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千葉市の子どもたちの未来のために役立てます！ 

 

「千葉市子ども・子育て支援ニーズ調査」＜小学生用＞ 

ご協力のお願い 

 

日頃より、千葉市政にご理解・ご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

突然のご案内で大変恐れ入りますが、千葉市の子ども・子育て支援に関するアンケート調

査にご協力くださいますようお願いいたします。 

 

平成２７年４月より、「子ども・子育て支援法」に基づく新たな子ども・子育て支援制度

がスタートする予定です。 

この新しい制度では、各市町村が、放課後児童クラブ（千葉市では「子どもルーム」と呼

んでいます。）などのさまざまな子ども・子育て支援施策を、いつまでに、どのように、ど

のくらい提供していくかなどについて、５カ年の事業計画を策定することとなっています。 

この事業計画を、千葉市の子どもや子育て家庭の実情やニーズに合ったものとするため、

このたび、現在子育てをされているご家庭の現状や子ども・子育て支援サービスの利用希望

に関するアンケート調査を実施いたします。 

調査結果は、今後の千葉市における子ども・子育て支援のあり方を検討する上で、極めて

重要な資料となります。ご多忙とは存じますが、何とぞご協力くださいますようお願いいた

します。 

 

平成２５年９月 

千葉市こども未来局  

 

ご不明な点やご質問がございましたら、下記担当までお問い合わせください。 

 

【担当】千葉市こども未来局こども未来部こども企画課 

新制度準備班 上田・三ツ目・藤原 

【住所】〒260-8722 千葉市中央区千葉港１－１ 

【電話】043-245-5659（受付時間：平日 9:00～12:00及び 13:00～17:00） 

  

資料２－３ 
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＜このアンケート調査について＞ 

◎ この調査は、市内にお住まいの小学生のお子さん（平成１３年４月２日～平成１９年４

月１日生まれ）の中から、無作為で約 9,000人を選ばせていただき、その保護者の皆様

にご協力をお願いしております。 

◎ ご記入が済みましたら、同封の返信用封筒（切手不要）をご利用のうえ、○月○日まで

に投函してくださいますようお願いいたします。 

◎ ご返送いただいた調査票は、千葉市及び委託業者（株式会社○○）のみが、厳重な情報

管理体制の下で、漏えい・紛失等のないよう適切に取り扱います。また、ご回答いただい

た内容を調査目的以外に使用することは一切ありません。 

◎ ご回答いただいた内容（施設やサービスの利用状況・利用希望等）が、実際の施設やサ

ービスの利用の可否などに影響することは一切ありません。 

 

ご回答は、千葉市の子どもたちの未来のために役立てます！ 
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＜ご回答にあたってのお願い＞ 

◎ アンケートには、封筒のあて名のお子さんの保護者の方がご回答ください。（保護者ご

本人の記入が難しい場合は、ご家族の方などが代わってご本人の意見を記入してくださ

い。） 

◎ 黒または青のボールペン、濃い鉛筆等ではっきりとご記入ください。 

◎ “□”に数字をご記入いただく質問は、１枠に１字をご記入ください。 

◎ “□□時”に数字をご記入いただく質問は、２４時間制でご記入ください。 

例）０９時、１８時 

◎ ご回答に必要な時間の目安は、約●分程度を想定しています。 

◎ ご家庭の状況等によって、お答えいただく設問は異なります。「→問○へ」というご案

内にしたがってご回答ください。 

 

＜この調査で用いる用語について＞ 

 

 

検討中 
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Ａ．封筒のあて名のお子さんとご家族の状況についておうかがいします。 

 

問１ あて名のお子さんのお住まいの区はどちらですか。（当てはまる番号１つに○） 

また、お住まいの町名（例：千葉港）をお答えください。 

１．中央区 ２．花見川区 ３．稲毛区 ４．若葉区 ５．緑区 ６．美浜区 

町名：（          ） 

 

問２ あて名のお子さんの学年をお答えください。（当てはまる番号１つに○） 

１．１年生 ２．２年生 ３．３年生 ４．４年生 ５．５年生 ６．６年生 

 

問３ あて名のお子さんを含めて、ご家族にお子さんは何人おられますか。また、一番年下のお子さんの生

年月はいつですか。 

お子さんの人数：□人   一番年下のお子さん：平成□□年□□月生まれ 

 

