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第 2期村上市子ども・子育て支援に関するニーズ調査票に関する意見・要望等

■ 就学前児童保護者用

㌻ 設問 意見種別 意見・要望内容 改正内容

表
1

子育て支
援の図

変更 P.10の図は計画策定全体図であるため、表紙が
いいのではないか。

表紙に移動

表
2

用語説明 追加 放課後子ども教室の実施校ですが、山北でも行
っていると思いますので、確認してください。

さんぽく南小学校・さん
ぽく北小学校を追加

1 問1 追加 村上市は広域のため、ニーズについて地域差が
ある可能性も考えられるため、旧市町村単位よ
りも絞った設問を追加できないか。例：小学校
区の記入、郵便番号の記入など。

地域を細分化しすぎるの
で、変更なし

1 問7 要望 子育てに関わっている人が誰かだけでなく、誰
がどの程度か関わっているのかが分かると家庭
内事情が見えるのではないか。平日と休日に分
けるとより関わり度合が分かるかもしれない。
例：10目盛りに対し、関わっている人（施設）
の番号とその役割を記入する。

問7平日に限定し変更
問7-1休日を追加

1 問7 要望 ※「認定こども園」の用語参照は、表紙に用語
の説明があるため削除してほしい。

削除

1 問8 要望 「最も」影響するものを「すべて」選ぶのは難
しいと思われる。影響するものを「すべて」選
び、その影響の程度についての順位を 1～3ま
で記入してもらうことはできないか。

程度の度合いを測る設問
ではないため変更なし

1 問8 要望 設問の「最も」とは、「第１にすぐれて。最高に。」
という意味なので、表現の変更が望ましいと思
います。
（例）～に大きく影響すると思われる環境であ
てはまる番号すべてに〇をつけてください。

設問文中「最も」→「大
きく」に変更

2 問9-1,2 疑問 「大きく心配」「少し不安」など曖昧な表現が多
いと答えづらい可能性があるため、「預けやすさ
（預けやすさ⇔預けにくい）」「祖父母の身体的
負担（大きい⇔小さい）」「祖父母の精神的負担
（大きい⇔小さい）」「預け先の環境（良い⇔悪
い）」「親自身の精神的負担（大きい⇔小さい）」
で数字の5段階評価にしたほうが分かりやすい
のではないか。

カテゴリ文中
「大きく心配である」
→「大きく、心配である」
に変更

2 問10-1 要望
追加

1.配偶者 を追加
６.（旧:5.）保健所・保健センター → 保健所

１. は左記通り追加
それにより、番号１つず
つ後ろになる
6. 保健センターは職員
が常駐していないため削
除

3 追加 児童虐待は表面化しにくい問題ですが、圧倒的
に乳幼児期に多く発生しています。小学校保護
者用問 22、問 23（旧：問 23、問 24）を追
加した方がよいと思います。相談やサポート体
制の改善につながると思います。

問10-2、問 10-3に追
加
そのことにより、問 10
の 2.いない/ないの回答
者は問 11へを問 10-2
へに変更
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㌻ 設問 意見種別 意見・要望内容 改正内容

3 追加 この数か月の間にご家庭で以下の事がありまし
たか。あてはまるものすべてに〇をつけて下さ
い。
１.しつけのし過ぎがあった
２.感情的に叩いた
３.子どもだけを家に残して外出した
４.長時間食事を与えなかった
５.感情的な言葉で怒鳴った
６.子どもの口をふさいだ
７.子どもを激しく揺すぶった
８.いずれも該当しない

問10-3追加
３.乳幼児だけを家に残
して外出した
に変更

5 問14 追加 2、3の質問について、就労したいのに今就労し
ていない理由を聞く設問を追加できないか。教
育方針として子どもと過ごすために今就労しな
いのか、就労したいのに就職先や預け先の問題
等で就労できないのかを確認したい。

