
国・必須 府独自 市独自 備　考

問１ 住まいの地区 問１ 住まいの地区 ● 選択肢変更（小学校区別⇒４地区）

問２ 子どもの生年月日 問２ 子どもの生年月日 ● 回答方法変更（記述⇒選択式）

問３ 調査票の回答者（子どもとの関係） 問３ 調査票の回答者（子どもとの関係） ●

問４ 子どもの数 問４ 子どもの数

問５ 回答者の配偶関係 問５ 回答者の配偶関係 ●

問５－１ 親の年齢 問５－１ 親の年齢 ◇

問５－２ 子どもとの同居の状況 問５－２ 子どもとの同居の状況 ◇

問５－３ 祖父母が近くに住んでいるか 問５－３ 祖父母が近くに住んでいるか ◇

問６ 主に子どもの世話をしている人 問６ 主に子どもの世話をしている人 ●

問７ 子どもをみてもらえる親族、友人の有無

問７－１ 親族にみてもらっている状況

問７－２ 友人にみてもらっている状況

問７ 子育ては楽しいと思うか 問７－３ 子育ては楽しいと思うか ◇

問８ 子育てにおける悩み・不安 問７－４ 子育てにおける悩み・不安 ◇

問９ 子育てに関して相談できる人・場所の有無 問８ 子育てに関して相談できる人・場所の有無

問９－１ 子育てに関する相談先 問８－１ 子育てに関する相談先 ◇ 選択肢変更（府の修正）

問10 近所や地域の方との付き合いの状況 問８－２ 近所や地域の方との付き合いの状況 ◇

問11 子どもの地域活動への参加状況 問８－３ 子どもの地域活動への参加状況 ◇

問12 子どもが日中に遊ぶ場所 問８－４ 子どもが日中に遊ぶ場所 ◇

問13 遊び場で困ること 問８－５ 遊び場で困ること ◇

問14 外出する際に困ること 問８－６ 外出する際に困ること ◇

問15 子どもの休日・夜間の急病時の対応 問８－７ 子どもの休日・夜間の急病時の対応 ◇

問16 妊娠中のストレス ○ 新規（妊産婦支援関連設問）

問17 児童虐待や不適切な子育て防止のために効果的なこと ○ 新規（児童虐待関連設問）

問９ 就労状況 ●

問９-（1）-1 週当たりの就労日数・日当たりの就労時間

問10 フルタイムへの転換希望 ●

問11 就労希望の状況 ●

問19 現在と希望の家を出る時間、帰宅時間 問９-（1）-2 家を出る時刻・帰宅時間 ◆

設問形態変更（府独自の内容（希望）を追加）

問18

統合（ニーズ量算出に必要な情報を把握

するための設問として簡略化）

第１期計画策定時（Ｈ25）の設問

お子さんと家族の状況について

子どもの育ちをめぐる環境について

保護者の就労状況について

削除

（国のモデル調査票で必須でない設問）

●国・必須（量の見込みの推計上必要な項目）

◇第１期の府独自設問

◆第２期の府独自設問

就学前児童調査票の設問構成

お子さんと家族の状況について

子どもの育ちをめぐる環境について

保護者の就労状況等について

第2期計画策定時（Ｈ30）の設問

両親の現在と１年後の就労状況

資料５



※就労関連の設問のため、順序変更

問20 親の育児休業取得経験、取得しなかった理由 問27 親の育児休業取得経験、取得しなかった理由

問20-1 親の育児休業取得後の職場復帰状況 問27-１ 親の育児休業取得後の職場復帰状況

問20-2 育児休業取得後の職場復帰の実際の時期、希望の時期 問27-２ 育児休業取得後の職場復帰の実際の時期、希望の時期

問27-３ 親が希望よりも早く・遅く職場復帰した理由

削除（国のモデル調査票で必須でない設問）

問20-3 職場復帰時の短時間勤務制度利用の有無 問27-４ 職場復帰時の短時間勤務制度利用の有無

問27-５ 職場復帰時の短時間勤務制度を利用できなかった理由

削除（国のモデル調査票で必須でない設問）

問20-4 職場に短時間勤務制度を取りにくい雰囲気の有無と理由 ◆
設問形式を一部変更（得られる結果は同じ）

問20-5

親の（１歳児が必ず利用できる施設がある場合）１歳までの育児休業の利用意向

問27-６

親の（１歳児が必ず利用できる施設がある場合）１歳までの育児休業の利用意向

問21 仕事と子育ての両立に関して大変だと思うこと 問27-７ 仕事と子育ての両立に関して大変だと思うこと ◇ ※府の第２期の追加項目となっている

問22 子育てと介護を同時に行った経験の有無 ◆

問22-１ 子育てと介護を同時に行った際の就労状況 ◆

選択肢に不足有り追加「５　働いていなかった」

問22-２ 子育てと介護を同時に行った際に大変だったこと ◆

問23 幼稚園や保育所などの定期的な教育・保育事業の利用の有無 問12 幼稚園や保育所などの定期的な教育・保育事業の利用の有無 ●

問12－１ 利用している教育・保育事業 ●

問12－２ 利用場所（市内、市外（具体的市町村名）） ◇

問12－３ 現在・希望の利用頻度、利用時間、利用時間帯 ●

問12－４ 教育・保育事業を利用している理由 削除（問24-1と重複）

