
小学生用

国の調査票
様式例

前回調査

問１ 　あなたの性別を教えてください。 有 有

問２ 　あなたの生まれた年と月を教えてください。 有

問３ 　あなたは週にどのくらい、食事をしていますか。 有

問４ 　あなたは、ふだん(月曜日～金曜日)、ほぼ同じ時間に寝ていますか 有

問５ 　あなたがふだん起きる時間・家に帰る時間・寝る時間を教えてください。 有

問６ 　あなたは、週にどのくらい、お風呂（シャワーのみの場合も含む）に入りますか。 有

問７
　あなたは、次のことをどのくらいしていますか。近いものを選んでください。
『家いえの手伝てつだいをする』など

有

問８ 　あなたは、毎日の生活でどのようなときに楽しいと思いますか。 有

問９ 　学校は楽しいですか。 有

問10 　あなたは、ふだん学校が終わった後、どこで過ごしていますか。 有

問11 　あなたは、ふだん学校が終わった後、だれと過ごしますか。 有

問12 　あなたは、ふだん学校の授業以外で、どのように勉強をしていますか。 有

問13 　あなたは、ふだん学校の授業以外に、１日あたりどれくらいの時間勉強をしますか。 有 有

問14 　あなたは、学校の授業がわからないことがありますか。 有 有

問15
問14で「教科によってはわからないことがある」「わからないことが多い」「ほとんどわか

らない」と答えた人にお聞きします。いつごろから、授業がわからないことがあるようになり
ましたか。

問16

あなたは、学校の授業以外の時間に、次の活動をどのくらいしていますか。近いものを選ん
でください。
（１）スポーツ・運動（学校のクラブ活動、習い事を含む）
（２）文化活動（学校のクラブ活動、習い事、美術館や博物館などに行くことを含む）
（３）読書（教科書、参考書、マンガ、雑誌などは含まない）
（４）地域の活動（子ども会、自治会のイベントなど）

有 有

問17 　あなたの体の調子はいかがですか。 有

問18

　あなたはよく次の状態になることがありますか。
１．眠れない ２．よく頭が痛くなる　３．不安な気持ちになる ４．よくお腹が痛くなる
５．まわりが気になる ６．やる気が起きない ７．イライラする ８．特に気になるところは
ない　９．その他（　　　　　　　　　　　　　　） 10．わからない

有

問19 　あなたは、家族のことなどで困っていることや嫌なことはありますか。 有

問20 　あなたは、家族以外のことで困っていることや嫌なことはありますか。 有

問21
あなたに困っていることや悩みごとがあるとき、あなたが相談できると思う人はだれです

か。
有 有

問22
全体として、あなたは最近の生活に、どのくらい満足していますか。「0」（まったく満足し

ていない）から「10」（十分に満足している）の数字で答えてください。
有

問23

　新型コロナウイルス感染症の拡大により、あなたの生活はどのように変わりましたか。
１．学校の授業以外で勉強する時間
２．学校の授業がわからないと感じること
３．地域のクラブ活動や学校の部活動で活動する回数
４．食事を抜く回数
５．夜遅くまで起きている回数
６．親以外の大人や友達と話をすること
７．イライラや不安を感じたり、気分が沈むこと

有

問24

　あなたには、次のようなともだちはいますか。
１．難しいことにも一緒に頑張って乗り越えようとするともだち
２．困ったことがあるとお互いに助け合えるともだち
３．何でも相談し合えるともだち

有

問25

　あなたに、次のことをしてくれる人はだれですか。
（１）勉強やスポーツなどでがんばったときにほめてくれる
（２）あなたのことを大切にしてくれる
（３）あなたの長所も短所もよくわかってくれている
（４）悩みや困ったことがあると助けてくれる
（５）わからないことがあると教えてくれる
（６）まちがったことをすると叱ったり、注意してくれる

