
項目 設問内容

1 子どもの生年月・国籍

2 兄弟の数、末子の生年月

3 居住地域

4 居住年数

5 回答者の続柄

6 両親の状況

7 子育てを主に行う人

8 世帯の収入

9 日頃子どもを見てもらえる親族・知人

9 -1 親族に子どもを見てもらう状況

9 -2 友人・知人に子どもを見てもらう状況

10 (1) 母親の就労状況

10 (1)-1 母親の就労日数・就労時間

10 (1)-2 母親の家を出る時刻・帰宅時刻

10 (2) 父親の就労状況

10 (2)-1 父親の就労日数・就労時間・就労形態

10 (2)-2 父親の家を出る時刻・帰宅時刻

11 (1) 母親の就労の転換希望

11 (2) 父親の就労の転換希望

12 (1) 母親の就労希望

12 (2) 父親の就労希望

13 (1) 母親の育児休業の取得状況、取得していない理由

13 (2) 父親の育児休業の取得状況、取得していない理由

13 -1 育児休業給付、保険料免除の認知度

13 -2 育児休業が3歳まで取得可能であった場合

13 -3 育児休業後の職場復帰の状況、復帰の時期

13 -4 育児休業後の職場復帰までの期間（実際／希望）

13 -5(1) 希望時に職場復帰しなかった理由－希望より早く復帰した理由

13 -5(2) 希望時に職場復帰しなかった理由－希望より遅く復帰した理由

13 -6 短時間勤務制度の利用の有無

13 -7 短時間勤務制度を利用しなかった理由

施設を選択する際に考慮する点 14 選択する際に考慮する点

15 定期的な教育・保育の事業の利用の有無

16 定期的に利用している事業

16 -1 現在定期的に利用している事業の頻度・時間

16 -2 現在定期的に利用している事業の場所

16 -3 利用している理由

16 -4 利用したい事業・理由・頻度

16 -5 第一希望の利用したい事業

16 -6 定期的な教育・保育事業に加えて利用している事業

16 -7 定期的な教育・保育事業に加えて最も利用している事業の内容、頻度

16 -8 定期的な教育・保育事業に加えて今後利用したい事業

16 -9 定期的な教育・保育事業に加えて最も利用したい事業の頻度

17 利用していない理由

18 幼稚園の利用への強い希望

新宿区次世代育成支援に関する調査　項目一覧

家族の状況

子どもの育ちをめぐる環境

問No.

■就学前児童保護者（ア）

保護者の就労状況

職場の両立支援制度

平日の定期的な教育・保育事

業の利用状況

資料１－３



項目 設問内容問No.

