調査ご協力者

各位

「江戸川区子ども家庭実態・意識調査」ご協力のお願い
日ごろ、区政にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。
現在、全国的に少子化が進んでおり、江戸川区においても少子化の進展が懸念されていま
す。今後は、これまで以上に、区民・企業・関連団体・行政が一体となって、少子化への対
応策を講じる必要性が認識されています。
この調査は、次世代をになう子どもたちの健やかな成長と発達を支えるための施策等のあ
り方について、区民の皆様の意見を把握し、江戸川区における今後の次世代育成支援施策等
をより充実させていくための基礎資料を得ることを目的に実施するものです。
この調査にご協力をお願いするのは、江戸川区にお住まいの小学校１年生から６年生まで
のお子さんがいる保護者２,０００名の方であり、無作為に選ばせていただきました。
この調査は、上記目的以外に使用することはございません。また、無記名回答となってお
りますので、回答が他にもれるなどのご迷惑をおかけすることは一切ございません。
ご多忙のところ恐縮に存じますが、本調査の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいます
ようお願い申し上げます。
平成２１年４月
江

戸

川

z 調査票にご記入いただきましたら、お手数ですが同封の返信用封筒に入れ、
４月２４日（金）までにポストに投かんして下さい。
z 切手は不要です。また、調査票や封筒にお名前の記入も必要ありません。
z この調査についてのお問い合わせは、下記までお願いいたします。

江戸川区子ども家庭部 子育て支援課 計画係
132-8501 江戸川区中央 1 丁目 4 番 1 号
電話：03－5662－0659（直通）

区

江戸 川区 子ど も家 庭実 態・ 意識 調査
［ 小 学生 の 保護 者 の方 ］
***ご記入にあたってのお願い***
① 調査票の中の「あて名のお子さん」とは、封筒に記載されているあて名のお子さんを示し
ています。
② 本調査票は、
「お子さん」の日常の世話を主になさっている方が回答してください。
回答できない場合は、ご家族等が代わりに回答してください。
③ 調査票にご回答いただきましたら、同封の返信用封筒に入れて、４月 24 日（金）までに
ポストに入れてください。切手は不要です。
【 お問い合わせ先 】

江戸川区子ども家庭部

子育て支援課

計画係

電話：03－5662－0659 ／ ファックス：03－5662－4897

■ はじめに、あて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 この調査に回答いただく方は、あて名のお子さんからみて、どなたですか。（１つに○）

1. お父さん

2. お母さん

3. その他（

）

問2 あて名のお子さんの学年は、次のどれにあてはまりますか。（１つに○）

1. １年生

3. ３年生

5. ５年生

2. ２年生

4. ４年生

6. ６年生

問3 あて名のお子さんを含め、お子さんは全部で何人いらっしゃいますか。（数字を記入）
２人以上の場合は、一番小さいお子さんの年齢（平成２１年４月１日現在）も記入してください。

子どもは全部で（

）人

２人以上の場合 →

一番小さい子は（

）歳

問4 現在、あて名のお子さんといっしょに暮らしているご家族は、あて名のお子さんからみた続柄でどな
たですか。
（あてはまるものすべてに○）
※単身赴任により一時的に別居している方も、同居家族としてお答えください。

1. お父さん

3. 兄弟姉妹

5. 祖母

2. お母さん

4. 祖父

6. その他（

1

）

問5 あて名のお子さんといっしょに暮らしているご家族は、あて名のお子さんも含めて全員で何人ですか。
※単身赴任により一時的に別居している方も含めてご記入ください。

家族は全員で（

）人

※数字を記入

問6 同居している方以外に、近所（おおむね30分程度に行き来できる範囲）に、祖父母等の親族の方は
いらっしゃいますか。
あて名のお子さんからみた続柄でお答えください。（あてはまるものすべてに○）

1. 祖父

3. その他（

）

2. 祖母

4. 近所に祖父母等はいない

問7 日ごろ、お子さんを預かってもらえる人はいますか。（あてはまるものすべてに○）

1. 日常的に祖父母等の親族に預かってもらえる
2. 緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族に預かってもらえる
3. 日常的に子どもを預けられる友人・知人がいる
4. 緊急時もしくは用事の際には子どもを預けられる友人・知人がいる
5. 預かってもらえる親族や友人・知人はいない

問7-1

「1」または「2」に○をした方にうかがいます。
祖父母等に預かってもらう状況について、あてはまるものすべてに○をしてください。

1. 祖父母等に預かってもらうことについては、特に問題はない
2. 祖父母等の身体的負担が大きく心配である
3. 祖父母等の時間的制約や精神的な負担が大きく心配である
4. 自分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦しい
5. その他

