
新 宿 区 次世 代育 成 支援 に 関 する 調査  

 

～ 調査へのご協力のお願い ～ 

 

 日頃より新宿区政にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

 新宿区では、「子育てしやすいまち」の実現を目指し、平成21年度に策定した「新宿区次世代育

成支援計画（平成22年度～26年度）」に基づき、様々な子育て支援策を実施しています。また、

平成26年度には、新たな「次世代育成支援計画（平成27年度～31年度）」を策定する予定です。 

 この調査は、計画の策定にあたり、区民の皆様の子育てに関する状況やご意見・ご要望等を把握

するために実施するものです。 

調査票については、住民基本台帳の中から中学生のお子さんを無作為に選ばせていただき、その

保護者の方に送付しています。お答えいただいた内容は、すべて統計的に処理し、個々の回答やプ

ライバシーに関わる内容が公表されたり、他の目的に利用されたりすることは一切ありません。 

お忙しいなか恐縮ですが、この調査の趣旨をご理解いただき、ぜひともご協力くださいますよう、

よろしくお願い申し上げます。 

 

   平成25年9月 

新宿区長 中山 弘子 

 

 

～ ご記入にあたってのお願い ～ 

1 特にことわりのある場合以外は、封筒の宛名のお子さんについてご記入ください。 

2 アンケートは、お子さんの保護者の方がご記入ください。 

3 回答は、選択肢の番号を選んで○印をつけていただく場合と、数字などを記入していただく場

合があります。 

4 ご回答の○印の数は、（○はひとつだけ）、（○はいくつでも）などと表示していますので、それ

に合わせてください。また、「その他」を選んだ場合は、その後にある（ ）内に具体的な内容

を記入してください。 

5 設問によって回答していただく方が限られる場合がありますので、ことわり書きや矢印に従っ

て回答してください。特にことわりのない場合は、次の設問に進んでください。 

6 ご記入いただいた調査票は、同封の返信用封筒に入れて10月1６日（水）までにご投函くださ

い。（切手を貼らずにお出しください。住所・氏名を記入する必要はありません。） 

 

【お問い合わせ先】 

新宿区 子ども家庭部 子ども家庭課 企画係 ℡03－5273－4260 

 

 

 

【中学生保護者用】 
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封筒の宛名のお子さんとご家族の状況についてうかがいます 

 

問1 この調査の質問に回答してくださるのはどなたですか。宛名のお子さんからみた関係をお答

えください。（○はひとつだけ） 

1. 母親 2. 父親 3. その他（具体的に：         ） 

 

問2 封筒の宛名のお子さんの学年をご記入ください。 

中学  年生 

 

問3 宛名のお子さんは、何人きょうだいの何番目ですか。 

  人きょうだいの  番目 

※お一人の場合には、1人きょうだいの1番目 

 

問4 宛名のお子さんのお住まいは、どの特別出張所の地域ですか。（〇はひとつだけ） 

※ 地域は封筒の宛名ラベルの右下に記載されています。 

1. 四谷 

6. 戸塚 

2. 箪笥町 

7. 落合第一 

3. 榎町 

8. 落合第二 

4. 若松町 

9. 柏木 

5. 大久保 

10. 角筈・区役所管内 

 

問5 宛名のお子さんのご両親の状況についてうかがいます。それぞれの欄について、あてはまる

ものにひとつずつ○印をおつけください。（〇はそれぞれの欄にひとつずつ） 

 母 親 父 親 

宛名のお子さ

んとの同別居

状況 

1. 一緒に住んでいる 

2. 単身赴任や入院などで別に住ん

でいる 

3. 別居している 

4. 死亡、離婚、未婚などでいない 

1. 一緒に住んでいる 

2. 単身赴任や入院などで別に住ん

でいる 

3. 別居している 

4. 死亡、離婚、未婚などでいない 

就労状況 

1. 正規雇用 

2. パート・アルバイト 

3. 自営業等 

4. 無職・家事 

5. その他（         ） 

1. 正規雇用 

2. パート・アルバイト 

3. 自営業等 

4. 無職・家事 

5. その他（         ） 
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問6 あなたの世帯の一年間の収入の合計額（税込み）はどれくらいですか。土地・家屋・株券な

