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小学生用調査票案

○封筒のあて名のお子さんとそのご家族の状況についてうかがいます。

問１ あて名のお子さんが現在通学している小学校の番号１つに○をつけてください。

１．清明小学校 ２．東小学校 ３．西小学校 ４．北小学校

５．城下小学校 ６．塩尻小学校 ７．川辺小学校 ８．神川小学校

９．神科小学校 １０．豊殿小学校 １１．東塩田小学校 １２．中塩田小学校

１３．塩田西小学校 １４．浦里小学校 １５．川西小学校 １６．南小学校

１７．丸子中央小学校 １８．西内小学校 １９．丸子北小学校 ２０．塩川小学校

２１．菅平小学校 ２２．長小学校 ２３．傍陽小学校 ２４．本原小学校

２５．武石小学校 ２６．その他（ ）

問２ あて名のお子さんの現在の学年を（ ）内に数字でご記入ください。

問３ あて名のお子さんを含めてお子さんは何人いらっしゃいますか。人数を（ ）内に数字でご記入

ください。お２人以上のお子さんがいらっしゃる場合は、一番下の子の生年月をご記入ください。

問４ この調査票にご回答いただく方はどなたですか。あて名のお子さんからみた関係でお答えください。

当てはまる番号1つに○をつけてください。

問５ 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お答えください。当てはまる番号1つに○

をつけてください。

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。お子さんからみた関係で当てはま

る番号1つに○をつけてください。

１.父母ともに ２．主に母親 ３．主に父親 ４．主に祖父母 ５．その他（ ）

小学（ ）年生

子どもの人数（ ）人 一番下の子の生年月 平成（ ）年（ ）月生まれ

１．母親 ２．父親 ３．その他（ ）

１．配偶者がいる ２．配偶者はいない
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○子育てに関する環境や悩みなどについてうかがいます。

問７ 日ごろ、あて名のお子さんを預かってもらえる親族・知人はいますか。当てはまる番号すべてに○

をつけてください。

１．日常的に祖父母等の親族にみてもらえる

２．緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる

３．日常的に子どもを預けられる友人・知人がいる

４．緊急時もしくは用事の際には子どもを預けられる友人・知人がいる

５．いずれもいない

問８ あて名のお子さんの子育てや教育をする上で、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。当てはまる番号1つに○をつけてください。

問９ 問８で「１.いる／ある」に○をつけた方にうかがいます。お子さんの子育てや教育に関して、気

軽に相談できる先は、誰（どこ）ですか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。

１．祖父母等の親族 ２．学校の先生

３．友人や知人 ４．近所の人

５．子育て支援施設（児童館等）・ＮＰＯ法人 ６．市役所の保健師

７．保育士 ８．民生委員・児童委員

９．かかりつけの医師 １０．市役所の教育や子育て関連担当窓口

１１.その他

１．いる／ある ⇒問９へ ２．いない／ない ⇒問１０へ

【例】ベビーシッターなど



- 3 -

問１０ 子育てに関して、日ごろ悩んでいることや気になることはありますか。あてはまるものすべてに

○をおつけください。

１．病気や発育・発達に関すること

２．食事や栄養に関すること

３．育児やしつけの方法がよくわからないこと

４．子どもとの接し方に自信が持てないこと

５．子どもとの時間を十分に取れないこと

６．話し相手や相談相手がいないこと

７．仕事や自分のやりたいことが十分できないこと

８．子育てでの経済的な負担に関すること

９．子どもの教育に関すること

１０．他の保護者との関係に関すること

１１．友だちづきあい（いじめ等を含む）に関すること

１２．不登校の問題に関すること

１３．学校の先生との関係に関すること

１４．子どもをしかりすぎているような気がすること

１５．夫婦関係に関すること

１６．家庭内暴力に関すること

１７．子育てに関して妻・夫・パートナーの協力が少ないこと

１８．妻・夫・パートナーと子育てに関して意見が合わないこと

１９．妻・夫・パートナー以外に子育てを手伝ってくれる人がいないこと

２０．地域の子育て支援サービスの内容や利用・申込方法がよくわからないこと

２１．自分の子育てについて、親族・近隣の人・職場などまわりの見る目が気になること

２２．子育てのストレスがたまって、子どもに手を上げたり、世話をしなかったりすること

２３．その他（具体的に： ）

問１１ 子育てや教育をする上で、周囲（身近な人、学校の先生など）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。
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○あて名のお子さんの保護者の方の就労状況についてうかがいます。