有

今回の調査票の質問項目案

今回調査における質問項目案の国調査票例・前回調査との比較



問26

次のことについて、あなたがふだん考えていることを教えてください。（そう思う、どちら
かというとそう思う、どちらかというとそう思わない、そうは思わない　から）
（１）自信を持って行動したり、人と関わることができる
（２）自分の考えをはっきり相手に伝えることができる
（３）自分で何かをやりとげ、うれしかったことがある
（４）自分の将来について、夢や目標がある
（５）将来のためにも、今、がんばりたいと思う
（６）将来、一生懸命働きたいと思う

有

問27

　あなたは、将来、どの学校に進学したいですか。
１．中学
２．中学、高校
３．中学、高校、専門学校
４．中学、５年制の高等専門学校
５．中学、高校、短大
６．中学、高校（または５年制の高等専門学校）、大学
７．中学、高校（または５年制の高等専門学校）、大学、大学院
８．その他
９．まだわからない

有 有

問28 　前の質問でそう答えた場合、その理由を答えてください。 有

問29
あなたの家や学校以外の場所で、気をつかわずに過ごせる場所があれば、利用したいと思い

ますか。
有 有

問30 　毎日の生活で感じていることを自由に書いてください。 有



小学生用

質問項目 採用しなかった理由

あなたの成績は、クラスの中でどのくらいだと思いますか。
計画への反映が難しいと
判断したため

地域のスポーツクラブや学校の部活動に「２ 参加していない」と答えた人にお聞きします。参加していない
理由は何ですか。

計画への反映が難しいと
判断したため

以下のそれぞれの質問について、「あてはまらない」「まああてはまる」「あてはまる」のどれかで回答して
ください。
１．私は、他人に対して親切にするようにしている。
２．私は、他人の気持をよく考える
３．私は、よく頭やお腹がいたくなったり、気持ちが悪くなったりする
４．私は、他の子供たちと、よく分け合う（食べ物・ゲーム・ペンなど）。
５．私は、たいてい一人でいる。だいたいいつも一人で遊ぶか、人と付き合うことを避ける。
６．私は、心配ごとが多く、いつも不安だ。
７．私は、誰かが心を痛めていたり、落ち込んでいたり、嫌な思いをしているときなど、すすんで助ける
８．私は、仲の良い友だちが少なくとも一人はいる。
９．私は、落ち込んでしずんでいたり、涙ぐんだりすることがよくある。
１０．私は、同じくらいの年齢の子供からは、だいたいは好かれている。
１１．私は、新しい場面に直面すると不安になり、自信をなくしやすい。
１２．私は、年下の子供たちに対してやさしくしている。
１３．私は、他の子供から、いじめられたり、からかわれたりする。
１４．私は、自分からすすんでよくお手伝いをする（親・先生・他の子供たちなど）
１５．私は、他の子供たちより、大人といる方がうまくいく。
１６．私は、こわがりで、すぐにおびえたりする。

計画への反映が難しいと
判断したため

あなたは今までに、以下のa~hのようなことがありましたか。あてはまる個数を答えてください。
ａ　一緒に住んでいる大人から、あなたの悪口を言い立てられる、けなされる、恥をかかされる、または、身
体を傷つけられる危険を感じるようなふるまいをされることがよくある。
ｂ　一緒に住んでいる大人から、押される、つかまれる、たたかれる、物を投げつけられるといったことがよ
くある。または、けがをするほど強くなぐられたことが一度でもある。
ｃ　家族のだれからも愛されていない、大切にされていない、支えてもらえていないと感じることがある。
ｄ　必要な食事や衣服を与えられなかったり、自分を守ってくれる人はだれもいないと感じることがある。
ｅ　両親が、別居または離婚をしたことが一度でもある。
ｆ　一緒に住んでいる家族が、だれかに押されたり、つかまれたり、けられたりしたことがよくある、また
は、くり返しなぐられたり、刃物などでおどされたことが一度でもある。
ｇ　一緒に住んでいる人に、お酒を飲んだり麻薬などで自身の生活や人間関係を損なうようなふるまいをした
人がいる。
ｈ　一緒に住んでいる人に、うつ病やその他の心の病気の人、または自殺しようとした人がいる。