問7-2

「3」または「4」に○をした方にうかがいます。
友人や知人に預かってもらう状況について、あてはまるものすべてに○をしてください。

1. 友人・知人に預かってもらうことについては、特に問題はない
2. 友人・知人の身体的負担が大きく心配である
3. 友人・知人の時間的制約や精神的な負担が大きく心配である
4. 自分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦しい
5. その他

問8 ご家庭で日ごろ、あて名のお子さんの世話などを主にしているのは、あて名のお子さんからみた続柄
でどなたですか。（１つに○）

1. 主にお父さん

2. 主にお母さん

3. 主に祖父母
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4. その他

問9 現在のお住まいの地域は、どこですか。記入例を参考に、町名を記入してください。

町名（

問10

）
（

）丁目

※記入例（

中央

）
（

１ ）丁目

現在のお住まいは、次のどれですか。（１つに○）

1. 持ち家の一戸建て（借地を含む）

5. 公社・公団などの賃貸住宅

2. 持ち家のマンション、公社・公団住宅など

6. 公営住宅（都営住宅など）

3. 一戸建て借家

7. 社宅・公務員住宅等の貸与住宅

4. 賃貸のマンション・アパート

8. その他

■ あて名のお子さんの親御さんの就労状況についてうかがいます。
問11

あて名のお子さんのお父さんについて、現在の就労状況をお答えください。（１つに○）

1. フルタイム（常勤、自営業等）

※育休・介護休業中は 3 に○

2. フルタイム以外（非常勤、自営業手伝い、パート、アルバイト等）
3. 育休・介護休業中
4. 以前は就労していたが、現在は就労していない
→ 4 ページの問 12 へ

5. これまでに就労したことがない
6. お父さんはいない

問11-1 「1」に○をした方にうかがいます。
1週間あたりの平均就労時間は、どのくらいですか。（１つに○）

1. 35 時間未満

3. 40～45 時間未満

2. 35～40 時間未満

4. 45～50 時間未満

5. 50 時間以上

問11-2 「2」に○をした方にうかがいます。
①1週間あたり就労日数・１日あたり就労時間をご記入ください。（数字を記入）
②フルタイムへの転換希望がありますか。（１つに○）
①就労日数等
②フルタイムへの
転換希望

１週間あたり（

1. 希望がある

）日・１日（

）時間

2. 希望があるが予定はない
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くらい

3. 希望はない

問12

あて名のお子さんのお母さんについて、現在の就労状況をお答えください。（１つに○）

1. フルタイム（常勤、自営業等）

※産休・育休・介護休業中は 3 に○

2. フルタイム以外（非常勤、自営業手伝い、パート、アルバイト等）
3. 産休・育休・介護休業中 （→問 14 へ）
4. 以前は就労していたが、現在は就労していない
問 13 へ

5. これまでに就労したことがない
6. お母さんはいない （→問 14 へ）

問12-1 「1」に○をした方にうかがいます。
1週間あたりの平均就労時間は、どのくらいですか。（１つに○）

1. 35 時間未満

3. 40～45 時間未満

2. 35～40 時間未満

4. 45～50 時間未満

5. 50 時間以上

（→続いて、問 14 へ）
問12-2 「２」に○をした方にうかがいます。
①1週間あたり就労日数と１日あたり就労時間をご記入ください。（数字を記入）
②フルタイムへの転換希望がありますか。（１つに○）
①就労日数等
②フルタイムへの
転換希望

１週間あたり（

1. 希望がある

）日・１日（

）時間

2. 希望があるが予定はない

くらい

3. 希望はない
（→続いて、問 14 へ）

問13

現在就労していない方（問12で「４」または「５」に○）にうかがいます。
現在、就労したいという希望はありますか。
（１つに○）

1. すぐにでも・1 年以内に就労したい

（→問 13-1・2 へ）

2. １年より先で、子どもがある程度大きくなったら就労したい （→問 13-2・3 へ）
3. 就労希望はない （→問 14 へ）

問13-1 問13で「1」に○をした方にうかがいます。
就労希望がありながら、現在働いていない理由は何ですか。（主な理由１つだけに○）

1. 希望する働き方（就労形態・就労日数・時間等）にあう仕事がない
2. 学童クラブ（すくすくスクール）などのサービスが希望どおり利用できない
3. 自分の知識、能力にあう仕事がない
4. 家族の考え方（理解が得られない）等就労する環境が整っていない
5. その他（