問４ アンケートにご回答いただく方はどなたですか。（当てはまる番号１つに○） 

１．お子さんの母親 ２．お子さんの父親 ３．その他（            ） 

 

問５ お子さんと同居されている親族等（兄弟姉妹以外）をお答えください。（当てはまる番号すべてに○） 

※父親または母親が単身赴任等で別居されている場合は、同居されているものとしてお答えください。 

１．父親 ２．母親 ３．祖父 ４．祖母 ５．その他の親族等 

 

問６ あて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。（当てはまる番号１つに○） 

１．父親・母親ともに ２．主に母親 ３．主に父親 

４．主に祖父母 ５．その他（               ） 
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Ｂ．あて名のお子さんの保護者の方の就労状況についておうかがいします。 

 

問７ ご両親の就労状況（自営業者とその家族従事者を含む）についておうかがいします。父親・母親それ

ぞれについてお答えください。 

  ※ひとり親の方は、ご自身の設問のみお答えください。 

父親（当てはまる番号１つに○） 母親（当てはまる番号１つに○） 

１．フルタイム（週５日程度・１日８時間程度）で

就労しており、育休・介護休業中ではない 

２．フルタイム（週５日程度・１日８時間程度）で

就労しているが、育休・介護休業中である 

３．パートタイム（フルタイムに満たない時間）で

就労しており、育休・介護休業中ではない 

４．パートタイム（フルタイムに満たない時間）で

就労しているが、育休・介護休業中である 

５．以前は就労していたが、 

現在は就労していない      問７－５へ 

６．これまで就労したことがない 

１．フルタイム（週５日程度・１日８時間程度）で

就労しており、産休・育休・介護休業中ではない 

２．フルタイム（週５日程度・１日８時間程度）で

就労しているが、産休・育休・介護休業中である 

３．パートタイム（フルタイムに満たない時間）で

就労しており、産休・育休・介護休業中ではない 

４．パートタイム（フルタイムに満たない時間）で

就労しているが、産休・育休・介護休業中である 

５．以前は就労していたが、 

現在は就労していない      問７－５へ 

６．これまで就労したことがない 

 

問７－１ 問７で「１～４」（就労している）に○をつけた方にうかがいます。 

「１週当たりの就労日数」と「１日当たりの就労時間（残業時間を含む）」を、父親・母親それぞれに

ついてお答えください。 

※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をお答えください。 

※産休・育休・介護休業中の方は、休業に入る前の状況をお答えください。 

父親 母親 

週□日   １日□□時間 週□日   １日□□時間 

 

問７－２ 問７で「１～４」（就労している）に○をつけた方にうかがいます。 

「家を出るおおよその時刻」と「帰宅するおおよその時刻」を、父親・母親それぞれについてお答え

ください。 

※就労時間が一定でない場合は、もっとも多いパターンをお答えください。 

※産休・育休・介護休業中の方は、休業に入る前の状況をお答えください。 
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※自営業者などで通勤を要しない方は、「家を出る時刻」は「勤務に入る時刻」、「帰宅する時刻」は「勤

務を終える時刻」でお答えください。 

父親 母親 

家を出る時刻：□□時 

帰宅する時刻：□□時 

家を出る時刻：□□時 

帰宅する時刻：□□時 

 

問７－３ 問７で「１」または「２」（フルタイムで就労している）に○をつけた方にうかがいます。 

父親・母親それぞれについて、今後の就労に関する希望をお聞かせください。 

父親（当てはまる番号１つに○） 母親（当てはまる番号１つに○） 

１．フルタイムの就労を続けたい 

２．パートタイムへの転換を希望しており、実

現の見込みがある 

３．パートタイムへの転換を希望しているが、

実現は難しいと考えている 

４．就労をやめ、子育てや家事などに専念したい 

１．フルタイムの就労を続けたい 

２．パートタイムへの転換を希望しており、実

現の見込みがある 

３．パートタイムへの転換を希望しているが、

実現は難しいと考えている 

４．就労をやめ、子育てや家事などに専念したい 

（→ 問８へ） 

 