計画への反映が難しいと
判断したため

『学童保育』や『子ども食堂』、『勉強を無料でみてくれる場所』、『何でも相談できる場所』を１つでも
「利用したことがある」と答えた方にお聞きします。そこを利用したことで、以下のような変化がありました
か。
１　　友だちが増えた
２　　気軽に話せる大人が増えた
３　　生活の中で楽しみなことが増えた
４　　ほっとできる時間が増えた
５　　栄養のある食事をとれることが増えた
６　　勉強がわかるようになった
７　　勉強する時間が増えた
８　　その他
９　　特に変化はない

計画への反映が難しいと
判断したため

質問項目案に記載の無い国の調査票様式例の質問項目



中学生用

国の調査票
様式例

前回調査

問１ あなたの性別を教えてください。（○は１つ） 有 有

問２ あなたの生まれた年と月を教えてください。 有

問３ あなたは週にどのくらい、食事をしていますか。 有

問４ あなたは、ふだん(月曜日～金曜日)、ほぼ同じ時間に寝ていますか。 有

問５ 今のあなたの状況について教えてください。 有

問６ あなたがふだんの起きる時間・家に帰る時間・寝る時間を教えてください。 有

問７
あなたは、週にどのくらい、お風呂（シャワーのみの場合も含む）に入りますか。（○は１
つ）

有

問８ あなたは、次のことをどのくらいしていますか。近いものを選んでください。 有

問９
あなたは、毎日の生活でどのようなときに楽しいと思いますか。（あてはまるものすべてに
○）

有

問10 学校（仕事）は楽しいですか。 有

問11 あなたは、ふだん学校（仕事）が終わった後、どこで過ごしていますか。 有

問12 あなたは、ふだん学校（仕事）が終わった後、だれと過ごしますか。 有

問13
学校に行っている方におたずねします。あなたは、ふだん学校の授業以外で、どのように勉
強をしていますか。※勉強には学校の宿題もふくみます。

有

問14
学校に行っている方におたずねします。あなたは、ふだん学校の授業時間以外に、※学校の
宿題をする時間や、塾などでの勉強時間も含みます。

有 有

問15 あなたは、学校の授業がわからないことがありますか。 有 有

問16 いつごろから、授業がわからないことがあるようになりましたか。 有

問17

あなたは、学校の授業や仕事以外の時間に、次の活動をどのくらいしていますか。近いもの
を選んでください。
（１）スポーツ・運動（学校のクラブ活動、習い事を含む）
（２）文化活動（学校のクラブ活動、習い事、美術館や博物館などに行くことを含む）
（３）読書（教科書、参考書、マンガ、雑誌などは含まない）
（４）地域の活動（子ども会、自治会のイベントなど）

有 有

問18 あなたの体の調子はいかがですか。 有

問19

　あなたはよく次の状態になることがありますか。
１．眠れない ２．よく頭が痛くなる　３．不安な気持ちになる ４．よくお腹が痛くなる
５．まわりが気になる ６．やる気が起きない ７．イライラする ８．特に気になるところ
はない　９．その他（　　　　　　　　　　　　　　） 10．わからない

有

問20 あなたは、家族のことなどで困っていることや嫌なことはありますか。 有

問21 あなたは、家族以外のことで困っていることや嫌なことはありますか。 有

問22 あなたは、困っていることや嫌なことがあるとき、だれに相談しますか。 有 有

問23
全体として、あなたは最近の生活に、どのくらい満足していますか。「0」（まったく満足し
ていない）から「10」（十分に満足している）の数字で答えてください。

有

問24

　新型コロナウイルス感染症の拡大により、あなたの生活はどのように変わりましたか。
１．学校の授業以外で勉強する時間
２．学校の授業がわからないと感じること
３．地域のクラブ活動や学校の部活動で活動する回数
４．食事を抜く回数
５．夜遅くまで起きている回数
６．親以外の大人や友達と話をすること
７．イライラや不安を感じたり、気分が沈むこと

有

問25

　あなたには、次のようなともだちはいますか。
１．難しいことにも一緒に頑張って乗り越えようとするともだち
２．困ったことがあるとお互いに助け合えるともだち
３．何でも相談し合えるともだち