）
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問13-2 問13で「1」または「2」に○をした方にうかがいます。
どのような就労形態を希望しますか。（１つに○）
パート、アルバイト等を希望の方は、就労希望日数・時間も記入してください。

1. フルタイムによる就労
2. パート、アルバイト等による就労 → 週あたり(

)日・１日あたり(

)時間

問13-3 問13で「2」に○をした方にうかがいます。
あて名のお子さんも含めて、一番小さいお子さんが何歳になったときに就労したいですか。

一番小さい子どもが（

）歳になったとき

※数字を記入

■ お子さんの育成状況についてうかがいます。
問14

あて名のお子さんにはかかりつけ医がいますか。（１つに○）

1. いる

問15

2. いない

あて名のお子さんは、毎日朝ごはんを食べていますか。（１つに○）

1. 毎日食べている

3. あまり食べない

2. 食べない日もある

4. 食べない

問16

あて名のお子さんは、夕ごはんをどのように食べることが多いですか。（１つに○）

1. 家族そろって

4. ひとりで

2. 家族（大人）の誰かといっしょに

5. その他（

）

3. 子どもだけで

問17

平日、あて名のお子さんは何時頃に起きますか。（１つに○）

1. 6 時以前

3. 6 時半頃

5. 7 時半頃

2. 6 時頃

4. 7 時頃

6. 8 時以降

問18

平日、あて名のお子さんは何時頃に寝ますか。（１つに○）

1. 20 時以前

4. 21 時頃

7. 22 時半頃

2. 20 時頃

5. 21 時半頃

8. 23 時頃

3. 20 時半頃

6. 22 時頃

9. 24 時以降
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問19

あて名のお子さんは、健やかに成長していると思いますか。（１つに○）

1. とてもそう思う

3. どちらかというとそう思わない

2. どちらかというとそう思う

4. あまりそう思わない

問20

子どもたちが健やかに成長していくために、重要と思うことは何ですか。
（あてはまるものすべてに○）

1. 食生活・睡眠などの基本的な生活習慣を身につけること
2. 思いやりや善悪の判断などの基本的な倫理観、社会的なマナーなどに関する教育
3. 基礎的・基本的学習の充実
4. 体力づくりなど健やかなからだの育成
5. 子どもが気軽に相談できる場の整備などこころの問題への対応
6. 子どもの発達段階に応じた性教育の充実
7. 喫煙・飲酒・薬物に関する正しい知識の普及・教育
8. 子どもの生活に悪影響を与える性や暴力等に関する情報の規制・排除
9. 乳幼児とのふれあいや中高生世代との交流
10. 地域の人たちとの交流
11. 外遊びや自然とのふれあい
12. 地域の風紀や治安の改善
13. その他（

）

14. 特にない

■ すくすくスクールについてうかがいます。
【江戸川区では、全小学校で、放課後や土曜日などを小学校の校庭や体育館、教室等の施設で過ごし活動
できる「すくすくスクール」を、区と地域のボランティアにより運営しています。
すくすくスクールは、開設校に通っているお子さんが利用できるもので、その中に、保護者の就労など
で日中留守になる家庭のお子さんを預かる「学童クラブ」があります。】
問21

あて名のお子さんが通っている小学校で、
「①すくすくスクール」
「②すくすくスクール内学童クラ
ブ」が実施されていることを知っていますか。
（それぞれ１つに○）

①すくすくスクール

1. 知っている

2. 知らなかった

②すくすくスクール内の学童クラブ

1. 知っている

2. 知らなかった
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問22

あて名のお子さんは、現在、「すくすくスクール」に参加、または「すくすくスクール内学童クラ
ブ」を利用していますか。（１つに○）

1. すくすくスクールに参加している
2. すくすくスクール内の学童クラブを利用している
3. どちらも参加・利用していない

問22-1 「1」または「２」に○をした方にうかがいます。
あて名のお子さんが参加・利用している「すくすくスクール」または「すくすくスクール内の
学童クラブ」について、全体的にどのように感じていますか。（１つに○）

1. とても満足

問23

2. まあ満足

3. やや不満

4. とても不満

あて名のお子さんについて、現在またはここ１～２か月の間に、「すくすくスクール」に参加させ
たい、または「すくすくスクール内学童クラブ」を利用したいと考えていますか。（１つに○）