どの資産売却による収入は除きます。（○はひとつだけ） 

1. 200万円未満 

2. 200万円～300万円未満 

3. 300万円～500万円未満 

4. 500万円～700万円未満 

5. 700万円～1,000万円未満 

6. 1,000万円～1,500万円未満 

7. 1,500万円以上 

8. わからない 

 

問7 ご両親と宛名のお子さん以外に、ご一緒にお住まいの人はいますか。あてはまるものをすべ

て選んで○印をおつけください。なお、続柄は宛名のお子さんからみた関係です。 

（〇はいくつでも） 

1. 祖父母 2. 兄弟姉妹 3. その他（          ） 4. 誰もいない 

 

問8 あなたと宛名のお子さんを含めて同居の家族は何人ですか。 

  人 

 

問9 家庭で宛名のお子さんの身の回りの世話などを主にしている人はどなたですか。なお、続柄

はすべてお子さんからみた関係です。（〇はひとつだけ） 

1. 母親 

2. 父親 

3. 祖父母 

4. 兄・姉 

5. その他の親族 

6. その他（       ） 

 

 

問9－1は、問9で選んだ方（家庭で宛名のお子さんの身の回りの世話などを主にしている方）

の就労状況についてうかがいます。 

問9－1 宛名のお子さんの身の回りの世話などを主にしている人は、現在、就労していますか。

自営業、在宅勤務・内職等も「就労している」に含めてお答えください。 

（〇はひとつだけ）   

1. 就労している 

2. 産休・育休・介護休業中 

3. 以前は就労していたが、現在は就労していない 

4. これまで就労したことはない 

 

問9－2は、問9－1で「3. 以前は就労していたが、現在は就労していない」または「4. これま

で就労したことはない」と答えた方にうかがいます。 

問9－2 就労していない理由は何ですか。（○はひとつだけ） 

1. 働きながら子育てができる適当な仕事がないため 

2. 自分の知識、能力にあう仕事がないため 

3. 家族や親族の理解が得られない等、就労する環境が整っていないため 

4. 就労する必要がないため 

5. その他（                                    ） 

 

 

→（次は問9－2、3へ） 

→（次はＰ.4 問10へ） 
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問9－3も、問9－1で「3. 以前は就労していたが、現在は就労していない」または「4. これま

で就労したことはない」と答えた方にうかがいます。 

問9－3 今後、就労する意思はありますか。（〇はひとつだけ） 

1. 就労する意思がある（すぐにでもまたは1年以内に希望がある） 

2. 就労する意思がある（1年より先に就労したい） 

3. 就労する意思はない 

 

問9－4 現在はどのような状況ですか。（〇はひとつだけ） 

1. 仕事を探している（求職活動中である） 

2. 就労する意思はあるが子どもの世話をしてくれる人が居ないので仕事が探せない 

3. 具体的に就労する予定がある 

4. その他（                                         ） 

5. 特に何もしていない 

 

問9－5 就労希望の形態はどのようなものですか。（〇はひとつだけ） 

1. フルタイムによる就労 

2. パートタイム・アルバイト等による就労 

（週あたり     日・一日あたり        時間） 

 

（問10へ） 
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宛名のお子さんの子育て全般についてうかがいます 

 

問10 あなたは、普段、宛名のお子さんとどの程度会話を交わしていますか。（○はひとつだけ） 

1. よく話をする 

2. どちらかといえば話をする 

3. あまり話をしない 

4. まったく話をしない 

 

問10で、「１. よく話をする」または「２. どちらかといえば話をする」と答えた方にうかがい

ます。 

問10－１ あなたは、普段、宛名のお子さんとどのような話をしていますか。（○は5つまで） 

1. 学校での出来事 

2. 塾、習い事での出来事 

3. 地域活動での出来事 

4. 子どもの友だちのこと 

5. 勉強のこと 

6. 子どもの趣味のこと 

7. 子どもの将来のこと 

8. 好きな異性の友だちのこと 

9. 家族のこと 

10. 子どもが悩んでいること 

11. テレビ番組の話題 

12. インターネット（※）で得た情報 

13. 社会の出来事 

14. その他（                    ） 

※インターネット（パソコン、携帯電話、スマートフォン、ゲーム機器等による） 

 