19 無償化実施後に定期的に利用したいと考える事業

19 -1 無償化実施後に利用を希望する理由

19 -2 無償化実施後に教育・保育事業を利用したい場所

20 (1) 土曜日の利用希望・頻度

20 (2) 日曜・祝日の利用希望・頻度

20 -1 毎週ではなく、たまに利用したい理由

21 幼稚園利用者の長期休暇中の利用希望・利用したい時間帯

21 -1 毎日ではなく、たまに利用したい理由

22 病気で教育・保育事業が利用できなかったことの有無

22 -1 対処方法、日数

22 -2 病児・病後児のための保育施設等の利用希望・頻度

22 -3 利用の希望はあったが、利用しなかった理由

22 -4 希望する病児・病後児のための保育施設等の事業形態

22 -5 利用したいと思わない理由

22 -6 仕事を休み子どもを看たいと思ったか

23 不定期に利用している事業の状況・頻度

23 -1 利用していない理由

24 不定期に利用したい事業の有無・利用希望日数

24 -1 希望する不定期の教育・保育事業の形態

25 泊りがけで家族以外に看てもらう必要があったかとその際の対処方法・日数

26 地域子育て支援事業の利用状況・頻度

26 -1 地域子育て支援事業の利用を希望する年齢

26 -2 地域子育て支援事業の利用希望回数

27 事業の認知度・利用状況・利用希望

28 放課後の居場所はどこが利用しやすいと思うか

29 放課後子どもひろばの認知度

30 低学年の放課後の居場所・頻度

31 高学年の放課後の居場所・頻度

32 (1) 土曜日の学童クラブの利用希望・頻度

32 (2) 日曜・祝日の学童クラブの利用希望・頻度

33 長期休暇中の学童クラブの利用希望・頻度

34 両親の家事・子育てへの関わり方は十分か

34 -1 十分でない理由

35 仕事と子育てを両立するために何が必要か

36 新宿区は子育てしやすいまちか

36 -1 そう思う理由

36 -2 そう思わない理由

37 今後も新宿区で子育てをしていきたいか

37 -1 そう思う理由

38 子育てを楽しいと感じるか

39 子育てがつらいと感じるか

40 子育てに関して悩んでいることの有無

41 子育てについて相談できる人や場所の有無

41 -1 気軽に相談できる先

42 子育てに関する役立った情報の提供元

43 区の子育て支援サービスをどのように知りたいか

44 安心して子育てするための地域で必要な取組

45 子どもを育てやすい社会に必要だと考えられること

46 子育ての環境や支援に関する自由意見

地域での子育て支援、子育て

全般について

子育てと仕事の関わり方

新宿区の子育て環境

不定期の教育・保育事業／宿

泊を伴う一時預かり等

小学校就学後の放課後の過ご

し方

幼児教育・保育事業の無償化

実施後の利用希望

土曜・休日や長期休暇中の定

期的な教育・保育事業の利用

希望

病気の際の対応

地域の子育て支援事業の利用

状況



項目 設問内容

1 子どもの学年・国籍

2 兄弟の数、末子の生年月

3 居住地域

4 居住年数

5 回答者の続柄

6 両親の状況

7 子育てを主に行う人

8 世帯の収入

9 日頃子どもを見てもらえる親族・知人

9 -1 親族に子どもを見てもらう状況

9 -2 友人・知人に子どもを見てもらう状況

10 (1) 母親の就労状況

10 (1)-1 母親の就労日数・就労時間

10 (1)-2 母親の家を出る時刻・帰宅時刻

10 (2) 父親の就労状況

10 (2)-1 父親の就労日数・就労時間・就労形態

10 (2)-2 父親の家を出る時刻・帰宅時刻

11 (1) 母親の就労の転換希望

11 (2) 父親の就労の転換希望

12 (1) 母親の就労希望

12 (2) 父親の就労希望

13 (1) 母親の育児休業の取得状況、取得していない理由

13 (2) 父親の育児休業の取得状況、取得していない理由

13 -1 育児休業給付、保険料免除の認知度

13 -2 育児休業後の職場復帰の状況、復帰の時期

13 -3 育児休業後の職場復帰までの期間（実際／希望）

13 -4 児休業が3歳まで取得可能であった場合

13 -5(1) 希望時に職場復帰しなかった理由－希望より早く復帰した理由

13 -5(2) 希望時に職場復帰しなかった理由－希望より遅く復帰した理由

13 -6 短時間勤務制度の利用の有無

13 -7 短時間勤務制度を利用しなかった理由

14 放課後の居場所はどこが利用しやすいと思うか

15 低学年の放課後の居場所・頻度

16 高学年の放課後の居場所・頻度

17 (1) 土曜日の学童クラブの利用希望・頻度

17 (2) 日曜・祝日の学童クラブの利用希望・頻度

18 長期休暇中の学童クラブの利用希望・頻度

19 放課後子ども広場の利用時間が拡大された場合の利用意向

宿泊を伴う一時預かりの利用 20 泊りがけで家族以外に看てもらう必要があったかとその際の対処方法・日数

21 両親の家事・子育てへの関わり方は十分か

21 -1 十分でない理由

22 仕事と子育てを両立するために何が必要か

子育てと仕事への関わり方

保護者の就労状況

職場の両立支援制度

小学校就学後の放課後の過ご

し方

家族の状況

子どもの育ちをめぐる環境

■小学生保護者（イ）

問No.



項目 設問内容問No.

