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門真市次世代育成支援に係るニーズ調査（門真市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  172 

狭山市次世代育成支援行動計画策定基礎調査（狭山市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  174 

君津市次世代育成支援に係るニーズ調査（君津市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  175 
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流山市次世代育成支援に係るニーズ調査（流山市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  181 
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岡山市子育てに関するアンケート調査（岡山市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  187 
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大和市次世代育成支援に係るニーズ調査（大和市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  197 

富田林市次世代育成支援に係るニーズ調査（富田林市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  198 

江津市次世代育成支援に係るニーズ調査（江津市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  199 

福山市次世代育成支援に係るニーズ調査（福山市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  200 

熊本県次世代育成支援に関するアンケート調査（熊本県） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  202 
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武蔵野市子育て支援に関するアンケート調査（武蔵野市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  207 

射水市次世代育成支援に係るニーズ調査（射水市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  208 

敦賀市次世代育成支援に関するニーズ調査（敦賀市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  209 
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(2) 変 更  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  224 

県民経済計算推計に関する特別調査（神奈川県） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  224 

衛生行政報告例（厚生労働省） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  227 

仕事と家庭の両立支援状況調査（京都府） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  228 

京丹後市織物実態調査（京丹後市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  229 

大阪府工業用水道水使用実態調査（大阪府） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  230 

 (3) 中 止  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  231 

中小企業賃金事情調査（栃木県） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  231 

女性労働問題に関する意識と実態調査（鳥取県） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  232 

生産品輸出実績調査（福岡県） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  233 

老人保健福祉計画等統計調査（厚生労働省） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  234 

５ 参考 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  237 

承認統計調査の実施機関別・年（月）次別承認件数（報告様式単位） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  239 

届出統計調査の実施機関別・年（月）次別受理件数 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  243 

 



 - 1 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 統計調査の審査状況 
（総括表） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 3 -

指定統計調査の承認等の状況 

（平成20年12月分） 

 
１ 指定統計調査の実施承認 

 
指定統計調査の名称 申 請 者 主 な 承 認 事 項 承認月日 

民間給与実態統計調査

（統計法第７条第２項） 

国税庁長官 

 

承認事項の変更 

平成 19 年 11 月の日本標準産業分類の

第 12 回改定を踏まえ、業種分類の変更を

行う。 

H20.12.2 

 

 



承認番号 承認年月日 統計調査の名称 申請者

27429 建築物実態調査

(旧№27429） 建築物実態調査票

27498 高等学校卒業（予定）者の就職（内定）状況に関する調査

(旧№27498）
国立大学法人付属高等学校卒業（予定）者の就職（内定）状
況に関する調査票

27499 高等学校卒業（予定）者の就職（内定）状況に関する調査

(旧№27499）
公立高等学校卒業（予定）者の就職（内定）状況に関する調査
票

27500 高等学校卒業（予定）者の就職（内定）状況に関する調査

(旧№27500）
私立高等学校卒業（予定）者の就職（内定）状況に関する調査
票

27548 駐留軍関係離職者帰すう状況調査

(旧№27167） 駐留軍関係離職者帰すう状況調査票

27549 特定サービス産業動態統計調査

(旧№27319） 物品賃貸（リース）業調査票

27550 特定サービス産業動態統計調査

(旧№27320） 物品賃貸（レンタル）業調査票

27551 特定サービス産業動態統計調査

(旧№27321） 情報サービス業調査票

27552 特定サービス産業動態統計調査

(旧№27322） 広告業調査票

27553 特定サービス産業動態統計調査

(旧№27323） クレジットカード業調査票

27554 特定サービス産業動態統計調査

(旧№27324） エンジニアリング業調査票

27555 特定サービス産業動態統計調査

(旧№27325） 映画館調査票

27556 特定サービス産業動態統計調査

(旧№27326） 劇場・興行場、興行団調査票

27557 特定サービス産業動態統計調査

(旧№27327） ゴルフ場調査票

27558 特定サービス産業動態統計調査

(旧№27328） ゴルフ練習場調査票

27559 特定サービス産業動態統計調査

(旧№27329） ボウリング場調査票

27560 特定サービス産業動態統計調査

(旧№27330） 遊園地・テーマパーク調査票

27561 特定サービス産業動態統計調査

(旧№27331） パチンコホール調査票

27562 特定サービス産業動態統計調査

(旧№27332） 葬儀業調査票

27563 特定サービス産業動態統計調査

(旧№27333） 結婚式場業調査票

27564 特定サービス産業動態統計調査

(旧№27334） 外国語会話教室調査票

H20.12.19 経済産業大臣

H20.12.19 経済産業大臣

H20.12.19 経済産業大臣

H20.12.19 経済産業大臣

H20.12.19 経済産業大臣

H20.12.19 経済産業大臣

文部科学大臣

H20.12.16 文部科学大臣

H20.12.19 経済産業大臣

２　承認統計調査の承認

H20.12.19 経済産業大臣

H20.12.19 経済産業大臣

文部科学大臣H20.12.16

H20.12.9 防衛大臣

H20.12.19

H20.12.19 経済産業大臣

H20.12.19 経済産業大臣

H20.12.19 経済産業大臣

H20.12.19 経済産業大臣

H20.12.16 国土交通大臣

H20.12.19 経済産業大臣

H20.12.19 経済産業大臣

経済産業大臣

H20.12.16
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27565 特定サービス産業動態統計調査

(旧№27335） カルチャーセンター調査票

27566 特定サービス産業動態統計調査

(旧№27336） フィットネスクラブ調査票

27567 特定サービス産業動態統計調査

(旧№27337） 学習塾調査票

27568 特定サービス産業動態統計調査

(旧№27338） 映像情報制作・配給業調査票

27569 特定サービス産業動態統計調査

(旧№27339） インターネット附随サービス業調査票

27570 特定サービス産業動態統計調査

(旧№27340） 音楽ソフト制作業調査票

27571 特定サービス産業動態統計調査

(旧№27341） 新聞業調査票

27572 特定サービス産業動態統計調査

(旧№27342） 出版業調査票

27573 特定サービス産業動態統計調査

(旧№27343） ポストプロダクション業調査票

27574 特定サービス産業動態統計調査

(旧№27344） デザイン業調査票

27575 特定サービス産業動態統計調査

(旧№27345） 機械設計業調査票

27576 特定サービス産業動態統計調査

(旧№27346） 機械等修理業調査票

27577 特定サービス産業動態統計調査

(旧№27347） 自動車賃貸業調査票

27578 特定サービス産業動態統計調査

(旧№27348） 環境計量証明業調査票

27579 平成20年度住宅市場動向調査

(旧№27099） 民間住宅建築主アンケート調査票

27580 平成20年度住宅市場動向調査

(旧№27100） 分譲住宅購入者アンケート調査票

27581 平成20年度住宅市場動向調査

(旧№27101） 中古住宅購入者アンケート調査票

27582 平成20年度住宅市場動向調査

(旧№27102） 賃貸住宅入居者アンケート調査票

27583 平成20年度住宅市場動向調査

(旧№27103） リフォーム住宅アンケート調査票

27584 消費動向調査（全国、月次）

(旧№27265）
消費動向調査票（平成21年4，5，7，8，10，11、平成22年1，2
月調査）

27585 消費動向調査（全国、月次）

(旧№27266） 消費動向調査票（平成21年６，９，１２月調査）

27586 消費動向調査（全国、月次）

(旧№27267） 消費動向調査票（平成22年3月調査）

27587 民間企業の研究活動に関する調査

(旧№27199） 民間企業の研究活動に関する調査票

27588 企業行動に関するアンケート調査

(旧№27094） 平成20年度企業行動に関するアンケート調査票

H21.12.19 文部科学大臣

H20.12.26 内閣総理大臣

H21.12.19 内閣総理大臣

H21.12.19 内閣総理大臣

H20.12.18 国土交通大臣

H21.12.19 内閣総理大臣

H20.12.18 国土交通大臣

H20.12.18 国土交通大臣

H20.12.18 国土交通大臣

H20.12.18 国土交通大臣

H20.12.19 経済産業大臣

H20.12.19 経済産業大臣

H20.12.19 経済産業大臣

H20.12.19 経済産業大臣

H20.12.19 経済産業大臣

H20.12.19 経済産業大臣

H20.12.19 経済産業大臣

H20.12.19 経済産業大臣

H20.12.19 経済産業大臣

H20.12.19 経済産業大臣

H20.12.19 経済産業大臣

H20.12.19 経済産業大臣

H20.12.19 経済産業大臣

H20.12.19 経済産業大臣
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27589 宗教統計調査

(旧№26240） 包括宗教団体（法人）用調査票

27590 宗教統計調査

(旧№26241） 単立宗教法人用調査票

27591 医薬品価格調査

(旧№） 経時変動調査用調査票

27592 企業の土地取得状況等に関する調査

(旧№26729） 企業の土地取得状況等に関する調査票

27593 大気汚染物質排出量総合調査

(旧№26602） 平成21年度大気汚染物質排出量総合調査票

H20.12.26 厚生労働大臣

H20.12.26 文部科学大臣

H20.12.26 文部科学大臣

H20.12.26 環境大臣

H20.12.26 国土交通大臣
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（１）　新　規

整理番号 受理年月日 統計調査の名称 届出者

108187 H20.12.1 にかほ市次世代育成支援に係るニーズ調査 に か ほ 市 長

108188 H20.12.1 北茨城市次世代育成支援に係るニーズ調査 北 茨 城 市 長

108189 H20.12.1 柏市ひとり親家庭等に係るニーズ調査 柏 市 長

108190 H20.12.1 姫路市子育て支援に関する市民意識調査 姫 路 市 長

108191 H20.12.1 指宿市次世代育成支援に係るニーズ調査 指 宿 市 長

108192 H20.12.2 岐阜県養殖動態調査 岐 阜 県 知 事

108193 H20.12.2 深川市次世代育成支援に関するニーズ調査 深 川 市 長

108194 H20.12.2 鉾田市次世代育成支援に係るニーズ調査 鉾 田 市 長

108195 H20.12.2
小金井市次世代育成支援に関するニーズ・アンケート調
査

小 金 井 市 長

108196 H20.12.2 綾瀬市次世代育成支援に係るニーズ調査 綾 瀬 市 長

108197 H20.12.2
長岡市子育て応援プラン後期計画策定に関するニーズ調
査

長 岡 市 長

108198 H20.12.2 伊豆の国市次世代育成支援に係るニーズ調査 伊 豆 の 国 市 長

108199 H20.12.2 芦屋市次世代育成支援に係るニーズ調査 芦 屋 市 長

108200 H20.12.2 葛城市子育て支援に関するニーズ調査 葛 城 市 長

108201 H20.12.2 廿日市市次世代育成支援に係るニーズ調査 廿 日 市 市 長

108202 H20.12.2 久留米市次世代育成支援に係るニーズ調査 久 留 米 市 長

108203 H20.12.2
臼杵市次世代育成支援行動計画（後期）に係るニーズ調
査

臼 杵 市 長

108204 H20.12.4
桜川市伊世代育成支援地域行動計画（後期計画）策定の
ためのアンケート調査

桜 川 市 長

108205 H20.12.4 神栖市次世代育成支援に係るニーズ調査 神 栖 市 長

108206 H20.12.4 牛久市次世代育成支援に係るニーズ調査 牛 久 市 長

108207 H20.12.4 川越市次世代育成支援に係るニーズ調査 川 越 市 長

108208 H20.12.4 木更津市次世代育成支援行動計画策定に係るニーズ調査 木 更 津 市 長

108209 H20.12.4 高浜市次世代育成支援に係るニーズ調査 高 浜 市 長

108210 H20.12.4 三木市次世代育成支援に係るニーズ調査 三 木 市 長

108211 H20.12.4 杵築市次世代育成支援に係るニーズ調査 杵 築 市 長

108212 H20.12.4 いちき串木野市次世代育成支援に関するニーズ調査 い ち き 串 木 野 市 長

108213 H20.12.5 労働環境等調査 栃 木 県 知 事

108214 H20.12.5 那須塩原市次世代育成支援に係るニーズ調査 那 須 塩 原 市 長

108215 H20.12.5 鹿沼市次世代育成支援に係るニーズ調査 鹿 沼 市 長

３　届出統計調査の受理
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108216 H20.12.5
第２回かしこいクルマの使い方を考えるプロジェクト神
戸・アンケート

神 戸 市 長

108217 H20.12.5 大和高田市子育てに関するアンケート調査 大 和 高 田 市 長

108218 H20.12.5 倉敷市次世代育成支援後期行動計画に係るニーズ調査 倉 敷 市 長

108219 H20.12.8 久喜市次世代育成支援に係るニーズ調査 久 喜 市 長

108220 H20.12.8 飯能市次世代育成支援行動計画に係るニーズ調査 飯 能 市 長

108221 H20.12.8 印西市次世代育成支援に係るニーズ調査 印 西 市 長

108222 H20.12.8 四街道市次世代育成支援に係るニーズ調査 四 街 道 市 長

108223 H20.12.8 豊明市次世代育成支援に係るニーズ調査 豊 明 市 長

108224 H20.12.8 川西市次世代育成支援に係るニーズ調査 川 西 市 長

108225 H20.12.8 三田市次世代育成支援に係るニーズ調査 三 田 市 長

108226 H20.12.9 土浦市次世代育成支援に係るニーズ調査 土 浦 市 長

108227 H20.12.9 佐野市次世代育成支援に係るニーズ調査 佐 野 市 長

108228 H20.12.9 みどり市次世代育成支援行動計画策定ニーズ調査 み ど り 市 長

108229 H20.12.9 甲府市次世代育成支援に係るニーズ調査 甲 府 市 長

108230 H20.12.9 伊豆市次世代育成支援に係るニーズ調査 伊 豆 市 長

108231 H20.12.9 向日市次世代育成支援に係るニーズ調査 向 日 市 長

108232 H20.12.9
淡路市次世代育成支援行動計画（後期計画）策定に係る
ニーズ調査

淡 路 市 長

108233 H20.12.10 白石市次世代育成支援に係るニーズ調査 白 石 市 長

108234 H20.12.10 下野市次世代育成支援に係るニーズ調査 下 野 市 長

108235 H20.12.10 下妻市次世代育成支援に係るニーズ調査 下 妻 市 長

108236 H20.12.10 日光市次世代育成支援に係るニーズ調査 日 光 市 長

108237 H20.12.10 東村山市次世代育成支援に係るニーズ調査 東 村 山 市 長

108238 H20.12.10 伊勢原市次世代育成支援に関するアンケート調査 伊 勢 原 市 長

108239 H20.12.10 関市次世代育成支援に関するニーズ調査 関 市 長

108240 H20.12.10 高松市次世代育成支援に関する市民ニーズ調査 高 松 市 長

108241 H20.12.10 宇土市次世代育成支援に係るニーズ調査 宇 土 市 長

108242 H20.12.10 南さつま市次世代育成支援に係るニーズ調査 南 さ つ ま 市 長

108243 H20.12.11 府内中小企業経営者の経営感調査 大 阪 府 知 事

108244 H20.12.11 次世代育成支援に関するニーズ調査 由 利 本 荘 市 長

108245 H20.12.11 茂原市次世代育成支援に係るニーズ調査 茂 原 市 長

108246 H20.12.11 知多市次世代育成支援に係るニーズ調査 知 多 市 長

108247 H20.12.11 寝屋川市次世代育成支援に係るニーズ調査 寝 屋 川 市 長

108248 H20.12.11 松江市次世代育成支援に係るニーズ調査 松 江 市 長

108249 H20.12.11 山陽小野田市次世代育成支援に係るニーズ調査 山 陽 小 野 田 市 長

108250 H20.12.11
竹田市すこやか行動計画（次世代育成支援）に関する
ニーズ調査

竹 田 市 長
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108251 H20.12.15 平川市次世代育成支援に係るニーズ調査 平 川 市 長

108252 H20.12.15 盛岡市次世代育成支援に係るニーズ調 盛 岡 市 長

108253 H20.12.15 富岡市次世代育成支援に係るニーズ調査 富 岡 市 長

108254 H20.12.15
北本市次世代育成支援後期行動計画（仮称）策定に係る
ニーズ調査

北 本 市 長

108255 H20.12.15 深谷市次世代育成支援に係るニーズ調査 深 谷 市 長

108256 H20.12.15 市原市次世代育成支援に関するニーズ調査 市 原 市 長

108257 H20.12.15 銚子市次世代育成支援に係るニーズ調査 銚 子 市 長

108258 H20.12.15
かなざわ子育て夢プラン2010（仮称）策定のための市民
ニーズ調査

金 沢 市 長

108259 H20.12.15
刈谷市次世代育成支援行動計画策定に係る市民ニーズ調
査

刈 谷 市 長

108260 H20.12.15 第９期市政アドバイザー　第８回意識調査 神 戸 市 長

108261 H20.12.15 新たまの子育てプラン後期計画策定に係るニーズ調査 玉 野 市 長

108262 H20.12.15 阿波市次世代育成支援に係るニーズ調査 阿 波 市 長

108263 H20.12.15 北九州市認知症に関する意識及び実態調査 北 九 州 市 長

108264 H20.12.15 大分市次世代育成支援に関するニーズ調査 大 分 市 長

108265 H20.12.15 日田市次世代育成支援に係るニーズ調査 日 田 市 長

108266 H20.12.17 浦安市後期子育て支援総合計画に関する基礎調査 浦 安 市 長

108267 H20.12.17 長野市次世代育成支援に係るニーズ調査 長 野 市 長

108268 H20.12.17 牧之原市次世代育成支援に関するニーズ調査 牧 之 原 市 長

108269 H20.12.17 八尾市次世代育成支援に係るニーズ調査 八 尾 市 長

108270 H20.12.17 和歌山市次世代育成支援に関するニーズ調査 和 歌 山 市 長

108271 H20.12.18 福井県の次世代育成支援に関するニーズ調査 福 井 県 知 事

108272 H20.12.18 渋川市次世代育成支援に係るニーズ調査 渋 川 市 長

108273 H20.12.18 平塚市次世代育成支援に係るニーズ調査 平 塚 市 長

108274 H20.12.18 岩倉市後期次世代育成支援生き行動計画ニーズ調査 岩 倉 市 長

108275 H20.12.18 門真市次世代育成支援に係るニーズ調査 門 真 市 長

108276 H20.12.19 狭山市次世代育成支援行動計画策定基礎調査 狭 山 市 長

108277 H20.12.19 君津市次世代育成支援に係るニーズ調査 君 津 市 長

108278 H20.12.19 北杜市次世代育成支援に係るニーズ調査 北 杜 市 長

108279 H20.12.19 飛騨市次世代育成支援に係るニーズ調査 飛 騨 市 長

108280 H20.12.19 次世代育成支援に関する調査 神 戸 市 長

108281 H20.12.22 流山市次世代育成支援に係るニーズ調査 流 山 市 長

108282 H20.12.22 南砺市次世代育成支援に係るニーズ調査 南 砺 市 長

108283 H20.12.22 豊橋市次世代育成支援に係るニーズ調査 豊 橋 市 長

108284 H20.12.22 長浜市次世代育成支援に関するニーズ調査 長 浜 市 長
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108285 H20.12.22 岡山市子育てに関するアンケート調査 岡 山 市 長

108286 H20.12.22 吉野川市次世代育成支援に係るニーズ調査 吉 野 川 市 長

108287 H20.12.22
薩摩川内市次世代育成支援対策行動計画（後期）策定に
係るニーズ調査

薩 摩 川 内 市 長

108288 H20.12.22 南九州市次世代育成支援に関するニーズ調査 南 九 州 市 長

108289 H20.12.24 北見市次世代育成支援に関するニーズ調査 北 見 市 長

108290 H20.12.24 つくばみらい市次世代育成支援に係るニーズ調査 つ く ば み ら い 市 長

108291 H20.12.24 小山市次世代育成支援に係るニーズ調査 小 山 市 長

108292 H20.12.24 稲城市次世代育成支援に係るニーズ調査 稲 城 市 長

108293 H20.12.24 大和市次世代育成支援に係るニーズ調査 大 和 市 長

108294 H20.12.24 富田林市次世代育成支援に係るニーズ調査 富 田 林 市 長

108295 H20.12.24 江津市次世代育成支援に係るニーズ調査 江 津 市 長

108296 H20.12.24 福山市次世代育成支援に係るニーズ調査 福 山 市 長

108297 H20.12.25 熊本県次世代育成支援に関するアンケート調査 熊 本 県 知 事

108298 H20.12.25 越谷市次世代育成支援に係るニーズ調査 越 谷 市 長

108299 H20.12.25 加須市次世代育成支援に係るニーズ調査 加 須 市 長

108300 H20.12.25 白井市次世代育成支援に係るニーズ調査 白 井 市 長

108301 H20.12.25 八街市次世代育成支援行動計画策定に係るニーズ調査 八 街 市 長

108302 H20.12.25 武蔵野市子育て支援に関するアンケート調査 武 蔵 野 市 長

108303 H20.12.25 射水市次世代育成支援に係るニーズ調査 射 水 市 長

108304 H20.12.25 敦賀市次世代育成支援に関するニーズ調査 敦 賀 市 長

108305 H20.12.25 大垣市次世代育成支援に係るニーズ調査 大 垣 市 長

108306 H20.12.25 瑞穂市次世代育成支援に係るニーズ調査 瑞 穂 市 長

108307 H20.12.25 熱海市次世代育成支援に係るニーズ調査 熱 海 市 長

108308 H20.12.25 新城市次世代育成支援に関するアンケート調査 新 城 市 長

108309 H20.12.25 藤井寺市次世代育成支援に係るニーズ調査 藤 井 寺 市 長

108310 H20.12.25 下関市次世代育成支援に係るニーズ調査 下 関 市 長

108311 H20.12.25
平戸市次世代育成支援行動計画（後期計画）策定のため
のニーズ調査

平 戸 市 長

108312 H20.12.25 荒尾市子育てに関するアンケート調査 荒 尾 市 長

108313 H21.12.26 桶川市次世代育成支援に係るニーズ調査 桶 川 市 長

（２）　変　更

整理番号 受理年月日 統計調査の名称 届出者

208101 H20.12.2 県民経済計算推計に関する特別調査 神 奈 川 県 知 事

208102 H20.12.3 衛生行政報告例 厚 生 労 働 大 臣

208103 H20.12.15 仕事と家庭の両立支援状況調査 京 都 府 知 事
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208104 H20.12.17 京丹後市織物実態調査 京 丹 後 市 長

208105 H20.12.19 大阪府工業用水道水使用実態調査 大 阪 府 知 事

（３）　中　止

整理番号 受理年月日 統計調査の名称 届出者

308016 H20.12.5 中小企業賃金事情調査 栃 木 県 知 事

308017 H20.12.8 女性労働問題に関する意識と実態調査 鳥 取 県 知 事

308018 H20.12.17 生産品輸出実績調査 福 岡 県 知 事

308019 H20.12.26 老人保健福祉計画等統計調査 厚 生 労 働 大 臣
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指定統計調査の承認 

【調査名】 民間給与実態統計調査 

【承認年月日】 平成２０年１２月０２日【指定番号】 ７７ 

【実施機関】 国税庁長官官房企画課 

【目 的】 民間企業における毎年の給与の実態を，給与階級別，事業所規模別，企業規模別等

に明らかにし，租税収入の見積り，租税負担の検討等租税に関する制度及び税務行政

運営の基礎資料を得る。 

【沿 革】 この調査は，昭和２５年から始まり，以後毎年実施されており，昭和３０年１月か

ら指定統計となった。 

【調査の構成】 １－民間給与実態統計調査票（源泉徴収義務者用） ２－民間給与実態統計調

査票（給与所得者用） 

【集計・公表】 （集計）中央集計／機械集計 （公表）「国税庁民間給与実態統計調査結果報

告」（翌年９月末日まで） （表章）全国 

【経費】 ５，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－民間給与実態統計調査票（源泉徴収義務者用） 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）所得税法施行地に納税地を有する源