有

問26

　あなたに、次のことをしてくれる人はだれですか。
（１）勉強やスポーツなどでがんばったときにほめてくれる
（２）あなたのことを大切にしてくれる
（３）あなたの長所も短所もよくわかってくれている
（４）悩みや困ったことがあると助けてくれる
（５）わからないことがあると教えてくれる
（６）まちがったことをすると叱ったり、注意してくれる

有

今回調査における質問項目案の国調査票例・前回調査との比較

今回の調査票の質問項目案



問27

次のことについて、あなたがふだん考えていることを教えてください。（そう思う、どち
らかというとそう思う、どちらかというとそう思わない、そうは思わない　から）
（１）自信を持って行動したり、人と関わることができる
（２）自分の考えをはっきり相手に伝えることができる
（３）自分で何かをやりとげ、うれしかったことがある
（４）自分の将来について、夢や目標がある
（５）将来のためにも、今、がんばりたいと思う
（６）将来、一生懸命働きたいと思う

有

問28

　あなたは、将来、どの学校に進学したいですか。
１．中学、高校
２．中学、高校、専門学校
３．中学、５年制の高等専門学校
４．中学、高校、短大
５．中学、高校（または５年制の高等専門学校）、大学
６．中学、高校（または５年制の高等専門学校）、大学、大学院
７．その他
８．まだわからない

有 有

問29 問28で１～７と答えた場合、その理由を答えてください。 有

問30
自分の家や学校（職場）以外の場所で、気をつかわずに過ごせる場所があれば、利用したい
と思いますか。

有 有

問31 毎日の生活で感じていることを自由に書いてください。 有



中学生用

質問項目 採用しなかった理由

あなたの成績は、クラスの中でどのくらいだと思いますか。
計画への反映が難しいと
判断したため

地域のスポーツクラブや学校の部活動に「参加していない」と答えた人にお聞きします。参加していない理由
は何ですか。

計画への反映が難しいと
判断したため

以下のそれぞれの質問について、「あてはまらない」「まああてはまる」「あてはまる」のどれかで回答して
ください。
１．私は、他人に対して親切にするようにしている。
２．私は、他人の気持をよく考える
３．私は、よく頭やお腹がいたくなったり、気持ちが悪くなったりする
４．私は、他の子供たちと、よく分け合う（食べ物・ゲーム・ペンなど）。
５．私は、たいてい一人でいる。だいたいいつも一人で遊ぶか、人と付き合うことを避ける。
６．私は、心配ごとが多く、いつも不安だ。
７．私は、誰かが心を痛めていたり、落ち込んでいたり、嫌な思いをしているときなど、すすんで助ける
８．私は、仲の良い友だちが少なくとも一人はいる。
９．私は、落ち込んでしずんでいたり、涙ぐんだりすることがよくある。
１０．私は、同じくらいの年齢の子供からは、だいたいは好かれている。
１１．私は、新しい場面に直面すると不安になり、自信をなくしやすい。
１２．私は、年下の子供たちに対してやさしくしている。
１３．私は、他の子供から、いじめられたり、からかわれたりする。
１４．私は、自分からすすんでよくお手伝いをする（親・先生・他の子供たちなど）
１５．私は、他の子供たちより、大人といる方がうまくいく。
１６．私は、こわがりで、すぐにおびえたりする。

計画への反映が難しいと
判断したため

あなたは今までに、以下のa~hのようなことがありましたか。あてはまる個数を答えてください。
ａ　一緒に住んでいる大人から、あなたの悪口を言い立てられる、けなされる、恥をかかされる、または、身
体を傷つけられる危険を感じるようなふるまいをされることがよくある。
ｂ　一緒に住んでいる大人から、押される、つかまれる、たたかれる、物を投げつけられるといったことがよ
くある。または、けがをするほど強くなぐられたことが一度でもある。
ｃ　家族のだれからも愛されていない、大切にされていない、支えてもらえていないと感じることがある。
ｄ　必要な食事や衣服を与えられなかったり、自分を守ってくれる人はだれもいないと感じることがある。
ｅ　両親が、別居または離婚をしたことが一度でもある。
ｆ　一緒に住んでいる家族が、だれかに押されたり、つかまれたり、けられたりしたことがよくある、また
は、くり返しなぐられたり、刃物などでおどされたことが一度でもある。
ｇ　一緒に住んでいる人に、お酒を飲んだり麻薬などで自身の生活や人間関係を損なうようなふるまいをした
人がいる。
ｈ　一緒に住んでいる人に、うつ病やその他の心の病気の人、または自殺しようとした人がいる。

