
新・町田市子どもマスタープランに関するアンケート調査（案）前回からの変更点

番号 アンケート調査票 問番号 設問内容 変更内容 理由等 ページ

未就学児保護者

小学生低学年保護者

小学生高学年保護者

未就学児保護者 ９－１

２ 小学生低学年保護者 ８－１

小学生高学年保護者 ８－１

３ 未就学児保護者 ２０
子育て支援事業の利用状況
について

設問を「子育てひろば事業」の内容に統
一。

「マイ保育園事業」なのか、「子育てひろば
事業」を聞いているのか、分かりにくいた
め整理しました。

１１

未就学児保護者 ２１ １２

小学生低学年保護者 １０ ７

小学生高学年保護者 １０ ７

未就学児保護者 ２２ １２

小学生低学年保護者 １１ ７

小学生高学年保護者 １１ ７

未就学児保護者 ２４・２５ １３

小学生低学年保護者 １３・１４ ８

小学生高学年保護者 １３ ８

６
子どもの育ちをめぐる環境に
ついて

設問中の「家事や子育てを、主に行ってい
る人やそれを補助する人は～」の下線部
分を削除。

選択肢が家事や子育てを、主に行ってい
る人についてしか聞いていないため、削除
しました。

子育ての悩みについて
選択肢に「10．保育コンシェルジュ」「11．
子どもセンター・子どもクラブ」を追加。

相談先を追加しました。

３

子育て支援事業の利用状況
について

「６．市の窓口」「７．ママ友・パパ友などの
友だちや知り合い」「８．保育園・幼稚園等
や学校など」の下線部分及び選択肢を追
加。

情報を得る場所を追加しました。

子育て支援事業の利用状況
について

設問から「母親・両親学級」「乳幼児母性
相談、講習会など」を削除し、「６．ファミ
リー・サポート・センター事業」「７．保育コ
ンシェルジュの保育サービス利用相談」を
追加。

データが既にあるものを削除し、「ファミ
リー・サポート・センター事業」と「保育コン
シェルジュの保育サービス利用相談」を追
加しました。

放課後の過ごし方について

・選択肢「１１．市立体育館（総合体育館、
サン町田旭体育館」→「総合体育館・サン
町田旭体育館・市立室内プールなどの市
のスポーツ施設」に変更。
・選択肢を子ども本人への設問と、文言等
を合わせました。

分かりやすいように変更しました。

４

1

４

５

６

資料 ２



番号 アンケート調査票 問番号 設問内容 変更内容 理由等 ページ

小学生低学年保護者

小学生高学年保護者

８ 未就学児保護者 学童保育クラブについて
設問「日曜日・祝祭日に、学童保育クラブ
の利用希望はありますか。」を削除。

現在利用している「小学生低学年保護者」
の設問としました。

９ 小学生高学年保護者 学童保育クラブについて

設問「平日（授業のある日）の学童保育ク
ラブの開所時間について、あなたのお考
えに最も近いものはどれですか。」を削
除。

現在利用している「小学生低学年保護者」
の設問としました。

１０ 小学生高学年保護者 学童保育クラブについて
設問「学校休業日の学童保育クラブの開
所時間について、あなたのお考えに最も
近いものはどれですか。」を削除。

現在利用している「小学生低学年保護者」
の設問としました。

１１ 小学生高学年保護者 学童保育クラブについて
設問「町田市の育成料（利用料金）につい
て、あなたのお考えに最も近いものはどれ
ですか。」を削除。

現在利用している「小学生低学年保護者」
の設問としました。

未就学児保護者 ２６ １４

小学生低学年保護者 ２６ １１

小学生高学年保護者 ２１ １０

未就学児保護者 ２６-１ １４

小学生低学年保護者 ２６-１ １１

小学校高学年保護者 ２１-１ １１

学童保育クラブについて
設問「４年生以降の過ごし方で一番近い
お考えをお聞かせください。」を削除。

放課後の過ごし方についての設問と内容
が重複するため削除しました。

子育て施策全般について

・設問文に「町田市は出生率が東京都26
市中23位と低い状況にあります。子どもに
関する計画を作るにあたり、その要因を把
握するためにお聞きします。」を追加。
・設問文の「希望する」→「理想とする」に
変更。

・設問に対する意図を記載しました。
・「希望する」だと「何人持つつもり」という
文言が、「実際」なのか「希望」なのか分か
りにくいため、「理想とする」に変更しまし
た。