泉徴収義務者 （抽出枠）源泉所得税調査簿 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３０，０００／３，７９０，０００ （配布）

郵送 （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎年１２月３１日

現在 （系統）国税庁→国税局（沖縄国税事務所）→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査期日の属する年の翌年２月末日まで 

 【調査事項】 １．名称又は氏名，２．所在地又は住所，３．企業の主な業務，４．給与所得

者用調査票の枚数及び人員数，５．組織及び資本金，６．給与所得者数，７．年

間給与支給総額，８．給与支給総額に対する年間源泉徴収税額 

※ 

【調査票名】 ２－民間給与実態統計調査票（給与所得者用） 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）源泉徴収義務者が所得税法により，所

得税を源泉徴収して納付している給与所得者 （抽出枠）給与台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３１０，０００ （配布）郵送 （取集）郵

送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎年１２月３１日現在 （系統）国

税庁→国税局（沖縄国税事務所）→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査期日の属する年の翌年２月末日まで 

 【調査事項】 １．給与所得者の氏名又は記号等，性別，年齢，勤続年数及び職務，２．年中

の給与の受給月数，３．年末調整の有無，４．扶養親族の内訳，５．給与の金額，

６．所得控除額及び税額控除額の内訳，７．年税額 
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３ 承 認 統 計 調 査 の 承 認 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注：「報告様式名」欄について 
 

  報告様式が２以上ある場合には、報告様式名の頭 
 

 に数字を付し、調査内容の説明の簡略化を図った。 
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承認統計調査の承認 

【調査名】 建築物実態調査 

【実施機関】 国土交通省総合政策局情報政策本部情報安全・調査課建設統計室 

【目 的】 着工建築物及び除却建築物の届出の実態を現地調査により把握し、住宅行政等の基

礎資料を得る。 

【沿 革】 本調査は、「建築着工統計調査」（指定統計第３２号を作成するための調査）及び「建

築物滅失統計調査（建築物除却統計調査）」（届出統計調査）を補完するため、両調査

では把握されていない建築工事届及び建築物除却届が無届のまま新築工事・増改築工

事及び除却工事が行われた建築物の実態を把握すること（漏れ調査）を目的とし、昭

和３２年から昭和４１年までの間は３年周期で実施されてきたが、昭和４１年以降は

毎年実施されている。昭和６３年の調査時に、建築投資等のより的確な推計を行うた

め、届出義務のない床面積の合計が１０平方メートル以下の新築工事・増改築工事及

び除却工事が行われた建築物も調査対象に追加することとした。さらに建築統計の分

野において未整備となっていた改装等工事を含め、既存の建築物ストックの維持・補

修等を目的とした増改築・改装等工事の工事内容及び工事実施額などの実態を的確に

把握することに対する統計需要が高まる中、予算的制約から、別途の新たな統計調査

を創設することが困難であったため、本調査において、従来の「建築物実態調査」を

行う中で捕捉した増改築・改装等工事の行われた建築物の使用主等を対象に、「増改

築・改装等実態調査」の項目も併せて調査することとして、昭和６３年調査から平成

１９年調査までは２種類の調査票により本調査は実施されてきた。しかしながら、改

装等工事など調査員による捕捉が難しく、従来の調査手法では限界が生じていたこと、

住生活基本法（平成１８年法律第６１号）に基づく施策展開を図っていく上で、増改

築・改装等工事の実態をより的確に把握する統計ニーズが高まっていることから、平

成２０年調査より、「増改築・改装等実態調査」は廃止し、別途、供給側である事業

者からの実態を捉える新たな調査（「建築物リフォーム・リニューアル調査」（承認統

計調査））を平成２０年度から創設することを計画している。 

【調査の構成】 １－建築物実態調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計／機械集計 （公表）非公表 （表章）全国 

【経費】 ２７，７２４千円 

※ 

【調査票名】 １－建築物実態調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月１６日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２１年０１月１６日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７４２９ 調査票番号（旧）０２７４２９ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）世帯 （属性）調査実施年の前年中に建築工事に着手

した建築物及び除却工事が行われた除却建築物の使用主等 （抽出枠）平成１７
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年国勢調査調査区 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００ （配布）調査員 （取集）調査

員 （記入）他計 （把握時）平成２０年１１月１日現在 （系統）国土交通省

→都道府県→調査員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２１年１２月１６日 

 【調査事項】 １．すべての着工建築物を対象（１）建築主の種別，（２）着工時期，（３）工

事種別（新設・増築・改築・移転の別），（４）用途，（５）構造，（６）床面積の

合計，２．着工建築物が住宅の場合のみ対象（１）工事別（新築・その他の別），

（２）住宅の種類（専用住宅・併用住宅・その他の別）、（３）住宅の戸数、（４）

住宅の床面積の合計、（５）建築着工届の有無（届有・届無・１０平方メートル

以下）３．除却建築物を対象（１）除却原因（建替・その他の別）、（２）除却時

期、（３）建築物の用途、（４）建築物の構造（木造・その他の別）、（５）建築物

の数、（６）除却住宅の戸数、（７）床面積の合計、（８）除却届の有無（届有・

届無・１０平方メートル以下） 
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【調査名】 高等学校卒業（予定）者の就職（内定）状況に関する調査 

【実施機関】 文部科学省初等中等教育局児童生徒課 

【目 的】 当該年度３月に国立大学法人附属高等学校を卒業する生徒の就職内定状況（当該年

度１０月末現在）・決定状況（当該年度３月末現在）を把握することにより，就職問

題を含む進路指導の改善・充実を図るための参考資料を得る（高等学校には中等教育

学校の後期課程を含む。）。 

【調査の構成】 １－国立大学法人附属高等学校卒業（予定）者の就職（内定）状況に関する調

査票 ２－公立高等学校卒業（予定）者の就職（内定）状況に関する調査票 ３

－私立高等学校卒業（予定）者の就職（内定）状況に関する調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計／機械集計 （公表）毎年１２月，２月，５月頃公表予定 （表

章）全国 

※ 

【調査票名】 １－国立大学法人附属高等学校卒業（予定）者の就職（内定）状況に関する調査

票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月１６日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２１年０５月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７４９８ 調査票番号（旧）０２７４９８ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）国立大学法人の附属高等学校及び附属

中等教育学校 （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１８／１８ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２０年１０月末現在，平成２

０年１２月末現在，平成２１年３月末現在 （系統）文部科学省→国立大学法人

→国立大学法人附属高等学校・中等教育学校 

 【周期・期日】 （周期）年３回 （実施期日）毎年１１月１５日，１月１５日，４月１５日 

 【調査事項】 全日制・定時制別，学科別，男女別の１．卒業予定者数，２．就職希望先（県

内・県外）別の就職希望者数，３．就職（内定）先（県内・県外）別の就職（内

定）者数 

※ 

【調査票名】 ２－公立高等学校卒業（予定）者の就職（内定）状況に関する調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月１６日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２１年０５月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７４９９ 調査票番号（旧）０２７４９９ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）公立の高等学校及び中等教育学校 （抽

出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４，０００ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２０年１０月末現在，平成２
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０年１２月末現在，平成２１年３月末現在 （系統）文部科学省→都道府県教育

委員会→市（区）町村教育委員会→公立高等学校・中等教育学校 

 【周期・期日】 （周期）年３回 （実施期日）毎年１１月１５日，１月１５日，４月１５日 

 【調査事項】 全日制・定時制別，学科別，男女別の１．卒業予定者数，２．就職希望先（県

内・県外）べつの就職希望者数，３．就職（内定）先（県内・県外）別の就職（内

定）者数 

※ 

【調査票名】 ３－私立高等学校卒業（予定）者の就職（内定）状況に関する調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月１６日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２１年０５月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５００ 調査票番号（旧）０２７５００ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）私立の高等学校及び中等教育学校 （抽

出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，３００ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２０年１０月末現在，平成２

０年１２月末現在，平成２１年３月末現在 （系統）文部科学省→都道府県知事

部局→私立高等学校・中等教育学校 

 【周期・期日】 （周期）年３回 （実施期日）毎年１１月１５日，１月１５日，４月１５日 

 【調査事項】 全日制・定時制別，学科別，男女別の１．卒業予定者数，２．就職希望先（県

内・県外）別の就職希望者数，３．就職（内定）先（県内・県外）別の就職（内

定）者数 
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【調査名】 駐留軍関係離職者帰すう状況調査 

【実施機関】 防衛省地方協力局労務管理課 

【目 的】 駐留軍関係離職者の実態を把握することにより，今後における離職者対策の促進の

ための基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－駐留軍関係離職者帰すう状況調査票〔Ａ票・Ｂ票〕 

【集計・公表】 （集計）中央集計／手集計 （公表）「調査結果報告書」（年度末）関係防衛施

設局及び独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構へ配布 （表章）都道府県 

※ 

【調査票名】 １－駐留軍関係離職者帰すう状況調査票〔Ａ票・Ｂ票〕 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月０９日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２２年０３月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５４８ 調査票番号（旧）０２７１６７ 

 【調査対象】 （地域）青森県，東京都，神奈川県，静岡県，広島県，山口県，長崎県及び沖

縄県 （単位）個人 （属性）平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日ま

での間における人員整理等を離職の理由とする駐留軍関係離職者 （抽出枠）離

職者名簿 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）６０／６０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）平成２１年１月３１日まで （系統）防衛省地方協力局→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）０７月０１日 

 【調査事項】 〔Ａ票〕１．在日米軍からの離職年月日，２．就職，自営業の別，３．就職方

法，就職年月日（就職している者のみ），４．就職先（就職している者のみ），５．

就職先での職種（就職している者のみ），６．開業業種，開業年月日（自営業を

営んでいる者のみ），７．事業形態（自営業を営んでいる者のみ），８．離職前職

業訓練の効果，受講訓練種目名，９．受講しなかった理由（離職前職業訓練を受

講しなかった者のみ），［Ｂ票］１．在日米軍からの離職年月日，２．離職後の就

職の有無，３．就職方法，就職年月日，就職先及びその業種，退職年月日及び退

職した理由（就職したことがある者のみ），４．離職前職業訓練受講の有無，受

講訓練種目名，取得資格免許，５．受講しなかった理由（離職前職業訓練を受講

しなかった者のみ），６．再就職等に役立つと思われる職業訓練種目名，７．今

後の就職又は自営業開業の見込み，８．就職見込み先又は就職希望先（就職見込

み者及び就職希望者のみ），９．開業見込み業種又は開業希望業種（自営業開業

見込み者及び自営業開業希望者のみ） 
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【調査名】 特定サービス産業動態統計調査 

【実施機関】 経済産業省経済産業政策局調査統計部サービス統計室 

【目 的】 特定サービス産業の売上高，契約高等の経営動向を把握し，景気動向の判断材料に

資するとともに，産業振興政策，中小企業政策の推進及びサービス産業の健全な育成

のための基礎資料を得る 

【沿 革】 この調査は，毎月調査として昭和６２年１２月から実施されている。当初は，物品

賃貸業，情報サービス業，広告業の３業種について，平成５年１０月からは，クレジ

ットカード業及びエンジニアリング業の２業種を追加し，５業種で調査を実施してき

た。★ 平成１２年１月からは，新規業種として，１．葬儀業，２．結婚式場業，３．

映画館，４．劇場・興行場，興行団，５．ゴルフ場，６．ゴルフ練習場，７．ボウリ

ング場，８．遊園地・テーマパーク，９．パチンコホール，１０．外国語会話教室，

１１．カルチャーセンター，１２．フィットネスクラブの１２業種を加えて，合計１

７業種について調査を実施するとともに，新世代統計システムへの対応を行い，イン

ターネットを活用したオンラインでの申告が開始されている。 

【調査の構成】 １－物品賃貸（リース）業調査票 ２－物品賃貸（レンタル）業調査票 ３－

情報サービス業調査票 ４－広告業調査票 ５－クレジットカード業調査票 

６－エンジニアリング業調査票 ７－映画館調査票 ８－劇場・興行場，興行団

調査票 ９－ゴルフ場調査票 １０－ゴルフ練習場調査票 １１－ボウリング

場調査票 １２－遊園地・テーマパーク調査票 １３－パチンコホール調査票 

１４－葬儀業調査票 １５－結婚式場業調査票 １６－外国語会話教室調査票 

１７－カルチャーセンター調査票 １８－フィットネスクラブ調査票 １９－

学習塾調査票 ２０－映像情報製作・配給業調査票 ２１－インターネット附随

サービス業調査票 ２２－音楽ソフト制作業調査票 ２３－新聞業調査票 ２

４－出版業調査票 ２５－ポストプロダクション業調査票 ２６－デザイン業

調査票 ２７－機械設計業調査票 ２８－機械等修理業調査票 ２９－自動車

賃貸業調査票 ３０－環境計量証明業調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計／機械集計 （公表）「特定サービス産業動態統計速報」（翌々

月上旬）「特定サービス産業動態統計月報」（翌々月中旬） （表章）全国 

【経費】 ６８，６９７千円 

※ 

【調査票名】 １－物品賃貸（リース）業調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月１９日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２２年０３月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５４９ 調査票番号（旧）０２７３１９ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）各種物品賃貸業，産業用機械器具賃貸

業，事務用機械器具賃貸業（日本標準産業分類小分類７０１，７０２，７０３）に属す
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るリース業務を営む企業 （抽出枠）平成１７年特定サービス産業実態調査及び業界団

体資料 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）４２／５６１ （配布）郵送・オンライン （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）経済産業省

→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）翌月２０日 

 【調査事項】 １．事業所数，２．月末常用従業者数等，３．リース月間契約高及びリース物

件月間購入高，４．月間売上高、５．フェイス事項 

※ 

【調査票名】 ２－物品賃貸（レンタル）業調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月１９日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２２年０３月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５５０ 調査票番号（旧）０２７３２０ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）各種物品賃貸業，産業用機械器具賃貸

業，事務用機械器具賃貸業（日本標準産業分類小分類７０１，７０２，７０３）及び音

楽・映像記録物賃貸業（日本標準産業分類細分類７０９２）のレンタル業務を営む企業 

（抽出枠）平成１７年特定サービス産業実態調査及び業界団体資料 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２２５／２，７７０ （配布）郵送・オンライ

ン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）経

済産業省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査翌月２０日 

 【調査事項】 １．事業所数，２．月末常用従業者数等，３．月間売上高，４．フェイス事項， 

※ 

【調査票名】 ３－情報サービス業調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月１９日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２２年０３月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５５１ 調査票番号（旧）０２７３２１ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）情報サービス業（日本標準産業分類小

分類３９１，３９２）に属する業務を営む企業 （抽出枠）平成１７年特定サービス産

業実態調査及び業界団体資料 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２３２／５，０５０ （配布）郵送・オンライ

ン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）経

済産業省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査翌月２０日 

 【調査事項】 １．事業所数，２．月末常用従業者数等，３．月間売上高等，４．フェイス事

項 
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※ 

【調査票名】 ４－広告業調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月１９日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２２年０３月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５５２ 調査票番号（旧）０２７３２２ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）広告業（日本標準産業分類小分類７３

１）に属する業務を営む企業 （抽出枠）平成１５年特定サービス産業実態調査及び業

界団体資料 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１０７／３，１８０ （配布）郵送・オンライ

ン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）経

済産業省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査翌月２０日 

 【調査事項】 １．事業所数，２．月末常用従業者数等，３．月間売上高等，４．フェイス事

項 

※ 

【調査票名】 ５－クレジットカード業調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月１９日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２２年０３月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５５３ 調査票番号（旧）０２７３２３ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）クレジットカード業（日本標準産業分

類細分類６４３１）に属する業務を営む企業 （抽出枠）平成１７年特定サービス産業

実態調査及び業界団体資料 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）７５／３５８ （配布）郵送・オンライン （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）経済産業省

→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査翌月２０日 

 【調査事項】 １．事業所数，２．月末常用従業者数，３．月間売上高等，４．フェイス事項， 

※ 

【調査票名】 ６－エンジニアリング業調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月１９日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２２年０３月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５５４ 調査票番号（旧）０２７３２４ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）他に分類されない専門サービス業（日

本標準産業分類細分類７４９９）に属するエンジニアリング業務を営む企業 （抽出枠）

平成１５年特定サービス産業実態調査及び業界団体資料 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）９１／２９４ （配布）郵送・オンライン （取
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集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）経済産業省

→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査翌月２０日 

 【調査事項】 １．事業所数，２．月末常用従業者数等，３．エンジニアリング業務の月間受

注高等，４．月間売上高，５．フェイス事項 

※ 

【調査票名】 ７－映画館調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月１９日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２２年０３月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５５５ 調査票番号（旧）０２７３２５ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）映画館（日本標準産業分類小分類８

０１）に属する業務を営む事業所 （抽出枠）平成１６年特定サービス産業実態調査及

び業界団体資料 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２４８／７１６ （配布）郵送・オンライン （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）経済産業省

→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査翌月２０日 

 【調査事項】 １．月末常用従業者数等，２．上映種類別入場者数，３．月間売上高等，４．

スクリーン数及び座席数，５．フェイス事項 

※ 

【調査票名】 ８－劇場・興行場，興行団調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月１９日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２２年０３月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５５６ 調査票番号（旧）０２７３２６ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）興行場，興行団（日本標準産業分類

小分類８０２）に属する業務を営む事業所 （抽出枠）平成１６年特定サービス産業実

態調査及び業界団体資料 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）８５／６９８ （配布）郵送・オンライン （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）経済産業省

→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査翌月２０日 

 【調査事項】 １．月末常用従業者数等，２．入場者数，３．月間売上高等，４．フェイス事

項 

※ 

【調査票名】 ９－ゴルフ場調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月１９日 
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 【調査票承認期間終了日】 平成２２年０３月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５５７ 調査票番号（旧）０２７３２７ 

 【調査対象】 （地域）都道府県のうち北海道，宮城県，東京都，愛知県，大阪府，広島県，

香川県，福岡県の８都道府県 （単位）事業所 （属性）ゴルフ場（日本標準産業分類

細分類８０４３）に属する業務を営む事業所 （抽出枠）平成１６年特定サービス産業

実態調査及び業界団体資料 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）－６１３，５５０ （配布）郵送・オンライン 

（取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）経済産

業省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査翌月２０日 

 【調査事項】 １．月末常用従業者数等，２．利用者数，３．月間売上高等，４．月間営業日

数，５．営業ホール数，６．フェイス事項 

※ 

【調査票名】 １０－ゴルフ練習場調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月１９日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２２年０３月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５５８ 調査票番号（旧）０２７３２８ 

 【調査対象】 （地域）都道府県のうち北海道，宮城県，東京都，愛知県，大阪府，広島県，

香川県，福岡県の８都道府県 （単位）事業所 （属性）ゴルフ練習場（日本標準産業

分類細分類８０４４）に属する業務を営む事業所 （抽出枠）平成１６年特定サービス

産業実態調査及び業界団体資料 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２３５／２，７０７ （配布）郵送・オンライ

ン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）経

済産業省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査翌月２０日 

 【調査事項】 １．月末常用従業者数等，２．利用者数，３．月間売上高等，４．打席数，５．

フェイス事項 

※ 

【調査票名】 １１－ボウリング場調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月１９日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２２年０３月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５５９ 調査票番号（旧）０２７３２９ 

 【調査対象】 （地域）都道府県のうち北海道，宮城県，東京都，愛知県，大阪府，広島県，

香川県，福岡県の８都道府県 （単位）事業所 （属性）ボウリング場（日本標準産業

分類細分類８０４５）に属する業務を営む事業所 （抽出枠）平成１６年特定サービス

産業実態調査及び業界団体資料 
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 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１２４／９４８ （配布）郵送・オンライン （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）経済産業省

→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査翌月２０日 

 【調査事項】 １．月末常用従業者数等，２．利用者数及びゲーム数，３．月間売上高等，４．

フェイス事項 

※ 

【調査票名】 １２－遊園地・テーマパーク調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月１９日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２２年０３月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５６０ 調査票番号（旧）０２７３３０ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）遊園地，テーマパーク（日本標準産

業分類細分類８０５２，８０５３）に属する業務を営む事業所 （抽出枠）平成１６年

特定サービス産業実態調査及び業界団体資料 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）３３／１６７ （配布）郵送・オンライン （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）経済産業省

→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査翌月２０日 

 【調査事項】 １．月末常用従業者数等，２．入場者数，３．月間売上高等，４．フェイス事

項 

※ 

【調査票名】 １３－パチンコホール調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月１９日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２２年０３月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５６１ 調査票番号（旧）０２７３３１ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）パチンコホール（日本標準産業分類細

分類８０６４）に属する業務を営む企業 （抽出枠）業界団体資料 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）７８／１，３８７ （配布）郵送・オンライン 

（取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）経済産

業省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査翌月２０日 

 【調査事項】 １．月末常用従業者数等，２．月間売上高，３．設置台数，４．事業所数、５．

フェイス事項 

※ 

【調査票名】 １４－葬儀業調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月１９日 
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 【調査票承認期間終了日】 平成２２年０３月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５６２ 調査票番号（旧）０２７３３２ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）葬儀業（日本標準産業分類細分類７９

６１）に属する業務を営む企業 （抽出枠）平成１７年特定サービス産業実態調査及び

業界団体資料 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１２０／３，７６０ （配布）郵送・オンライ

ン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）経

済産業省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査翌月２０日 

 【調査事項】 １．月末常用従業者数等，２．取扱件数，３．月間売上高，４．事業所数，５．

フェイス事項 

※ 

【調査票名】 １５－結婚式場業調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月１９日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２２年０３月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５６３ 調査票番号（旧）０２７３３３ 

 【調査対象】 （地域）都道府県のうち北海道，宮城県，東京都，愛知県，大阪府，広島県，

香川県，福岡県の８都道府県 （単位）事業所 （属性）結婚式場業（日本標準産業分

類細分類７９６２）に属する業務を営む事業所 （抽出枠）平成１７年特定サービス産

業実態調査及び業界団体資料 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２０４／２，８２２ （配布）郵送・オンライ

ン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）経

済産業省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査翌月２０日 

 【調査事項】 １．従業者数，２．取扱件数，３．月間売上高等，４．月間操業日数，５．フ

ェイス事項 

※ 

【調査票名】 １６－外国語会話教室調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月１９日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２２年０３月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５６４ 調査票番号（旧）０２７３３４ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）外国語会話教授業（日本標準産業分類

細分類８２４５）に属する業務を営む企業 （抽出枠）平成１７年特定サービス産業実

態調査及び業界団体資料 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）－６４１，０２９ （配布）郵送・オンライン 

（取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）経済産
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業省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査翌月２０日 

 【調査事項】 １．月末常用従業者数等，２．月間売上高，３．受講生数及び新規入学生数，

４．開設数，５．事業所数，６．フェイス事項 

※ 

【調査票名】 １７－カルチャーセンター調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月１９日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２２年０３月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５６５ 調査票番号（旧）０２７３３５ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）その他の教養・技能教授業（日本標

準産業分類細分類８２４９）に属するカルチャーセンター業務を営む事業所 （抽出枠）

平成１７年特定サービス産業実態調査及び業界団体資料 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１６３／６９８ （配布）郵送・オンライン （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）経済産業省