問11 あなたは子育てが楽しいですか。（〇はひとつだけ） 

1. とても楽しい 

2. まあ楽しい 

3. あまり楽しくない 

4. まったく楽しくない 

 

問12 子育てがつらいと思うことがありますか。（〇はひとつだけ） 

1. いつも思う 

2. ときどき思う 

3. あまり思わない 

4. まったく思わない 

 

問13 子育てに関して悩んでいることがありますか。（〇はいくつでも） 

1. 日常生活のしつけや生活習慣に関する

こと 

2. 子どもの食事や栄養について 

3. 子どもの発達について 

4. 子どもの病気について 

5. 学習・授業の進度のこと 

6. 進路や進学のこと 

7. 子どもの友人関係 

8. 子どもの放課後の居場所 

9. 反抗期であること 

10. おこづかいの金額について 

11. 子どもとの会話が尐ないこと 

12. 子どもとの時間が十分にとれない 

13. 子どもへの接し方がわからない 

14. 性についてどのように伝えたらよいかわ

からない 

15. 子育てが精神的な負担になっている 

16. 子育てに自信がもてない 

17. 子育てで配偶者と意見が合わない 

18. 仕事や自分のことが十分にできない 

19. 子育てについて、まわりからどのように

思われているか気になる 

20. 子育てや青尐年の育成に関する情報が得

にくい 

21. 気軽に相談できる友人・知人がいない 

22. 専門的な相談先がわからない 

23. その他（               ） 

24. 特に悩んでいることはない 
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問14 宛名のお子さんのことで何かわからないことや困ったこと、悩みごとがあるとき、誰に（ど

こに）相談していますか。（〇はいくつでも） 

【公的機関】 

1. 中学校の先生 

2. スクールカウンセラー 

3. スクールコーディネーター 

4. 子ども総合センター、子ども家庭支援

センター 

5. 児童館 

6. 保健センター 

7. 教育センター 

8. 民生・児童委員 

9. 上記以外の公的な相談機関 

（                         ） 

【民間等】 

10. 配偶者（夫・妻） 

11. 父母（子どもの祖父母） 

12. その他の親族 

13. 友人・知人 

14. 子育て仲間 

15. 塾・習い事の先生 

16. かかりつけの医師 

17. 民間の相談機関 

18. 育児書や育児雑誌  

19. インターネット   

20. その他（              ） 

21. 誰にも相談しない 

22. 特に困りごとや悩みごとはない 

 

問15 子育てに関する情報で役立った情報はどこからの情報ですか。（〇はいくつでも） 

【公的機関】 

1. 新宿区公式ホームページ 

2. 新宿区くらしのガイド 

3. 広報しんじゅく 

4. 区立図書館 

5. 地域ポータルサイト「しんじゅくノート」 

6. 新宿はっぴー子育てガイド 

（新宿区が作成している子育て情報誌） 

7. 区立施設などに置いてあるチラシ・パンフレット 

8. 区立施設や町会・自治会などの掲示板の情報 

9. 区や都などの公的な相談機関 

10. 公的機関の医療・健康の専門職（医師、看護師、

助産師、保健師、栄養士、歯科衛生士など） 

【民間等】 

11. 親や子育て経験のある人 

12. 同年代の子どもを持つ子育て仲間との会

話 

13. ブログ・ツイッターなどインターネットを

通じた子育て仲間との情報交換 

14. 民間の子育て情報ホームページ 

15. 新聞 

16. テレビなどの育児情報番組 

17. 育児書や育児雑誌 

18. 民間の相談機関 

19. 民間機関の医療・健康の専門職（医師、看

護師、助産師、保健師、栄養士、歯科衛生

士など） 

20. その他（             ） 

21. 特に役立った情報を得たことはない  

 

保健に関する情報についてうかがいます 
      

問16 「妊娠・避妊」「性感染症」「薬物（大麻、シンナー等）やたばこが身体に不える影響」に

ついて、誰が教え、また、どこから学ぶことがいいと思いますか。(○はいくつでも）) 

1. 学校の授業・教科書 

2. 親 

3. 公的機関(保健センターなど) 

