ 土曜の保育サービスの定員・時間についてお
答えください。 
（①～④項目それぞれ１つだけ○） 
①基本定員の拡大について 

  

②基本となる営業時間について   

③延長保育の拡大について   

④延長保育の時間の拡大について   

問８ 休日の保育サービスの定員・時間についてお
答えください。 
（①～④項目それぞれ１つだけ○） 
①基本定員の拡大について 

  

②基本となる営業時間について   

③延長保育の拡大について   

④延長保育の時間の拡大について   

問９ 入所・利用定員を増やす場合、障害となる要
素をお答えください。 
（あてはまるものすべてに○） 

  

上記障害について必要と思う支援は何だと思います
か 

  

問１０ 今後実施を検討している事業があれば選ん
でください。 
（あてはまるものすべてに○） 

  

４ 子育て支援活動について 

問１１ 日々の事業や活動を通して保護者の方と接
する中で、保護者の方々が子育てをするにあ
たって地域に求めている事はどんな事だと思
いますか。 
（あてはまるものすべてに○） 

  

問１２ 一般的に、日本では家庭における養育力（子
どもを産み、育て、しつけ、 教育する全般
的力）が低下してきていると思いますか。 
（あてはまるもの１つに○） 

 見込み量に活用しないため削除 

問１３ 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１４ 現在、取り組んでいる子育て支援活動につ
いてお聞かせください。 

  

問１５ 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。 
（１つだけ○） 

  

自由記述 

質問は以上にて終わりです。国、東京都、日野市に
対し、子育て支援策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。 
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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（企業） 

 

設問 国調査 備考 

１ 事業所の概要について 

問１ 事業所についてお答えください。 
①貴事業所名称 

  

②所在地   

問２ 日野市で業務を始めてから何年経っていますか。
（あてはまるもの１つに○） 

  

問３ 現在、社員（職員）の人数はどのくらいいますか。
（あてはまるもの１つに○） 

  

２ 子育ての実態・必要な対策について 

問４ 仕事と子育てを両立（ワークライフバランス）さ
せる上で障害となっていると感じることは何で
すか。（貴事業所の社員（職員）について、３つ
まで○をつけてください。） 

  

問５ 今後、仕事と子育ての両立（ワークライフバラン
ス）が可能な環境を整備・充実していく上で何が
最も重要と考えますか。（あてはまるもの３つま
で○） 

  

問６ 仕事と家庭（育児）の両立しやすい環境を整える
ことは貴社（事業所）にとってメリットがあると
思いますか。（あてはまるもの１つに○） 

  

問７ 子育て世代が働きやすい職場作りの実態や今後
の意向についてお聞きします。 
①現在取組んでいること（あてはまるものすべて
に○） 

  

②今後取り組みたいと思っていること（あてはまるもの
すべてに○） 

  

問８ 子どもの育ちを支援するために企業としてどの
ような協力ができるとお考えですか。 
①現在、子どもの体験活動や就労体験など具体的
な支援を行なっていますか。（あてはまるものに
○） 

  

②今後、取組む可能性があると思われる内容はどのよう
なものですか。（あてはまるものすべてに○） 

  

問９ 次世代育成支援対策推進法と一般事業主行動計
画についてお聞きします。 
（①～③項目それぞれ１つだけ○） 
①次世代育成支援対策推進法についてご存知で
すか 

  

②次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動
計画」をご存知ですか 

  

③「一般事業主行動計画」の策定に対する取組状況をお
聞きします。 

  

自由記述 

質問は以上にて終わりです。国、東京都、日野市に対し、
子育て支援策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。 
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