→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査翌月２０日 

 【調査事項】 １．月末常用従業者数等，２．月間売上高，３．受講生数及び新規受講生数，

４．講座数、５．フェイス事項 

※ 

【調査票名】 １８－フィットネスクラブ調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月１９日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２２年０３月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５６６ 調査票番号（旧）０２７３３６ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）フィットネスクラブ（日本標準産業分

類細分類８０４８）に属する業務を営む企業 （抽出枠）平成１７年特定サービス産業

実態調査及び業界団体資料 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）７５／７７２ （配布）郵送・オンライン （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）経済産業省

→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査翌月２０日 

 【調査事項】 １．月末常用従業者数等，２．利用者数，３．月間売上高，４．会員数，５．

事業所数，６．フェイス事項 

※ 

【調査票名】 １９－学習塾調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月１９日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２２年０３月３１日 
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 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５６７ 調査票番号（旧）０２７３３７ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）学習塾（日本標準産業分類小分類８２

３）に属する業務を営む企業 （抽出枠）業界団体資料 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１９５／１，１６５ （配布）郵送・オンライ

ン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）経

済産業省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査翌月２０日 

 【調査事項】 １．月末常用従業者数等，２．月間売上高，３．受講生数，４事業所数，５．

フェイス事項 

※ 

【調査票名】 ２０－映像情報製作・配給業調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月１９日 

 【調査票承認期間終了日】 昭和２２年０３月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５６８ 調査票番号（旧）０２７３３８ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）映像情報製作・配給業（日本標準産業

分類小分類４１１）業務を営む企業 （抽出枠）業界団体資料 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２２３／２２３ （配布）郵送 （取集）郵送 

（記入）自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）経済産業省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査翌月２０日 

 【調査事項】 １．事業所数，２．月末常用従業者数等，３．月間売上高等，４．フェイス事

項 

※ 

【調査票名】 ２１－インターネット附随サービス業調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月１９日 

 【調査票承認期間終了日】 昭和２２年０３月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５６９ 調査票番号（旧）０２７３３９ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）インターネット付随サービス業（日本

標準産業分類小分類４０１）の業務を営む企業 （抽出枠）事業所・企業統計調査（１

８年確報）のうち，単独事業所及び本社事業所従業者数約６４％をカバーするまでの従

業者数上位の企業 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１４０／２，４９３ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）経済産業省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査翌月２０日 

 【調査事項】 １．事業所数，２．月末常用従業者数等，３．月間売上高等，４．フェイス事

項 

※ 
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【調査票名】 ２２－音楽ソフト制作業調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月１９日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２２年０３月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５７０ 調査票番号（旧）０２７３４０ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）レコード製作業（日本標準産業分類細

分類４１２１）の業務を営む企業 （抽出枠）業界団体資料 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２９／２８０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）経済産業省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査翌月２０日 

 【調査事項】 １．事業所数，２．月末常用従業者数等，３．月間売上高等，４．フェイス事

項 

※ 

【調査票名】 ２３－新聞業調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月１９日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２２年０３月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５７１ 調査票番号（旧）０２７３４１ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）新聞業（日本標準産業分類小分類４１

２１）の業務を営む企業 （抽出枠）業界団体資料 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）９９／９９ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）経済産業省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査翌月２０日 

 【調査事項】 １．事業所数，２．月末常用従業者数等，３．月間売上高，４．フェイス事項 

※ 

【調査票名】 ２４－出版業調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月１９日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２２年０３月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５７２ 調査票番号（旧）０２７３４２ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）出版業（日本標準産業分類小分類４１

４）の業務を営む企業 （抽出枠）業界団体資料 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）４６／５６０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）経済産業省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査翌月２０日 

 【調査事項】 １．事業所数，２．月末常用従業者数等，３．月間売上高等，４．フェイス事

項 

※ 

【調査票名】 ２５－ポストプロダクション業調査票 
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 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月１９日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２２年０３月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５７３ 調査票番号（旧）０２７３４３ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）その他の映像・音声・文字情報製作に

附帯するサービス業（日本標準産業分類小分類４１６）のポストプロダクション業務を

営む企業 （抽出枠）業界団体資料 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１０３／１０３ （配布）郵送 （取集）郵送 

（記入）自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）経済産業省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査翌月２０日 

 【調査事項】 １．事業所数，２．月末常用従業者数等，３．月間売上高，４．フェイス事項 

※ 

【調査票名】 ２６－デザイン業調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月１９日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２２年０３月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５７４ 調査票番号（旧）０２７３４４ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）デザイン業（日本標準産業分類小分類

７２６）の業務を営む企業 （抽出枠）事業所・企業統計調査（１８年確報）のうち，

単独事業所及び本社事業所従業者数約４３％をカバーするまでの従業者数上位の企業 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）３０２／９，９０２ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）経済産業省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査翌月２０日 

 【調査事項】 １．事業所数，２．月末常用従業者数等，３．月間売上高，４．フェイス事項 

※ 

【調査票名】 ２７－機械設計業調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月１９日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２２年０３月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５７５ 調査票番号（旧）０２７３４５ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）機械設計業（日本標準産業分類小分類

７４３）の業務を営む企業 （抽出枠）業界団体資料 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）３３／１３０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）経済産業省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査翌月２０日 

 【調査事項】 １．事業所数，２．月末常用従業者数等，３．月間売上高等，４．フェイス事

項 

※ 

【調査票名】 ２８－機械等修理業調査票 
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 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月１９日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２１年０３月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５７６ 調査票番号（旧）０２７３４６ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）機械修理業，電気機械器具修理業（日

本標準産業分類小分類９０１，９０２）の業務を営む企業 （抽出枠）事業所・企業統

計調査（１８年確報）のうち，単独事業所及び本社事業所従業者約５２％をカバーする

までの従業者数上位の企業売上高上位の企業 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）４１６／１３，４７９ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）経済産業省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査翌月２０日 

 【調査事項】 １．事業所数，２．月末常用従業者数等，３．月間売上高等，４．フェイス事

項 

※ 

【調査票名】 ２９－自動車賃貸業調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月１９日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２２年０３月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５７７ 調査票番号（旧）０２７３４７ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）自動車賃貸業（日本標準産業分類小分

類７０４）のレンタル，リース業務を営む企業 （抽出枠）業界団体資料 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２４２／５０４ （配布）郵送 （取集）郵送 

（記入）自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）経済産業省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査翌月２０日 

 【調査事項】 １．事業所数，２．月末常用従業者数等，３．月間売上高，４．レンタル業務

の月間契約台数，月間売上高，５．リース業務の月間契約台数，月間契約高，６．フェ

イス事項 

※ 

【調査票名】 ３０－環境計量証明業調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月１９日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２２年０３月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５７８ 調査票番号（旧）０２７３４８ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）環境計量証明業（日本標準産業分類細

分類７４５２）の業務を営む企業 （抽出枠）業界団体資料 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１３３／５５６ （配布）郵送 （取集）郵送 

（記入）自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）経済産業省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査翌月２０日 

 【調査事項】 １．事業所数，２．月末常用従業者数等，３．月間売上高，４．フェイス事項 
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【調査名】 平成２０年度住宅市場動向調査 

【実施機関】 国土交通省住宅局住宅政策課 

【目 的】 住宅の建設・購入等の動機や従前の住宅との比較、住宅購入等に要した資金の調達

方法などの実態を把握し，今後の住宅施策の企画・立案のための基礎資料を得る。 

【沿 革】 国土交通省が，従来実施していた「民間住宅建設資金実態調査」（承認統計調査）

を拡充し、平成１３年度から年１回実施している。 

【調査の構成】 １－民間住宅建築主アンケート調査票 ２－分譲住宅購入者アンケート調査票 

３－中古住宅購入者アンケート調査票 ４－賃貸住宅入居者アンケート調査票 

５－リフォーム住宅アンケート調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」及びホ

ームページにより公表予定（平成２１年５月末） （表章）全国 

【経費】 ２２，８９４千円 

※ 

【調査票名】 １－民間住宅建築主アンケート調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月１８日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２１年０２月２８日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５７９ 調査票番号（旧）０２７０９９ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）平成１９年度中に居住する目的で注文

住宅（居住専用住宅）を新築した個人 （抽出枠）建築着工統計調査補正調査対

象工事表 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／３１２，０００ （配布）郵送・

オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成１９年

４月１日から平成２０年３月３１日 （系統）国土交通省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２０年０１月３１日 

 【調査事項】 １．今回の工事の種類（建て替えかどうか），２．建築した住宅に住んでいる

人数，高齢者の居住人数，３．敷地の取得方法，取得時期，４．建築を依頼した

工務店やメーカーを見つけた方法，５．今回の住宅に決めた理由，６．住宅の建

築にあたり影響を受けたこと，７．従前住宅との比較，（１）今回建築された住

宅の直前にお住まいの住宅の種類，（２）直前の住宅が賃貸住宅であった場合の

家賃，（３）今回建築された住宅の直前にお住まいの住宅の取得時期，（４）今回

建築された住宅の直前にお住まいの住宅の処分方法，（５）今回建築された住宅

の直前にお住まいの住宅の取得価格と売却価格，（６）今回建築された住宅と直

前にお住まいの住宅の比較（住宅の建て方・延べ床面積・敷地面積・高齢者対応

設備・省エネ設備・定期借地制度の利用の有無・世帯主の方の片道通勤時間・住

所）８．世帯主の属性，（１）今回の住宅の建築着工当時の年齢・職業・勤続年

数・年収），９．資金調達方法，（１）住宅建築資金（自己資金の内容・金額，借
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入金の調達先・金額・返済期間），（２）土地購入資金（自己資金の内容・金額，

借入金の調達先・金額・返済期間），（３）住宅ローン年間返済額，（４）住宅ロ

ーン減税の適用の有無，（５）民間金融機関からの借入金の金利タイプ、（６）民

間金融機関への融資の申し込みの経験の有無及びその態様，（７）民間金融機関

から希望どおり融資を受けられたか否か，（８）民間金融機関から希望どおり融

資が受けられなかった場合の資金の調達方法、１０．住宅性能表示制度の認知状

況 

※ 

【調査票名】 ２－分譲住宅購入者アンケート調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月１８日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２１年０２月２８日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５８０ 調査票番号（旧）０２７１００ 

 【調査対象】 （地域）首都圏（埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県），中京圏（岐阜県，愛

知県，三重県），近畿圏（京都府，大阪府，兵庫県） （単位）個人 （属性）

平成１９年度中に新築の分譲住宅（居住専用住宅）を購入した個人 （抽出枠）

特定の市区町村を選択し、当該市区町村の一部地域（町レベル）を抽出し、その

地域の全世帯を訪問し、平成１９年度中に新築の分譲住宅居住専用住宅）を購入

した個人 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４００／２１５，０００ （配布）調査員 （取

集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成１９年４月１日から平成２０年３月

３１日 （系統）国土交通省→民間調査機関→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２１年２月初旬 

 【調査事項】 １．購入された住宅の敷地の権利関係、２．購入した住宅に住んでいる人数，

高齢者の居住人数，３．今回の住宅を見つけた方法，４．今回の住宅に決めた理

由，５．住宅の購入にあたり影響を受けたこと，６．従前住宅との比較，（１）

今回購入された住宅の直前にお住まいの住宅の種類，（２）直前の住宅が賃貸住

宅であった場合の家賃，（３）今回購入された住宅の直前にお住まいの住宅の取

得時期，（４）今回購入された直前にお住まいの住宅の処分方法，（５）今回購入

された住宅の直前にお住まいの住宅の取得価格と売却価格，（６）今回購入され

た住宅と直前にお住まいの住宅の比較（住宅の建て方・延べ床面積・敷地面積・

高齢者対応設備・省エネ設備・定期借地制度の利用の有無・世帯主の方の片道通

勤時間・直前にお住まいの住所）、８．世帯主の属性，（１）今回の住宅の建築着

工当時の年齢・職業・勤続年数・年収），９．資金調達方法，（１）住宅建築資金

（自己資金の内容・金額，借入金の調達先・金額・返済期間），（２）土地購入資

金（自己資金の内容・金額，借入金の調達先・金額・返済期間），（３）住宅ロー

ン年間返済額，（４）住宅ローン減税の適用の有無，（５）民間金融機関からの借
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入金の金利タイプ、（６）民間金融機関への融資の申し込みの経験の有無及びそ

の態様，（７）民間金融機関から希望どおり融資を受けられたか否か，（８）民間

金融機関から希望どおり融資が受けられなかった場合の資金の調達方法、１０．

住宅性能表示制度の認知状況 

※ 

【調査票名】 ３－中古住宅購入者アンケート調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月１８日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２１年０２月２８日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５８１ 調査票番号（旧）０２７１０１ 

 【調査対象】 （地域）首都圏（埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県），中京圏（岐阜県，愛

知県，三重県），近畿圏（京都府，大阪府，兵庫県） （単位）個人 （属性）

平成１９年度中に中古住宅（居住専用住宅）を購入した個人、及び平成２０年４

月から平成２１年２月に（社）全国宅地建物取引業協会連合会等加盟の不動産業

者を通じて中古住宅（居住専用住宅）を購入した個人 （抽出枠）特定の市区町

村を選択し、当該市区町村の一部地域（町レベル）を抽出し、その地域の全世帯

を訪問し、平成１９年度中に中古住宅（居住専用住宅）を購入した個人、及び平

成２０年４月から平成２１年２月に（社）全国宅地建物取引業協会連合会等の加

盟の不動産業者を通じて中古住宅（（居住専用住宅）を購入した個人 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４００／１１１，０００ （配布）調査員 （取

集）郵送・調査員 （記入）自計 （把握時）平成１９年４月１日から平成２０

年３月３１日 （系統）国土交通省→民間調査機関→報告者、国土交通省→（社）

全国宅地建物取引業協会連合会等の会員企業→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２１年２月末 

 【調査事項】 １．購入した住宅に住んでいる人数，高齢者の居住人数，２．今回購入された

住宅の建築時期、３．購入された住宅の敷地の権利関係、４．今回の住宅を見つ

けた方法、５．今回の住宅に決めた理由，６．今回中古住宅にした理由、７．住

宅の購入にあたり影響を受けたこと，８．売主による購入前１年以内のリフォー

ムの有無、９．購入直後のリフォームの有無、１０．従前住宅との比較，（１）

今回購入された住宅の直前にお住まいの住宅の種類，（２）直前の住宅が賃貸住

宅であった場合の家賃，（３）今回購入された住宅の直前にお住まいの住宅の取

得時期，（４）今回購入された住宅の直前にお住まいの住宅の処分方法，（５）今

回購入された住宅の直前にお住まいの住宅の取得価格と売却価格，（６）今回購

入された住宅と直前にお住まいの住宅の比較（住宅の建て方・延べ床面積・敷地

面積・高齢者対応設備・省エネ設備・定期借地制度の利用の有無・世帯主の方の

片道通勤時間・直前にお住まいの住所）、１１．世帯主の属性，（１）今回の住宅

の建築着工当時の年齢・職業・勤続年数・年収），１２．資金調達方法，（１）住



 - 39 -

宅建築資金（自己資金の内容・金額，借入金の調達先・金額・返済期間），（２）

土地購入資金（自己資金の内容・金額，借入金の調達先・金額・返済期間），（３）

住宅ローン年間返済額，（４）住宅ローン減税の適用の有無，（５）民間金融機関

からの借入金の金利タイプ、（６）民間金融機関への融資の申し込みの経験の有

無及びその態様，（７）民間金融機関から希望どおり融資を受けられたか否か，

（８）民間金融機関から希望どおり融資が受けられなかった場合の資金の調達方

法、１３．住宅性能表示制度の認知状況 

※ 

【調査票名】 ４－賃貸住宅入居者アンケート調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月１８日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２１年０２月２８日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５８２ 調査票番号（旧）０２７１０２ 

 【調査対象】 （地域）首都圏（埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県），中京圏（岐阜県，愛

知県，三重県），近畿圏（京都府，大阪府，兵庫県） （単位）個人 （属性）

平成１９年度中に民間賃貸住宅（居住専用住宅）に入居した個人、平成２０年４

月から平成２１年２月に（社）全国宅地建物取引業協会連合会等加盟の不動産業

者を通じて民間賃貸住宅（居住専用住宅）に入居した個人 （抽出枠）特定の市

区町村を選択し、当該市区町村の一部地域（町レベル）を抽出し、その地域の全

世帯を訪問し、平成１９年度中に民間賃貸住宅（居住専用住宅）に入居した個人、

及び平成２０年４月から平成２１年２月に（社）全国宅地建物取引業協会連合会

等加盟の不動産業者を通じて民間賃貸住宅（居住専用住宅）に入居した個人 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４００／７３６，０００ （配布）調査員 （取

集）郵送・調査員 （記入）自計 （把握時）平成１９年４月１日から平成２０

年３月３１日 （系統）国土交通省→民間調査機関→報告者、国土交通省→（社）

全国宅地建物取引業協会連合会等の会員企業→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２１年２月末 

 【調査事項】 １．賃貸契約の種類，２．入居した住宅に住んでいる人数、３．入居した住宅

の建築時期、４．今回の住宅を見つけた方法、５．今回の住宅に決めた理由、６．

従前住宅との比較（１）今回入居した住宅の直前にお住まいの住宅の種類、（２）

直前の住宅が賃貸住宅であった場合の家賃、（３）今回入居した住宅と直前にお

住まいの住宅の比較、（住宅の建て方、述べ床面積、敷地面積、高齢者対応設備、

省エネ設備、定期借家制度の利用の有無、世帯主の方の片道通勤時間、直前にお

住まいの住宅の居住期間と住所），７．世帯主の属性（入居当時の年齢・職業・

年収），８．家賃等の契約内容（勤務先からの住宅手当，１ヶ月の家賃、１ケ月

の共益費，敷金、礼金、仲介手数料、更新手数料、その他費用）、９．定期借家

制度の認知状況、１０．賃貸住宅に関して困ったこと 
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※ 

【調査票名】 ５－リフォーム住宅アンケート調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月１８日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２１年０２月２８日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５８３ 調査票番号（旧）０２７１０３ 

 【調査対象】 （地域）首都圏（埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県），中京圏（岐阜県，愛

知県，三重県），近畿圏（京都府，大阪府，兵庫県） （単位）個人 （属性）

平成１７年度中に住宅の増改築を実施した個人 （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４００／３０７，０００ （配布）調査員 （取

集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成１９年４月１日から平成２０年３月

３１日 （系統）国土交通省→民間調査機関→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２１年２月初旬 

 【調査事項】 １．居住人員，２．今回の住宅の入手方法，３．現在の住宅の建築時期、４．

前回のリフォーム時期、５．リフォームの内容、６．リフォームの部位、７．リ

フォームの動機、８．リフォームの工事期間、９．リフォームの施工者、１０．

リフォーム施工業者を探した方法、１１．リフォームをした時に困ったこと 
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【調査名】 消費動向調査（全国，月次） 

【実施機関】 内閣府経済社会総合研究所景気統計部 

【目 的】 消費者の意識の変化を迅速に把握し，景気の動向判断の基礎資料を得る。 

【沿 革】 昭和３２年度から「消費需要予測調査」として開始され，その後，何度か大幅な改

正が行われ，平成１６年度から，現在の調査方法にて調査が行われている。 

【調査の構成】 １－消費動向調査調査票（平成２１年４，５，７，８，１０，１１，平成２２

年１，２月調査） ２－消費動向調査調査票（平成２０年６，９，１２月調査） 

３－消費動向調査調査票（平成２１年３月調査） 

【集計・公表】 （集計）中央集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」及びイ

ンターネット（調査月の翌月上旬） （表章）全国 

【経費】 ２４０，３２４千円 

【備考】 ２４０，３２４千円のうち調査委託費２３７，４８８千円 

※ 

【調査票名】 １－消費動向調査調査票（平成２１年４，５，７，８，１０，１１，平成２２年

１，２月調査） 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月０２日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２２年０３月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５８４ 調査票番号（旧）０２７２６５ 

 【調査対象】 （地域）全国の市町村のうちから抽出した２２９市町村（東京都特別区を含む） 

（単位）世帯 （属性）学生及び外国人世帯を除く一般世帯及び単身世帯 （抽

出枠）平成１７年度国勢調査区一覧表，住民基本台帳等 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６，７２０／４７，８００，０００ （配布）

調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）１５日 （系統）内閣府→

民間調査機関→調査員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月２０日 

 【調査事項】 １．消費者の意識（１）暮らし向き，（２）収入の増え方，（３）雇用環境，（４）

耐久消費財の買い時判断、（５）資産価値、２．物価の見通しについて、３．世

帯の状況 

※ 

【調査票名】 ２－消費動向調査調査票（平成２０年６，９，１２月調査） 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月１９日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２２年０１月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５８５ 調査票番号（旧）０２７２６６ 

 【調査対象】 （地域）全国の市町村のうちから抽出した２３０市町村（東京都特別区を含む） 

（単位）世帯 （属性）学生及び外国人世帯を除く一般世帯及び単身世帯 （抽

出枠）平成１７年度国勢調査区一覧表，住民基本台帳等 
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 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６，７２０／４７，８００，０００ （配布）

調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）１５日 （系統）内閣府→

民間調査機関→調査員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）毎月２０日 

 【調査事項】 １．消費者の意識（１）暮らし向き，（２）収入の増え方，（３）雇用環境，（４）

耐久消費財の買い時判断，（５）レジャー時間の増減，（６）資産価値，２．物価

の見通しについて，３．旅行の実績・予定，４．自己啓発・趣味・レジャー・サ

ービス等の支出予定（１）自己啓発費，（２）スポーツ活動費，（３）文化的催し

の鑑賞費，（４）娯楽施設等費，（５）外食費，（６）家事代行サービス費，５．

世帯の状況 

※ 

【調査票名】 ３－消費動向調査調査票（平成２１年３月調査） 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月１９日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２２年０４月３０日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５８６ 調査票番号（旧）０２７２６７ 

 【調査対象】 （地域）全国の市町村のうちから抽出した２３０市町村（東京都特別区を含む） 

（単位）世帯 （属性）学生及び外国人世帯を除く一般世帯及び単身世帯 （抽

出枠）平成１７年度国勢調査区一覧表，住民基本台帳等 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６，７２０／４７，８００，０００ （配布）

調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）１５日 （系統）内閣府→

民間調査機関→調査員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎月２０日 

 【調査事項】 １．消費者の意識（１）暮らし向き，（２）収入の増え方，（３）雇用環境，（４）

耐久消費財の買い時判断，（５）レジャー時間の増減，（６）資産価値，２．物価

の見通しについて，３．旅行の実績・予定（１）国内旅行，（２）海外旅行，４．

自己啓発・趣味・レジャー・サービス等の支出予定（１）自己啓発費，（２）ス

ポーツ活動費，（３）文化的催しの鑑賞費，（４）娯楽施設等費，（５）外食費，

（６）家事代行サービス費，５．主要耐久消費財等の保有状況及び買替え状況，

６．世帯の状況 
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【調査名】 民間企業の研究活動に関する調査 

【実施機関】 文部科学省科学技術政策研究所第２研究グループ 

【目 的】 民間企業の研究活動の動向を把握，分析することにより，科学技術政策の立案，推

進に資することを目的とする。 

【調査の構成】 １－民間企業の研究活動に関する調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」（調査実

施後１年以内） （表章）全国 

【経費】 ７，５００千円 

※ 

【調査票名】 １－民間企業の研究活動に関する調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月１９日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２１年０３月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５８７ 調査票番号（旧）０２７１９９ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）資本金１億円以上で，社内で研究活動

を実施している企業 （抽出枠）総務省「科学技術研究調査」調査対象名簿 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４，６００／４，６００ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）資本金は平成２０年４月１日現在，その他につ