4. インターネット 

5. テレビや雑誌などマスコミ 

6. 先輩・友人 

7. その他（               ） 

8. まだ学ばなくてよい 
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お子さんのインターネット等の利用についてうかがいます 
 

問17 宛名のお子さんはインターネット（パソコン、携帯電話、スマートフォン、ゲーム機器等

により）を利用していますか。（○はひとつだけ） 

1. 利用している 2. 利用していない 3. わからない 

 

問17で、インターネットを「1. 利用している」と答えた方にうかがいます。 

問17－1 お子さんは1日何時間くらい、インターネットでサイトを閲覧していますか。曜日に

よって差があるときは、おおよその平均時間をお答えください。なお、メールやLINE

等の時間は除きます。（○はひとつだけ） 

※LINE：通話やチャットなどが無料で楽しめるコミュニケーション・サービス 

1. 30分未満 

2. 30分～1時間未満 

3. 1時間～2時間未満 

4. 2時間～3時間未満 

5. 3時間～5時間未満 

6. 5時間以上 

7. わからない 

 

問17で、インターネットを「1. 利用している」と答えた方にうかがいます。 

問17－2 お子さんは有害サイト（出会い系サイトやアダルトサイト等）にアクセスして被害にあ

ったことがありますか（○はひとつだけ） 

1. ある 2. ない 3. わからない 

 

問17で、インターネットを「1. 利用している」と答えた方にうかがいます。 

問17－3 お子さんは自分のブログやプロフ、ホームページやＳＮＳのアカウントなどを持って

いますか。（○はひとつだけ） 

※ブログ：個人や数人のグループで運営され、日々更新される日記的なWebサイトの総称 

※プロフ：Web上で自分のプロフィール（自己紹介）を作成して公開するサービス 

※SNS（Social Networking Site）：人と人とのつながりを促進・サポートする、コミュニティ型の

Webサイト 

1. 持っている 2. 持っていない 3. わからない 

 

問18 宛名のお子さんは専用の携帯電話やスマートフォンを持っていますか。（○はひとつだけ） 

1. 持っている 2. 持っていない 3. わからない 

 

 

 

（次は 問18へ） 

問17で「1」と答えた人（次はP.7 問18－4へ） 

問17で「2」または「3」と答えた人（次はP.9 問19へ） 
（次はP.7 問18－1へ） 

http://e-words.jp/w/WebE382B5E382A4E38388.html
http://e-words.jp/w/Web.html
http://e-words.jp/w/E382B5E383BCE38393E382B9.html
http://e-words.jp/w/E382B5E3839DE383BCE38388.html
http://e-words.jp/w/WebE382B5E382A4E38388.html
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問18で、宛名のお子さんが専用の携帯電話やスマートフォンを「1. 持っている」と答えた方に

うかがいます。 

問18－1 お子さんの1ヶ月の携帯電話やスマートフォンの使用料はいくらくらいですか。 

（○はひとつだけ） 

1. 3,000円未満 

2. 3,000円～5,000円未満 

3. 5,000円～8,000円未満 

4. 8,000円～10,000円未満 

5. 10,000円～20,000円未満 

6. 20,000円以上 

7. わからない 

 

問18で、お子さん専用の携帯電話やスマートフォンを「1. 持っている」と答えた方にうかがい

ます。 

問18－2 宛名のお子さんは1日何時間くらい、メールやLINE等を利用していますか。曜日によ

って差があるときは、おおよその平均時間をお答えください。（○はひとつだけ） 

1. 30分未満 

2. 30分～1時間未満 

3. 1時間～2時間未満 

4. 2時間～3時間未満 

5. 3時間～5時間未満 

6. 5時間以上 

7. わからない 

 

問18で、お子さん専用の携帯電話やスマートフォンを「1. 持っている」と答えた方にうかがい

ます。 

問18－3 お子さんは会ったことがない人とメールやLINE等のやりとりをしたことがあります

か。（○はひとつだけ） 

1. ある 2. ない 3. わからない 

 

問17でお子さんがインターネットを「1. 利用している」、または、問18でお子さん専用の携帯

電話やスマートフォンを「1. 持っている」と答えた方にうかがいます。 

問18－4 お子さんが使用するパソコン、携帯電話、スマートフォン、ゲーム機器等には、有害

情報にアクセスできないようにするフィルタリング機能が設定されていますか。 

（それぞれ○はひとつだけ） 

【フィルタリング機能とは】 

インターネット上の有害なサイトを見られないようにするための設定、いわゆる「有

害サイトへのアクセス制限サービス」のこと。 

機器名 設定している 設定していない わからない 持っていない 

① パソコン 1. 2. 3. 4. 