1. すくすくスクールに参加させ（続け）たい （→8 ページの問 24 へ）
2. すくすくスクール内の学童クラブを利用し（続け）たい
3. 現在は、どちらも参加・利用したいと思わない・必要ない （→8 ページの問 24 へ）

★問23-1・2は、
「2. すくすくスクール内の学童クラブを利用し（続け）たい」に○をした方にうかがい
ます。
問23-1 預け（続け）たいと思うのはいつですか。預けたい曜日等に○をし、希望の時間帯をご記入く
ださい。
※現状のままでよいと思っている方も、現状の時間帯をお答えください。
※時間は24時間形式でご記入ください。
（例：
「午後5時」の場合は「17時」と記入）

1. 平日（月～金曜日）

→（

）時頃まで

2. 土曜日

→（

）時頃から（

）時頃まで

3. 春・夏・冬休み

→（

）時頃から（

）時頃まで

問23-2 すくすくスクール内の学童クラブを利用し（続け）たい理由は何ですか。
（主な理由１つだけに○）

お子さんの世話を主にしている方が
1. 現在就労している

6. 学生である／就学したい

2. 就労予定がある／求職中である

7. 1～6 の事情はないが、子どもの教育など
のため

3. そのうち就労したいと考えている
4. 家族・親族などを介護しなければならない
5. 病気や障害を持っている
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8. その他（

）

問24

「すくすくスクール」に対するご意見・ご要望がありましたら、自由にご記入ください。

すくすくスクールについて

すくすくスクール内の学童クラブについて

■ あて名のお子さんの病気のときの対応についてうかがいます。
問25

この１年間に、あて名のお子さんが病気やケガで、学校を休まなければならなかったことはありま
したか。（１つに○）

1. あった

2. なかった （→問 26 へ）

問25-1 「1. あった」に○をした方にうかがいます。この１年間の対処方法すべてに○をし、それぞ
れのおおむねの日数をご記入ください。（半日程度も１日とカウントしてください）

1. 父親が仕事を休んだ

年間（

）日

2. 母親が仕事を休んだ

年間（

）日

3. （同居者を含む）親族・友人等に預けた

年間（

）日

4. 就労していない保護者がみた

年間（

）日

5. 病児・病後児の保育サービスを利用した

年間（

）日

6. ベビーシッターを利用した

年間（

）日

7. ファミリー・サポート・センターを利用した

年間（

）日

8. 仕方なく子連れで仕事をした（在宅勤務等を含む） 年間（

）日

9. 仕方なく子どもだけで留守番をさせた

年間（

）日

年間（

）日

10. その他（

）

問25-2 「1～3」に○をした方にうかがいます。そのうち、できれば病児・病後児を預かってくれ
る保育サービスを利用したいと思われた日数は、どれくらいありますか。

年間（

）日

※数字を記入（ない場合は「0」と記入）
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■ あて名のお子さんの宿泊を伴う一時預かりのことについてうかがいます。
問26

この１年間に、冠婚葬祭、保護者の病気や出産、出張等の仕事の都合などにより、あて名のお子さ
んを泊まりがけで家族以外に預けなければならなかったことはありましたか。
（１つに○）

1. あった（預け先がみつからなかった場合を含む）

2. なかった （→問 27 へ）

問26-1 「1. あった」に○をした方にうかがいます。
この１年間の対処方法すべてに○をし、それぞれのおおむねの日数をご記入ください。

1. 同居していない親族や友人等に預けた

年間（

）泊

2. 宿泊つき保育サービス（※）を利用した

年間（

）泊

3. 仕方なく子どもも同行させた

年間（

）泊

4. 仕方なく子どもだけで留守番をさせた

年間（

）泊

） 年間（

）泊

5. その他（

※ショートステイを実施している施設、ベビーシッターなど
問26-2 「1. 同居していない親族や友人等に預けた」に○をした方にうかがいます。
その場合の困難度はどの程度でしたか。（１つに○）

問27

1. あまり困難ではない

3. どちらかというと困難

2. どちらかというと困難ではない

4. 非常に困難

次のような保育サービスが必要となった場合、費用負担があっても利用したいと思うサービスはあ
りますか。
（あてはまるものすべてに○）

1. 病（後）児保育（子どもが病気や病後で保育園等に預けられない場合に預かるサービス）
2. ショートステイ（保護者の入院や宿泊を伴う出張等の際に、数日間預かるサービス）
3. 上記のようなサービスを利用するつもりはない・必要ない
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■ ファミリー・サポート・センターの利用についてうかがいます。
【ファミリー・サポート・センターとは、子育ての支援を受けたい方と子育ての支援を行いたい方による
会員組織をつくり、区民の相互支援活動により、保育園の送り迎え、一時的な保育等を行うものです。】
問28