いては調査日現在 （系統）文部科学省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２１年０２月１３日 

 【調査事項】 １．企業の概要，２．企業の基礎情報，３．研究開発活動に関する基礎情報，

４．主要製品・サービスの特徴、５．研究開発の成果に関する知的財産活動、６．

合併・買収の影響、７．共同研究開発・委託研究開発の実施状況、８．デザイン

活動、９．科学技術に関する施策・制度の利用状況 
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【調査名】 企業行動に関するアンケート調査 

【実施機関】 内閣府経済社会総合研究所景気統計部 

【目 的】 平成２０年度調査では１．経営環境と経営基本方針，２．物価上昇下における企業

行動について、企業の意識と行動を調査し，企業行動から我が国経済の実態の基本資

料を得る。 

【調査の構成】 １－企業行動に関するアンケート調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計／民間委託／機械集計 （公表）新聞等に公表（平成２１年

４月） （表章）全国 

【経費】 ４，３００千円 

※ 

【調査票名】 １－企業行動に関するアンケート調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月２６日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２１年０３月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５８８ 調査票番号（旧）０２７０９４ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）東京，大阪，名古屋の各証券取引所第

一部及び第二部上場企業 （抽出枠）上場企業名簿（会社四季報）（東洋経済新

報社発行） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２，５００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査日現在 （系統）内閣府経済社会総合研究所→民間調査機

関→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２１年０２月２０日 

 【調査事項】 １．経営環境と経営基本方針（１）景気・需要見通し，（２）為替レート，（３）

仕入れ，販売価格（製造業，水産・農林業，鉱業のみ），（４）設備投資の状況，

（５）雇用者数の動向，（６）海外現地生産比率と逆輸入比率（製造業のみ），２．

物価上昇下における企業行動、（１）貴社の業況，（２）賃金改定及び期待上昇率，

（３）期待物価上昇率，（４）市場の状況，（５）物価上昇、景気減速への対応，

（６）仕入価格上昇への対応策，（７）パートタイム労働法関連の取り組み 
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【調査名】 宗教統計調査 

【実施機関】 文化庁文化部宗務課 

【目 的】 宗教法人及び宗教団体の概要について調査し，宗務行政上の基礎的資料を得る。 

【調査の構成】 １－包括宗教団体（法人）用調査票 ２－単立宗教法人用調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計／機械集計 （公表）「宗教年鑑」（毎年１２月） （表章）

全国 

【経費】 ２，３９２千円 

※ 

【調査票名】 １－包括宗教団体（法人）用調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月２６日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２１年０８月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５８９ 調査票番号（旧）０２６２４０ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）宗教法人、宗教団体 （属性）包括宗教法人及び非法

人包括宗教団体 （抽出枠）宗教法人台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）５０５ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自

計 （把握時）毎年１２月３１日現在 （系統）文部科学省→文部科学大臣所轄

の包括宗教法人，文部科学省→非法人包括宗教団体，文部科学省→都道府県知事

→都道府県知事所轄の包括宗教法人 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年３月３１日 

 【調査事項】 １．宗教法人名，２．代表役員（代表者）氏名，３．事務所の所在地，４．記

入者氏名，５．連絡先電話番号，６．宗教法人の種類，７．国内の教師数，８．

国内の信者数 

※ 

【調査票名】 ２－単立宗教法人用調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月２６日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２１年０８月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５９０ 調査票番号（旧）０２６２４１ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）宗教法人、宗教団体 （属性）単立宗教法人 （抽出

枠）宗教法人台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）６，５００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）毎年１２月３１日現在 （系統）文部科学省→文部科学大臣所

轄の単立宗教法人，文部科学省→都道府県知事→都道府県知事所轄の単立宗教法

人 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年３月３１日 

 【調査事項】 １．宗教法人名，２．代表役員（代表者）氏名，３．事務所の所在地，４．記

入者氏名，５．連絡先電話番号，６．宗教法人の種類，７．国内の教師数，８．



 - 46 -

国内の信者数 
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【調査名】 医薬品価格調査 

【実施機関】 厚生労働省医政局経済課 

【目 的】 市場価格調査に基づき決定することとされている「使用薬剤の薬価（薬価基準）」

（厚生労働省告示）の改正の基礎資料等として必要となる調査（医薬品価格調査）の

信頼性を高めるためにデータを補完する。 

【沿 革】 昭和２５年から開始された調査であり，６２年までは毎年，６３年以降平成１９年

まで概ね２年ごとの薬価基準改定の前年に実施されていた。平成２０年から毎年の調

査となる。 

【調査の構成】 １－医薬品価格調査経時変動調査用調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計／民間委託／機械集計 （公表）内部資料として使用し，概

要のみを中央社会保険医療協議会の議事録として公表する。 （表章）全国 

【経費】 ５，５８６千円 

※ 

【調査票名】 １－医薬品価格調査経時変動調査用調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月２６日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２１年０２月２８日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５９１ 調査票番号（旧）００００００ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）病院，診療所（歯科診療所を含む。）

及び保険薬局に医薬品を販売する薬局，一般販売業者，特例販売業者，卸売一般

販売業者及び歯科用薬剤販売業者 （抽出枠）医薬品価格調査客体名簿 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１，６００／４，０００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）月間 （系統）厚生労働省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）６月，７月，９月及び１０月分取引についての調

査の提出は１月中を予定し，１月分取引については，２月中を予定。 

 【調査事項】 １．総価取引状況，２．ＪＡＮコード又は医薬品コード，３．販売包装単位，

４．販売単価，５．販売数量，６．販売先の数，７．消費税を含む価格か否か，

８．分割販売の状況及び分割単位 
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【調査名】 企業の土地取得状況等に関する調査 

【実施機関】 国土交通省土地・水資源局土地市場課 

【目 的】 法人による土地の取得，保有及び利用の状況を明らかにすることにより，今後の土

地対策のための基礎資料を得る。 

【沿 革】 第１回調査は，昭和４７年に東証上場約１，３００社を対象に実施されたが第２回

調査から資本金１億円以上の企業を対象に実施され，第１回及び第２回調査は建設省

において，第３回調査からは，国土庁の発足に伴い国土庁において実施された。★ な

お，「企業の土地取得状況等に関する調査票Ｂ」については，昭和５６年度調査をも

って廃止され，「企業の土地取得状況等に関する調査票」に一本化されている。また，

平成５年度は，土地基本調査（承認統計調査）の実施に伴い，本調査を休止し，土地

基本調査の中に本調査の必要事項を追加して行った。また，平成１０年度及び１５年

度は，法人土地基本調査（指定統計第１２１号を作成するための調査）の実施に伴い，

本調査の調査客体全部（資本金１億円以上の法人）と法人土地基本調査の調査客体の

うち資本金１億円以上の法人の部分とが重複するため，重複する調査事項について本

調査の側で削除（平成１０年度及び１５年度だけ休止）する措置を講じている。 

【調査の構成】 １－企業の土地取得状況等に関する調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計／機械集計 （公表）「土地の動向に関する年次報告」及び

「調査結果報告」（調査実施年の翌年６月公表）、集計表第１－４表、第１－５表、

第２－１表、第２－２表、第４－１０表（調査実施年の翌年１０月公表） （表

章）全国 

【経費】 ２０，９５８千円 

※ 

【調査票名】 １－企業の土地取得状況等に関する調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月２６日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２１年０３月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５９２ 調査票番号（旧）０２６７２９ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）資本金額１億円以上の法人 （抽出枠）

企業の土地取得状況等に関する名簿（法人土地基本調査名簿より資本金１億円以

上の法人を抽出） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３６，０００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）平成２０年１月１日現在 （系統）国土交通省土地・水資

源局→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２１年０２月２０日 

 【調査事項】 １．所有する土地の有無，２．所有する土地の面積、３．取得・売却などした

土地の面積および帳簿価格，４．未利用地の今後の利用予定，５．所有する土地

の都道府県別資産別未利用地の面積 
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【調査名】 大気汚染物質排出量総合調査 

【実施機関】 環境省水・大気環境局大気環境課 

【目 的】 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設を設置する工場・事業場における大気汚染

物質の排出実態を把握し，今後の環境行政の推進のための基礎資料を得る。 

【沿 革】 本調査は，工場・事業場からの汚染物質の排出状況を把握するとともに，公害健康

被害補償法（昭和４８年法律第１１１号）に基づく公害健康被害補償制度における汚

染負荷量賦課金の賦課料率算定の基礎データ収集を目的として，昭和４９年８月に第

１回調査を実施した。第１回及び第２回（昭和５０年）調査では，大気関係のほかに，

水質関係も合わせて調査対象としていたが，第３回（昭和５１年）調査以降は大気の

みとなり，水質関係については，昭和５２年から別の独立調査（水質汚濁物質排出量

総合調査）として実施している。また，本調査は，昭和６２年度まで全数調査で行わ

れていたが，記入者の負担軽減の観点から，同年度以降は全数調査を３年周期（最初

の全数調査年度は平成２年度）とし，その他の年度はおよそ３分の１の有意抽出調査

を行ってきた。平成９年度の調査からは，更に記入者の負担軽減等に資するため，周

期の延長を行い，３年周期（全数調査）となっている。 

【調査の構成】 １－平成２１年度大気汚染物質排出量総合調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計／民間委託／機械集計 （公表）環境省調査分データを地方

公共団体（１０６自治体）に平成２２年３月に配布、「全国集計結果」をＨＰ及

び報告書により平成２３年３月に公表 （表章）全国 

【経費】 ３９，６０５千円 

※ 

【調査票名】 １－平成２１年度大気汚染物質排出量総合調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月２６日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２２年０１月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５９３ 調査票番号（旧）０２６６０２ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）工場・事業場 （属性）大気汚染防止法に定めるばい

煙発生施設を設置する工場・事業場 （抽出枠）平成２０年度末の大気汚染防止

法に基づく届出工場等 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）６４，０００ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２０年４月１日から平成２１

年３月３１日 （系統）環境省→民間調査機関→報告者 

 【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２１年１０月３１日 

 【調査事項】 １．工場・事業場の情報（名称，所在地，産業区分），２．対象ばい煙発生施

設の情報（施設種別，施設区分、設置年月など），３．対象ばい煙発生施設の稼

動状況（ばい煙排出の有無、年間稼動時間、ばい煙測定結果，燃原料使用量） 
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４ 届 出 統 計 調 査 の 受 理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注：「報告様式名」欄について 
 

  報告様式が２以上ある場合には、報告様式名の頭 
 

 に数字を付し、調査内容の説明の簡略化を図った。 
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(1) 新規 

【調査名】 にかほ市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 にかほ市健康福祉部すくすく子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２２年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ３，４５３千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１８７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）にかほ市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，２６６ （配布）郵送及び保育園並びに幼稚

園を通じて配布 （取集）郵送及び保育園並びに幼稚園を通じて取集 （記入）

自計 （把握時）調査日現在 （系統）にかほ市→保育園並びに保育園→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１２日～２２日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１８７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）にかほ市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～３年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）７２６ （配布）郵送又は小学校を通じて配布 （取

集）郵送又は小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系

統）にかほ市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１２日～２２日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 北茨城市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 北茨城市市民福祉部社会福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「ニーズ調査結果の概要」（平成２１

年５月） （表章）市区町村 

【経費】 ４００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１８８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）北茨城市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６５５／２，１８４ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）北茨城市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０５日～３０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１８８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）北茨城市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）８１１／２，７０４ （配布）小学校を通

じて配布 （取集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現

在 （系統）北茨城市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０５日～３０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 柏市ひとり親家庭等に係るニーズ調査 

【実施機関】 柏市児童家庭部児童育成課 

【目 的】 ひとり親家庭等の世帯構成員の状況，就労の状況等生活全般について，対象者の

調査・分析を行い，今後の取り組むべき課題を明らかにし，ひとり親家庭等の支援

計画（母子家庭等自立促進計画）に反映させることを目的に実施する。 

【調査の構成】 １－柏市ひとり親家庭等実態調査に関するアンケート調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２１年３月） （表章）市区町村 

【備考】 経費：柏市次世代育成支援行動計画に係るニーズ調査等委託 ２９５０，５００円

に含む 

※ 

【調査票名】 １－柏市ひとり親家庭等実態調査に関するアンケート調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１８９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）柏市全域 （単位）世帯 （属性）母子家庭（児童扶養手当受給台

帳から２３００世帯のうち９５０世帯），父子家庭（ひとり親家庭等医療費助成

台帳から２９４３世帯のうち５０世帯） （抽出枠）児童扶養手当受給台帳，

ひとり親家庭等医療費助成台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出及び有意抽出 （客体数）９５０／２３００ ５０／２

９４３ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年

１２月１日現在 （系統）柏市→民間委託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１９日まで 

 【調査事項】 １．年代，２．世帯の状況，３．就労の状況，４．資格取得の状況，５．収

入の状況，６．養育費の状況，７．住居の状況，８．保育の状況，９．ひとり

親で困っていること，１０．現在の支援制度について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 56 -

【調査名】 姫路市子育て支援に関する市民意向調査 

【実施機関】 姫路市保健福祉推進室 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「子育て支援に関する市民

意向調査の概要」（平成２１年２月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１９０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）姫路市全域 （単位）個人 （属性）就学前児童（０～５歳）の保

護者 （抽出枠）住民基本台帳，外国人登録原票 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／３０，９４４ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）姫路市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１２日～２６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．児童及び子育て家庭に対する各種給付の利用

状況及び利用希望，３．父母の就労状況又は就労希望，４．その他，計画策定

に必要な事項 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１９０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）姫路市全域 （単位）個人 （属性）就学児童（小学１～６年生）

の保護者 （抽出枠）住民基本台帳，外国人登録原票 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／３４，４２８ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）姫路市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１２日～２６日 

 【調査事項】 １．児童及びその世帯の状況，２．児童及び子育て家庭に対する各種給付の

利用状況及び利用希望，３．父母の就労状況または就労希望，４．その他，計

画策定に必要な事項 
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【調査名】 指宿市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 指宿市健康福祉部地域福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）市ホームページにて公表

（平成２１年６月） （表章）市区町村 

【経費】 ５８３千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１９１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）指宿市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／１，４５９ （配布）調査員 

（取集）調査員 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）指宿市→民

生委員→報告者→民間委託→指宿市 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１２日～平成２１年０

１月２０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１９１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）指宿市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／１，６４２ （配布）調査員 

（取集）調査員 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）指宿市→民

生委員→民間委託→指宿市 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１２日～平成２１年０

１月２０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 岐阜県養殖業動態調査 

【実施機関】 岐阜県農政部水産課 

【目 的】 岐阜県養殖漁業の養殖魚種，生産量，生産額等を多面的にとらえ，振興施策を検

討するための基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－岐阜県養殖業動態調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）毎年３月末に県ホームページにて公

表 （表章）都道府県 

【経費】 １００千円 

※ 

【調査票名】 １－岐阜県養殖業動態調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１９２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）岐阜県内全域 （単位）事業所 （属性）水産養殖業 （抽出枠）

岐阜県養殖業者名簿 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１５０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）毎年１月１日～１２月３１日まで （系統）岐阜県→市町村

→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）１月上旬から２月上旬 

 【調査事項】 １．生産高，（１）魚種別の発眼卵，（２）稚魚，成魚の生産量及び生産額，

２．販売高（発眼卵・稚魚），（１）魚種別の発眼卵の販売量及び販売額，（２）

魚種別・用途別の稚魚販売量及び販売額，３．販売高（成魚），（１）魚種別・

用途別の成魚販売量及び販売額 
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【調査名】 深川市次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 深川市市民福祉部社会福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）市ホームページ等にて公表（平成２

１年５月） （表章）市区町村 

【経費】 ２３１千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１９３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）深川市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）７１９ （配布）郵送及び保育園・幼稚園を通じ

て配布 （取集）郵送及び保育園・幼稚園を通じて配布 （記入）自計 （把

握時）調査日現在 （系統）深川市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月２３日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１９３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）深川市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）８２４ （配布）郵送及び小学校を通じて配布 （取

集）郵送及び小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系

統）深川市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月２３日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 鉾田市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 鉾田市福祉事務所子ども家庭課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２２年４月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，０５８千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１９４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）鉾田市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／１，５４２ （配布）郵送及

び幼稚園・保育所を通じて配布 （取集）郵送及び幼稚園・保育所を通じて取

集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）鉾田市→民間委託→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１５日～平成２１年０

１月３０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１９４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）鉾田市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／１，７７２ （配布）郵送及

び小学校を通じて配布 （取集）郵送及び小学校を通じて取集 （記入）自計 

（把握時）調査日現在 （系統）鉾田市→民間委託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１５日～平成２１年０

１月３０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 小金井市次世代育成支援に関するニーズ・アンケート調査 

【実施機関】 小金井市子ども家庭部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 ３－中・高校生用調査票 

４－中・高校生保護者用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホームページ

にて公表（平成２１年２月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，７７２千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１９５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）小金井市全域 （単位）個人 （属性）就学前児童（０～５歳）の

保護者 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，７５０／５，０８７ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）小金井市→民間委

託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１５日～２４日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１９５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）小金井市全域 （単位）個人 （属性）就学児童（小学１～６年生）

の保護者 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２５０／５，５２７ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）小金井市→民間委

託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１５日～２４日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－中・高校生用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０２日 
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【受理番号】 受理番号（新）１０８１９５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）小金井市全域 （単位）個人 （属性）中高生 （抽出枠）住民基

本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／５，７４８ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）小金井市→民間委

託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１５日～２４日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．子育て支援等サービスや施設の認知度・利用

意向状況等 

※ 

【調査票名】 ４－中・高校生保護者用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１９５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）小金井市全域 （単位）個人 （属性）中高生の保護者 （抽出枠）

住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／５，７４８ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）小金井市→民間委

託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１５日～２４日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．子育て支援等サービスや施設の認知度・利用

意向状況等 
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【調査名】 綾瀬市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 綾瀬市保健福祉部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年６月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，１００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１９６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）綾瀬市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）の在

籍する世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／３，２６１ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）綾瀬市→民間委託

→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２０日～０２月１０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１９６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）綾瀬市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

の在籍する世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／３，０９２ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）綾瀬市→民間委託

→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２０日～０２月１０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 長岡市子育て応援プラン後期計画策定に関するニーズ調査 

【実施機関】 長岡市教育委員会子ども家庭課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－小学校児童保護者用調査票 ３－中学生用調

査票 ４－高校生用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ３，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１９７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）長岡市全域 （単位）個人 （属性）未就学児童（０～５歳児）の

保護者 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出及び有意抽出 （客体数）１，２００／１４，１５２ （配

布）郵送及び保育園・幼稚園等を通じて配布 （取集）郵送及び保育園・幼稚

園等を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）長岡市→

郵送→報告者（０～２歳児），長岡市→保育園・幼稚園等→報告者（３～５歳児） 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１０日～２４日 

 【調査事項】 １．回答者について，２．子どもと家族の状況について，３．子どもの食生

活について，４．父母の就労について，５．「生活」の中のバランスについて，

６．父親の育児について，７．家事の夫婦間の役割分担について，８．子ども

の平日の保育状況（現状）について，９．子どもの平日の保育の希望について，

１０．子どもの土曜日・休日の保育の希望について，１１．病時の対応につい

て，１２．子どもの一時預かりについて，１３．保育園・幼稚園へ通っている

人への質問，１４．少子化について，１５．子育てについて，１６．子育て支

援について，１７．意見や要望等 

※ 

【調査票名】 ２－小学校児童保護者用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１９７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）長岡市全域 （単位）個人 （属性）小学生の保護者 （抽出枠）

住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１，２００／１５，７８７ （配布）小学校

にて配布 （取集）小学校にて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系
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統）長岡市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１０日～２４日 

 【調査事項】 １．回答者について，２．子どもと家族の状況について，３．子どもの食生

活について，４．父母の就労について，５．「生活」の中のバランスについて，

６．父親の育児について，７．家事・育児に関する夫婦間の役割分担について，

８．放課後児童クラブの利用希望について，９．放課後児童クラブの利用状況

（現状）について，１０．子どもの一時預かりについて，１１．少子化につい

て，１２．子育てについて，１３．子育て支援について，１４．意見や要望等 

※ 

【調査票名】 ３－中学生用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１９７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）長岡市全域 （単位）個人 （属性）中学生 （抽出枠）住民基本

台帳 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）６００／８，０８８ （配布）中学校を通じ

て配布 （取集）中学校を通じて配布 （記入）自計 （把握時）調査日現在 

（系統）長岡市→中学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１０日～２４日 

 【調査事項】 １．フェイス事項，２．食生活について，３．健康と生活について，４．学

校生活について，５．いじめなどについて，６．放課後の過ごし方について，

７．地域活動について，８．小さな子供とのふれあい体験について，９．今の

気持ちについて，１０．未来の自分について，１１．父親の家事（育児を含む）

について，１２．家事に関する夫婦の役割分担について，１３．まちづくりに

ついて，１４．意見や要望等 

※ 

【調査票名】 ４－高校生用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１９７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）長岡市全域 （単位）個人 （属性）高校生 （抽出枠）住民基本

台帳 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）６００／８，４１０ （配布）高校を通じて

配布 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）長岡市

→高校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１０日～２４日 

 【調査事項】 １．フェイス事項，２．食生活について，３．健康と生活について，４．性

に関することについて，５．学校生活について，６．いじめなどについて，７．
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放課後などの過ごし方について，８．地域活動について，９．小さな子どもと

のふれあい体験について，１０．今の気持ちについて，１１．未来の自分につ

いて，１２．父親の家事（育児を含む）について，１３．家事に関する夫婦の

役割分担について，１４．まちづくりについて，１５．意見や要望等 
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【調査名】 伊豆の国市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 伊豆の国市健康福祉部福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホームページ

にて公表（平成２２年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ３，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１９８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）伊豆の国市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳，幼稚園・保育園台帳 

 【調査方法】 （選定）全数及び無作為抽出 （客体数）１，５００／１，９００ （配布）

郵送及び幼稚園・保育園を通じて配布 （取集）郵送及び幼稚園・保育園を通

じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）伊豆の国市→幼稚

園・保育園→報告者，伊豆の国市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１０日～２５日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１９８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）伊豆の国市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～３年

生）のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳，学籍簿 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，５００／１，５００ （配布）小学校を通じ

て配布 （取集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 

（系統）伊豆の国市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１０日～２５日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

 

 

 



 - 68 -

【調査名】 芦屋市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 芦屋市保健福祉部こども課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「ニーズ調査結果の概要」

及びホームページにて公表（平成２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 １，８０２千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１９９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）芦屋市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）８９０／５，７３４ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）芦屋市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月２６日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１９９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）芦屋市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～中学３年

生）のいる世帯（小学生７７０／５０００，中学生３４０／２２１６） （抽

出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）７７０／５０００ ３４０／２２１６ （配

布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時） （系統）芦屋市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月２６日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 葛城市子育て支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 葛城市保健福祉部児童福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２２年３月） （表章）市区町村 

【経費】 １，４００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２００ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）葛城市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳，外国人登録 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／１，５５５ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）葛城市→民間委託

→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１７日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２００ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）葛城市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～３年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳，外国人登録 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，０００ （配布）小学校を通じて配布 （取

集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）葛

城市→民間委託→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１７日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 廿日市市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 廿日市市福祉保健部児童課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）市ホームページにて公表

（平成２２年３月） （表章）市区町村 

【経費】 １，２００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２０１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）廿日市市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～６歳年度

末）のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，８００／４，６９２ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）廿日市市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０４日～１９日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２０１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）廿日市市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，８００／５，０６２ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）廿日市市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０４日～１９日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望等 
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【調査名】 久留米市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 久留米市子育て支援部子ども育成課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 ３－２０歳以上の市民調