② 携帯電話 1. 2. 3. 4. 

③ スマートフォン 1. 2. 3. 4. 

④ ゲーム機器 1. 2. 3. 4. 

⑤ その他（       ） 1. 2. 3. 4. 
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問17でお子さんがインターネットを「1. 利用している」、または、問18でお子さん専用の携帯

電話やスマートフォンを「1. 持っている」と答えた方にうかがいます。 

問18－5 宛名のお子さんのパソコン、携帯電話、スマートフォン、ゲーム機器等の使用に関し

て困ったことや心配なことはありますか。（〇はいくつでも） 

1. 使用料が高額になること 

2. 公共の場での使用マナーを守れないこと 

3. 勉強がおろそかになること 

4. 家族とのコミュニケーションが尐なくなること 

5. コミュニケーションの力が育たないのではないかということ 

6. 保護者の把握できない交友関係が広がること 

7. いじめをしたりいじめの対象になるのではないかということ 

8. アダルトサイトを見るのではないかということ 

9. 出会い系サイトなどで危険な目にあうのではないかということ 

10. 不当請求などの被害にあうのではないかということ 

11. その他（                       ） 

12. 特にない 
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地域での子育て支援についてうかがいます 

 

問19 あなたは日頃、近所や同じ建物に住んでいる人と、どの程度のお付き合いをしていますか。 

 （〇はひとつだけ） 

1. 家を行き来したり、一緒に出かけたりする付き合いがある 

2. おみやげ等の物のやりとりをする付き合いがある 

3. 立ち話をする程度 

4. 会ったらあいさつをする程度 

5. 顔を知っている程度 

6. 全く顔も知らない 

 

問20 お住まいの近所には、宛名のお子さんに、あいさつをしたり声をかけてくれたりする人が

いますか。（〇はひとつだけ） 

1. いる 2. いない 3. わからない 

 

問21 今までの子育て経験を活かせる場や機会ができたら、子育て支援のボランティアに参加し

たいと思いますか。（〇はひとつだけ） 

1. 参加したい 

2. 参加したくない 

3. 子どもがもう尐し大きくなったら参加したい 

4. その他（            ） 

5. わからない 

 

子どもの放課後の居場所についてうかがいます 

 

問22 学校と家以外で、子どもが放課後を過ごす場所としてどのような場所があればいいと思い

ますか。（〇はいくつでも） 

1. いろいろなスポーツができる体育館や運動場 

2. 安心してゆっくり過ごすことのできる施設 

3. いろいろな活動ができる公園や広場 

4. 音楽鑑賞やバンド活動などができる場所 

5. 静かに勉強できる施設 

6. 子どもから高齢者までいろいろな年齢の人たちと触れ合える施設 

7. ひとりでも気軽に、家族や友達には話せない悩みの相談に行ける場所  

8. 気軽におしゃべりができる場所 

9. ゲームやパソコンができる場所 

10. その他（                                   ） 

11. 特にない 
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子育てと仕事への関わり方についてうかがいます 
 

問23 現在、宛名のお子さんのご両親は、家事や子育てについて、その関わり方は十分だと思い

ますか。母親又は父親のみの場合、該当する欄だけ記載してください。 

    （○はそれぞれひとつだけ） 

 

十分である 
どちらとも 

いえない 
十分ではない 

【母親の関わり方】  

1. 家事 1. 2. 3. 

2. 子育て 1. 2. 3. 

【父親の関わり方】  

1. 家事 1. 2. 3. 

2. 子育て 1. 2. 3. 