問１２ あて名のお子さんの母親の現在の働いている状況（自営業、家族従事者含む）をうかがいます。

（１） 【父子家庭の場合は記入は不要です】 当てはまる番号１つに○をつけてください。

（２） （１）で「１．～４．」に○をつけた方にうかがいます。「１日あたりの働いている時間（残業

時間を含む）と「１週間あたりの働いている日数」を（ ）内に数字でご記入ください。

※働いている時間、日数については、ここ１年間の平均的な時間と日数をお答えください。

※産休・育休・介護休業中の方は、休業に入られる前のおおよその状況をお答えください。

（３） （１）で「１．～４．」に○をつけた方にうかがいます。職場へ出勤するために自宅を出る時刻

と職場から帰宅する時刻を（ ）内に数字でご記入ください。時間は、24時間制（例１９時）

でご記入ください。

※時間については、この１年間の平均的な時間をお答えください。

※産休・育休・介護休業中の方は、休業に入られる前のおよその状況をお答えください。

１．フルタイムで働いている

２．フルタイムで働いているが、

産休・育休・介護休業中である

３．パート・アルバイトなどで働いている

４．パート・アルバイトなどで働いているが、

産休・育休・介護休業中である

５．以前は働いていたが、現在は働いていない

⇒ 問１５へ

６．これまで働いたことがない

※フルタイム・・・１週５日程度・１日８時間程度を働く形態

※パート・アルバイト・・・フルタイム以外の働く形態

１．１日当たりの働いている時間 （ ）時間

２．１週間当たりの働いている日数 （ ）時間

１．職場へ出勤するため自宅を出る時刻 （ ）時頃

２．職場から帰宅する時刻 （ ）時頃
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問１３ あて名のお子さんの父親の現在の働いている状況（自営業、家族従事者含む）をうかがいます。

（１） 【母子家庭の場合は記入は不要です】 当てはまる番号１つに○をつけてください。

（２） （１）で「１．～４．」に○をつけた方にうかがいます。「１日あたりの働いている時間（残業

時間を含む）と「１週間あたりの働いている日数」を（ ）内に数字でご記入ください。

※働いている時間、日数については、この１年間の平均的な日数、時間をお答えください。

※産休・育休・介護休業中の方は、休業に入られる前のおよその状況をお答えください。

（３） （１）で「１．～４．」に○をつけた方にうかがいます。職場へ出勤するために自宅を出る時刻、

職場から帰宅する時刻を（ ）内に数字でご記入ください。時間は、２４時間制（例１９時）で

ご記入ください。

※時間については、ここ１年間の平均的な時間をお答えください。

※産休・育休・介護休業中の方は、休業に入られる前のおよその状況をお答えください。

問１４ 問１２または、問１３の（１）で「３.または４．」に○をつけた方にうかがいます。フルタイ

ムへの転換希望はありますか。当てはまる内容の右の欄に○をつけてください。（母親、父親それ

ぞれをご記入ください）

内容 （１）母親 （２）父親

１．フルタイムへの転換希望があり実現できる見込みがある

２．フルタイムへの転換希望はあるが実現できる見込みはない

３．パート・アルバイト等で働き続けることを希望

４．パート・アルバイト等をやめて子育てや家事に専念したい

１．フルタイムで働いている

２．フルタイムで働いていたが、

産休・育休・介護休業中である

３．パート・アルバイトなどで働いている

４．パート・アルバイトなどで働いていたが、

産休・育休・介護休業中である

５．以前は働いていたが、現在は働いていない

⇒ 問１５へ

６．これまで働いたことがない

※フルタイム・・・１週５日程度・１日８時間程度の働き方

※パート・アルバイト・・・フルタイム以外の働き方

１．１日当たりの働いている時間 （ ）時間

２．１週間当たりの働いている日数 （ ）時間

１．職場へ出勤するため自宅を出る時刻 （ ）時頃

２．職場から帰宅する時刻 （ ）時頃
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問１５ 問１２または、問１３の（１）で「５. 以前は働いていたが、現在は働いていない」または「６.