子育て施策全般について
選択肢「２．家が狭いから」→「居住スペー
ス的に厳しいから」に変更し、「３．子ども
の預け先がみつからないから」を追加。

実際の子どもの人数が、理想とする子ど
もの人数より少ない理由を追加しました。

１２

１３

７



番号 アンケート調査票 問番号 設問内容 変更内容 理由等 ページ

未就学児保護者 ２７ １４

小学生低学年保護者 ２７ １２

小学生高学年保護者 ２２ １１

未就学児保護者 ２８ １５

小学生低学年保護者 ２８ １２

小学生高学年保護者 ２３ １１

１６ 小学生高学年保護者 ２５
４年生以上のご本人にお聞
きします

・選択肢「１１．体育館・プール」→「総合体
育館・サン町田旭体育館・市立室内プー
ルなどの市のスポーツ施設」に変更。
「１４．買い物ができるところ（デパート・
ショッピングセンターなど）」を追加。
・選択肢を保護者アンケートの放課後の
過ごし方についての設問と、文言等を合
わせました。

分かりやすいように変更・追加しました。 １３

１７ 小学生高学年保護者 ２６
４年生以上のご本人にお聞
きします

選択肢「９．勉強をしたい」を追加。 選択肢を増やしました。 １３

１８ 小学生高学年保護者 ２８
４年生以上のご本人にお聞
きします

・選択肢「１２．体育館・プール」→「総合体
育館・サン町田旭体育館・市立室内プー
ルなどの市のスポーツ施設」に変更。
・選択肢を問１３放課後の過ごし方につい
ての設問と、文言等を合わせました。

分かりやすいように変更しました。 １４

１９ 小学生高学年保護者 ２９
４年生以上のご本人にお聞
きします

選択肢「１０．勉強をしたい」を追加。 選択肢を増やしました。 １５

２０ 小学生高学年保護者 ３１
４年生以上のご本人にお聞
きします

・選択肢「１．自分の能力を活かせる仕事」
→「自分のあこがれや夢の仕事」に変更。
・「５．会社が安定している仕事」→「同じ会
社でずっと働ける仕事」に変更。
・「６．海外で働く仕事」→「海外や外国の
人と働く仕事」に変更。

イメージしやすいように変更しました。 １５

子育て施策全般について
選択肢「１０．障がいのある子」→「発達に
支援が必要な子」に変更。

「町田市子ども発達支援計画」の文言を使
用しました。

子育て施策全般について
設問を「安心して子育てをするためには、
地域の人とどのような取組みをする必要
があると思いますか。」に変更。

地域の「人」と取り組むということが、伝わ
るように変更しました。

１４

１５



番号 アンケート調査票 問番号 設問内容 変更内容 理由等 ページ

２１ 小学生高学年保護者 ３２
４年生以上のご本人にお聞
きします

・設問を「自分の意見を町田市に言えるな
ら、どのような事に対して意見を言いたい
ですか。」に変更。
・選択肢の「まちづくり」・「市の計画」を削
除しました。

・イメージがしやすいように変更しました。
・イメージが広すぎる文言は削除しまし
た。

１６

２２ 中高生本人 ８ 悩み事や相談先について
選択肢「１０．（８と９以外の）その他の学校
の先生」の下線部分を追加。

分かりやすくするために追加しました。 ３

２３ 中高生本人 １３
放課後や休日の過ごし方に
ついて

・選択肢「９．体育館・プール」→「総合体
育館・サン町田旭体育館・市立室内プー
ルなどの市のスポーツ施設」に変更。
・選択肢を保護者アンケートの放課後の
過ごし方についての設問と、文言等を合
わせました。

分かりやすいように変更しました。 ５

２４ 中高生本人 １４
放課後や休日の過ごし方に
ついて

選択肢「１０．勉強をしたい」を追加。 選択肢を増やしました。 ５

２５ 中高生本人 １６ 町田市について
設問を「町田市が好きですか。」→「町田
市にこの先もずっと住み続けたいです
か。」に変更。

具体的に変更しました。 ６

２６ 中高生本人 １６-３ 町田市について
設問「今住みたいまちはどこですか。ま
た、その理由は何ですか。」を新規に追加
しました。

中高生の率直な意見をうかがいます。 ６

２７ 中高生本人 １８ 考えや将来像について

選択肢「１．自分の能力を活かせる仕事」
→「自分のあこがれや夢の仕事」に変更。
「５．会社が安定している仕事」→「同じ会
社でずっと働ける仕事」に変更。
「６．海外で働く仕事」→「海外や外国の人
と働く仕事」に変更。

イメージしやすいように変更しました。 ７



番号 アンケート調査票 問番号 設問内容 変更内容 理由等 ページ

２８ 中高生本人 １９ 考えや将来像について

・設問を「自分の意見を町田市に言えるな
ら、どのような事に対して意見を言いたい
ですか。」に変更。
・選択肢の「まちづくり」・「市の計画」を削
除しました。

・イメージがしやすいように変更しました。
・イメージが広すぎる文言は削除しまし
た。

７