問７－４ 問７で「３」または「４」（パートタイムで就労している）に○をつけた方にうかがいます。 

父親・母親それぞれについて、今後の就労に関する希望をお聞かせください。 

父親（当てはまる番号１つに○） 母親（当てはまる番号１つに○） 

１．パートタイムの就労を続けたい 

２．フルタイムへの転換を希望しており、実現 

の見込みがある 

３．フルタイムへの転換を希望しているが、実 

現は難しいと考えている 

４．就労をやめ、子育てや家事などに専念したい 

１．パートタイムの就労を続けたい 

２．フルタイムへの転換を希望しており、実現

の見込みがある 

３．フルタイムへの転換を希望しているが、実

現は難しいと考えている 

４．就労をやめ、子育てや家事などに専念したい 

（→ 問８へ） 

 

問７－５ 問７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。 

就労したいという希望はありますか。父親・母親それぞれについてお答えください。 
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父親（当てはまる番号１つに○） 母親（当てはまる番号１つに○） 

１．すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 

２．１年より先、一番下の子どもが 

□□歳になった頃に就労したい 

３．子育てや家事などに専念したい（就労を希望

していない） → 問８へ 

１．すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 

２．１年より先、一番下の子どもが 

□□歳になった頃に就労したい 

３．子育てや家事などに専念したい（就労を希望

していない） → 問８へ 

 

問７－６ 問７－５で、「１」または「２」（就労したい）に○をつけた方にうかがいます。 

父親・母親それぞれについて、希望する就労形態をお答えください。 

父親（当てはまる番号１つに○） 母親（当てはまる番号１つに○） 

１．フルタイム（週５日程度・１日８時間程度） 

２．パートタイム（フルタイムに満たない時間）  

→ 週□日、１日□時間程度 

１．フルタイム（週５日程度・１日８時間程度） 

２．パートタイム（フルタイムに満たない時間）  

→ 週□日、１日□時間程度 
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Ｃ．あて名のお子さんの、放課後などの過ごし方についてうかがいます。 

 

問８ あて名のお子さんは、小学校の放課後（平日の授業終了後）の時間を、どのような場所で過ごしてい

ますか。実際の状況をお聞かせください。 

放課後の居場所（当てはまる番号すべてに○） 過ごしている日数 

１．自宅 

週□日程度 

２．祖父母・親戚宅、友人・知人宅 

週□日程度 

３．習い事（ピアノ教室、スポーツクラブ、学習塾など） 

週□日程度 

４．放課後子ども教室＊１ 

週□日程度 

５．子どもルーム（放課後児童クラブ）＊２ 

週□日程度 

６．ファミリー・サポート・センター 

週□日程度 

７．その他（校庭、図書館、公園など） 

週□日程度 

＊１ 「放課後子ども教室」は、放課後や週末等に、学校施設を利用し、地域の方の参画を得て、子どもたち

に学習・スポーツ・文化芸術活動・地域交流活動等の機会を提供するサービスです。（無料） 

＊２ 「子どもルーム（放課後児童クラブ）」は、就労などにより昼間家庭に保護者がいない子ども（原則とし

て小学校１～３年生）を対象に、指導員の支援の下で、授業が終わった後の遊びや生活の場を提供するサ

ービスです。 

○利用料 … 月額 7,400 円 

７月：8,100 円 ／ ８月：9,600 円 ／ 延長（１時間）：1,000 円 

○利用時間 … 月～金曜日：午後 1：００～午後６：００（延長は午後 7：００まで） 

土曜日：午前８：３０～午後４：３０ 

         長期休業期間：午前８：００～午後６：００（延長は午後 7：００まで） 
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問８－１ 問８で、「５」（子どもルーム）に○をつけた方にうかがいます。 

あて名のお子さんの、子どもルームの利用状況を、「平日」、「土曜日」、「長期休業期間（夏休み等）」

それぞれについてお答えください。 

 利用状況（当てはまる番号１つに○） 利用している時間帯 

平
日 

１．週４～５日利用している 

２．週１～３日利用している 

３．利用していない 

□□時から□□時まで 

土
曜
日 

１．ほぼ毎週利用している 

２．月に数日利用している 

３．利用していない 

□□時から□□時まで 

 

長
期
休
業
期
間 

１．週４～５日利用している 

２．週１～３日利用している 

３．利用していない 

□□時から□□時まで 

 