問23-２ 教育・保育事業を利用していない理由 問12－５ 教育・保育事業を利用していない理由

問13 定期的に利用したい教育・保育事業 ●

問13-１ 利用場所（市内、市外（具体的市町村名）） ◇

問13-２ 希望する利用頻度、利用時間、利用時間帯 ◇

問24-１ 教育・保育事業を定期的に利用したい理由 問13-３ 教育・保育事業を定期的に利用したい理由 ◇

問25 地域子育て支援事業の利用状況 問14 地域子育て支援事業の利用状況 ●

問26 地域子育て支援事業の今後の利用意向 問15 地域子育て支援事業の今後の利用意向 ●

問27 地域子育て支援事業の認知度・利用経験・利用意向 問16 地域子育て支援事業の認知度・利用経験・利用意向 ◇ 選択肢変更（府の修正）

問28 土日祝の定期的な教育・保育事業の利用希望 問17 土日祝の定期的な教育・保育事業の利用希望 ●

問28-１ 毎週利用したい理由 問17-１ 毎週利用したい理由 ◇

問17-２ たまに利用したい理由

削除（国のモデル調査票で必須でない設問）

問29 長期休暇中の定期的な教育・保育事業の利用希望 問18 長期休暇中の定期的な教育・保育事業の利用希望 ●

問29－１ ほぼ毎日利用したい理由 問18-１ ほぼ毎日利用したい理由 ◇

問18-２ たまに利用したい理由
削除（国のモデル調査票で必須でない設問）

問30 病気やケガで幼稚園、保育所 を休んだ経験の有無 問19 病気やケガで幼稚園、保育所 を休んだ経験の有無 ●

問30-１ 病気やケガで幼稚園、保育所を休んだ際の対応 問19-１ 病気やケガで幼稚園、保育所を休んだ際の対応 ●

問30-２ 病児・病後児保育施設等の利用希望・利用日数 問19-２ 病児・病後児保育施設等の利用希望・利用日数 ●

問30-３ 病児・病後児保育施設等を利用したいと思わない理由 問19-３ 病児・病後児保育施設等を利用したいと思わない理由

問19-４ 親が仕事を休んで子どもを看なかった際の、休みを希望する日数

問19-５ 親が仕事を休んで子どもを看なかった際の、休めなかった理由

統合（ニーズ量算出に必要な情報を把握

するための設問として簡略化）

定期的に利用したい事業、その利用日数・利用時間、利用場所問24

削除（国のモデル調査票で必須でない設問）

統合（設問を簡略化しつつ、第２期調査の

国の追加設問に対応するため、第１～第３

希望を確認する設問に変更）

職場の両立支援制度について

定期的に利用している事業、その利用日数・利用時間、利用場所問23-１

地域の子育て支援事業の利用状況について

子どもの土日・休日や長期休暇中の教育・保育事業の利用希望について

病気の際の対応について

お子さんの平日の定期的な教育・保育の利用状況について

地域の子育て支援事業の利用状況について

子どもの土日・休日や長期休暇中の教育・保育事業の利用希望について

子育てと就労の両立等について

お子さんの平日の定期的な教育・保育の利用状況について

病気の際の対応について



問31 私用等の目的で不定期に利用した事業の有無、利用日数 問20 私用等の目的で不定期に利用した事業の有無、利用日数 ●

問20－１ 利用していない理由

削除（国のモデル調査票で必須でない設問）

問32 私用等の目的による不定期な事業利用の意向、利用希望日数 問21 私用等の目的による不定期な事業利用の意向、利用希望日数 ●

問33 宿泊を伴って子どもをみてもらう状況の有無と対応方法 問22 宿泊を伴って子どもをみてもらう状況の有無と対応方法 ●

問22-１ 宿泊を伴って子どもをみてもらう際の頼みやすさ

削除（国のモデル調査票で必須でない設問）

問23 小学校低学年における放課後の過ごさせ方の希望、利用希望時間帯 ●

問24 小学校高学年における放課後の過ごさせ方の希望、利用希望時間帯 ●

問25 土日祝の放課後児童クラブの利用意向・利用希望時間帯

問26 長期休暇中の放課後児童クラブの利用意向

問36 子育て環境や支援への満足度 問28 子育て環境や支援への満足度

問37 望ましい子育て支援施策 問28－１ 望ましい子育て支援施策 ◇

選択肢変更「（６　子どもの将来の自立に

つながる教育・保育の推進」）

問38 子宝祝金の使途 ○ 新規（市の事業状況把握関連設問）

問39 子育てに関する情報の入手方法 問28－２ 子育てに関する情報の入手方法 ◇

選択肢変更（「１　市役所の窓口」「10」「11」

追加）

問40 自由記述 問３0 自由記述

小学校就学後の放課後の過ごし方の希望問34 統合（設問を簡略化）

子育て支援対策について

土日祝、長期の休みの放課後児童クラブの利用意向・利用希望時間帯問35 統合（設問を簡略化）

宿泊を伴う一時預かり事業について

小学校就学後の放課後の過ごし方について

子育て支援対策について

小学校就学後の放課後の過ごし方について

宿泊を伴う一時預かり事業について