査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ４，７１５千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２０２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）久留米市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，５００／１７，１５９ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）久留米市→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０５日～２１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２０２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）久留米市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，５００／１８，１３７ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）久留米市→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０５日～２１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－２０歳以上の市民調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０２日 
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【受理番号】 受理番号（新）１０８２０２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）久留米市全域 （単位）個人 （属性）満２０歳以上（２０～６９

歳）の市民 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／１９７，８５６ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）久留米市

→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０５日～２１日 

 【調査事項】 １．対象者の状況，２．少子化に関する意識，３．独身生活や結婚生活に関

わる意識，４．地域での子育て支援等 
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【調査名】 臼杵市次世代育成支援行動計画（後期）に係るニーズ調査 

【実施機関】 臼杵市福祉事務所 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）市ホームページにて公表

（平成２１年３月），「行動計画冊子」（平成２２年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ９９９千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２０３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）臼杵市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／１，８０１ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）臼杵市→世帯 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１０日～２４日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２０３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）臼杵市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／２，１４１ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）臼杵市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１０日～２４日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 桜川市次世代育成支援地域行動計画（後期計画）策定のためのアン

ケート調査 

【実施機関】 桜川市保健福祉部児童福祉課、桜川市市長公室企画課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 ３－中学生用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」（平成２

１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 １，４００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２０４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）桜川市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／２，２１５ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）桜川市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０５日～１９日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２０４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）桜川市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／２，７１８ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）桜川市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０５日～１９日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．子育て（学

童保育）クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－中学生用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２０４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）桜川市全域 （単位）世帯 （属性）中学生のいる世帯 （抽出枠）
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住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５００／１，５２４ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）桜川市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０５日～１９日 

 【調査事項】 １．中学生及び世帯の状況，２．学校・家庭生活状況，３．将来の希望等 
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【調査名】 神栖市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 神栖市健康福祉部福祉事務所こども課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 ３－中・高校生用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）市ホームページにて公表

（平成２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２０５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）神栖市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／４，９４４ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）神栖市→民間委託

→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月２６日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２０５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）神栖市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，８００／４，６６０ （配布）小学校

を通じて配布 （取集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査

日現在 （系統）神栖市→民間委託→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月２６日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－中・高校生用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２０５ 受理番号（旧） 
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 【調査対象】 （地域）神栖市全域 （単位）個人 （属性）中学生（９００人／２８９９

人）及び高校生（４００人／２８１８人） （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）９００／２８９９ ４００／２８１８ （配

布）中学校・高校を通じて配布 （取集）中学校・高校を通じて取集 （記入）

自計 （把握時）調査日現在 （系統）神栖市→民間委託→中学校・高校→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月２６日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．家庭や地域での成果う状況，３．健康状況，

４．将来への希望等 
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【調査名】 牛久市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 牛久市保健福祉部児童福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 ３－中高生本人用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（広報紙及び市ホ

ームページにて公表）（平成２１年４月） （表章）市区町村 

【経費】 ９９５千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２０６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）牛久市全域 （単位）個人 （属性）０～５歳児の保護者 （抽出

枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／４，３３１ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）牛久市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月６日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２０６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）牛久市全域 （単位）個人 （属性）小学校児童の保護者 （抽出

枠）住民基本台帳，小学校学籍簿 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／４，１７２ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）牛久市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月６日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－中高生本人用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２０６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）牛久市全域 （単位）個人 （属性）中学高校生 （抽出枠）住民

基本台帳，中高等学校学籍簿 
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 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５００／４，４０３ （配布）中学校・高

校を通じて配布 （取集）中学校・高校を通じて取集 （記入）自計 （把握

時）調査日現在 （系統）牛久市→中学校・高校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月６日まで 

 【調査事項】 １．児童本人の生活状況，２．施設の利用状況及び要望等 
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【調査名】 川越市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 川越市福祉部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 ３－中学生用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ３，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２０７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）川越市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，４４０／１７，２１１ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在（年齢は平成２０年４月

１日現在） （系統）川越市→民間委託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１１日～２５日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２０７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）川越市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，３８０／１８，３０４ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在（年齢は平成２０年４月

１日現在） （系統）川越市→民間委託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１１日～２５日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－中学生用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２０７ 受理番号（旧） 
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 【調査対象】 （地域）川越市全域 （単位）個人 （属性）中学生 （抽出枠）住民基本

台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１２０／９，４７１ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）川越市→民間委託

→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１１日～２５日 

 【調査事項】 １．中学生及び世帯の状況，２．放課後や休日の過ごし方等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 82 -

【調査名】 木更津市次世代育成支援行動計画策定に係るニーズ調査 

【実施機関】 木更津市福祉部児童家庭課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告冊子」及び

市ホームページにて公表（平成２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 １，４４９千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２０８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）木更津市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／７，３８６ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）木更津市→民間委

託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１６日～平成２１年０

１月０９日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２０８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）木更津市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／７，１０６ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）木更津市→民間委

託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１６日～平成２１年０

１月０９日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 高浜市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 高浜市こども未来部こども育成グループ 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）市ホームページにて公表

（平成２１年４月） （表章）市区町村 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２０９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）高浜市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳，外国人登録者名簿 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２，３００ （配布）郵送及び幼稚園等を通じて

配布 （取集）郵送及び幼稚園等を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調

査日現在 （系統）高浜市→報告者，高浜市→幼稚園等→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月１３日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２０９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）高浜市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳，外国人登録者名簿 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２，２６６ （配布）郵送及び小学校を通じて配

布 （取集）郵送及び小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日

現在 （系統）高浜市→報告者，高浜市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月１３日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 三木市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 三木市市民ふれあい部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）市ホームページにて公表

（平成２１年７月） （表章）市区町村 

【経費】 １，０６０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２１０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）三木市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５６０／４，４８７ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）三木市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０５日～３１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２１０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）三木市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，４４０／４，６７０ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）三木市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０５日～３１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．アフタース

クールの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 杵築市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 杵築市福祉保健部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２１年５月） （表章）市区町村 

【経費】 ７００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２１１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）杵築市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）８５０／１，２１０ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）杵築市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１０日～２４日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２１１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）杵築市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６５０／１，２０９ （配布）小学校にて

配布 （取集）小学校にて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系

統）杵築市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１０日～２４日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 いちき串木野市次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 いちき串木野市福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童・就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２２年４月） （表章）市区町村 

【経費】 ８５１千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童・就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２１２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）いちき串木野全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）

及び就学児童（小学１～６年生）のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２，０００ （配布）民生委員児童委員 （取集）

民生委員児童委員 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）いちき串

木野市→調査員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０９日～平成２１年０

１月０９日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 
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【調査名】 労働環境等調査 

【実施機関】 栃木県産業労働観光部労働政策課 

【目 的】 社会・経済構造の変化や少子高齢化，高度情報化，社会全体のグローバル化の急

速な進展などにより近年，労働者の働く環境は急速な変化を遂げている、そのため，

栃木県内の事業所等に雇用される労働者が具体的にどのような労働環境・労働条件

のもとに働いているのか実態を明らかにし，今後の労働行政推進上の基礎資料とす

るとともに，企業における労働条件改善及び労使関係の安定に資する。 

【調査の構成】 １－労働環境等調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「調査結果報告書」及び県ホームぺー

ジ及び県政記者クラブへの資料提供により公表（平成２１年３月） （表章）

都道府県 

【経費】 ６８２千円 

※ 

【調査票名】 １－労働環境等調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２１３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）栃木県下全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類（平成

１９年１１月改定）に基づく産業分類（鉱業，採石業，砂利採取業，建設業，

製造業，電気・ガス・熱供給・水道業，情報通信業，運輸業，郵便業，卸売業，

小売業，金融業，保険業，不動産業，物品賃貸業，学術研究，専門・技術サー

ビス業，宿泊業，飲食サービス業，生活関連サービス業，娯楽業，教育，学習

支援業，医療，福祉，複合サービス事業，サービス業（他に分類されないもの）

に属する常用労働者５名以上の栃木県内の事業所 （抽出枠）平成１８年事業

所・企業統計調査調査事業所名簿 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，５００／２６，９６９ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年１２月１日現在 （系統）

栃木県→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２０年１２月０５日～２６日 

 【調査事項】 １．事業所の現況，（１）企業・事業所の名称，所在地，従業員企業規模，（２）

本社等・単独事業所・支社・事業所等の別，（３）主な産業分類，２．事業所の

労働者数，（１）事業所の常用労働者及び臨時労働者数（就業形態別労働者数）

の男女別，（２）業務請負の利用状況，３．非正規社員活用理由の状況，４．正

社員への登用制度の状況，（１）登用制度の有無及び登用者数，（２）年齢制限

の有無，（３）今後の登用方針，５．派遣社員の雇用状況，（１）派遣社員の業

務内容，（２）契約期間の状況，（３）正社員との比較状況，（４）派遣社員数の

変化の状況，（５）今後の受入方針，６．仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・
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バランス）の取組み状況，（１）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

の認知状況，（２）労働時間等の労使の話し合いの機会の設置状況，（３）年次

有給休暇の取得状況，（４）心の健康対策の取組み状況，（５）週労働時間６０

時間以上の労働者の状況，（６）テレワークの実施状況，（７）特別休暇（有給）

制度の導入状況，（８）出産・育児による退職者の状況，（９）短時間正社員制

度の取組み状況，（１０）自己啓発支援制度の取組み状況，（１１）労働時間短

縮の取組み状況，（１２）年休取得促進の取組み状況，７．労働相談の状況，８．

その他 アンケート 統計データのニーズ状況／報告書配付希望の有無，９．

仕事と家庭の両立支援に関する調査，１０．福利厚生制度に関する調査 
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【調査名】 那須塩原市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 那須塩原市保健福祉部こども課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 ３－妊婦用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ６２０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２１４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）那須塩原市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）

のいる世帯 （抽出枠）保育園・幼稚園在園者等名簿 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１，１３０／６，８０９ （配布）保育園・

幼稚園等を通じて配布 （取集）郵送及び保育園・幼稚園等を通じて取集 （記

入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）那須塩原市→保育園・幼稚園等→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１０日～２５日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２１４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）那須塩原市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学２年生及

び５年生）のいる世帯 （抽出枠）小学校在園者等名簿 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１，０７０／７，１８２ （配布）小学校を

通じて配布 （取集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日

現在 （系統）那須塩原市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１０日～２５日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－妊婦用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０５日 
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【受理番号】 受理番号（新）１０８２１４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）那須塩原市全域 （単位）個人 （属性）妊婦 （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１００／１，１２３ （配布）保健センター

にて配布 （取集）郵送及び保健センターにて取集 （記入）自計 （把握時）

調査日現在 （系統）那須塩原市→施設→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１０日～２５日 

 【調査事項】 １．妊娠回数や希望する子どもの数，２．母親学級の状況，３．両立支援で

企業へ希望すること，４．保育園や幼稚園への利用希望等 
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【調査名】 鹿沼市次世代育成支援に係るニーズ調査  

【実施機関】 鹿沼市保健福祉部児童福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 ３－妊婦用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年３月末），「行動計画冊子」及び市ホームぺージにて公表（平成２２年３

月） （表章）市区町村 

【経費】 ５００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２１５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）鹿沼市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００／４，３７８ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）鹿沼市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１０日～２５日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２１５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）鹿沼市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００／４，５６２ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）鹿沼市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１０日～２５日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－妊婦用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２１５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）鹿沼市全域 （単位）個人 （属性）平成２０年１１月末日までに
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母子健康手帳を交付した，平成２１年２月以降出産予定日の妊婦 （抽出枠）

母子健康手帳交付台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査日現在 （系統）鹿沼市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１０日～２５日 

 【調査事項】 １．妊婦及び世帯の状況，２．妊娠・出産と仕事の両立についての状況及び

希望等 
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【調査名】 第２回かしこいクルマの使い方を考えるプロジェクト神戸・アンケ

ート 

【実施機関】 神戸市交通局営業推進課 

【目 的】 マイカー利用率の高い神戸市内の地区において、マイカーから公共交通への利用

転換を図るための基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－第２回かしこいクルマの使い方を考えるプロジェクト神戸アンケート（従

業員用） ２－第２回かしこいクルマの使い方を考えるプロジェクト神戸アン

ケート（世帯用） 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」平成２

１年３月作成 （表章）地区町村 

【経費】 ４，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－第２回かしこいクルマの使い方を考えるプロジェクト神戸アンケート（従

業員用） 

【受理年月日】 平成２０年１２月０５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２１６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）西神南地区 （単位）個人 （属性）工業団地にある企業の従業員 

（抽出枠）ハイテク工業会会員名簿 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１，９００／３，８００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）神戸市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年３月予定 

 【調査事項】 １．クルマの使い方、２．最近お通勤について、３．休日のお出かけについ

て、４．本プロジェクトについて、５．フェイス事項 

※ 

【調査票名】 ２－第２回かしこいクルマの使い方を考えるプロジェクト神戸アンケート（世

帯用） 

【受理年月日】 平成２０年１２月０５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２１６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）西神南地区 （単位）世帯 （属性）世帯 （抽出枠）小学校及び

中学校 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）３，０００／９，０００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）神戸市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年３月予定 

 【調査事項】 １．前回のアンケートについて、２．最近の交通手段について、３．本プロ

ジェクトについて、４フェイス事項 
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【調査名】 大和高田市子育てに関するアンケート調査 

【実施機関】 大和高田市福祉部児童福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－小学校児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 １，６３９千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２１７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）大和高田市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，８００／３，０６４ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）大和高田市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月２２日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－小学校児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２１７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）大和高田市全域 （単位）世帯 （属性）小学校児童（１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００／３，９２４ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）大和高田市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月２２日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 倉敷市次世代育成支援後期行動計画に係るニーズ調査 

【実施機関】 倉敷市福祉部子育て推進室 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童（０～２歳児）の母親用調査票 ２－就学前児童（３～５歳）

用調査票 ３－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告冊子」及び

市ホームページにて公表（平成２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，５５６千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童（０～２歳児）の母親用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２１８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）倉敷市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～２歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／１４，５１１ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）倉敷市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１５日～３１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学前児童（３～５歳）用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２１８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）倉敷市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（３～５歳）のい

る世帯の父親（２０００人）及び母親（２０００人） （抽出枠）住民基本台

帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４，０００／１２，６６２ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）倉敷市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１５日～３１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－就学児童用調査票 
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【受理年月日】 平成２０年１２月０５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２１８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）倉敷市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／２２，０５０ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）倉敷市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１５日～３１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 久喜市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 久喜市健康福祉部児童福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」（平成

２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，３２９千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２１９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）久喜市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／４，０７２ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）久喜市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月５日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２１９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）久喜市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／４，５９１ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）久喜市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月５日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

 

 

 

 

 

 



 - 98 -

【調査名】 飯能市次世代育成支援行動計画に係るニーズ調査 

【実施機関】 飯能市福祉部こども家庭課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 ３－小学生用調査票 ４

－中学生用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告」（平成２

１年６月）及び「行動計画冊子」（平成２２年３月）にて公表 （表章）市区町

村 

【経費】 ４，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２２０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）飯能市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，８００／３，６００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）飯能市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０９日～２２日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２２０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）飯能市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～３年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／２，０００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）飯能市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０９日～２２日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－小学生用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２２０ 受理番号（旧） 
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 【調査対象】 （地域）飯能市全域 （単位）個人 （属性）市立小学校全１４校の小学５

年生クラスのうち各校１クラスの生徒 （抽出枠）児童・生徒数集計表 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３５０／７５０ （配布）小学校を通じて

配布 （取集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系

統）飯能市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月末日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，３．心配・悩み，地域のこ

と及び子どもの権利 

※ 

【調査票名】 ４－中学生用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２２０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）飯能市全域 （単位）個人 （属性）市立中学校全８校の中学２年

生クラスのうち各校１クラスの生徒 （抽出枠）児童・生徒数集計表 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２５０／８００ （配布）中学校を通じて

配布 （取集）中学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系

統）飯能市→中学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月末 

 【調査事項】 １．生徒及び世帯の状況，２．父母の就労状況，３．心配・悩み，４．地域

のこと及び子どもの権利等 
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【調査名】 印西市次世代育成支援に係るニーズ調査  

【実施機関】 印西市健康福祉部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 ３－一般市民用の調査票 

４－小学５年生の調査票 ５－中学２年生の調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２１年９月） （表章）市区町村 

【経費】 １，０１２千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２２１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）印西市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６００／２，５９９ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）印西市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１９日～平成２１年０

１月２１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２２１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）印西市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～３年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６００／１，４８５ （配布）小学校を通

じて配布 （取集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現

在 （系統）印西市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１９日～平成２１年０

１月２１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－一般市民用の調査票 
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【受理年月日】 平成２０年１２月０８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２２１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）印西市全域 （単位）個人 （属性）１９歳以上の市民 （抽出枠）

住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／５１，５７５ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）印西市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１９日～平成２１年０

１月２１日 

 【調査事項】 １．少子化について，２．子育てをめぐる環境について，３．子育ての経験

にういて，４．子育て支援策について 

※ 

【調査票名】 ４－小学５年生の調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２２１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）印西市全域 （単位）個人 （属性）小学５年生の児童 （抽出枠）

住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）５８０ （配布）小学校を通じて配布 （取集）

小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）印西市

→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１９日～平成２１年０

１月２１日 

 【調査事項】 １．健康状況，２．日常生活の状況，３．家族や友だちのこと，４．印西市

のこと，５．生命の大切さについて 

※ 

【調査票名】 ５－中学２年生の調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２２１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）印西市全域 （単位）個人 （属性）中学２年生の生徒 （抽出枠）

住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）６９８ （配布）中学校を通じて配布 （取集）

中学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）印西市

→中学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１９日～平成２１年０

１月２１日 

 【調査事項】 １．健康状況，２．日常生活の状況，３．家族や友だちのこと，４．印西市
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のこと，５．生命の大切さについて 
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【調査名】 四街道市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 四街道市健康福祉部社会福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年４月） （表章）市区町村 

【経費】 １，２６０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２２２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）四街道市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／４，４８３ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）四街道市→郵送 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１２日～２６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２２２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）四街道市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／４，８９６ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）四街道市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１２日～２６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 豊明市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 豊明市健康福祉部児童福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童（０～２歳児）保護者用調査票 ２－就学前児童（３～５歳）

保護者用調査票 ３－小学生保護者用調査票 ４－２３～２９歳市民用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ６２６千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童（０～２歳児）保護者用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２２３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）豊明市内全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～２歳）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）７００／１，９４３ （配布）郵送・ファ

クシミリ （取集）郵送・ファクシミリ （記入）自計 （把握時）調査日現

在 （系統）豊明市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１０日～平成２１年０

１月１３日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．児童の保育の状況及び希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学前児童（３～５歳）保護者用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２２３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）豊明市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（３～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０２０／２，００５ （配布）保育園・

幼稚園にて配布 （取集）保育園・幼稚園にて取集 （記入）自計 （把握時）

調査日現在 （系統）豊明市→保育園・幼稚園→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１０日～平成２１年０

１月１３日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．児童の保育の状況及び希望等 

※ 

【調査票名】 ３－小学生保護者用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０８日 
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【受理番号】 受理番号（新）１０８２２３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）豊明市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～３年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，４００／２，２３０ （配布）郵送・

ファクシミリ （取集）郵送・ファクシミリ （記入）自計 （把握時）調査

日現在 （系統）豊明市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１０日～平成２１年０

１月１３日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．放課後児童クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ４－２３～２９歳市民用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２２３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）豊明市全域 （単位）世帯 （属性）２３～２９歳の市民 （抽出

枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／４，０００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）豊明市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１０日～平成２１年０

１月１３日 

 【調査事項】 １．世帯状況，２．子育てに関する意識等 
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【調査名】 川西市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 川西市こども部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」及び市

ホームページにて公表（平成２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 １，６７４千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２２４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）川西市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，８００／８，２４８ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）川西市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月２２日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２２４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）川西市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００／９，５７７ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）川西市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月２２日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 三田市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 三田市健康福祉部福祉推進室 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査表 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 １，６００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査表 

【受理年月日】 平成２０年１２月０８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２２５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）三田市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２５０／６，１６１ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）三田市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月中旬～１月３１日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２２５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）三田市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００／７，８０６ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）三田市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月中旬～１月３１日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 土浦市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 土浦市保健福祉部こども福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－小学生用調査票 ３－中高生用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 １，３４５千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２２６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）土浦市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００／６，２７１ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）土浦市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月２０日～３１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－小学生用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２２６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）土浦市全域 （単位）世帯 （属性）小学生のいる世帯 （抽出枠）

住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００／６，１８５ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）土浦市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月２０日～３１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－中高生用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２２６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）土浦市全域 （単位）世帯 （属性）中高生のいる世帯 （抽出枠）

住民基本台帳 
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 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６００／６，２７１ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）土浦市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月２０日～３１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．結婚や子どもに対するイメージ 
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【調査名】 佐野市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 佐野市健康福祉部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，９１７千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２２７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）佐野市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，４００／４，６９８ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年１１月１日現在 （系統）佐

野市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月中旬～２９日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２２７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）佐野市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）８００／５，１９４ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年１１月１日現在 （系統）佐

野市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月中旬～２９日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 みどり市次世代育成支援行動計画策定ニーズ調査 

【実施機関】 みどり市民生部こども課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２２年３月） （表章）市区町村 

【経費】 １，９５２千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２２８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）みどり市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，７５０／２，００４ （配布）メール

便 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）みどり市

→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月１日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２２８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）みどり市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１年生～６

年生）のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，７５０／２，１２５ （配布）メール

便 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）みどり市

→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月１日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 甲府市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 甲府市福祉部児童育成課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童（小学生）用調査票 ３－就学児童

（中学生）用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」（平成２

２年４月） （表章）市区町村 

【経費】 １，５４４千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２２９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）甲府市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／９，３８６ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在（年齢は平成２０年４月１日

現在） （系統）甲府市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月２３日まで 

 【調査事項】 １．子どもと家族の状況，２．父母の就労状況，３．母親の妊娠時の状況，

４．保育サービスの利用，５．子どもの土・休日の保育について，６．子ども

の病時・病後児保育について，７．子どもの一時預かりについて，８．子ども

の宿泊を伴う一時預かりについて，９．来年度就学予定の子どもの保護者へ対

しての質問，１０．ベビーシッターの利用について，１１．ファミリーサポー

トセンターの利用について，１２．地域子育て支援センター事業について，１

３．仕事と子育てについて，１４．子育て支援サービスの認知度・利用意向・

満足度について，１５．子育ての不安と悩みについて，１６．子どもとの外出，

遊び場について，１７．地域活動やグループ活動への参加について 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童（小学生）用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２２９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）甲府市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／１０，３８９ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在（年齢は平成２０年４月
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１日現在） （系統）甲府市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月２３日まで 

 【調査事項】 １．子どもと家族の状況，２．父母の就労状況，３．放課後や休日の過ごし

方等について，４．子どもの病時・病後児の対応について，５．子どもの一時

預かりについて，６．子どもの宿泊を伴う一時預かりについて，７．ベビーシ

ッターの利用について，８．ファミリーサポートセンターの利用について，９．

仕事と子育てについて，１０．子育て支援サービスの認知度・利用意向・満足

度について，１１．子育ての不安と悩みについて，１２．子どもとの外出，遊

び場について，１３．地域活動やグループ活動への参加について 

※ 

【調査票名】 ３－就学児童（中学生）用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２２９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）甲府市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（中学１～３年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５００／５，５１２ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在（年齢は平成２０年４月１日