23 新宿区は子育てしやすいまちか

23 -1 そう思う理由

23 -2 そう思わない理由

24 今後も新宿区で子育てをしていきたいか

24 -1 そう思う理由

25 子育てを楽しいと感じるか

26 子育てがつらいと感じるか

27 子育てに関して悩んでいることの有無

28 子育てについて相談できる人や場所の有無

28 -1 気軽に相談できる先

29 子育て支援サービス、公的支援の利用状況

30 小中学生支援施策ガイドを知っているか

30 -1 小中学生支援施策ガイドは手元にあるか

30 -2 小中学生支援施策ガイドを知らない理由

31 子育てに関する役立った情報の提供元

32 区の子育て支援サービスや相談窓口の情報をどのように得たいか

33 安心して子育てするための地域で必要な取組

34 子どもを育てやすい社会に必要だと考えられること

35 子育ての環境や支援に関する自由意見

新宿区の子育て環境

地域での子育て支援、子育て

全般について



項目 設問内容

1 学年と性別・国籍

2 家族構成

3 一緒に住んでいる家族の人数

4 居住地区

5 父母の就労状況

6 放課後や休日にどこで過ごすことが多いか

7 放課後や休日を過ごす場所としてあると良いもの

8 友人が何人くらいいるか

8 -1 一番仲が良い友人

9 普段、家族とどの程度会話をするか

9 -1 一番話す家族は誰か

10 一緒に住んでいる大人にしてほしい（してほしくない）こと

11 家の手伝いをするか

12 塾・習い事に通っているか

13 毎日の生活が楽しいか

14 自己肯定感の状況

15 今まででつらいと思ったとき

16 (1) 自分で決めたいと思うこと

16 (2) どの程度自分で決めているか

17 学校の授業の理解度

18 勉強がわからない時に教えてもらう人

19 学校の授業以外に勉強する時間

20 学校に行きたくないと感じることがあるか

20 -1 実際に休んだことが有るか

21 学校の友達のことなどで悩んだり困ったりするか

21 -1 どのようなことで悩んだり困ったりするか

21 -2 悩んだり困ったりしたときに誰かに相談するか

22 相談したいことや聞いてほしいことを気軽に聞ける人

23 平日に朝夕食を食べるか

24 休日・長期休業期間中に昼食を食べるか

25 食事で大切だと考えていること

26 ダイエットをしているか

27 生活リズム（起床・就寝・入浴）

28 スマホの所有状況

28 -1 メール、LINE等、動画視聴等の時間

28 -2 親から使用時間を注意されるか

28 -3 ネットトラブルの経験

28 -4 被害を誰かに相談したか

28 -5 ネットをする際に気を付けていること

29 近所の人とあいさつや話をするか

30 学校以外で行われる区や地域のイベントへの参加の頻度

30 -1 参加しない理由

将来について 31 将来の目標、就きたい職業の有無

インターネッ

ト等の利用に

ついて

近所の人や地

域との関わり

方について

学校や勉強に

ついて

食事や健康に

ついて

日常生活につ

いて

■小学５・６年生（ウ）

問No.

回答者と家族

の状況



項目 設問内容問No.

32 外出する際に不安なことがあるか

32 -1 どのような不安か

33 新宿区が好きか

33 -1 好きな理由

33 -2 嫌いな理由

34 大人になっても新宿区に住みたいか

35 自由意見

新宿区につい

て

生活の安全・

安心について



項目 設問内容

1 回答者の続柄

2 子どもの学年、国籍

3 居住地区

4 両親の同居・就労状況

5 世帯の収入

6 同居家族

7 同居家族人数

8 子どもの身の回りの世話をする人はだれか

9 子どもの放課後や休日に過ごす場所

10 どのような場所があれば良いか

11 普段の子どもとの会話の程度

11 -1 会話の内容

12 塾や習い事に通わせているか

12 -1 通わせていない理由

13 子どもは家の手伝いをしているか

14 平日の子どもの朝夕食摂取状況

15 休日の昼食の摂取状況

16 食事をする際に大切にしていること

17 子どもはダイエットをしているか

18 子どもの生活リズム（起床・就寝・入浴）

19 誰が妊娠・避妊、性感染症、薬物等について教えた方が良いと思うか

19 -1 いつ教えるのが良いか

19 -2 性教育をしたか、これからしようと思っているか

20 家で勉強を教えることがあるか

21 子どもの学校以外での勉強時間

22 学校に行きたがらないことがあるか

22 -1 実際に休んだことが有るか

23 学校生活に対する不安、悩んだり困ったりすること

24 子どもはインターネットを利用しているか

25 スマホの所有状況・希望、ネットの利用の有無

25 -1 メール、LINE等、動画視聴等の時間

26 (1) スマホ等ネット利用での心配

26 (2) 実際にあったか

27 ネットをする際に気を付けるよう教えていること

28 フィルタリングの状況

29 近隣とのつきあいの程度

30 近隣に子どもにあいさつをする人がいるか

31 地域で子育て支援をする活動に参加したいか

32 子どもの外出に際し不安なことがあるか

32 -1 どのような不安か

33 子どもが安心して暮らすために必要なこと

34 自由意見

学校や勉強に

ついて

インターネッ

ト等の利用に

ついて

生活の安全・

安心について

近所の人や地

域との関わり

方について

■小学５・６年生保護者（エ）

問No.