これまで働いていたことがない」に○をつけた方にうかがいます。該当しない方は、 問１６へお

進みください。 働きたいという希望はありますか。当てはまる番号・記号それぞれ１つに○を

つけ、該当する（ ）内には数字をご記入ください。

（１）母親

１．子育てや家事などに専念したい（働く予定はない）

２．１年より先、一番小さい子どもが （ ）歳になったころに働きたい

３．すぐにでも、もしくは１年以内に働きたい

→希望する働き方 ア．フルタイム

イ．パートタイム、アルバイト等（「ア」以外）

→１週当たり（ ）日 １日当たり（ ）時間

（２）父親

１．子育てや家事などに専念したい（働く予定はない）

２．１年より先、一番小さい子どもが （ ）歳になったころに働きたい

３．すぐにでも、もしくは１年以内に働きたい

→希望する働き方 ア．フルタイム

イ．パートタイム、アルバイト等（「ア」以外）

→１週当たり（ ）日 １日当たり（ ）時間
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○あて名のお子さんの放課後のすごし方の希望についてうかがいます。

問１６ 【あて名のお子さんが低学年（１～３年生）の方のみお答えください】

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。当てはまる番号すべてに○をつけ、それぞれ希望す

る週当たり日数を数字でご記入ください。

また、「放課後児童クラブ」の場合には、利用を希望する時間も（ ）内に数字でご記入ください。

時間は「（例）１８時」のように２４時間制でご記入ください。

「放課後児童クラブ」・・・児童クラブ・学童保育所などとも呼ばれています。保護者が就労等によ

り昼間家庭にいない場合などに、指導員の下、子どもの生活の場を提供するも

のです。事業の利用にあたっては、一定の利用料がかかります。

１．自宅 週（ ）日くらい

２．祖父母宅や友人・知人宅 週（ ）日くらい

３．習い事 週（ ）日くらい

（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）

４．児童館・児童センター 週（ ）日くらい

５．放課後児童クラブ（児童クラブ・学童保育所） 週（ ）日くらい

→ 下校時から（ ）時まで

６．ファミリー・サポート・センター 週（ ）日くらい

７．その他（公民館、公園など） 週（ ）日くらい

８．放課後子ども教室 週（ ）日くらい

※上田市では実施していません

※１ 「放課後子ども教室」･･･地域の方々の協力を得て、放課後や週末に小学校や公民館で学習・ス

ポーツ・文化芸術活動などを体験する取組です。保護者の就労の有無に関わらず、すべての小学生

が利用できます。

問１７ 【すべての方がお答えください】

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。当てはまる番号すべてに○をつけ、それぞれの週

当たり日数を数字でご記入ください。

また、「放課後児童クラブ」の場合には利用を希望する時間も（ ）内に数字でご記入ください。

時間は、「（例）１８時」のように２４時間制でご記入ください。

１．自宅 週（ ）日くらい

２．祖父母宅や友人・知人宅 週（ ）日くらい

３．習い事 週（ ）日くらい

（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）

４．児童館・児童センター 週（ ）日くらい

５．放課後児童クラブ（児童クラブ・学童保育所） 週（ ）日くらい

→ 下校時から（ ）時まで

６．ファミリー・サポート・センター 週（ ）日くらい

７．その他（公民館、公園など） 週（ ）日くらい

８．放課後子ども教室 週（ ）日くらい

※上田市では実施していません
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問１８ 問１６または問１７で「６．放課後児童クラブ（児童クラブ・学童保育所）」に○をつけた方に

うかがいます。

あて名のお子さんについて、土曜日、日曜日・祝日等に、放課後児童クラブの利用希望はありますか。

事業の利用には、一定の利用料がかかります。（１）～（３）のそれぞれについて、当てはまる番号１

つに○をつけてください。また、利用したい時間帯を、（ ）内に「（例）９時～１８時」のように

２４時間制でご記入ください。

（１）土曜日

１．低学年（１～３年生）の間は利用したい 利用したい時間帯

２．高学年（４～６年生）まで利用したい （ ）時から（ ）時まで

３．利用する必要はない

（２）日曜・祝日

１．低学年（１～３年生）の間は利用したい 利用したい時間帯

２．高学年（４～６年生）まで利用したい （ ）時から（ ）時まで

３．利用する必要はない

(３）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。

事業の利用には、一定の利用料がかかります。当てはまる番号1つに○をつけてください。また、利

用したい時間帯を、（ ）内に「（例）９時～１８時」のように２４時間制でご記入ください。

１．低学年（１～３年生）の間は利用したい 利用したい時間帯

２．高学年（４～６年生）まで利用したい （ ）時から（ ）時まで

３．利用する必要はない
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○すべての方に、育児休業や短時間勤務制度など職場での仕事と子育ての両立支

