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平成25年度調査票（前回分） 平成30年度調査票（今回分） 
ページ番号 設問番号等 内容 ページ番号 設問番号等 内容 
１ 挨拶文 【修正】 1 挨拶文 【修正】 
２ 調査票記入上のお願いなど 【修正】 調査票記入上のお願いなど 【修正】 

用語の定義 【削除】 
（各設問にて、必要に応じて説明を記載）   

３ 問１ 【修正】 
○○区（町名：          ） 問１ 【修正】 

○○区（町名/小学校区：      ） 
４ 問 8 【修正】 

相談相手（場所）  ・保育士  ・幼稚園教諭 
２ 問 8 【修正】 

相談相手（場所）  ・こども園等（幼稚園、保育園を含む）の 
保育教諭、幼稚園教諭、保育士 

問９ 【削除】 自由記入欄    
５～７ 問 10～12 【修正】 

父母別々に設問を設定 ３～４ 問９～10 【修正】 
父母併せて設問を設定 

６ 問 11 【修正】 
「２．継続的に働いていた」 ４ 問 10 【修正】 

「２．継続的に働いていた（育休や産休

等一時的な離職を含む）」 
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平成25年度調査票（前回分） 平成30年度調査票（今回分） 
ページ番号 設問番号等 内容 ページ番号 設問番号等 内容 
８ 問 13 【削除】 

利用している事業 
・認証保育所   
【修正】 
事業説明  ・認可保育所  ・事業所内保育施設  ・認可外保育施設  ・家庭的保育  ・ファミリー・サポート・センター 
利用日数等  現在  希望 

５ 問 11 【追加】 
利用している事業 
・認定こども園 
・小規模保育施設 
・企業主導型保育施設 

【修正】 
事業説明  ・保育園  ・事業所内保育施設  ・認可外保育施設  ・家庭的保育  ・ファミリー・サポート・センター 
利用日数等  現在の利用状況、設問追加 
希望する利用時間、設問追加 

９ 問 13-2 【削除】 自由記入欄    
10 問 14 【削除】 

事業 
・認証保育所   
【修正】 
事業説明 
・事業所内保育施設 
・認可外保育施設 
・ファミリー・サポート・センター 

６ 問 12 【追加】 
注意書き  ・幼児教育の無償化について 
事業  ・企業主導型保育施設 
【修正】 
事業説明  ・事業所内保育施設  ・認可外保育施設  ・ファミリー・サポート・センター 
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平成25年度調査票（前回分） 平成30年度調査票（今回分） 
ページ番号 設問番号等 内容 ページ番号 設問番号等 内容    ６ 問 12-1 【新規】 
10 問 15  7 問 13 【追加】 

希望する利用回数 
利用していない理由 

11 問 16 【削除】     ８ 問 14 【新規】 
12 問 18 【修正】 

1 年間の対処方法 
「キ．ファミリー・サポート・センターを利用

した」 
10 問 16 【修正】 

1 年間の対処方法 
「キ．緊急サポートセンターを利用した」 
（事業説明を併せて追加） 

13 問 19 【削除】 
「２．利用したいとは思わない」理由     

11 問 17   
【追加】 
希望延べ日数を問 16 での回答日数を上

限とする 
利用を希望する事業形態 
「ウ．自宅で一時的な保育を受けること

ができる事業」 
問 20 【削除】      問 18 【新規】 

14 問 21 【修正】 
事業説明  ・ファミリー・サポート・センター 12 問 19 【修正】 

事業説明  ・ファミリー・サポート・センター 
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平成25年度調査票（前回分） 平成30年度調査票（今回分） 
ページ番号 設問番号等 内容 ページ番号 設問番号等 内容 
14～15 問 21、22 【修正】 

全体  不定期の利用に限定  
12～13 問 19、20 【修正】 

全体 
「不定期」の表記を削除 
限定せず、全員回答へ変更 

15 問 23 【削除】 
1 年間の対処方法 
「オ．預け先が見つからず子供だけで留

守番をさせた」 
13 問 21  

16 問 25 【削除】 
「週当たりの希望日数」 
事業説明  ・ファミリー・サポート・センター 
【修正】 
「６．放課後児童クラブ」 

14 問 23     
【修正】 
「４．市の放課後児童クラブ」 
「５．民間の放課後児童クラブ」 

17 問 26、27、28 【削除】      14～15 問 24、25、26 【新規】 
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平成25年度調査票（前回分） 平成30年度調査票（今回分） 
ページ番号 設問番号等 内容 ページ番号 設問番号等 内容 
20～21 問 32  18～20 問 30 【追加】 

事業  ・保育コーディネーター  ・子ども未来サポーター  ・子育て世代包括支援センター  ・産後ケア  ・ママケアデイサービス  ・放課後児童クラブ  ・放課後子ども教室  ・実費徴収に伴う補足給付事業 
24 問 37-1  23 問 35-1 【追加】 

「６．不妊治療にかかる費用負担が難し

い」  問 38 【削除】 自由記入欄    
 


