
子ども・子育て支援ニーズ調査について
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１ ニーズ調査の目的

○子ども・子育て支援事業計画には、計画期間（平成27年度～平成31年度）につい
て、幼児期の学校教育・保育・地域子ども・子育て支援事業の「量の見込み」と
「確保の内容」「実施時期」を記載。

○「量の見込み」は、「現在の利用状況」＋「今後の利用希望」を踏まえて設定。
←「今後の利用希望」を把握するためには、住民に対する利用希望の調査（ニーズ調
査）が必要。

○国は、各市町村の事業計画に「量の見込み」が適切に設定されるよう、利用希望の把握
方法のひな形を提示。
①対象年齢：就学前の子ども（０～５歳）を主たる対象。放課後児童クラブについては、５
歳以上の就学前の子どもを基本とするが、自治体の判断で現在の利用児童について高
学年の利用希望を別途把握。
②把握方法：対象年齢の子どもがいる世帯へのアンケート調査。（→抽出調査が基本）
③調査項目：国のひな形（調査票のイメージ、資料５）

○市町村は、国のひな形を踏まえて、具体的な内容を決定し、ニーズ調査を実施する。
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２ 青森市のニーズ調査の概要

１ 調査の実施時期
平成２５年１１月中旬から実施予定

２ 実施方法
対象年齢の子どもがいる世帯へのアンケート調査による。（抽出調査）

３ 対象年齢
就学前の子ども（０歳～５歳）のほか、放課後児童会等については、小学１年生から６

年生までを対象とする。

４ 対象者数
Ｐ４～Ｐ５を参照

５ 調査項目
次ページの「３ ニーズ調査項目の考え方」に基づき項目を整理し、その上で、青森市
子ども・子育て会議の意見を踏まえて、項目を決定する。
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○ 回答者の負担をできるだけ軽減するため、国のひな形のうち、量の見込みの推計上
必要な項目（国のひな形で青字で記載されている箇所）を基本とする。

＜青森市子ども総合計画策定時のアンケート項目＞
○ 青森市子ども総合計画策定時に行ったアンケート項目のうち、本市の子ども・
子育て支援に係るニーズを把握するためにより重要と位置づけられるものを追
加。

＜青森市子ども総合計画後期計画フォローアップの結果＞
○ フォローアップの課題のうちニーズ調査に関係するもの（①、②）に係る項目

を国のひな形の任意項目から抽出し、及び①について新たに項目を追加。
① 児童館、放課後児童会及び放課後子ども教室など、放課後の子どもの居場
所のあり方について検討が必要
② 新制度では、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援事業の
必要な量や供給体制の確保等について、「子ども・子育て支援事業計画」を定
めることとされていることから、潜在的な需要を含めた保育需要を適切に把握
した上で、それに対応する供給体制の確保が必要

※青森市子ども総合計画後期計画フォローアップは、青森市健康福祉審議会児童福祉専門分科会において審議済み。

３ ニーズ調査項目の考え方

○ その上で、青森市子ども総合計画策定時のアンケート項目や青森市子ども総合計画
後期計画フォローアップの結果（※）から必要なものを調査項目とする。
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４ ニーズの把握方法（案）

就学前の子ども（０歳～５歳）の
保護者

小学生（６歳～１１歳）の保護者

実数
（H25.8末現在）

１３，０２９人 １５，００９人

必要数 ９８６人 ９９６人

想定回収率
（前期子ども総合計
画策定時）

４３％ ４３％

対象者数 ２，２９３人→２，５００人 ２，３１６人→２，５００人

○ 就学前の子どもの保護者、小学生の保護者をそれぞれ２，５００人ずつ抽出し、郵
送によるアンケート調査を実施する。

※必要数は、統計学上、実数の傾向を把握するために必要とされる数。
※アンケート調査の予算は、就学前の子どもの保護者及び小学生の保護者、合わせて５，０００人分計上している。
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５ 対象者数