計画への反映が難しいと
判断したため

『自分や友人の家以外で、平日の夜や休日を過ごすことができる場所』や『子ども食堂』、『勉強を無料でみ
てくれる場所』、『何でも相談できる場所』を１つでも「利用したことがある」と答えた方にお聞きします。
そこを利用したことで、以下のような変化がありましたか。
１　　友だちが増えた
２　　気軽に話せる大人が増えた
３　　生活の中で楽しみなことが増えた
４　　ほっとできる時間が増えた
５　　栄養のある食事をとれることが増えた
６　　勉強がわかるようになった
７　　勉強する時間が増えた
８　　その他
９　　特に変化はない

計画への反映が難しいと
判断したため

質問項目案に記載の無い国の調査票様式例の質問項目



保護者用

今回の調査票の質問項目案
国の調査
票様式例

前回調査

問1
お子さんとあなたとの関係は、次のどれにあたりますか。お子さんからみた続柄でお答えくだ
さい。

有 有

問2 現在のお住まいの区について教えてください。 有 有

問3
お子さんと同居し、生計を同一にしているご家族の人数（お子さんを含む）を教えてくださ
い。単身赴任中の方は含めないでください。

有 有

問4 お子さんの親の現在の状況を教えてください 。（結婚、離婚、未婚など） 有 有

問5 前問で「離婚」を選んだ場合、離婚相手と子供の養育費の取り決めをしていますか。 有

問6 宛名のお子さんが現在通っている教育・保育施設等を教えてください。 有

問7
問６で「通学していない」と答えた方のみお答えください。宛名のお子さんの最終学歴を教え
てください。

有

問8 宛名のお子さんの健康状態はいかがですか。 有

問9 宛名のお子さんの障害等の有無について教えてください。 有

問10

宛名のお子さんの食事についておたずねします。
（１）お子さんは週にどれくらい朝食をとっていますか。
（２）（１）で「２」（週に３、４日食べる）または「３」（ほとんど食べない）と答えた方
におたずねします。お子さんが朝食をとらない主な理由を教えてください。
（３）お子さんはお休みの日（夏休みなど長いお休みも含む）に昼食をとっていますか。
（４）（３）で「２」（２日に１日くらいは食べる）または「３」（ほとんど食べない）と答
えた方におたずねします。宛名のお子さんが昼食をとらない主な理由を教えてください。
（５）お子さんは週にどれくらい夕食をとっていますか。
（６）（５）で「２」（週に３、４日食べる）または「３」（ほとんど食べない）と答えた方
におたずねします。お子さんが夕食をとらない主な理由を教えてください。
（７）お子さんはおうちの大人と一緒に夕食をとっていますか。
（８）（７）で「２」（週に３、４日食べる）または「３」（ほとんど食べない）と答えた方
におたずねします。お子さんだけで食事をするとき、何をよく食べていますか。
（９）（７）で「２」（週に３、４日食べる）または「３」（ほとんど食べない）と答えた方
におたずねします。お子さんだけで食事をする主な理由を教えてください。

有

問11
宛名のお子さんが学校に行っている方におたずねします。宛名のお子さんの学習の理解度はど
のくらいですか。

有

問12
宛名のお子さんが小学生以上の方におたずねします。宛名のお子さんはこれまで、次のいずれ
かの理由で年間３０日以上学校に行けない状態になったことはありますか。