「１.子育てや家事に～」
→「１.子育てに専念した

い
２.家事などに専念
したい」

に分割

7 問15-3 要望 施設の場所について、もう少し地域を絞って聞
くことができないのか。また今利用している施
設が第一希望だったのかなど、今の利用場所が
本来のニーズに合っているのかを聞けないだろ
うか。

現在利用しているサービ
スの場所は把握できるの
で、変更なし

8 問16-1 要望 施設の場所について、もう少し地域を絞って聞
くことができないか。利用したいのは居住地に
近い場所なのか、勤務地に近い場所なのか、何
を基準にその施設、その場所を選ぶのかを聞い
てみたい。

問16-1地域別に変更
問16-2理由を追加

8 問16-2 要望 4.その他の（ ）を広げたほうがいいので
はないか。

広くしました

9 問19 追加 ⑤ファミリー・サポート・センター 問19⑤に追加し、
（旧：問20、問20-2）
を削除

9 （旧：問
20）

要望 ファミサポ利用経験の有無、利用しない場合の
利用、利用しやすくするにはどんな条件が必要
か（頼みやすさ［アプリなどのシステム？］・サ
ポーターとの交流？）などの希望を聞くことが
できないか。

問19⑤
問20にて対応

10 問 21 要望 利用したいができないという方はいないだろう
か。利用の手続きや精神的、経済的な面での預
けづらさなど利用を阻む要素がないか確認でき
ないか。

２.利用したいが利用で
きない
追加
問21-1理由追加

15 用語説明 疑問 「放課後子ども教室」「学童保育所」の用語説明
は表紙にあるため削除してほしい。

削除しました

21 （旧：問
32）

要望 順番を変更した方が良い。
満足度が高い 満足度が低い
5 → 4 → 3 → 2 →1

満足度を問 33 に集約
し、削除

21 疑問 追加提案事項（経済的負担）も就学前用アンケ
ートに記入が必要ではないでしょうか。

問32に追加

21 要望
追加

追加提案事項を「就学前児童保護者用」にも設
けてはいかがでしょうか？
（ボリュームが多いのはわかりますが）

問32に追加

21 問 32 要望 負担に感じることに市税・住民税なども加えた
らいいのではないか。

変更なし
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㌻ 設問 意見種別 意見・要望内容 改正内容

21 問 33 要望 ①母子健診（妊娠中や乳幼児の健診）の充実
→妊婦健診や乳幼児健診の充実

左記通り変更

21 問 33 要望 ⑦公園など親子で遊べる施設の充実で、屋内の
要望も聞いてほしい。

⑦公園などで遊べる施設
の充実に変更
⑧屋内で遊べる施設の充
実を追加

21 問 33 要望 ⑮村上市メールマガジン（子育て情報）の充実
→ 子育て情報（村上市メールマガジン等）
の充実

左記通り変更

22 自由記述 要望 自由記述欄を広くしたほうがいい。 広くしました
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■ 小学校児童保護者用

㌻ 設問 意見種
別

内 容 改正内容

表
1

子育て支援の
図

変更 P.5 の図は計画策定全体図であるため、表紙が
いいのではないか。

表紙に移動

表
2

用語説明 追加 放課後子ども教室の実施校ですが、山北でも行
っていると思いますので、確認してください。

さんぽく南小学校・さ
んぽく北小学校を追加

1 問1 追加 村上市は広域のため、ニーズについて地域差が
ある可能性も考えられるため、旧市町村単位よ
りも絞った設問を追加できないか。例：小学校
区の記入、郵便番号の記入など。

地域を細分化しすぎる
ので、変更なし

2 問7-1,2 要望 「大きく心配」「少し不安」など曖昧な表現が多
いと答えづらい可能性があるため、「預けやすさ
（預けやすさ⇔預けにくい）」「祖父母の身体的
負担（大きい⇔小さい）」「祖父母の精神的負担
（大きい⇔小さい）」「預け先の環境（良い⇔悪
い）」「親自身の精神的負担（大きい⇔小さい）」
で数字の5段階評価にしたほうが分かりやすい
のではないか。