 

 

問23で母親または父親の家事や子育てへの関わり方が「3. 十分ではない」と答えた方にうかが

います。 

問23－1 関わり方が十分ではない理由はどのようなことですか。（○はそれぞれ３つまで） 

【母親について】 【父親について】 

1. 仕事が忙しすぎるため 

2. 子育てのための時間短縮や休業制度な

どがない・利用しにくいため 

3. 趣味や自分の個人的な楽しみを大切に

したいため 

4. 子どものことや家庭のことにあまり関

心がないため 

5. 子どもの世話は面倒だと考えているため 

6. 子育てを大切だと思っていないため 

7. 子どもとの接し方がわからないため 

8. 子育てに関する知識や情報が乏しいため 

9. その他

（                 ） 

1. 仕事が忙しすぎるため 

2. 子育てのための時間短縮や休業制度な

どがない・利用しにくいため 

3. 趣味や自分の個人的な楽しみを大切に

したいため 

4. 子どものことや家庭のことにあまり関

心がないため 

5. 子どもの世話は面倒だと考えているため 

6. 子育てを大切だと思っていないため 

7. 子どもとの接し方がわからないため 

8. 子育てに関する知識や情報が乏しいため 

9. その他

（                 ） 

 

問24 仕事と子育てを両立させるためには何が必要と思われますか。（〇はいくつでも） 

1. 家族の協力 

2. 時間単位の育児休業取得など、育児休業制度の充実 

3. 子育て後に再就職できる制度の充実 

4. 労働時間の短縮制度導入 

5. 保育所の整備・充実 

6. 職場の中の意識や理解、協力体制 

7. 親の仕事の形態に合わせた保育施設や保育サービスの充実 

8. その他（                                                                    ） 
 

（次は 問23-1へ） 

（次は 問24へ） 
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宛名のお子さんの学校生活についてうかがいます 
 

問25 宛名のお子さんの学校生活について、どのようなことに丌安や悩みを感じますか。 

                                   （〇はいくつでも） 

1. 子どもが学校の授業についていけないこと 

2. 子どもが学校に通えなくなっていること（不登校等） 

3. 学校で子どもがいじめにあっていないかどうかということ 

4. 学校での問題について担任の先生に相談しづらいこと 

5. スクールカウンセラーやスクール・コーディネーターに相談しづらいこと 

6. 学校での非行防止対策・生活指導が不十分であること 

7. 子どもの学力について 

8. 給食費・教材費などの経済的なこと 

9. 学校の授業を補うための学習塾などの費用のこと 

10. 子どもの学校での問題行動について、どこに相談したらいいかわからないこと 

11. ＰＴＡの役員などの役割が過重なこと 

12. その他（                                   ） 

13. 特にない 

 

生活の安全・安心についてうかがいます 
 

問26 あなたは、宛名のお子さんが外出をするとき、丌安なことがありますか。（○はひとつだけ） 

1. 不安なことがある 

2. 尐し不安なことがある 

3. 不安なことはない →（問27へ） 

 

 

問26-1 お子さんが外出をするとき、どのようなことに丌安を感じますか。（〇はいくつでも） 

1. 歩道や信号がない通りが多く、安全面で心配なこと 

2. 暗い通りや見通しのきかないところが多く、犯罪の被害にあわないか心配なこと 

3. 繁華街などを歩くと、キャッチセールスなど、知らない人に声をかけられること 

4. 大きな地震や災害が起きた時に避難の仕方がわからないこと 

5. まちで困っていても、声をかけてくれたり、助けてくれる人がいないこと 

6. その他（                                     ） 

 

問27 子どもが安心して暮らすために必要なことは何だと思いますか。（〇はいくつでも） 

1. 子どもひとり一人が防犯意識を持つこと 

2. 地域での防犯パトロールをもっといろいろな場所ですること 

3. 防犯カメラや防犯ベルをいろいろな場所に設置すること 

4. 地域ぐるみでの見守り活動を充実すること 

5. 危険な場所を知るため地域安全マップを作ること 

6. 「ピーポ110番のいえ」のような緊急時に逃げ込める家（施設）があること 

7. ゴミ拾いや落書きを消すことなどの活動により街をきれいにすること 

8. 子ども自身が自分の身の安全を守るための防犯講習会に参加すること 

9. 子ども自身が日頃から大きな地震や災害に備えること 

10. その他（                                  ） 

11. わからない 
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子育てしやすい社会についてうかがいます 
 