有

問13 あなたは、宛名のお子さんの進学 について、どこまで 希望 されていますか。 有

問14 お子さんは将来、現実的に見てどの段階まで進学すると思いますか。 有 有

問15
お子さんの進学について、問13と問14が異なる方 におたずねします。その理由について教えて
ください。

有

問16
あなたが宛名のお子さんと一緒に何かをしたり、相手をしたりしている時間は、平日と休日そ
れぞれ１日あたりどれくらいですか。

有

問17 宛名のお子さんのことについて、現在悩んでいることはありますか。 有

問18 宛名のお子さんにとって、現在または将来的に、どのような支援があるとよいと思いますか。 有

問19 お子さんの親の最終学歴（卒業した学校）は次のうちどれですか。 有 有

問20

あなたとあなたの配偶者は、次のような経験をしたことがありますか。
１．両親が離婚した（未婚も含む）
２．成人する前に母または父が亡くなった
３．成人する前の生活は経済的に困っていた
４．親から虐待されていたことがある
５．親と疎遠になっている（なっていた）
６．親の介護が負担となっている（なっていた）
７．いずれも経験したことがない

有

問21 お子さんの親の就労状況について、あてはまるものを回答してください。 有 有

問22
現在、仕事をしている方におたずねします。あなたとあなたの配偶者は、現在、複数の仕事を
掛け持ちしていますか。

有
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問23

現在、仕事をしている方におたずねします。あなたとあなたの配偶者の現在の仕事の勤務時間
などについて教えてください。複数の仕事をお持ちの方は、その仕事を含めて教えてくださ
い。
(1) １週間あたりの平均就業時間
(2) 仕事のため家を出る時間
(3) 仕事からの帰宅時間
(4) 土曜日の出勤
(5) 日曜日の出勤
(6) 祝日の出勤

有

問24
問21で「５」（働いていない）と答えた方におたずねします。
あなたとあなたの配偶者は、今、働きたいと思いますか。

有

問25
問21で「５」（働いていない）と答えた方におたずねします。
働いていない最も主な理由を教えてください。

有 有

問26
問24で「２」（今は働けないがそのうち働きたい）、「３」（働きたいと思わない）と答えた
方におたずねします。どのような状況になれば働きたい（働く）と思いますか。

有

問27 あなたの世帯で収入のある方の人数を教えてください。人 有

問28

あなたの世帯では、昨年１年間（平成28年1月1日～12月31日の期間）で、次のような所得はあ
りますか。
１．児童手当　２．就学援助制度　３．児童扶養手当　４．障害や難病の手当
５．生活保護　６．公的年金（老齢年金）７．公的年金（遺族年金、障害年金）
８．雇用保険（失業保険）　９．元配偶者からの養育費 10. 該当なし

有 有

問29
あなた、あなたの配偶者、世帯の昨年（平成28年）の年収と可処分所得（手取り）は大体いく
らですか。

有 有

問30

あなたの世帯では、次のような借入金はありますか。
１．住宅の新築・増築や土地の購入に関する借入金
２．車の購入に関する借入金
３．子どもの教育に関する借入金（返済が必要な奨学金も含む）
４．あなたやあなたの配偶者の教育や就労に関する借入金
５．生活必需品に関する借入金
６．趣味や娯楽に関する借入金
７．その他
８．借入金はない

有

問31
問30で「１」から「７」に〇をつけた方におたずねします。その借入金は、どこで借りていま
すか。

有

問32
あなたの世帯では、過去１年間に、以下の料金について、経済的な理由で未払いになったこと
がありましたか。
１．電気料金　２．ガス料金　３．水道料金

有 有

問33 あなたは、現在の暮らしの状況をどのように感じていますか。 有 有

問34
あなたの世帯では、過去１年の間に、お金が足りなくて、家族が必要とする食料が買えないこ
とがありましたか。ただし、嗜好品は含みません。

有

問35
あなたの世帯では、過去１年の間に、お金が足りなくて、家族が必要とする衣服が買えないこ
とがありましたか。ただし、高価な衣服や貴金属・宝飾品は含みません。

有

問36

次の(1)～(6)の質問について、この１か月間のあなたの気持ちはどのようでしたか。
(1) 神経過敏に感じた
(2) 望的だと感じた
(3) そわそわ、落ち着かなく感じた
(4) 気分が沈み込んで、何が起こっても気が晴れないように感じた
(5) 気分が沈み込んで、何が起こっても気が晴れないように感じた
(6) 自分は価値のない人間だと感じた