現在） （系統）甲府市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月２３日まで 

 【調査事項】 １．子どもと家族の状況，２．父母の就労状況，３．放課後や休日の過ごし

方等について，４．宿泊を伴う一時預かりについて，５．公共施設の利用につ

いて，６．子育て支援サービスの認知度・利用意向・満足度について，７．子

育ての不安や悩みについて，８．子どもとの外出，子どもの遊び場について，

９．地域活動やグループ活動への参加について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 114 -

【調査名】 伊豆市次世代育成支援計画に係るニーズ調査 

【実施機関】 伊豆市健康福祉部こども課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２２年４月） （表章）市区町村 

【経費】 １，１００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２３０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）伊豆市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０歳～５歳）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６００／８２５ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）伊豆市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１３日～３０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２３０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）伊豆市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４００／６２７ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）伊豆市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１３日～３０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 向日市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 向日市健康福祉部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。家庭の食生

活を把握し，取り組むべき施策を検討する。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 １，５００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２３１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）向日市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，１００／３，９１８ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）向日市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月１９日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２３１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）向日市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００／３，２７５ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）向日市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月１９日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．留守家庭児

童会の利用状況及び利用希望党 
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【調査名】 淡路市次世代育成支援行動計画（後期計画）策定に係るニーズ調査 

【実施機関】 淡路市健康福祉部社会福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 １，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２３２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）淡路市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）８２０／１，６４９ （配布）郵送及び保

育所等を通じて配布 （取集）郵送及び保育所等を通じて取集 （記入）自計 

（把握時）調査日現在 （系統）淡路市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０５日～２３日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２３２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）淡路市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）９００／１，７９８ （配布）小学校を通

じて配布 （取集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現

在 （系統）淡路市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０５日～２３日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

 

 

 

 



 - 117 -

【調査名】 白石市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 白石市民生部子ども家庭課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 ３－中高生調査票 ４－

一般住民用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年８月） （表章）市区町村 

【経費】 １，１５０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２３３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）白石市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／１，３０３ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）白石市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０９日～３０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２３３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）白石市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／１，５０６ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）白石市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０９日～３０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－中高生調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２３３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）白石市全域 （単位）世帯 （属性）中高生（１～３年生）のいる
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世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４００／９４９ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）白石市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０９日～３０日 

 【調査事項】 １．健康状態，食事，睡眠等生活全般による状況，２．市や地域について，

３．学校生活について，４．将来の結婚観について 

※ 

【調査票名】 ４－一般住民用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２３３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）白石市全域 （単位）世帯 （属性）一般住民（２０～５０歳） （抽

出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２００／８，４９７ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）白石市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年０１月０９日～３０日 

 【調査事項】 １．子育てに関する意識調査状況，２．地域での生活，３．子育てサービス，

４．仕事と子育ての両立等 
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【調査名】 下野市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 下野市健康福祉部児童福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 １，１０３千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２３４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）下野市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）保育園，幼稚園一覧表 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／３，８９０ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）下野市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０５日～１６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２３４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）下野市内全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）児童生徒数一覧表 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／３，８５４ （配布）小学校

を通じて配布 （取集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査

日現在 （系統）下野市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０５日～１６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 下妻市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 下妻市保健福祉部福祉事務所 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２２年３月） （表章）市区町村 

【経費】 １，１４５千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２３５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）下妻市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～２歳 １５

０世帯／１２００世帯 及び３～５歳 １１３０世帯／１１３０世帯）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳，外国人登録 

 【調査方法】 （選定）全数及び無作為抽出 （客体数）１５０／１２００ １１３０／１

１３０ （配布）郵送及び保育園・幼稚園を通じて配布 （取集）郵送及び保

育園・幼稚園を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）

下妻市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月２２日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２３５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）下妻市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～３年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳，外国人登録，小学校在籍者名簿 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，３７５／１，３７５ （配布）小学校にて配

布 （取集）小学校にて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）

下妻市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月２２日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．学童保育の

利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 日光市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 日光市健康福祉部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，３１０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２３６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）日光市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／３，９６７ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在（年齢は平成２０年４月１日

現在） （系統）日光市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月中旬～下旬 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２３６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）日光市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／４，８２１ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）日光市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月中旬～下旬 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 東村山市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 東村山市保健福祉部子育て推進課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／手集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホームページに

て公表（平成２１年８月） （表章）市区町村 

【経費】 ７７５千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２３７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）東村山市全域 （単位）世帯 （属性）就学前自動（０～５歳）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）８００／８，４１５ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在（年齢は平成２０年４月１日

現在） （系統）東村山市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月９日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２３７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）東村山市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～３年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４００／３，９４２ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）東村山市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月９日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 伊勢原市次世代育成支援に関するアンケート調査  

【実施機関】 伊勢原市子ども部子育て支援課 

【目 的】 次世代育成支援対策推進法に基づく後期行動計画を策定するにあたって，必要な

住民ニーズを把握するとともに，その他市の子育て支援施策の推進に係る基礎資料

とする。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年６月） （表章）市区町村 

【経費】 １，７９６千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２３８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）伊勢原市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～２歳  ９

６０人／２６９６人 及び ３～６歳 ７５０人／３６６６人）のいる世帯 

（抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）９６０／２６９６ ７５０／３６６６ （配

布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）伊

勢原市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月３０日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．母親の出産

により離職状況について，４．育児休業制度の利用について，５．子育てに対

する考え方，６．日常の育児について，７．教育や保育について，８．ベビー

シッターの利用等について，９．次世代育成支援（子育て支援）のあり方につ

いて 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２３８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）伊勢原市全域 （単位）世帯 （属性）小学校児童（７～１０歳 ９

９０人／３８１２人 及び １１～１２歳 ３００人／１９７３人）のいる世

帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）９９０／３８１２ ３００／１９７３ （配

布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）伊

勢原市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月３０日まで 
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 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．子育てにつ

いての考え方，４．日常生活や育児について，５．子どもを預けるサービスに

ついて，６．子どもの放課後や休日の過ごし方について，７．児童コミュニテ

ィクラブや育児サービスの利用等について，８．次世代育成支援（子育て支援）

のあり方について 
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【調査名】 関市次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 関市市長公室企画政策課 

【目 的】 関市民の子育て支援に関する生活実態や要望意見を把握し次世代育成支援の行動

計画を策定するための基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年９月） （表章）市区町村 

【経費】 １，３００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２３９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）関市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／５，１２６ （配布）郵送及

び保育園・幼稚園を通じて配布 （取集）郵送及び保育園・幼稚園を通じて取

集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）関市→報告者，関市→保

育園・幼稚園→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月２４日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２３９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）関市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～３年生）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／２，６９１ （配布）小学校

を通じて配布 （取集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査

日現在 （系統）関市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月２４日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 高松市次世代育成支援に関する市民ニーズ調査 

【実施機関】 高松市健康福祉部こども未来課 

【目 的】 市民の次世代育成に関する要望・意見等を把握し，次世代育成支援対策行動計画

（後期計画）を策定するための基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－小学生用調査票 ３－中・高校生用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）結果報告書を公表 （表

章）市区町村 

【経費】 ２，８５６千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２４０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）高松市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，５００／２４，３２０ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）高松市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月９日まで 

 【調査事項】 １．児童および世帯の状況，２．児童の保育の状況および希望等 

※ 

【調査票名】 ２－小学生用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２４０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）高松市全域 （単位）世帯 （属性）小学生（６～１１歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，５００／２５，４９２ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）高松市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月９日まで 

 【調査事項】 １．児童および世帯の状況，２．放課後児童クラブの利用状況および利用希

望等 

※ 

【調査票名】 ３－中・高校生用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２４０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）高松市全域 （単位）世帯 （属性）中・高校生（１２～１７歳）
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のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／２３，６８７ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）高松市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月９日まで 

 【調査事項】 １．児童および世帯の状況，２．生活状況や将来の結婚観等 
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【調査名】 宇土市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 宇土市健康福祉部福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 ３－中・高校生用調査票 

４－１８～４９歳用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年６月） （表章）市区町村 

【経費】 ７７７千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２４１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）宇土市全域 （単位）個人 （属性）就学前児童の保護者 （抽出

枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００／２，０３４ （配布）郵送及

び保育所・幼稚園を通じて配布 （取集）郵送及び保育所・幼稚園を通じて取

集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）宇土市→報告者，宇土市

→保育所・幼稚園→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１３日～２６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２４１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）宇土市全域 （単位）世帯 （属性）小学生の保護者 （抽出枠）

住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００／２，４１１ （配布）小学校

を通じて配布 （取集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査

日現在 （系統）宇土市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１３日～２６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－中・高校生用調査票 
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【受理年月日】 平成２０年１２月１０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２４１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）宇土市全域 （単位）個人 （属性）中・高校生 （抽出枠）住民

基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５００／２，５６３ （配布）中・高校を

通じて配布 （取集）中・高校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査

日現在 （系統）宇土市→中・高校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１３日～２６日 

 【調査事項】 １．家族，住まいについて，２．フェイス事項，３．悩みや不安，相談相手

について，４．結婚や子育てについて 

※ 

【調査票名】 ４－１８～４９歳用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２４１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）宇土市全域 （単位）個人 （属性）１８～４９歳の市民 （抽出

枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／１４，７１０ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）宇土市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１３日～２６日 

 【調査事項】 １．フェイス事項，２．配偶者やパートナーについて，３．少子社会につい

て，４．少子社会における行政の施策について 
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【調査名】 南さつま市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 南さつま市市民福祉部福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２２年５月） （表章）市区町村 

【経費】 １，４３４千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２４２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）南さつま市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０６０／１，２６７ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）南さつま市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月３１日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２４２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）南さつま市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年

生）のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０６０／１，３７０ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）南さつま市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月３１日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 府内中小企業経営者の経営感調査 

【実施機関】 大阪府 

【目 的】 平成２１年版大阪経済・労働白書にかかる調査として実施 

【調査の構成】 １－府内中小企業経営者の経営感調査票（製造業） 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「平成２１年版大阪経済・

労働白書」平成２１年８月公表 （表章）都道府県 

【経費】 ８５０千円 

※ 

【調査票名】 １－府内中小企業経営者の経営感調査票（製造業） 

【受理年月日】 平成２０年１２月１１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２４３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）府内全域 （単位）事業所及び企業 （属性）府内に本所、本社、

本店あるいは単独事業所があり、製造業においては常時雇用者数３００人未満、

卸売業及びサービス業にあっては１００人未満、小売業にあっては５０人未満

で参入や事業運営上の法的規制のない業種の常用雇用者数５人以上の会社 

（抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調査結果事業所名簿 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５，５００／４５，０２５ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年１２月１日現在 （系統）

大阪府→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月下旬 

 【調査事項】 １．企業概要、２．平成における経営上の変化、３．経営状況、４．経営理

念・経営姿勢、５．経営戦略・行動、６．事業継続のための経営環境、７．大

阪産業の未来 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 132 -

【調査名】 次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 由利本荘市福祉保健部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「調査結果の概要」市ホームページに

て公表（平成２１年３月末日） （表章）市区町村 

【経費】 ３５５千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２４４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）由利本荘全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２４０／４，１３５ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）由利本荘市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１３日～３１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２４４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）由利本荘市全域 （単位）世帯 （属性）小学校児童（１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，３３２／４，４４０ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）由利本荘市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１３日～３１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 茂原市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 茂原市健康福祉部児童家庭課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 ３－中高生用調査票 ４

－一般住民用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）なし （表章）市区町村 

【経費】 ７５９千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２４５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）茂原市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）８００／４，６８６ （配布）郵送及び幼

稚園・保育園を通じて配布 （取集）郵送及び幼稚園・保育園を通じて取集 （記

入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）茂原市→報告者，茂原市→幼稚園・

保育園→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０７日～２０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２４５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）茂原市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）８００／４，９５１ （配布）郵送及び小

学校を通じて配布 （取集）郵送及び小学校を通じて取集 （記入）自計 （把

握時）調査日現在 （系統）茂原市→報告者，茂原市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０７日～２０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－中高生用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１１日 



 - 134 -

【受理番号】 受理番号（新）１０８２４５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）茂原市全域 （単位）世帯 （属性）中学２年生（２００世帯／９

０４世帯），高校２年生（２００世帯／９７０世帯）のいる世帯 （抽出枠）住

民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２００／９０４ ２００／９７０ （配布）

郵送及び中学校にて配布 （取集）郵送及び中学校にて取集 （記入）自計 （把

握時）調査日現在 （系統）茂原市→報告者，茂原市→中学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０７日～２０日 

 【調査事項】 １．本人及び世帯状況，２．日常生活の様子，３．父母の就労状況，４．将

来のイメージ等 

※ 

【調査票名】 ４－一般住民用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２４５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）茂原市全域 （単位）世帯 （属性）一般住民 （抽出枠）住民基

本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４００／６４，４６８ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）茂原市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０７日～２０日 

 【調査事項】 １．本人及び世帯状況，２．少子化による影響，３．子育てについて，４．

理想の家庭像等 
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【調査名】 知多市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 知多市健康福祉部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「行動計画冊子」（平成２２年３月） 

（表章）市区町村 

【経費】 ２００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２４６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）知多市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６００／４，２００ （配布）保育園・幼

稚園を通じて配布 （取集）保育園・幼稚園を通じて取集 （記入）自計 （把

握時）調査日現在 （系統）知多市→保育園・幼稚園→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１３日～３０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２４６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）知多市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００／４，２００ （配布）小学校

を通じて配布 （取集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査

日現在 （系統）知多市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１３日～３０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 寝屋川市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 寝屋川市保健福祉部こども室 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２１年５月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，２０５千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２４７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）寝屋川市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，２００／１４，２５６ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）寝屋川市→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１５日～３１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２４７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）寝屋川市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，１００／１４，１０７ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）寝屋川市→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１５日～３１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 松江市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 松江市健康福祉部保健福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年度中） （表章）市区町村 

【経費】 １，４００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２４７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）松江市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／１０，０３２ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年１月１日現在 （系統）

松江市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０１日～０２月１１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２４７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）松江市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／１０，９５４ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年１月１日現在 （系統）

松江市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０１日～０２月１１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 山陽小野田市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 山陽小野田市企画政策部企画課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホームページ

にて公表（平成２１年６月） （表章）市区町村 

【経費】 ５００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２４９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）山陽小野田市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／３，３１３ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）山陽小野田市→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０１日～３０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２４９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）山陽小野田市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６

年生）のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／３，６９２ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）山陽小野田市→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０１日～３０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 竹田市すこやか行動計画（次世代育成支援）に関するニーズ調査 

【実施機関】 竹田市市民福祉部福祉事務所 

【目 的】 竹田市民の子育て支援に関する生活実態や要望・意見等を把握し，竹田市すこや

か行動計画（次世代育成支援対策）を策定するための基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 １，１０９千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２５０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）竹田市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）９０９ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査日現在 （系統）竹田市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０９日～２３日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．児童の保育の状況及び希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２５０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）竹田市全域 （単位）世帯 （属性）小学校児童（１～６年生）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，０５０ （配布）郵送 （取集）小学校を通

じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）竹田市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０９日～２３日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．放課後児童クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 平川市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 平川市市民生活部福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成２２年４月） 

（表章）市区町村 

【経費】 ７１８千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２５１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）平川市全域 （単位）世帯 （属性）平川市保育台帳に登録された

保育サービス等を受けている就学前児童（０～５歳） （抽出枠）平成２０年

度保育台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）８１５ （配布）保育所・幼稚園を通じて配布 （取

集）保育所・幼稚園を通じて配布 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系

統）平川市→保育所・幼稚園→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月中 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２５１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）平川市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，４２７ （配布）小学校を通じて配布 （取

集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）平

川市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月中 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 盛岡市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 盛岡市保健福祉部次世代育成支援事務局 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「行動計画冊子」（平成２２年３月） 

（表章）市区町村 

【経費】 ５５１千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２５２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）盛岡市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，９９７／１１，９６９ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）盛岡市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０９日～０２月０９日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２５２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）盛岡市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２７８／１２，７７８ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）盛岡市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０９日～０２月０９日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 富岡市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 富岡市教育部こども課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」を市ホ

ームページにて公表（平成２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２５３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）富岡市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／２，６５０ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）富岡市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１２日～３１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２５３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）富岡市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～４年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／２，０２５ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）富岡市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１２日～３１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブ（学童クラブ）の利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 北本市次世代育成支援後期行動計画（仮称）策定に係るニーズ調査 

【実施機関】 北本市保健福祉部こども課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２２年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ５，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２５４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）北本市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／２，７２３ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）北本市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０８日～２２日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２５４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）北本市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／２，９５９ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）北本市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０８日～２２日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 深谷市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 深谷市福祉健康部児童課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年４月） （表章）市区町村 

【経費】 ３，３００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２５５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）深谷市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／８，０００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）深谷市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月９日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２５５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）深谷市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／９，０００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）深谷市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月９日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

 

 

 

 

 

 



 - 145 -

【調査名】 市原市次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 市原市子育て支援部子ども福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年７月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，８８４千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２５６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）市原市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，４００／１３，８６５ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）市原市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１３日～２９日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２５６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）市原市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～３年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，６００／７，６００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）市原市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１３日～２９日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 銚子市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 銚子市民生部社会福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２２年４月） （表章）市区町村 

【経費】 １６５千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２５７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）銚子市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３００／２，６８１ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）銚子市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１９日～０２月０２日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２５７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）銚子市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３００／３，４３２ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）銚子市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１９日～０２月０２日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 かなざわ子育て夢プラン２０１０（仮称）策定のための市民ニーズ

調査 

【実施機関】 金沢市福祉健康局こども福祉課 

【目 的】 かなざわ子育て夢プラン２０１０（仮称）策定に向け，市民の子育てに関する生

活実態や要望・意見を把握する。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 ３－１８～４５歳の市民

用調査票 ４－５５～７５歳の市民用調査票 ５－企業用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ５，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２５８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）金沢市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４，０００／２６，８８０ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）金沢市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２５８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）金沢市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／２５，７５７ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）金沢市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－１８～４５歳の市民用調査票 
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【受理年月日】 平成２０年１２月１５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２５８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）金沢市全域 （単位）個人 （属性）未婚又は既婚で子どものいな

い１８～４５歳の市民 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／１６４，５３３ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）金沢市→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１６日 

 【調査事項】 結婚・子育て・ワークライフバランスについての意識等 

※ 

【調査票名】 ４－５５～７５歳の市民用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２５８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）金沢市全域 （単位）個人 （属性）５５～７５歳の市民 （抽出

枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／１１５，１９２ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）金沢市→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１６日 

 【調査事項】 １．世帯の状況，２．子育て支援・ワークライフバランスについての意識等 

※ 

【調査票名】 ５－企業用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２５８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）金沢市全域 （単位）事業所 （属性）金沢市内に本社のある従業

員３０人以上の企業 （抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調査 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／１，５０９ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）金沢市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１６日 

 【調査事項】 １．業種区分，２．従業員数，３．ワークライフバランスの取組状況等 
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【調査名】 刈谷市次世代育成支援行動計画策定に係るニーズ調査 

【実施機関】 刈谷市次世代育成部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年４月） （表章）市区町村 

【経費】 ３８５千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２５９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）刈谷市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／７，６６９ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年１２月１日現在 （系統）刈

谷市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１６日～０２月０２日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※  

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２５９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）刈谷市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／６，１０２ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年１２月１日現在 （系統）刈

谷市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１６日～０２月０２日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 第９期市政アドバイザー 第８回意識調査 

【実施機関】 神戸市市民参画推進局広聴課 

【目 的】 具体的施策や事業についての意見を求めるほか，市民生活に関する意識を把握し，

市の事業や施策を実施していく上での参考とする。 

【調査の構成】 １－第９期市政アドバイザー第８回意識調査 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「調査結果報告書」（平成２１年３月） 

（表章）市区町村 

【経費】 ３００千円 

※ 

【調査票名】 １－第９期市政アドバイザー第８回意識調査 

【受理年月日】 平成２０年１２月１５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２６０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）神戸市全域 （単位）個人 （属性）第９期市政アドバイザー （抽

出枠）住民基本台帳，外国人登録原票 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０５０／１，２６９，７３６ （配布）

郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）調

査日現在 （系統）神戸市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２６日 

 【調査事項】 １．広報活動について，（１）広報紙「こうべ」（全市版）について，（２）広

報テレビ番組・広報ラジオ番組について，２．神戸市のホームページについて，

３．携帯端末用の神戸市のホームページについて 
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【調査名】 新たまの子育てプラン後期計画策定に係るニーズ調査 

【実施機関】 玉野市市民生活部住民子育て課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 ３－事業所用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 １，２５０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２６１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）玉野市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）９５０／２，７１１ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年４月１日現在 （系統）玉野

市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０５日～３０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２６１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）玉野市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）９５０／３，３３５ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年４月１日現在 （系統）玉野

市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０５日～３０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－事業所用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２６１ 受理番号（旧） 
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 【調査対象】 （地域）玉野市全域 （単位）事業所 （属性）玉野市内の事業所 （抽出

枠）商工会名簿等 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１００／１，２４７ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年４月１日現在 （系統）玉野

市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０５日～３０日 

 【調査事項】 １．産業分類，２．従業員数，３．子育て支援体制・制度等 
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【調査名】 阿波市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 阿波市健康福祉部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２２年３月） （表章）市区町村 

【経費】 １，１３４千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２６２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）阿波市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，１２４ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）阿波市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１７日～３１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２６２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）阿波市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～３年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）７６７ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査日現在 （系統）阿波市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１７日～３１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 北九州市認知症に関する意識及び実態調査 

【実施機関】 北九州市保健福祉局高齢者支援課 

【目 的】 高齢者やその家族の認知症に関する意識及び生活実態や，医療機関における認知

症対応の状況などを把握し，認知症対策に求められていることをより明確にする。

また，今後の認知症関連事業のあり方などを検討するための基礎資料とする。 

【調査の構成】 １－在宅高齢者・家族用調査票 ２－医療機関用調査票 ３－ものわすれ外

来協力医療機関用調査票 ４－受診患者調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」（平成

２１年４月中旬以降） （表章）市区町村 

【経費】 ３，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－在宅高齢者・家族用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２６３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）北九州市全域 （単位）個人 （属性）在宅の認知症高齢者及びそ

の家族 （抽出枠）介護保険第１号被保険者リストデータファイル 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／４５，０００ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）北九州市→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１３日～０２月１３日 

 【調査事項】 １．回答者について，２．調査対象者について，３．主な介護者について等 

※ 

【調査票名】 ２－医療機関用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２６３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）北九州市全域 （単位）事業所 （属性）市内の医療機関（小児科

単科を除く） （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）８６０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）北九州市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１３日～０２月１３日 

 【調査事項】 １．基本項目，２．認知症の診断・治療の有無等，３．どの診療科が認知症

の診断をするのか，４．認知症患者への対応で，医師・看護師以外の専門職の

関わりはあるか，５．調査対象医療機関で診断・治療が可能な認知症の種類，

６．若年性認知症の診断・治療の可能不可能，７．通常どのような検査方法を

行っているか，８．認知症の治療はどのように行っているか，９．認知症の治

療を主な目的とした訪問診療を行っているか，１０．認知症の診断を認知症患
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者本人や家族に告知しているか，１１．診断の結果，介護保険サービス等につ

なぐ必要がある際の対応等，１２．他の医療機関を紹介することがあるか，１

３．認知症の診断・治療等に関して，相談できる医療機関があるか，１４．軽

度認知障害について知っているか，１５．ものわすれ外来について知っている

か，１６．認知症疾患医療センターについて知っているか，１７．認知症対策

推進のために北九州市が重点を置くべき点 

※ 

【調査票名】 ３－ものわすれ外来協力医療機関用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２６３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）北九州市全域 （単位）事業所 （属性）市内のものわすれ外来 （抽

出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４３ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自