問28 子どもを育てやすい社会に必要だと考えられることは何ですか。（○は3つまで） 

1. 子育てや子どもの発達などについての不安や悩みの相談支援体制の整備 

2. 児童手当や税金・教育費の軽減など経済的援助 

3. 子育てをしやすい職場づくりのための支援（職場の雰囲気、育児休業制度、労働時間の短

縮等） 

4. 男性も女性も家事・育児に参加する男女共同参画の意識づくり 

5. 保育サービスの充実（待機児童解消、一時保育、延長保育、病児・病後児保育など） 

6. 子どもが安心して放課後を過ごせる居場所づくりの充実（学童クラブ、児童館、放課後子

どもひろば） 

7. 公園や遊び場の充実 

8. 子どもや子育て中の親に対する社会の温かい目 

9. 子どもを遊ばせながら子育て仲間を作ったり、気軽に相談できる場の充実 

10. 子どもが相談できる相談窓口の整備 

11. 学校教育の充実 

12. 小児科・小児歯科などの医療機関情報の提供 

13. 不妊治療や産科の医療機関情報の提供 

14. 妊婦健診の充実 

15. その他（                                           ） 

16. 特にない 
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新宿区の子育て環境についてうかがいます 

 

問29 新宿区は、子育てしやすいまちだと思いますか。（〇はひとつだけ） 

1. 子育てしやすいまちだと思う 

2. 子育てしやすいまちだと思わない 

3. どちらともいえない 

4. その他（         ） 

 

問29－1 「子育てしやすいまちだと思う」理由は何ですか。（〇はいくつでも） 

1. 住環境が良い 

2. 自然環境が良い 

3. 交通機関が便利である 

4. 保育サービスが充実している 

5. 保育園、子ども園、幼稚園などが利用し

やすい 

6. 職場と住居が近い 

7. 公園や児童館など子どもの遊び場が多い 

8. 近所づきあいや地域活動が盛んである 

9. 地域の子育てネットワークができてい

る 

10. 親同士の交流の場がある 

11. 子育てに関する情報を得やすい 

12. 事故や犯罪が尐ない 

13. その他（            ） 

 

問29－2 「子育てしやすいまちだと思わない」理由は何ですか。（〇はいくつでも） 

1. 住環境が良くない 

2. 自然環境が良くない 

3. 交通機関が不便である 

4. 保育サービスが充実していない 

5. 保育園、子ども園、幼稚園などが利

用しづらい 

6. 職場と住居が遠い 

7. 公園や児童館など子どもの遊び場が尐ない 

8. 近所づきあいや地域活動が盛んではない 

9. 地域の子育てネットワークができていない 

10. 親同士の交流の場がない 

11. 子育てに関する情報を得にくい 

12. 事故や犯罪が多く危険を感じる 

13. その他（            ） 

 

問30 今後も、新宿区で子育てをしていきたいと思いますか。（〇はひとつだけ） 

1. ずっと新宿区で子育てをしていきたい 

2. 当分の間は新宿区で子育てをしていきたい 

3. できれば新宿区以外の（都内・都外の）区市町村で子育てをしたい 

4. 近いうちに転出するつもりである 

5. その他（                                               ） 

 

問30－1 「当分の間は新宿区で子育てをしていきたい」と思う理由は何ですか。 

（○はひとつだけ） 

1. 児童館・学校など子育て支援サービスや教育環境が特に良いから 

2. 子育ての利便性は高いが、家賃や地価が高く新宿区内で広い住居は望めないので、 

子どもが大きくなったら転出すると思うから 

3. 子育て支援・教育は充実しているが、子どもの年齢が大きくなると地域の安全面での 

心配が大きくなるから 

4. その他（                                                                ） 

（次は 問30へ） 

（次はP.14 

 問31へ） 

（次はP.14 問31へ） 
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問31 新宿区の子育て支援施策に関するご意見や、その他のご意見・ご要望がありましたら、ご

自由にお書きください。 

   

   

   

   

   

   

   

 

ご協力ありがとうございました。 

同封の返信用封筒に入れて10月1６日（水）までにご投函ください。 