あて名のお子さんについて、この1年間に、ファミリー・サポート・センターを利用したことがあ
りますか。
（１つに○）

1. 利用したことがある
2. 知っているが、利用したことはない
→ 問 29 へ

3. 知らなかった

★問28-1・2は、「1. 利用したことがある」に○をした方にうかがいます。
問28-1 どのような目的で利用していますか（しましたか）。（あてはまるものすべてに○）

1. 主たる保育サービスとして
2. 学童クラブ等の利用で足りない時間を補うために（朝・夕等）
3. 学童クラブ等の送り迎え
4. 子どもの病気・ケガ等の緊急時
5. 冠婚葬祭や他の子どもの行事のとき
6. 買い物や保護者の用事で外出するとき
7. その他（

）

問28-2 ファミリー・サポート・センターについて、全体的にどのように感じていますか。
（１つに○）

1. とても満足

問29

2. まあ満足

3. やや不満

4. とても不満

あて名のお子さんについて、ファミリー・サポート・センターを利用し（続け）たいと思いますか。
（１つに○）
※現在の利用状況に関係なくお答えください。
※利用し（続け）たい場合は、（
）に数字を記入してください。

1. 利用し（続け）たい → 月（

）日くらい・１回あたり（

2. 利用したいと思わない・必要ない
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）時間くらい

■ 仕事と子育てについてうかがいます。
問30

仕事をしながら安心して子育てをするために、企業などに望むことは何ですか。働いていない方も、
働いた場合を想定してお答えください。（あてはまるものすべてに○）

1. 同僚や上司の理解
2. 妊娠中の通勤・就労などへの配慮（時差出勤など）
3. 産前産後の休暇の充実
4. 育児休業制度の充実
5. 育児休業中の給与保障
6. 子どもの看護休暇制度の充実
7. 子どもの行事や保護者会等のための休暇制度の導入・充実
8. 短時間勤務制度の導入
9. フレックスタイム制度の導入
10. 始業・終業時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度の導入
11. 残業の免除
12. 出産や子育てによる退職者の再雇用の推進
13. 事業所内の保育施設の設置
14. その他（

）

15. わからない
16. 特にない

★これ以降はあて名のお子さんに限らず、ご家族のすべてのお子さんについて、うかがいます。
■ あなたの子育てについてうかがいます。
問31

あなたの生活の中での、
「仕事時間」と「家事（育児）
・プライベートの生活時間」の優先度につい
てうかがいます。①希望と②現実、それぞれについてお答えください。

①希望（もっとも優先したい項目１つに○）

1. 仕事時間

3. プライベートの時間

2. 家事（育児）時間

4. その他（

）

②現実（もっとも優先しているもの１つに○）

1. 仕事時間

3. プライベートの時間

2. 家事（育児）時間

4. その他（

11

）

問32

あなたの配偶者（パートナー）は、家事や子育てにどの程度参加していますか。（１つに○）

1. 自分からすすんで参加している
2. 頼めば参加してくれる
3. 時間的に無理なので、ほとんど参加しない
4. 時間はあるが、ほとんど参加しない
5. 配偶者（パートナー）はいない

問33

あなたは、子育てをどのように感じていますか。（１つに○）

1. 楽しいと感じることの方が多い
2. 楽しいと感じることとつらいと感じることが同じくらい
3. つらいと感じることの方が多い
4. わからない

問34

あなたは、ご自分の子育てに自信がもてないと感じることがありますか。（１つに○）

1. ほとんど感じない
2. あまり感じない
3. ときどき感じる
4. いつも感じる

問35

あなたには、子育てについて気軽に相談できる人がいますか。（あてはまるものすべてに○）

1. あなたの配偶者（パートナー）

7. 子ども家庭支援センターの職員

2. あなたの親

8. 健康サポートセンターの職員

3. その他の家族・親族

9. 共育プラザの職員

4. 友人・知人

10. 区役所の職員

5. 保育園や幼稚園等の保育施設の職員

11. その他（

6. 学校の職員

12. 気軽に相談できる人はいない

12

）

■ 地域との関わりについてうかがいます。
問36

あなたの地域との関わり（地域のイベントや活動への参加）は、次のうちどれにあてはまりますか。
（もっとも近いもの１つに○）

1. 子どもが生まれる前から地域のイベントや活動に参加しており、今も変わらない
2. 子どもが生まれる前は地域のイベントや活動に参加していたが、今は参加が減った
3. 子どもが生まれる前は地域のイベントや活動に参加していなかったが、
今は参加するようにしている
4. 子どもが生まれる前も今も、地域のイベントや活動にはあまり参加していない