回答者と家族

の状況

子どもの日常

生活

子どもの食事

や健康等の基

本的な生活習

慣



項目 設問内容

1 学年と性別・国籍

2 家族構成

3 一緒に住んでいる家族の人数

4 居住地区

5 父母の就労状況

6 放課後や休日にどこで過ごすことが多いか

7 放課後や休日を過ごす場所としてあると良いもの

8 友人が何人くらいいるか

8 -1 一番仲が良い友人

9 普段、家族とどの程度会話をするか

9 -1 一番話す家族は誰か

10 一緒に住んでいる大人にしてほしい（してほしくない）こと

11 家の手伝いをするか

12 塾・習い事に通っているか

13 毎日の生活が楽しいか

14 自己肯定感の状況

15 今まででつらいと思ったとき

16 (1) 自分で決めたいと思うこと

16 (2) どの程度自分で決めているか

17 学校の授業の理解度

17 -1 いつ頃からわからなくなったか

18 勉強がわからない時に教えてもらう人

19 学校の授業以外に勉強する時間

20 学校に行きたくないと感じることがあるか

20 -1 実際に休んだことがあるか

21 学校の友達のことなどで悩んだり困ったりするか

21 -1 どのようなことで悩んだり困ったりするか

21 -2 悩んだり困ったりしたときに誰かに相談するか

22 相談したいことや聞いてほしいことを気軽に聞ける人

23 平日に朝夕食を食べるか

24 休日・長期休業期間中に昼食を食べるか

25 食事で大切だと考えていること

26 ダイエットをしているか

27 生活リズム（起床・就寝・入浴）

28 妊娠・避妊、性感染症、薬物の情報はどこから知ったか

社会道徳 29 約束を破る、いじめをする等の経験の有無と、いけないと思う程度

30 スマホの所有状況

30 -1 メール、LINE等、動画視聴等の時間

30 -2 親から使用時間を注意されるか

30 -3 ネットトラブルの経験

30 -4 被害を誰かに相談したか

30 -5 ネットをする際に気を付けていること

■中学生（オ）

問No.

回答者と家族

の状況

日常生活につ

いて

学校や勉強に

ついて

インターネッ

ト等の利用に

ついて

食事や健康に

ついて

（保健含む）



項目 設問内容問No.

31 近所の人とあいさつや話をするか

32 学校以外で行われる区や地域のイベントへの参加の頻度

32 -1 参加しない理由

将来について 33 将来の目標、就きたい職業の有無

34 外出する際に不安なことがあるか

34 -1 どのような不安か

35 新宿区が好きか

35 -1 好きな理由

35 -2 嫌いな理由

36 大人になっても新宿区に住みたいか

37 自由意見

近所の人や地

域との関わり

方について

生活の安全・

安心について

新宿区につい

て



項目 設問内容

1 回答者の続柄

2 子どもの学年、国籍

3 居住地区

4 両親の同居・就労状況

5 世帯の収入

6 同居する家族

7 同居家族人数

8 子どもの身の回りの世話をする人はだれか

9 子どもの放課後や休日に過ごす場所

10 どのような場所があれば良いか

11 普段の子どもとの会話の程度

11 -1 会話の内容

12 塾や習い事に通わせているか

12 -1 通わせていない理由

13 子どもは家の手伝いをしているか

14 平日の子どもの朝夕食摂取状況

15 休日の昼食の摂取状況

16 食事をする際に大切にしていること

17 子どもはダイエットをしているか

18 子どもの生活リズム（起床・就寝・入浴）

19 誰が妊娠・避妊、性感染症、薬物等について教えた方が良いと思うか

19 -1 いつ教えるのが良いか

19 -2 性教育をしたか、これからしようと思っているか

20 家で勉強を教えることがあるか

21 学校の授業以外での子どもの勉強時間

22 学校に行きたがらないことがあるか

22 -1 実際に休んだことが有るか

23 学校生活に対する不安、悩んだり困ったりすること

24 子どもはインターネットを利用しているか

24 -1 スマホの所有状況

24 -2 メール、LINE等、動画視聴等の時間

24 -3(1) スマホ等ネット利用での心配

24 -3(2) 実際にあったか

24 -4 ネットをする際に気を付けるよう教えていること

24 -5 フィルタリングの状況

25 近隣とのつきあいの程度

26 近隣に子どもにあいさつをする人がいるか

27 地域で子育て支援をする活動に参加したいか

28 子どもの外出に際し不安なことがあるか

28 -1 どのような不安か

29 子どもが安心して暮らすために必要なこと

■中学生保護者（カ）

問No.

回答者と家族

の状況

子どもの日常

生活

子どもの食事

や健康等の基

本的な生活習

慣

学校や勉強に

ついて

インターネッ

ト等の利用に

ついて

生活の安全・

安心について

近所の人や地

域との関わり

方について



項目 設問内容問No.