資料２により、教育・保育提供区域を青森地区の３区域と浪岡地区の１区域に設定した場合

※実際は、調査開始日に近い日の住民基本台帳を基に算出する予定である。

小学生の保護者も同
様に対象者を算出

×2,500
117

（3,176＋3,982＋5,059＋806 ）

（０－５歳の児童数）

（当該地区及び当該年齢の児童数）

（前ページ
の対象者数）

○ 前ページの対象者数を基に、就学前の子どもの保護者、小学生の保護者、それぞ
れについて、区域及び年齢ごとに抽出。

※児童数は、平成２５年８月末現在の住民基本台帳を基に試算したものである。

児童 対象者 児童 対象者 児童 対象者 児童 対象者

０歳 480 92 602 116 764 147 117 22

１歳 515 99 646 124 821 158 120 23

２歳 540 104 677 130 860 165 143 27

３歳 539 103 676 130 859 165 132 25

４歳 542 104 679 130 863 166 150 29

５歳 560 108 702 135 892 171 144 27

合計 3,176 610 3,982 765 5,059 972 806 153

（単位：人）

東　部 西部・北部 南部・中部

青　　　　森
浪　　岡

＜就学前の子どもの保護者＞
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６ 調査票の構成（案）

１ お住まいの地域について（※）

２ お子さんとご家族について（※）

３ 保護者の就労状況について（※）

４ 平日の定期的な教育・保育事業の利用状況について

５ 地域の子育て支援事業の利用状況について

６ 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について

７ 病気の際の対応について（※）

８ 不定期の教育・保育事業や宿泊を伴う一時預かり等の利用について（※）

９ 小学校就学後の放課後の過ごし方について（※）

１０ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）について（※）

１１ 子育てや地域での子育て環境について（※）

（※印は、小学生の保護者向け調査票の構成）
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７ ニーズ調査項目（案）

○（フォローアップ）利用している教育・保育事業の実施場所

○現在利用している預かり保育の利用日数及び利用時間

○希望する教育・保育事業の利用日数及び利用時間

○現在利用している教育・保育事業の利用日数及び利用時間

○（フォローアップ）定期的に利用したい教育・保育事業の実施場所

○定期的に利用したい教育・保育事業の種類

○（フォローアップ）定期的な教育・保育事業を利用していない理由

○希望する預かり保育の利用日数及び利用時間

○幼稚園における預かり保育の利用の有無

○利用している教育・保育事業の種類

○定期的な教育・保育事業の利用の有無

◆ 平日の定期的な教育・保育事業の利用状況について

○就労希望の有無、希望する就労形態

○フルタイムへの転換希望

○就労状況

◆ 保護者の就労状況について

○子育てを主に行っている方

○回答者の配偶者の有無

○回答者の続柄

○対象児童の生年月

◆ お子さんとご家族について

○居住している地区名

◆ お住まいの地域について

任意項目必須項目
ひな形以外の項目

国のひな形
調 査 項 目
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７ ニーズ調査項目（案）

○保護者の用事で宿泊を伴う預かりをした際の対処方法及び宿泊日数

○（フォローアップ）不定期利用する場合の事業形態

○不定期の事業の利用希望の有無及び利用希望日数

○（フォローアップ）不定期の教育・保育事業や宿泊を伴う一時預かり事業を利用していない理由

○不定期利用をしている事業の種類及び利用日数

◆ 不定期の教育・保育事業や宿泊を伴う一時預かり等の利用について

○（フォローアップ）病児・病後児保育施設を利用したいと思わない理由

○（フォローアップ）利用する場合の病児・病後児保育施設等の事業形態

○病児・病後児保育施設等の利用希望の有無

○利用できなかった場合の対処方法

○子どもの病気やケガによる通常の事業利用の有無

◆ 病気の際の対応について

○長期休暇期間中の教育・保育事業の利用希望の有無及び利用希望時間帯

○日曜・祝日の利用希望の有無及び利用希望時間帯

○土曜日の利用希望の有無及び利用希望時間帯

◆ 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について

○地域子育て支援拠点事業の利用希望の有無及び利用希望回数

○地域子育て支援拠点事業の利用の有無及び利用回数

◆ 地域の子育て支援事業の利用状況について

任意項目必須項目
ひな形以外の項目

国のひな形
調 査 項 目
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７ ニーズ調査項目（案）

○（フォローアップ）子育ての環境や支援に関する意見（自由記載）

○（フォローアップ）地域における子育ての環境や支援への満足度

○（アンケート）子育てしていく上で、地域に期待すること

○（アンケート）子どもの遊び場について、日頃感じていること

○（アンケート）子育てに関する不安や悩みを相談する相手先

○（アンケート）子育てに関して、日常の悩みや気になること

○（アンケート）子育てについて感じていること

◆ 子育てや地域での子育て環境について

○（アンケート）子育てしながら働き続けるために必要な支援について（自由記載）

○（アンケート）「仕事」、「家庭」、「地域・個人生活」の優先度について

◆ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）について

○（フォローアップ）放課後の子どもの居場所についての意見（自由記載）

○（フォローアップ）児童館・放課後子ども教室・放課後児童会を選んだ理由

○（フォローアップ）夏・冬休みの放課後児童会の利用希望の有無及び利用希望時間帯

○（フォローアップ）日曜・祝日の放課後児童会の利用希望の有無及び利用希望時間帯

○（フォローアップ）土曜日の放課後児童会の利用希望の有無及び利用希望時間帯

○放課後の子どもの居場所の種類及び利用日数（1-3年生）（4-6年生）

◆ 小学校就学後の放課後の過ごし方について

任意項目必須項目
ひな形以外の項目

国のひな形

調 査 項 目
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８ スケジュール

１１月上旬
第２回青森市子ども・子育て会議

ニーズ調査項目内容等審議

１１月中旬

～１２月上旬
ニーズ調査実施

１２月上旬
～１２月下旬

入力、単純集計作業

２月中旬 集計分析作業

３月中旬 最終報告書・概要版作成