計 （把握時）調査日現在 （系統）北九州市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１３日～０２月１３日 

 【調査事項】 １．基本項目，２．認知症患者への対応での医師・看護師以外の専門職の関

わりの有無，３．調査対象医療機関で診断・治療が可能な認知症の種類，４．

若年性認知症の診断・治療の可能不可能，５．通常どのような検査方法を行っ

ているか，６．認知症患者の治療はどのように行っているか，７．認知症の治

療を主な目的とした訪問診療を行っているか，８．認知症の診断を認知症患者

本人や家族に告知しているか，９．診断の結果，介護保険サービス等につなぐ

必要がある際の対応，１０．他の医療機関を紹介することがあるか，１１．認

知症の診断・治療等に関して，相談できる医療機関があるか，１２．軽度認知

障害と判断した患者に対しての対応，１３．認知症疾患医療センターの機能と

して今後期待すること，１４．今後，認知症対策を推進する上で北九州市が重

点を置くべき点 

※ 

【調査票名】 ４－受診患者調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２６３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）北九州市全域 （単位）事業所 （属性）受診患者追跡調査 （抽

出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 

（把握時）調査日現在 （系統）北九州市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１３日～０２月１３日 

 【調査事項】 １．基本事項，初診時の情報等，２．症状等の変化（１～３） 
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【調査名】 大分市次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 大分市福祉保健部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年８月） （表章）市区町村 

【経費】 １，６５０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２６４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）大分市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，７５０／２６，９０２ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）大分市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２６日～０２月０６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．児童の保育の状況及び希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２６４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）大分市全域 （単位）世帯 （属性）小学校児童（１～６年生）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，７５０／２８，２６６ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）大分市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２６日～０２月０６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．児童育成クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 日田市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 日田市福祉保健部こども未来室 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年５月） （表章）市区町村 

【経費】 ７９５千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２６５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）日田市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，１００／２，７４８ （配布）郵送及

び幼稚園等を通じて配布 （取集）郵送及び幼稚園等を通じて取集 （記入）

自計 （把握時）調査日現在 （系統）日田市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１３日～０２月０３日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２６５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）日田市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）９００／２，８４８ （配布）小学校を通

じて配布 （取集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現

在 （系統）日田市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１３日～０２月０３日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 浦安市後期子育て支援総合計画に関する基礎調査 

【実施機関】 浦安市こども部こども家庭課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 ３－小学校５・６年生用

調査票 ４－中学生用調査票 ５－高校生年齢に該当する市民用調査票 ６－

２０歳以上の市民用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年６月） （表章）市区町村 

【経費】 ３，１５０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２６６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）浦安市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，６００／１０，３６９ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）浦安市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０７日～２６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２６６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）浦安市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～４年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）９００／７，３４９ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）浦安市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０７日～２６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－小学校５・６年生用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１７日 



 - 159 -

【受理番号】 受理番号（新）１０８２６６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）浦安市全域 （単位）世帯 （属性）小学校５・６年生 （抽出枠）

住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３００／３，４９６ （配布）小学校を通

じて配布 （取集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現

在 （系統）浦安市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０７日～２６日 

 【調査事項】 １．放課後の過ごし方，２．相談者の有無，３．友人関係，４．施設の利用

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ４－中学生用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２６６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）浦安市全域 （単位）個人 （属性）中学生 （抽出枠）住民基本

台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３００／４，５８７ （配布）中学校を通

じて配布 （取集）中学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現

在 （系統）浦安市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０７日～２６日 

 【調査事項】 １．放課後の過ごし方，２．相談者の有無，３．友人関係，４．施設の利用

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ５－高校生年齢に該当する市民用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２６６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）浦安市全域 （単位）個人 （属性）高校生年齢に該当する市民 （抽

出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４００／３，９２９ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）浦安市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０７日～２６日 

 【調査事項】 進学，就職，将来像や各種希望等 

※ 

【調査票名】 ６－２０歳以上の市民用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２６６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）浦安市全域 （単位）世帯 （属性）２０歳以上の市民 （抽出枠）
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住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／１２４，０７０ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）浦安市→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０７日～２６日 

 【調査事項】 １．家族構成，２．子育て経験の有無，３．結婚願望，４．社会活動等 
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【調査名】 長野市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 長野市保健福祉部児童福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」及び市

ホームページにて公表（平成２１年６月） （表章）市区町村 

【経費】 ５，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２６７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）長野市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～６歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４，０００／１６，３００ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）長野市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月３０日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２６７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）長野市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４，０００／１７，０００ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）長野市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月３０日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 牧之原市次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 牧之原市福祉こども部子育て支援室 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年５月） （表章）市区町村 

【経費】 ５００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２６８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）牧之原市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／２，４００ （配布）郵送及

び幼稚園・保育園にて配布 （取集）郵送及び幼稚園・保育園にて取集 （記

入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）牧之原市→報告者，牧之原市→幼

稚園・保育園→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０９日～２０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２６８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）牧之原市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～３年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，２００ （配布）小学校を通じて配布 （取

集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）牧

之原市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０９日～２０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 八尾市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 八尾市こども未来部こども政策課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 ３－若者用調査票 ４－

母子家庭用調査票 ５－２０～５０代の男女用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年６月） （表章）市区町村 

【経費】 ５，５７６千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２６９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）八尾市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳，外国人登録原票 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／１５，８９１ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）八尾市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１３日～３１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２６９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）八尾市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳，外国人登録原票 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／１６，５１９ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）八尾市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１３日～３１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－若者用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１７日 
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【受理番号】 受理番号（新）１０８２６９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）八尾市全域 （単位）個人 （属性）中学校を卒業した１５～１８

歳 （抽出枠）住民基本台帳，外国人登録原票 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５００／７，８３３ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）八尾市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１３日～３１日 

 【調査事項】 １．日ごろの過ごし方，２．地域とのかかわり，３．仕事や結婚に対するイ

メージ等 

※ 

【調査票名】 ４－母子家庭用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２６９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）八尾市全域 （単位）世帯 （属性）母子家庭 （抽出枠）児童扶

養手当受給権者データ 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／３，２１２ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）八尾市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１３日～３１日 

 【調査事項】 １．保育サービスの利用状況と利用希望，２．就労状況，３．子育て環境の

変化等 

※ 

【調査票名】 ５－２０～５０代の男女用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２６９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）八尾市全域 （単位）個人 （属性）２０代～５０代の男女 （抽

出枠）住民基本台帳，外国人登録原票 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／１４１，４６４ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）八尾市→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１３日～３１日 

 【調査事項】 １．結婚に対するイメージ，２．少子化について，３．子育て環境の変化等 
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【調査名】 和歌山市次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 和歌山市社会福祉部こども家庭課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 ３－中学，高校生用調査

票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，５９０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２７０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）和歌山市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／１１，４１５ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）和歌山市→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２０日～０２月２８日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２７０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）和歌山市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／１３，３９９ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）和歌山市→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２０日～０２月２８日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－中学，高校生用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１７日 
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【受理番号】 受理番号（新）１０８２７０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）和歌山市全域 （単位）個人 （属性）現在中学，高校に在学して

いる学生 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／２４，５３３ （配布）中学

校，高校を通じて配布 （取集）中学校，高校を通じて取集 （記入）自計 （把

握時）調査日現在 （系統）和歌山市→中学校，高校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２０日～０２月２８日 

 【調査事項】 １．学生及び世帯の状況，２．就労希望，３．次世代育成に必要と考える施

策等 
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【調査名】 福井県の次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 福井県健康福祉部子ども家庭課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－保育所・幼稚園・就学前在宅児童および小学生の保護者用調査票 ２－

未婚者用調査票 ３－事業所用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「次世代育成支援後期行動

計画」（平成２１年度中） （表章）市区町村 

【経費】 ５，２５０千円 

※ 

【調査票名】 １－保育所・幼稚園・就学前在宅児童および小学生の保護者用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２７１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）福井県全域 （単位）個人 （属性）就学前児童（保育所）の保護

者・就学前児童（幼稚園）の保護者・就学前児童（在宅）の保護者（３０００

人／４４０００人），就学児童（小学校１～６年生）の保護者（２０００人／４

８０００人） （抽出枠）住民基本台帳，保育所・幼稚園・小学校名簿 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／４４０００ ２０００／４８

０００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 

（系統）福井県→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月末まで 

 【調査事項】 １．就学前・就学児童共通事項：出生率の低下，結婚，子どもを生み育てる

こと，県の独自の事業，助成と職業とのかかわり，男性の家事・育児へのかか

わり，職場環境，地域や行政の役割等，２．個別事項：（１）保育所児童の保護

者：保育サービス，（２）幼稚園児童の保護者：幼稚園の預かり保育，（３）就

学前在宅の保護者：就労希望と就労する際の子どもの預け先，（４）小学生の保

護者：放課後児童クラブ，放課後の居場所 

※ 

【調査票名】 ２－未婚者用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２７１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）福井県全域 （単位）個人 （属性）未婚者（２０～３９歳） （抽

出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／９４，０００ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）福井県→報告

者 
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 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月末日まで 

 【調査事項】 結婚・子どもに対する考え方，職場環境等 

※ 

【調査票名】 ３－事業所用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２７１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）福井県全域 （単位）事業所 （属性） （抽出枠）福井県綜合人

事録 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／５，０００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）福井県→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月末日まで 

 【調査事項】 仕事と子育ての両立支援に向けた制度の導入状況等 
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【調査名】 渋川市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 渋川市保健福祉部こども課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年５月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，２５８千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２７２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）渋川市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，８５８／３，１７９ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）渋川市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月５日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２７２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）渋川市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，１４２／３，５６６ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）渋川市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月５日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 平塚市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 平塚市健康・こども部こども家庭課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年４月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２７３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）平塚市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，５００／１１，２３２ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）平塚市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０８日～０１月１６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２７３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）平塚市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，５００／７，７９６ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）平塚市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０８日～１６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 岩倉市後期次世代育成支援地域行動計画ニーズ調査 

【実施機関】 岩倉市総務部企画課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ７５０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２７４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）岩倉市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／２，９２０ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）岩倉市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月３０日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２７４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）岩倉市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／３，２１１ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）岩倉市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月３０日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 門真市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 門真市健康福祉部健康福祉総務課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－小学校児童用調査票 ３－中学校生徒用調査

票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年４月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，１５４千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２７５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）門真市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／６，７４２ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）門真市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月３０日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－小学校児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２７５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）門真市全域 （単位）世帯 （属性）小学校児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／７，７８６ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）門真市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月３０日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－中学校生徒用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２７５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）門真市全域 （単位）個人 （属性）中学校生徒（中学１～３年生） 
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（抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）７５０／３，９２０ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）門真市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月３０日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望等 
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【調査名】 狭山市次世代育成支援行動計画策定基礎調査 

【実施機関】 狭山市福祉部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－小学校児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年４月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，２００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２７６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）狭山市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／８，００８ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）狭山市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１３日～２６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－小学校児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２７６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）狭山市全域 （単位）世帯 （属性）小学校児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／８，０３１ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）狭山市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１３日～２６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．学童保育の

利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 君津市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 君津市保健福祉部児童家庭課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－小学校児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 １，６００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２７７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）君津市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／３，７１９ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）君津市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０９日～２３日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－小学校児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２７７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）君津市全域 （単位）世帯 （属性）小学校児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／３，８３４ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）君津市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０９日～２３日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 北杜市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 北杜市企画部企画課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，６００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２７８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）北杜市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）７００／１，１９０ （配布）乳児健診，

つどいの広場，保育園を通じて配布 （取集）郵送及び乳児健診，つどいの広

場，保育園を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）北

杜市→施設，保育園等→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月３０日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２８８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）北杜市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～３年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）７００／１，０７０ （配布）小学校を通

じて配布 （取集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現

在 （系統）北杜市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月３０日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 飛騨市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 飛騨市健康福祉部総合福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年７月） （表章）市区町村 

【経費】 ７８０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２７９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）飛騨市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳，保護者名簿 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，１００ （配布）郵送及び保育園等を通じて

配布 （取集）郵送及び保育園等を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調

査日現在 （系統）飛騨市→報告者，飛騨市→保育園等→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０１日～２０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２７９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）飛騨市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳，保護者名簿 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，２００ （配布）小学校を通じて配布 （取

集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）飛

騨市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０１日～０２月２０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 次世代育成支援に関する調査 

【実施機関】 神戸市保健福祉局子育て支援部子育て推進担当 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童保護者用調査票 ２－小学校低学年児童保護者用調査票 ３

－小学校高学年用調査票 ４－中学生用調査票 ５－高校生等用調査票 ６－

若年層用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告冊子」及び

市ホームページにて公表（平成２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 １０，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童保護者用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２８０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）神戸市全域 （単位）個人 （属性）就学前児童（０～６歳）の保

護者 （抽出枠）住民登録基本台帳，外国人登録台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１４，８５０／８０，０００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年１月１日現在 （系

統）神戸市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月～０２月０６日 

 【調査事項】 １．フェイス事項，２．保育サービスの利用状況と意向，３．両親の就労状

況，４．母子保健対策等 

※ 

【調査票名】 ２－小学校低学年児童保護者用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２８０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）神戸市全域 （単位）個人 （属性）小学校低学年（１～３年生）

児童の保護者 （抽出枠）住民登録基本台帳，外国人登録台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６，６００／４０，０００ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年１月１日現在 （系統）

神戸市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月～０２月０６日 

 【調査事項】 １．フェイス事項，２．学童保育の利用状況と意向，３．両親の就労状況，

４．母子保健対策等 

※ 

【調査票名】 ３－小学校高学年用調査票 
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【受理年月日】 平成２０年１２月１９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２８０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）神戸市全域 （単位）個人 （属性）小学校高学年（４年生） （抽

出枠）市立小学校全校（１６９校）の４年生 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５，０００／１５，０００ （配布）小学

校を通じて配布 （取集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調

査日現在 （系統）神戸市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月～０２月０６日 

 【調査事項】 １．フェイス事項，２．友人，学校生活，地域生活等 

※ 

【調査票名】 ４－中学生用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２８０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）神戸市全域 （単位）個人 （属性）中学生（２年生） （抽出枠）

教育委員会を通じて抽出 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）８００／１５，０００ （配布）中学校を

通じて配布 （取集）中学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日

現在 （系統）神戸市→中学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月～０２月０６日 

 【調査事項】 １．フェイス事項，２．友人，学校生活，地域生活等 

※ 

【調査票名】 ５－高校生等用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２８０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）神戸市全域 （単位）個人 （属性）高校生等（１７歳） （抽出

枠）住民登録基本台帳，外国人登録台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，２００／１５，０００ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）神戸市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月～０２月０６日 

 【調査事項】 １．フェイス事項，２．友人，学校生活，地域生活等 

※ 

【調査票名】 ６－若年層用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２８０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）神戸市全域 （単位）個人 （属性）若年層（２０～４４歳） （抽



 - 180 -

出枠）住民登録基本台帳，外国人登録台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６，６００／５００，０００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年１月１日現在 （系

統）神戸市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月～０２月０６日 

 【調査事項】 １．フェイス事項，２．結婚・子育てに対する考え方，子どもを持つために

必要な支援策等 
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【調査名】 流山市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 流山市子ども家庭部子ども家庭課子ども政策室 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 ３－中学生用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年４月） （表章）市区町村 

【経費】 １，９６４千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２８１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）流山市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，８００／８，５３５ （配布）郵送及

び子育て支援に係る施設及び団体を通じて配布 （取集）郵送及び子育て支援

に係る施設及び団体を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系

統）流山市→報告者，流山市→施設等→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月３０日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２８１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）流山市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，４４０／８，２４５ （配布）郵送及

び子育て支援に係る施設及び団体を通じて配布 （取集）郵送及び子育て支援

に係る施設及び団体を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系

統）流山市→報告者，流山市→施設等→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月３０日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－中学生用調査票 
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【受理年月日】 平成２０年１２月２２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２８１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）流山市全域 （単位）個人 （属性）中学生（１～２年生） （抽

出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６００／２，８５９ （配布）中学校にて

配布 （取集）中学校にて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系

統）流山市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月３０日まで 

 【調査事項】 １．中学生及び世帯の状況，２．中学生の居場所及び活動等 
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【調査名】 南砺市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 南砺市民生部児童育成課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童保護者意識調査票 ２－小学生保護者意識調査 ３－妊産婦

意識調査 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ７７７千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童保護者意識調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２８２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）南砺市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５５０／２，４４４ （配布）郵送及び幼

稚園，保育園を通じて配布 （取集）郵送及び幼稚園，保育園を通じて取集 （記

入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）南砺市→報告者，南砺市→幼稚園・

保育園→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１６日～３１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－小学生保護者意識調査 

【受理年月日】 平成２０年１２月２２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２８２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）南砺市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５５０／２，８２４ （配布）小学校にて

配布 （取集）小学校にて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系

統）南砺市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１６日～３１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－妊産婦意識調査 
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【受理年月日】 平成２０年１２月２２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２８２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）南砺市全域 （単位）世帯 （属性）母子手帳を所有している妊産

婦 （抽出枠）母子手帳所有者 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１５０／３８０ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）南砺市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１６日～３１日 

 【調査事項】 １．妊娠出産時の世帯の状況，２．妊産婦の就労状況，３．就労希望，４．

育児の状況及び利用希望等 
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【調査名】 豊橋市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 豊橋市福祉保健部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」（平成

２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ８６１千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２８３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）豊橋市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／２２，４１４ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）豊橋市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月２２日～平成２１年０

１月０９日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２８３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）豊橋市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／２４，３０８ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）豊橋市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月２２日～平成２１年０

１月０９日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 長浜市次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 長浜市健康福祉部子育て支援課 

【目 的】 長浜市民の子育て支援に関する生活実態や要望意見を把握し次世代育成支援の行

動計画を策定するための基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－乳幼児用調査票 ２－小学生用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 １，７００千円 

※ 

【調査票名】 １－乳幼児用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２８４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）長浜市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／６，２８４ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）長浜市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月３１日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－小学生用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２８４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）長浜市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（１～６年生）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５００／５，５４２ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）長浜市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月３１日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 岡山市子育てに関するアンケート調査 

【実施機関】 岡山市保健福祉局こども企画課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－小学校児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年４月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，４７５千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２８５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）岡山市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳及び外国人登録 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，８００／３９，７５３ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年１月１日現在 （系統）

岡山市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１９日～０２月０６日 

 【調査事項】 １．フェイス事項，２．おもな保護者の就労状況，就労意向，３．利用して

いる保育サービス，４．子育てに関するアンケート 

※ 

【調査票名】 ２－小学校児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２８５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）岡山市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳及び外国人登録 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００／４１，８８４ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年１月１日現在 （系統）

岡山市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１９日～０２月０６日 

 【調査事項】 １．フェイス事項，２．主な保護者の就労状況・就労意向，３．放課後児童

クラブニーズ等，４．子育てに関するアンケート 
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【調査名】 吉野川市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 吉野川市健康福祉部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 １，１００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２８６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）吉野川市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，５６０ （配布）郵送及び幼稚園・保育所を

通じて配布 （取集）郵送及び幼稚園・保育所を通じて取集 （記入）自計 （把

握時）調査日現在 （系統）吉野川市→報告者，吉野川市→幼稚園・保育所→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１３日～２６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２８６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）吉野川市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～３年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）９８０ （配布）小学校を通じて配布 （取集）

小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）吉野川

市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１３日～２６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 薩摩川内市次世代育成支援対策行動計画（後期）策定に係るニーズ

調査 

【実施機関】 薩摩川内市市民福祉部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年５月） （表章）市区町村 

【経費】 ８９０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２８７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）薩摩川内市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／５，７７９ （配布）保育園・

幼稚園等を通じて配布 （取集）幼稚園・保育園等を通じて取集 （記入）自

計 （把握時）調査日現在 （系統）薩摩川内市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１９日～３０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等，４．その他子育てに関すること 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２８７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）薩摩川内市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～３年

生）のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／２，９６３ （配布）小学校

を通じて配布 （取集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査

日現在 （系統）薩摩川内市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１９日～３０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等，４．その他子育てに関すること 
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【調査名】 南九州市次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 南九州市市民福祉部福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年５月） （表章）市区町村 

【経費】 ８９０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２８８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）南九州市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／１，２７３ （配布）民生委

員 （取集）民生委員 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）南九

州市→調査員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月中旬～２月１０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２８８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）南九州市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／１，４８８ （配布）民生委

員 （取集）民生委員 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）南九

州市→調査員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月中旬～２月１０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 北見市次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 北見市保健福祉部子ども支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成２１年７月） 

（表章）市区町村 

【経費】 ８１８千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２８９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）北見市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０歳から５歳児）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，７５０／６，５６３ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）北見市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０７日～２０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等，４．子育て環境や家庭教育状況等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２８９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）北見市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１年生から６

年生）のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，７５０／６，７２１ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）北見市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０７日～０１月２０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望，４．子育て環境や家庭教育状況等 
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【調査名】 つくばみらい市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 つくばみらい市保健福祉部児童福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２２年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ４，５００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２９０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）つくばみらい市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５

歳）のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，６４７ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）つくばみらい市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０１日～２８日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２９０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）つくばみらい市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～

６年生）のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，７３２ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）つくばみらい市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０１日～２８日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 小山市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 小山市保健福祉部こども課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－小学校児童用調査票 ３－中学生用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，２２６千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２９１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）小山市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，４００／９，３００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）小山市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月上旬～平成２１年１月２

３日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．児童の保育の状況及び希望等 

※ 

【調査票名】 ２－小学校児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２９１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）小山市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，３７９／９，６６１ （配布）小学校

を通じて配布 （取集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査

日現在 （系統）小山市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月上旬～平成２１年１月２

３日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．放課後児童クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－中学生用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２９１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）小山市全域 （単位）個人 （属性）中学生 （抽出枠）住民基本
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台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，１２１／４，８７４ （配布）中学校

を通じて配布 （取集）中学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査

日現在 （系統）小山市→中学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月上旬～平成２１年１月２

３日 

 【調査事項】 １．生活の状況，２．余暇の利用方法及び余暇に利用したい施設等 
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【調査名】 稲城市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 稲城市福祉部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 ３－中学生用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」（平成２

１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，８０４千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２９２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）稲城市全域 （単位）世帯 （属性）稲城市内の就学前児童（０歳

から５歳まで）のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／３，０５４ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）稲城市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０７日～２８日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．自動の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２９２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）稲城市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１年生から６

年生まで） （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）７４０／２，６５７ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）稲城市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０７日～２８日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－中学生用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２９２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）稲城市全域 （単位）世帯 （属性）中学生（１年生から３年生ま

で）のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 
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 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２６０／１，２２１ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）稲城市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０７日～２８日 

 【調査事項】 １．生徒と家族の状況，２．日頃の生活，３．学校での生活，４．地域での

生活 
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【調査名】 大和市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 大和市保健福祉部児童育成課  

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年４月） （表章）市区町村 

【経費】 ３，６７５千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２９３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）大和市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，５００／１０，１８０ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）大和市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月２７日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２９３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）大和市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，５００／９，５２５ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）大和市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月２７日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．学童保育（放

課後児童クラブ）の利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 富田林市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 富田林市子育て福祉部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年８月） （表章）市区町村 

【経費】 ３，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２９４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）富田林市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／６，９１７ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）富田林市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０９日～０２月２７日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２９４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）富田林市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／７，９４０ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）富田林市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０９日～平成２１年０

２月２７日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 江津市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 江津市民生部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 １，５０２千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２９５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）江津市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）９４２ （配布）郵送及び幼稚園・保育園等を通

じて配布 （取集）郵送及び幼稚園・保育園等を通じて取集 （記入）自計 （把

握時）調査日現在 （系統）江津市→幼稚園・保育園等→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１５日～３０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２９５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）江津市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）９８１ （配布）郵送及び小学校を通じて配布 （取