問８－２ 問８－１の「平日」、「土曜日」、「長期休業期間」のいずれかについて、「３」（利用していない）

に○をつけた方にうかがいます。 

利用していない理由をお聞かせください。（主なもの２つまでに○） 

１．子どもの帰宅時間に親や家族がいる 

３．友だちと過ごす遊び場がある 

５．他の施設等に預けている 

７．利用したいが、子どもルームに空きがない 

９．子どもが子どもルームに行きたがらない 

２．祖父母や知人の家に預けられる 

４．習い事や学習塾に通っている 

６．利用したいが、近くに子どもルームがない 

８．利用料がかかる（高い） 

10．その他（             ） 
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問９ 現在の利用状況等にかかわらず、あて名のお子さんに、小学校の放課後（平日の授業終了後）の時間

をどのような場所で過ごさせたいと思いますか。希望をお聞かせください。 

放課後の居場所（当てはまる番号すべてに○） 過ごさせたい日数 

１．自宅 

週□日程度 

２．祖父母・親戚宅、友人・知人宅 

週□日程度 

３．習い事（ピアノ教室、スポーツクラブ、学習塾など） 

週□日程度 

４．放課後子ども教室 

週□日程度 

５．子どもルーム（放課後児童クラブ） 

週□日程度 

６．ファミリー・サポート・センター 

週□日程度 

７．その他（校庭、図書館、公園など） 

週□日程度 
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問９－１ 問９で、「５」（子どもルーム）に○をつけた方のうち、あて名のお子さんが小学校低学年（１

～３年生）の方にうかがいます。 

現在の利用の有無にかかわらず、あて名のお子さんについて、低学年（１～３年生）の間における子

どもルームの利用希望を、「平日」、「土曜日」、「日曜・祝日」、「長期休業期間（夏休み等）」それぞれに

ついてお聞かせください。 

 低学年（１～３年生）の間の利用希望 

（当てはまる番号１つに○） 
利用を希望する時間帯 

平
日 

１．週４～５日程度利用したい 

２．週１～３日程度利用したい 

３．利用を希望しない 

□□時から□□時まで 

土
曜
日 

１．ほぼ毎週利用したい 

２．月に数日利用したい 

３．利用を希望しない 

□□時から□□時まで 

 

日
曜
・
祝
日 

１．ほぼ毎週利用したい 

２．月に数日利用したい 

３．利用を希望しない 

□□時から□□時まで 

 

長
期
休
業
期
間 

１．週４～５日程度利用したい 

２．週１～３日程度利用したい 

３．利用を希望しない 

□□時から□□時まで 
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問９－２ 問９で、「５」（子どもルーム）に○をつけたすべての方にうかがいます。 

子どもルームが小学校６年生まで利用できることとなった場合、あて名のお子さんの利用を希望され

ますか。高学年（４～６年生）の間における利用希望を、「平日」、「土曜日」、「日曜・祝日」、「長期休業

期間（夏休み等）」それぞれについてお聞かせください。 

 高学年（４～６年生）の間の利用希望 

（当てはまる番号１つに○） 
利用を希望する時間帯 

平
日 

１．週４～５日程度利用したい 

２．週１～３日程度利用したい 

３．利用を希望しない 

４．わからない 

□□時から□□時まで 

土
曜
日 

１．ほぼ毎週利用したい 

２．月に数日利用したい 

３．利用を希望しない 

４．わからない 

□□時から□□時まで 

 

日
曜
・
祝
日 

１．ほぼ毎週利用したい 

２．月に数日利用したい 

３．利用を希望しない 

４．わからない 

□□時から□□時まで 

 

長
期
休
業
期
間 

１．週４～５日程度利用したい 

２．週１～３日程度利用したい 

３．利用を希望しない 

４．わからない 

□□時から□□時まで 
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Ｄ．子育て支援に関する情報提供や相談・支援についてうかがいます。 

 

問１０ あて名のお子さんを含めた小学生のお子さんの子育てに関して、どのような情報提供や相談・支援

を受けたいと思われますか。（当てはまる番号すべてに○） 

１．子育ての方法（コミュニケーション、食事、しつけなど） 

２．子どもの心身の健康や発達         ３．子どもの生活習慣や遊び方 

４．子どもの学習や進学            ５．子育て中の保護者同士の仲間づくり 

６．地域の子育て支援サービスの情報・紹介 

７．その他（                                     ） 

 

 

最後に、千葉市の子育て支援に関してご意見がありましたら、ご自由にご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お忙しい中、調査にご協力くださいまして、誠にありがとうございました。 

千葉市の子どもたちの未来のために役立てさせていただきます。 

切手を貼らずに、同封しました返信用封筒に入れて、ご投函ください。 

 

 