カテゴリ文中
「大きく心配である」
→「大きく、心配であ
る」に変更

2 問8-1 要望
追加

1.配偶者 を追加
６.（旧:5.）保健所・保健センター → 保健所

１. は左記通り追加
それにより、番号１つ
ずつ後ろになる
５. 保健センターは職
員が常駐していないた
め削除しました

4 問12 追加 2、3の質問について、就労したいのに今就労し
ていない理由を聞く設問を追加できないか。教
育方針として子どもと過ごすために今、就労し
ないのか、就労したいのに就職先や預け先の問
題等で就労できないのかを確認したい。

「１.子育てや家事に
～」
→「１.子育てに専念し

たい
２.家事などに専念
したい」

に分割

7 用語説明 疑問 表紙に用語説明があるので必要なし
「放課後子ども教室」「学童保育所」

削除

10 問 24 要望 ３.乳幼児だけを家に残して外出した
→子どもだけを家に残して外出した

６.子どもの口をふさいだ → 除く
７.子どもを激しく揺さぶった → 除く

世帯内に乳幼児がいる
場合もあるため変更な
し

10 問 25 要望 １.よくやってくれる → よくやっている
２.時々やってくれる → 時々やっている
３.ほとんどしてくれない

→ほとんどしない

相手の事で、くれるの
ほうがいいと思うので
変更なし

10 問 25,
問 25-1

要望 子育て参加について「時々」や「ほとんど」が
曖昧なため、関わっている⇔関わっていないで
5 段階回答のほうが分かりやすいのではない
か。

細分化しすぎるので、
変更なし

10 （旧:問 26） 削除 子育てのことで気軽に相談できる方はいます
か。の設問はP.2 の問8と同じではないか。

問8、問8-1で聞いて
いるため削除

11
～
13

問 33（旧:問
34 ～ 旧 : 問
39）～問37

変更 数字入力→カテゴリ化 カテゴリ化に修正

11 問 33（旧:問
34）

要望 起床時間を聞く項目を追加すれば睡眠時間が分
かるのではないか。

睡眠時間というより
は、何時頃寝ているか
知りたい→1 時間おき
選択に
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㌻ 設問 意見種
別

内 容 改正内容

12 （旧:問 35） 削除 テレビゲーム等の使用時間
テレビゲームに限定しないで他も聞いたほうが
いいのではないか。

設問を変更してこの問
を削除

12 問 35（旧：
問37）

要望 テレビだけではなく、パソコンやタブレット、
スマホ、ゲーム端末で動画を見ている時間もあ
ると思うので、テレビと限定しないほうが良い
のではないか。

設問文を「パソコンや
タブレット、スマホ、
ゲーム端末」に変更
1 時間ごとにカテゴリ
化

12 問 36（旧：
問38）

要望 外遊びの時間について季節によって差があるの
ではないかと思われる。平均にすると分かりづ
らくなるため、夏場と冬場に分けて聞くことは
できないか。

夏場、冬場の設問を設
ける

13 問 37（旧：
問39）

要望 学習時間は分単位の回答がよいのでは？
（学年×10分と言われているので）

30 分単位のカテゴリ
作成

13 問 38 要望 負担に感じることに市税・住民税なども加えた
らいいのではないか。

変更なし

13 （旧：問40） 要望 満足度が高い 満足度が低い
5 → 4 → 3 → 2 →1

満足度を問 39 に集約
し、削除

13 問 39（旧：
問41）

要望 ①母子健診（妊娠中や乳幼児の健診）の充実
→妊婦健診や乳幼児健診の充実

左記通り変更

13 問 39（旧：
問41）

要望 ⑦公園など親子で遊べる施設の充実で、屋内の
要望も聞いてほしい。

⑦公園などで遊べる施
設の充実に変更
⑧屋内で遊べる施設の
充実を追加

14 問 39（旧：
問41）

要望 ⑮村上市メールマガジン（子育て情報）の充実
→ 子育て情報（村上市メールマガジン等）
の充実

左記通り変更

14 自由記述 要望 自由記述欄を広くしたほうがいい。 広くしました