30 家事や子育ての関わり方は十分か

30 -1 十分でない理由

31 仕事と子育てを両立するために必要なこと

32 子育てが楽しいか

33 子育てがつらいと思うことがあるか

34 子育てで悩んだり困ったりしていること

35 気軽に相談できる場所があるか

35 -1 それはどこか

36 各種支援・サービスの認知度・利用経験

37 小中学生支援施策ガイドを知っているか

37 -1 小中学生支援施策ガイドは手元にあるか

37 -2 小中学生支援施策ガイドを知らない理由

38 支援の情報をどこから得ているか

39 支援の情報をどこから得たいか

40 子育てしやすい社会に必要なこと

41 新宿は子育てしやすいまちか

41 -1 思う理由

41 -2 思わない理由

42 今後も新宿で子育てをしていきたいか

42 -1 当分、そう思う理由

43 自由意見

新宿区の子育

て環境及び新

宿区について

子育てと仕事

への関わり方

子育て全般に

ついて



項目 設問内容

1 年齢、性別、国籍

2 家族構成

3 一緒に住んでいる家族の人数

4 居住地区

5 平日に何をしているか

6 放課後や仕事終わりに過ごす場所

7 放課後や休日を過ごすのにどのような場所があればよいか

8 友人が何人くらいいるか

8 -1 一番仲が良い友人

9 普段、家族とどの程度会話をするか

9 -1 一番話す家族は誰か

10 一緒に住んでいる大人にしてほしい（してほしくない）こと

11 毎日の生活が楽しいか

12 自己肯定感の状況

13 悩んだり困ったりするか

13 -1 どのようなことで悩んだり困ったりするか

13 -2 悩んだり困ったりしたときに誰かに相談するか

14 悩みなどを気軽に相談できる人

15 相談や情報提供を知っているか

16 今通っている学校・仕事に行きたくないと感じることがあるか

16 -1 実際に休んだことが有るか

17 小中学生のときの経験

18 食事等の摂取状況

19 ダイエットをしているか

20 妊娠・避妊、性感染症、薬物の情報はどこから知ったか

社会道徳 21 約束を破る、いじめをする等の経験の有無と、いけないと思う程度

22 スマホの所有状況

22 -1 メール、LINE等、動画視聴等の時間

22 -2 使用時間についてどう思っているか

23 ネットトラブルの経験

23 -1 被害を誰かに相談したか

24 ネットをする際に気を付けていること

25 近所の人とあいさつや話をするか

26 地域活動に参加したことがあるか

26 -1 参加しない理由

27 学校以外で行われる区や地域のイベントへの参加の頻度

27 -1 参加しない理由

28 将来の目標の有無

29 今後の進路について

30 将来就きたい職業があるか

30 -1 職業を選択するときに重視すること

30 -2 就きたい職業がない理由

■青少年（１５～１７歳）（キ）

問No.

回答者と家族

の状況

食事や健康に

ついて

日常生活や学

校生活につい

て

インターネッ

ト等の利用に

ついて

地域との関わり方

や、授業・仕事以

外の過ごし方につ

いて

将来について



項目 設問内容問No.

31 外出する際に不安なことがあるか

31 -1 どのような不安か

32 新宿区が好きか

32 -1 好きな理由

32 -2 嫌いな理由

33 これからも新宿区に住みたいか

34 自由意見

生活の安全・

安心について

新宿区につい

て



項目 設問内容

1 年齢、性別、国籍

2 家族構成

3 一緒に住んでいる家族の人数

4 居住地区

5 居住年数

6 就労状況

6 -1 フルタイムへの転換希望

6 -2 今後、仕事に就きたいか

7 本人年収

8 生計を立てている人

9 今後、仕事に就きたいか(学生等）

10 友人が何人くらいいるか

10 -1 悩み事を聞いたり、心の支えになる親しい友人はいるか

11 家にいるときにしていること

12 毎日の生活は楽しいか

13 悩んだり困ったりするか

13 -1 どのようなことで悩んだり困ったりするか

13 -2 誰かに相談するか

14 仕事・学校に行きたくないと感じることがあるか

14 -1 実際に休んだことがあるか

15 小中学生のときの経験

16 区の相談窓口を知っているか、利用したことがあるか

16 -1 相談して役立ったこと

17 仕事と生活のバランスについての考え

18 結婚しているか

19 子どもがいるか

20 子どもを育てやすい社会に必要なこと

21 近所の人とあいさつや話をするか

22 地域活動に参加したことがあるか

22 -1 参加しない理由

23 新宿区が好きか

23 -1 好きな理由

23 -2 嫌いな理由

24 これからも新宿区に住みたいか

25 自由意見

地域との関わ

りについて

結婚や子育て

について

新宿区につい

て

日常生活につ

いて

■若者（１８～３９歳）（ク）

問No.

回答者と家族

の状況
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