有

問37 あなたとあなたの配偶者の現在の健康状態はいかがですか。 有

問38
あなたは、不安やイライラなどの感情を子どもに向けてしまうことがありますか。（○は１
つ）

有

問39 あなたには、ストレスを解消する趣味や機会がありますか。 有

問40

新型コロナウイルス感染症の拡大により、あなたの生活はどのように変わりましたか。
(1) 世帯全体の収入の変化
(2) 生活に必要な支出の変化
(3) お金が足りなくて、必要な食料や衣服を買えないこと
(4) お子さんと話をすること
(5) 家庭内で言い争ったり、もめごとが起こること
(6) あなた自身がイライラや不安を感じたり、気分が沈むこと

有



問41

あなたの地域との交流、活動状況についておたずねします。（積極的にしている　ときどき
している ほとんどしていない）
(1) 自治会活動、子ども会活動、ＰＴＡ活動
(2) 地域のスポーツ・文化活動
(3) 上記以外の地域活動

有

問42 あなたには心おきなく相談できる人はいますか。 有 有

問43
問42で「１」（相談できる相手がいる）、「２」（相談相手がいないので、ほしい）と答えた
方におたずねします。相談相手は誰ですか。また誰に相談したいですか。

有

問44
あなたのご家庭では、以下の支援制度をこれまでに利用したことがありますか。
(1)就学援助  (2)生活保護 (3)生活困窮者の自立支援相談窓口
(4)児童扶養手当  (5)母子家庭等就業・自立支援センター

有

問45 あなたが現在必要としていること、重要だと思う支援等はどのようなものですか。 有

問46 あなたが、必要な支援を受けられるようにするために重要だと思うことを教えてください。 有

問47 あなたは、子育てに関する情報をどこから手に入れますか。 有

問48 毎日の生活で感じていることを自由にお書きください。 有



保護者用

質問項目 採用しなかった理由

お子さんの親の現在の年齢についてお答えください。
計画への反映が難しいと
判断したため

お子さんのご家族のうち、現在単身赴任中の方はいらっしゃいますか。
計画への反映が難しいと
判断したため

ご家庭ではどれくらい、日本語以外の言語を使用していますか。
計画への反映が難しいと
判断したため

お子さんが０～２歳の間に通っていた教育・保育施設等で最も主なもの（期間が長いもの）
をお答えください。

計画への反映が難しいと
判断したため

お子さんが３～５歳の間に通っていた教育・保育施設等で最も主なもの（期間が長いもの）
をお答えください。

計画への反映が難しいと
判断したため

あなたとお子さんの関わり方について、次のようなことにどれくらい当てはまりますか。
a) テレビ・ゲーム・インターネット等の視聴時間等のルールを決めている
b) お子さんに本や新聞を読むように勧めている
c) お子さんが小さいころ、絵本の読み聞かせをしていた
d) お子さんから、勉強や成績のことについて話をしてくれる

計画への反映が難しいと
判断したため

あなたは、次のようなことをどの程度していますか。
a)授業参観や運動会などの学校行事への参加
b)ＰＴＡ活動や保護者会、放課後学習支援等のボランティアなどへの参加

計画への反映が難しいと
判断したため

あなたは次に挙げる事柄で頼れる人はいますか。
a) 子育てに関する相談
b) 重要な事柄の相談
c) いざという時のお金の援助

計画への反映が難しいと
判断したため

保護者用

質問項目 採用しなかった理由

問５で「９」 通学していない と答えた方のみお答えください。 宛名のお子さんの就業等の状況を
教えてください。

「９」（通学していない）
と答えた方を限定した分析
が必要ないと考えたため

質問項目案に記載の無い国の調査票様式例の質問項目

質問項目案に記載が無いが、前回あった質問項目