援制度についてうかがいます。

問１９ あて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。母

親、父親それぞれについて、当てはまる番号1つに○をつけてください。「２．取得した（取得中）」

に○をした方は、その取得日数を（ ）内に数字でご記入ください。また、「３．取得していな

い」に○をした方は、その理由を選択してご記入ください。

母親（いずれかに○） 父親（いずれかに○）

１．働いていなかった １．働いていなかった

２．取得した

⇒取得期間（ ）日

２．取得した

⇒取得期間（ ）日

３．取得していない

⇒

取得していない理由（下記から番号

を選んでご記入ください。（いくつ

でも）

３．取得していない

⇒

取得していない理由（下記から番号

を選んでご記入ください。（いくつ

でも）

１．職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった

２．仕事が忙しかった

３．（産休後に）仕事に早く復帰したかった

４．仕事に戻るのが難しそうだった

５．昇給・昇格などが遅れそうだった

６．収入減となり、経済的に苦しくなる

７．保育園などに預けることができた

８．配偶者が育児休業制度を利用した

９．配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、制度を利用する必要がなかった

１０．子育てや家事に専念するため退職した

１１．職場に育児休業の制度がなかった

１２．有期雇用のため育児休業の取得要件を満たさなかった

１３．育児休業を取得できることを知らなかった

１４．産前産後の休暇（産前６週間、産後８週間）を取得できることを知らず退職した

１５．その他（具体的に： ）

問２０ 問１９で「２．取得した」と回答した方にうかがいます。育児休業取得後、職場に復帰しました

か。当てはまるものを１つ選択して右の欄にそれぞれ○を記入してください。

回答内容 （１）母親 （２）父親

１．育児休業取得後、職場に復帰した

２．育児休業中に離職した
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問２１ 問２０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。育児休業から

職場に復帰したのは、４月の保育園等の入園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。どちらか1つを選択し右の欄にそれぞれ○を記入してください。

回答内容 （１）母親 （２）父親

１．４月から

２．それ以外だった

問２２ 問２０で「１．育児休業取得後、職場に復帰した」と回答した方に再びうかがいます。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。当てはまるもの１つを選択し、右の欄にそ

れぞれ○を記入してください。

回答内容 （１）母親 （２）父親

１．利用する必要がなかった（フルタイムで働きたかった、もと

もと短時間勤務だった）

２．利用した

３．利用したかったが、利用しなかった（利用できなかった）

問２３ 問２２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。短時間勤務制度を利用しなかった（利用できなかった）理由はなんですか。それぞれ当ては

まる理由すべてについて右の欄に○を記入してください。

回答内容 （１）母親 （２）父親

１．職場に短時間勤務制度を取りにくい雰囲気があった

２．仕事が忙しかった

３．短時間勤務にすると給与が減額される

４．短時間勤務にすると保育園の入園申請の優先順位が下がる

５．配偶者が育児休業制度や短時間勤務制度を利用した

６．配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、子どもをみてくれる人

がいた

７．子育てや家事に専念するため退職した

８．職場に短時間勤務制度がなかった

９．短時間勤務制度を利用できることを知らなかった

１０．その他（具体的に： ）

問２４ すべての方に、上田市における子育ての環境や支援についての満足度をおうかがいします。次の

うち当てはまる番号の１つに○をつけてください。

満足度が低い 満足度が高い

１ ２ ３ ４ ５
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問２５ すべての方におうかがいします。

子育ての環境整備の充実のために希望する支援策について、次の中からあてはまるものすべてに

○をつけてください。

１．保育や様々な子育て支援サービスの利用などについて、情報の提供や相談・アドバイスなどを身近な

場所で受けられるようにして欲しい

２．子育てについて学べる機会を作って欲しい

（ ・母親を対象 ・父親を対象 ・祖父母を対象 【該当に○】）

３．子育て中の親同士など地域の人と情報交換や交流ができる場や機会を作って欲しい

４．児童クラブ、学童保育所など、子育てと仕事の両立を支援する施設を作って欲しい

５．子どもが放課後に安心して過ごせる場所を作って欲しい

６．学校に代わる土曜日の地域における子どもの居場所を作って欲しい

７．子どもの発達に関する相談事業や支援を充実して欲しい

８．教育にかかる経費を軽減して欲しい

９．奨学金制度などの内容を充実して欲しい

１０．公営住宅における多子世帯の優先入居や広い部屋の割り当てなど、住宅面の配慮が欲しい

１１．残業時間の短縮や育児休暇などの休暇の取得促進など、企業に対して職場環境の改善を働きかけて

欲しい

１２．企業・商店による子育て家庭優待サービスを促進・充実して欲しい

１３．その他（具体的に： ）

問２６ 最後に、教育の環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がございましたら、ご自由に

お書きください。

アンケート調査にご協力いただきまして、たいへんありがとうございました。

ご記入いただいた調査票は３つ折りにして同封の返信用封筒に入れ封をし、切手

は貼らずに期限（ 月 日）までに郵便ポストにご投函ください。