問37

子育てをするにあたり、地域のつながり（地域の住民同士の助けあい・支えあいなど）について、
どのように感じていますか。（１つに○）

1. とても必要だと思う
2. どちらかというと必要だと思う
3. どちらかというと必要だと思わない
4. あまり必要だと思わない

問38

身近な地域に、どのような子育て支援の場や活動があるとよいと思いますか。
（あてはまるものすべてに○）

1. 子育ての不安や悩みを気軽に相談できる
2. 親同士が交流したり情報交換ができる
3. 子どもとの関わり方やしつけ方を教えてくれる
4. 同年代の子ども同士が交流できる
5. 高齢者や中高生などとの世代間の交流ができる
6. 子どもに遊びを教えてくれる
7. 買い物の間子どもを預かってくれる
8. ちょっとした休憩やトイレ・おむつ替え等の場を提供してくれる
9. 交通安全や犯罪防止のためのパトロールをする
10. 公園などの花壇や樹木の管理、清掃等の美化活動をする
11. その他（

）

12. 特にない
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問39

あなたは、今後、地域の子育てを支える住民同士の助けあい・支えあい活動に、参加したいと思い
ますか。（１つに○）

1. 参加したい
2. 子育てに余裕ができたら、参加したい
3. いつかはわからないが、機会があれば参加したい
4. あまり参加したいと思わない
5. わからない

■ 江戸川区における子育て支援についてうかがいます。
問40

江戸川区の子育て支援に関する情報は、どこから（どのように）入手できるとよいと思いますか。
（あてはまるものすべてに○）

1. 区のホームページ
2. 広報えどがわ
3. 区役所や地区の事務所（区民館）
4. 母子手帳配布や健診等の機会を通じて
5. 町会・自治会の回覧板
6. 子ども家庭支援センター
7. 健康サポートセンター、共育プラザ等の公共施設
8. 小学校
9. その他（

問41

）

あなたが、子育てのために重視したい環境、子育てしやすくするために必要と考える環境は何です
か。（あてはまるものすべてに○）

1. 子どもがのびのび遊べる公園・広場などが整備されている
2. 子育てを支援するサービスや施設が整っている
3. 子どもの健診や医療を受けやすい体制が整っている
4. 学校等の地域の教育環境が整っている
5. 子育てを支援してくれる親などが身近にいる
6. 子育てに協力・支援してくれる、地域のつながりがある
7. 保育サービスや職場の支援など、子育てと仕事の両立を支援する環境が整っている
8. 子育てしやすい住宅・住環境が整っている
9. 治安がよいなど、子どもにとって安心・安全な環境が整っている
10. 親子連れでも外出しやすい道路・交通機関等が整備されている
11. その他（

）
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問42

江戸川区での現在のあなたの子育て環境について、実際にはどのように感じていますか。
（①～⑪について、それぞれ１つに○）

1.
とても
思う

4.
3.
2.
どちらか どちらか あまり
というと というと 思わない
思わない
思う

①子どもがのびのび遊べる公園・広場などが整備されている

1

2

3

4

②子育てを支援するサービスや施設が整っている

1

2

3

4

③子どもの健診や医療を受けやすい体制が整っている

1

2

3

4

④学校等の地域の教育環境が整っている

1

2

3

4

⑤子育てを支援してくれる親などが身近にいる

1

2

3

4

⑥子育てに協力・支援してくれる、地域のつながりがある

1

2

3

4

⑦保育サービスや職場の支援など、子育てと仕事の両立を支
援する環境が整っている

1

2

3

4

⑧子育てしやすい住宅・住環境が整っている

1

2

3

4

⑨治安がよいなど、子どもにとって安心・安全な環境が整っ
ている

1

2

3

4

⑩親子連れでも外出しやすい道路・交通機関等が整備されて
いる

1

2

3

4

⑪全体的にみて、江戸川区は子育てしやすい環境である

1

2

3

4
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江戸川区をさらに「子どもを生みたい」
「子どもを育てたい」まちにするために、行政や地域、企業などに
対してのご意見・ご要望がありましたら、自由にご記入ください。

ご協力ありがとうございました。
調査票は、返信用封筒に入れ、４月 24 日（金）までにポストに入れてください。
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