集）郵送及び小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系

統）江津市→報告者，江津市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１５日～３０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 福山市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 福山市保健福祉局児童部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）市ホームページにて公表

（平成２１年６月） （表章）市区町村 

【経費】 ３，３６０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２９６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）福山市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／２７，６０７ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）福山市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月下旬～２月９日まで 

 【調査事項】 １．調査対象となる子の年齢，子どもの人数，末子の年齢，２．父親・母親

の就労状況，祖父母の同居・近居状況，日頃子どもを預かってもらえる人の有

無，３．個別サービスの利用状況，４．父親・母親の育児休業取得状況，５．

保育サービスの利用時間・利用頻度・利便性，６．復帰時の子どもの月月齢・

保育サービスの利用状況，７．保育以外のサービスの利用頻度・利用目的等，

８．サービスを利用していない理由・利用希望，９．未就労の母親の就労希望

の有無，現在働いていない理由，１０．保育の希望利用時間・利用頻度，１１．

子育ての不安感・負担感，１２．子育てが地域の人に支えられていると感じる

割合、１３．仕事と生活の調和の実現が図られていると感じる割合等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２９６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）福山市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／２６，２７７ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）福山市→報告

者 
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 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月下旬～２月９日まで 

 【調査事項】 １．調査対象となる子の年齢，子どもの人数，末子の年齢，２．父親・母親

の就労状況，祖父母の同居・近居状況，日頃子どもを預かってもらえる人の有

無，３．個別サービスの利用状況，４．父親・母親の育児休業取得状況，５．

保育サービスの利用時間・利用頻度・利便性，６．復帰時の子どもの月月齢・

保育サービスの利用状況，７．保育以外のサービスの利用頻度・利用目的等，

８．サービスを利用していない理由・利用希望，９．未就労の母親の就労希望

の有無，現在働いていない理由，１０．保育の希望利用時間・利用頻度，１１．

子育ての不安感・負担感，１２．子育てが地域の人に支えられていると感じる

割合、１３．仕事と生活の調和の実現が図られていると感じる割合等 
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【調査名】 熊本県次世代育成支援に関するアンケート調査 

【実施機関】 熊本県健康福祉部少子化対策課 

【目 的】 熊本県民の子育て支援に関する生活状況や意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童保護者用調査票 ２－小学生・中学生保護者用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ４，３００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童保護者用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２９７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）熊本県全域 （単位）個人 （属性）就学前児童の保護者 （抽出

枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／１１５，７００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）熊本県→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月２３日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．子育ての現状，３．子育てと就労，４．小児

医療，５．子育ての費用等 

※ 

【調査票名】 ２－小学生・中学生保護者用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２９７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）熊本県全域 （単位）個人 （属性）小学生（１～６年生）・中学生

（１～３年生）の保護者 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／１６８，３２３ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）熊本県→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月２３日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．子育ての現状，３．子育てと就労，４．小児

医療，５．子育ての費用等 

 

 

 

 



 - 203 -

【調査名】 越谷市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 越谷市児童福祉部児童福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」及び市

ホームページにて公表（平成２１年５月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，７００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２９８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）越谷市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，５００／１１，４５７ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）越谷市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１３日～３０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２９８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）越谷市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，５００／１２，５３４ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）越谷市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１３日～３０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 加須市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 加須市健康福祉部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年７月） （表章）市区町村 

【経費】 １，６００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２９９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）加須市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／２，８１２ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）加須市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０９日～２３日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８２９９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）加須市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，３００／２，９２５ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）加須市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０９日～２３日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 白井市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 白井市健康福祉部児童家庭課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年５月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，３８８千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８３００ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）白井市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）７００／２，０００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）白井市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０９日～２６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８３００ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）白井市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６００／１，７００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）白井市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０９日～２６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 八街市次世代育成支援行動計画策定に係るニーズ調査 

【実施機関】 八街市市民部児童家庭課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－小学校低学年児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年６月） （表章）市区町村 

【経費】 １，０４０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８３０１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）八街市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～６歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／２，９１８ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）八街市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０９日～３０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．児童の保育の状況及び希望等 

※ 

【調査票名】 ２－小学校低学年児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８３０１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）八街市全域 （単位）世帯 （属性）小学校低学年児童（１～３年

生）のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／１，９２４ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）八街市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０９日～３０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．児童クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 武蔵野市子育て支援に関するアンケート調査 

【実施機関】 武蔵野市子ども家庭部子ども家庭課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年５月） （表章）市区町村 

【経費】 １，８６１千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８３０２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）武蔵野市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００／４，５５５ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）武蔵野市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２２日～０２月０６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等，４．市の子育て施策への要望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８３０２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）武蔵野市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００／４，５８４ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）武蔵野市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２２日～０２月０６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等，４．市の子育て施策への要望等 

 

 

 

 

 

 



 - 208 -

【調査名】 射水市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 射水市福祉保健部子ども課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年４月） （表章）市区町村 

【経費】 ２８８千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８３０３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）射水市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳児）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳および保育園・幼稚園児童名簿 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００／５，１５４ （配布）郵送及

び幼稚園・保育園を通じて配布 （取集）郵送及び幼稚園・保育園を通じて配

布 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）射水市→報告者，射水市

→幼稚園・保育園→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２６日～０２月０５日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８３０３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）射水市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００／５，６４６ （配布）小学校

を通じて配布 （取集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査

日現在 （系統）射水市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２６日～０２月０５日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 敦賀市次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 敦賀市福祉保健部児童家庭課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童世帯調査票 ２－小学生世帯用調査票 ３－中学・高校生調

査票 ４－事業所用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「後期行動計画」内にて公

表（平成２１年度中） （表章）市区町村 

【経費】 １，４６０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童世帯調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８３０４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）敦賀市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童のいる世帯 （抽

出枠）住民基本台帳，保育所・幼稚園名簿 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６００／３，９００ （配布）郵送及び保

育所・幼稚園を通じて配布 （取集）郵送及び保育所・幼稚園を通じて取集 （記

入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）敦賀市→報告者，敦賀市→保育所・

幼稚園→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月末まで 

 【調査事項】 １．就労状況，就労希望と就労する際の子どもの預け先，２．市の事業，子

育て支援環境への要望等，３．保育サービス，幼稚園の預かり保育等 

※ 

【調査票名】 ２－小学生世帯用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８３０４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）敦賀市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童のいる世帯 （抽出

枠）住民基本台帳，小学校名簿 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６００／４，２００ （配布）小学校を通

じて配布 （取集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現

在 （系統）敦賀市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月末まで 

 【調査事項】 １．就労状況，就労希望と就労する際の子どもの預け先，２．市の事業，子

育て支援環境への要望等，３．放課後児童クラブ，放課後の居場所等 

※ 

【調査票名】 ３－中学・高校生調査票 
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【受理年月日】 平成２０年１２月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８３０４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）敦賀市全域 （単位）個人 （属性）中学生・高校生 （抽出枠）

住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）９００／３，８００ （配布）中学校・高

校を通じて配布 （取集）中学校・高校を通じて配布 （記入）自計 （把握

時）調査日現在 （系統）敦賀市→中学校・高校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月末まで 

 【調査事項】 １．日常生活実態，２．家族との関係，３．将来の希望・意識等 

※ 

【調査票名】 ４－事業所用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８３０４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）敦賀市全域 （単位）事業所 （属性）事業所 （抽出枠）敦賀商

工名鑑等 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２００／１，２００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）敦賀市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月末まで 

 【調査事項】 仕事と子育ての両立支援に向けた制度の導入状況等 
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【調査名】 大垣市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 大垣市福祉部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 １，８９０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８３０５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）大垣市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，８５０／９，３９４ （配布）郵送及

び幼稚園・保育園を通じて配布 （取集）郵送及び幼稚園・保育園を通じて取

集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）大垣市→報告者，大垣市

→幼稚園・保育園→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２６日～２９日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８３０５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）大垣市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～４年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，９０５／６，３３２ （配布）小学校

を通じて配布 （取集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査

日現在 （系統）大垣市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２６日～２９日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．留守家庭児

童教室（放課後児童クラブ）の利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 瑞穂市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 瑞穂市福祉部児童高齢福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年３月末） （表章）市区町村 

【経費】 ６００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８３０６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）瑞穂市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／２，７００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）瑞穂市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１５日～３１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８３０６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）瑞穂市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６００／１，６００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）瑞穂市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１５日～３１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 熱海市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 熱海市総務部行政経営課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホームページ

にて公表（平成２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ２００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８３０７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）熱海市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，０３８ （配布）郵送及び保育所・幼稚園を

通じて配布 （取集）郵送及び保育所・幼稚園を通じて取集 （記入）自計 （把

握時）調査日現在 （系統）熱海市→報告者，熱海市→保育所・幼稚園→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１３日～２７日 

 【調査事項】 １．児童及び家族の状況，２．父母の就労状況，３．保育サービスの利用状

況，４．病時・病後児の対応，５．児童の一時預かり，６．児童の宿泊を伴う

一時預かり、７．来年度就学予定の児童を持つ保護者への質問，８．ベビーシ

ッターの利用，９．ファミリーサポートセンターの利用，１０．地域子育て支

援拠点事業の利用について，１１．育児休業制度の利用について 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８３０７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）熱海市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～３年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３９２ （配布）郵送及び小学校を通じて

配布 （取集）郵送及び小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査

日現在 （系統）熱海市→報告者，熱海市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１３日～２７日 

 【調査事項】 １．児童及び家族の状況，２．父母の就労状況，３．放課後児童クラブの利

用状況，４．病時・病後児の対応，５．児童の一時預かり，６．児童の宿泊を
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伴う一時預かり、７．ベビーシッターの利用，８．ファミリーサポートセンタ

ーの利用， 
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【調査名】 新城市次世代育成支援に関するアンケート調査 

【実施機関】 新城市福祉部児童課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年４月） （表章）市区町村 

【経費】 １，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８３０８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）新城市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２５０／１，７６１ （配布）郵送及

び保育園・幼稚園を通じて配布 （取集）郵送及び保育園・幼稚園を通じて取

集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）新城市→報告者，新城市

→保育園・幼稚園→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０９日～２３日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８３０８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）新城市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２５０／２，０３２ （配布）小学校

を通じて配布 （取集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査

日現在 （系統）新城市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０９日～２３日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 藤井寺市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 藤井寺市健康福祉部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 １，２１０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８３０９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）藤井寺市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００／３，８１９ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）藤井寺市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月３１日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８３０９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）藤井寺市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００／４，１０４ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）藤井寺市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月３１日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 下関市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 下関市福祉部子ども課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 ３－中学生・高校生用調

査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年５月） （表章）市区町村 

【経費】 ４，０９５千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８３１０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）下関市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳及び外国人登録原票 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／１０，５８０ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）下関市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１３日～２７日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８３１０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）下関市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳及び外国人登録原票 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／１０，９７４ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）下関市→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１３日～２７日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－中学生・高校生用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２５日 
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【受理番号】 受理番号（新）１０８３１０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）下関市全域 （単位）世帯 （属性）中学生及び高校生 （抽出枠）

住民基本台帳および外国人登録原票 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００／１５，９９３ （配布）中学

校・高校を通じて配布 （取集）中学校・高校を通じて取集 （記入）自計 （把

握時）調査日現在 （系統）下関市→中学校・高校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１３日～２７日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．居場所の希望，３．乳幼児とのふれあい体験

等 
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【調査名】 平戸市次世代育成支援行動計画（後期計画）策定のためのニーズ調

査 

【実施機関】 平戸市福祉事務所 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 ３－２０代独身女性用調

査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年５月） （表章）市区町村 

【経費】 １，６６０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８３１１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）平戸市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，１８８ （配布）郵送及び幼稚園・保育所を

通じて配布 （取集）郵送及び幼稚園・保育所を通じて取集 （記入）自計 （把

握時）調査日現在 （系統）平戸市→報告者，平戸市→幼稚園・保育所→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０９日～２３日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等，４．児童の生活状況等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８３１１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）平戸市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，５３５ （配布）小学校を通じて配布 （取

集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）平

戸市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０９日～２３日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 
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【調査票名】 ３－２０代独身女性用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８３１１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）平戸市全域 （単位）世帯 （属性）２０代独身女性 （抽出枠）

住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）９４９ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査日現在 （系統）平戸市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０９日～２３日 

 【調査事項】 １．結婚希望等，２．子育て意識，３．少子化問題 
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【調査名】 荒尾市子育てに関するアンケート調査 

【実施機関】 荒尾市市民福祉部福祉課 

【目 的】 平成２１年度策定の荒尾市次世代育成支援行動計画（後期計画）のための基礎資

料を収集する。 

【調査の構成】 １－就学前児童保護者用調査票 ２－小学生保護者用調査票 ３－中学生・

高校生本人用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成

２１年８月） （表章）市区町村 

【経費】 １，３７５千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童保護者用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８３１２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）荒尾市全域 （単位）個人 （属性）荒尾市に住民登録を有する就

学前児童（０～５歳）の保護者 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００／２，８１９ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）荒尾市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月３１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－小学生保護者用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８３１２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）荒尾市全域 （単位）個人 （属性）荒尾市に住民登録を有する就

学児童（小学１～６年生）の保護者 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）－４０１，６７９ （配布）小学校を通じ

て配布 （取集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 

（系統）荒尾市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月３１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－中学生・高校生本人用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８３１２ 受理番号（旧） 
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 【調査対象】 （地域）荒尾市全域 （単位）個人 （属性）荒尾市に住民登録を有する中

学生（４００人／１５１８人）・高校生（４００人／１６２２人） （抽出枠）

住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４００／１５１８ ４００／１６２２ （配

布）中学校・高校を通じて配布 （取集）中学校・高校を通じて取集 （記入）

自計 （把握時）調査日現在 （系統）荒尾市→中学校・高校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月３１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．日常生活・学校生活の状況，３．放課後・休

日の過ごし方，４．進路・就労等 
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【調査名】 桶川市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 桶川市健康福祉部保育課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の

後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２１年５月） （表章）市区町村 

【経費】 １００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８３１３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）桶川市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０歳～５歳）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５００／３，７６９ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）桶川市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０５日～３１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育

の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８３１３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）桶川市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１年生～４年

生）のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５００／２，７８７ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）桶川市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０５日～３１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童

クラブの利用状況及び利用希望等 
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（２）変更 

【調査名】 県民経済計算推計に関する特別調査 

【実施機関】 神奈川県総務部統計課 

【目 的】 県民経済計算推計に必要な基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－財政収支調査票（丙） ２－共済組合事業実績調査票 ３－鉄道事業実

績調査票 ４－ガス事業実績調査票 ５－財政収支調査票（甲） ６－財政収

支調査票（乙） 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「神奈川県県民経済計算の概要」（毎

年９月）「神奈川県県民経済計算報告書」（毎年１２月） （表章）都道府県 

【経費】 １５千円 

※ 

【調査票名】 １－財政収支調査票（丙） 

【受理年月日】 平成２０年１２月０２日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８１０１ 受理番号（旧）２０５０６９ 

 【調査対象】 （地域）神奈川県内全域 （単位）行政機関 （属性）神奈川県内に所在す

る一般政府に分類される独立行政法人・国立大学法人及び独立行政法人国立国

立病院機構 （抽出枠）総務省神奈川行政評価事務所資料 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数） （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把

握時）調査日現在 （系統）神奈川県→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年３月３１日 

 【調査事項】 １．事業体について，２．収益費用について，３．有形固定資産について，

４．棚卸資産について 

※ 

【調査票名】 ２－共済組合事業実績調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０２日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８１０１ 受理番号（旧）２０５０６９ 

 【調査対象】 （地域）神奈川県内全域 （単位）共済組合 （属性）神奈川県内に所在す

る共済組合 （抽出枠）共済小六法 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数） （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把

握時）調査日現在 （系統）神奈川県→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年３月３１日 

 【調査事項】 １．フェイス事項、２．給付金，３．掛け金及び負担金，４．財産運用収入，

５．貸付金（貸付経理分） 

※ 

【調査票名】 ３－鉄道事業実績調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０２日 
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【受理番号】 受理番号（新）２０８１０１ 受理番号（旧）２０５０６９ 

 【調査対象】 （地域）神奈川県内全域 （単位）事業所 （属性）神奈川県内に所在する

鉄道（モノレール及びロープウェイを含む）事業者（東日本旅客鉄道株式会社、

東海旅客鉄道株式会社及び、日本貨物鉄道株式会社は除く） （抽出枠）国土

交通省鉄道局資料 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数） （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把

握時）調査日現在 （系統）神奈川県→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年３月３１日 

 【調査事項】 １．貴社名，２．神奈川県内の所在事業所の人件費，３．貴社全体の人件費，

４．神奈川県内における有形固定資産残高，５．貴社全体の有形固定資産残高，

６．神奈川県内の料金収入，７．貴社全体の料金収入 

※ 

【調査票名】 ４－ガス事業実績調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月０２日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８１０１ 受理番号（旧）２０５０６９ 

 【調査対象】 （地域）神奈川県内全域 （単位）事業所 （属性）神奈川県内に所在する

ガス事業者 （抽出枠）社団法人日本ガス協会資料 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数） （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把

握時）調査日現在 （系統）神奈川県→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年３月３１日 

 【調査事項】 １．貴社名，２．神奈川県内の所在事業所の人件費，３．貴社全体の人件費，

４．神奈川県内における有形固定資産残高，５．貴社全体の有形固定資産残高，

６．神奈川県内の料金収入，７．貴社全体の料金収入 

※ 

【調査票名】 ５－財政収支調査票（甲） 

【受理年月日】 平成２０年１２月０２日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８１０１ 受理番号（旧）２０５０６９ 

 【調査対象】 （地域）神奈川県内全域 （単位）事業所及び企業 （属性）国の機関（一

般会計及び非企業特別会計を対象） （抽出枠）総務省神奈川行政評価事務所

資料 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１６８ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査日現在 （系統）神奈川県→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年３月３１日 

 【調査事項】 １．事業体について，２．歳入について，３．歳出について，４．公共事業

費について 

※ 
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【調査票名】 ６－財政収支調査票（乙） 

【受理年月日】 平成２０年１２月０２日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８１０１ 受理番号（旧）２０５０６９ 

 【調査対象】 （地域）神奈川県内全域 （単位）事業所及び企業 （属性）国の機関（企

業特別会計を対象）、公団、公庫、事業団及び独立行政法人（財政収支調査（丙）

の対象となる機関を除く） （抽出枠）総務省神奈川行政評価事務所資料 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数） （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把

握時）調査日現在 （系統）神奈川県→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年３月３１日 

 【調査事項】 １．事業体について，２．収益費用について，３．有形固定資産について，

４．棚卸資産について 
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【調査名】 衛生行政報告例 

【実施機関】 厚生労働省大臣官房統計情報部人口動態・保健統計課保健統計室 

【目 的】 衛生関係諸法規の施行に伴う各都道府県，指定都市及び中核市における行政の実

態を数量的に把握して，国及び地方公共団体の衛生行政運営のための基礎資料を得

る。 

【沿 革】 本調査は，昭和１３年から実施されていた「厚生省報告例」（昭和１３年１月訓令

第１３号）が平成１２年に廃止されたことに伴い，新たに「衛生行政報告例」とし

て発足したものであり，１４年には「母体保護統計報告」（届出統計調査）を，１６

年には「地域保健・老人保健事業報告」から調査事項である「特定疾患（難病）」を

統合し，現在に至っている。 

【調査の構成】 １－衛生行政報告例 

【集計・公表】 （集計）中央集計／機械集計 （公表）「保健・衛生行政業務報告（衛生行政

報告例）」として集計終了後，速やかに公表 （表章）全国・都道府県・指定都

市・中核市 

【経費】 ４８，６７５千円 

※ 

【調査票名】 １－衛生行政報告例 

【受理年月日】 平成２０年１２月０３日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８１０２ 受理番号（旧）２０７０６８ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・指定都市・中核

市 （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０６ （配布）オンライン （取集）オンライ

ン （記入）自計 （把握時）年度間 （系統）厚生労働省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年・２年 （実施期日）年度報＝翌年度５月末，隔年報＝当該年

の翌年の２月末 

 【調査事項】 １．精神保健福祉関係，２．栄養関係，３．衛生検査関係，４．生活衛生関

係，５．食品衛生関係，６．乳肉衛生関係，７．医療関係，８．薬事関係，９．

母体保護関係，１０．特定疾患（難病）関係，１１．狂犬病予防関係 
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【調査名】 仕事と家庭の両立支援状況調査 

【実施機関】 京都府府民労働部労政課 

【目 的】 京都府内の事業所における育児や介護と仕事の両立に関する実施状況を把握し，

今後の行政施策の参考とする。 

【調査の構成】 １－仕事と家庭の両立支援状況調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の公表」を府ホ

ームページにて公表（平成２１年３月） （表章）都道府県 

【経費】 ２５０千円 

※ 

【調査票名】 １－仕事と家庭の両立支援状況調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１５日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８１０３ 受理番号（旧）１０４３４８ 

 【調査対象】 （地域）京都府全域 （単位）事業所 （属性）鉱業，建設業，製造業，電

気・ガス・熱供給・水道業，情報通信業，運輸業，卸売・小売業，金融・保険

業，不動産業，飲食店，宿泊業，医療，福祉，教育，学習支援業，複合サービ

ス事業及びサービス業（他に分類されないもの）の従業員５人以上の民営事業

所から抽出した事業所 （抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調査事業所名

簿 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，４５１／４４，４５２ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年１月１日現在 （系統）

京都府→報告者 

 【周期・期日】 （周期）４年 （実施期日）平成２１年０１月１６日 

 【調査事項】 １．育児休業関係について，２．介護休業関係について，３．育児・介護休

業期間中の労働条件の取扱いについて，４．働きながら育児や介護を行う労働

者に対する援助の措置等， 
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【調査名】 京丹後市織物実態調査 

【実施機関】 京丹後市丹後の魅力総合振興課 

【目 的】 京丹後市における織物業について、労働力・織機台数などの生産活動、その他の

実態を把握し、市政施策の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－京丹後市織物実態統計調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「統計冊子」平成２１年度に作成し、

関係機関に公表 （表章）市区町村 

【経費】 ２６８千円 

※ 

【調査票名】 １－京丹後市織物実態統計調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８１０４ 受理番号（旧）１０５０８８ 

 【調査対象】 （地域）京丹後市全域 （単位）事業所 （属性）日本標準分類Ｆ－製造業

に属する事業所のうち、中分類１１－繊維工業、さらに小分類１１２－織物業

に属する（製造問屋に属するものを除く。）もの （抽出枠）工業統計調査名簿 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，７００ （配布）調査員 （取集）調査員 （記

入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）京丹後市→調査員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）西暦の末尾が０．３．５．８の年 （実施期日）平成２０年１２

月３１日 

 【調査事項】 １．事業所の名称，２．事業所の所在地及び電話番号，３．操業開始年，４．

経営組織，５．生産形態、６．経営形態、７．経営実態、８．専業・兼業の別，

９．従事者数，１０．後継者の有無、１１．経営規模見通し，１２．織機稼動

状況、１３、取引先数、１４．織機保有台数、１５．種類別織機台数、１６．

織物業の振興に必要と思われる施策・支援等 
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【調査名】 大阪府工業用水道水使用実態調査 

【実施機関】 大阪府水道部事業管理室管理課 

【目 的】 現在大阪府工業用水を受水している事業所の事業内容、使用用途及び使用方法等

を調査し、水使用の実態を把握する。また、各受水事業所の今後の水需要について

も調査することにより、水需要に対する考え方を把握し、大阪府工業用水道事業の

将来に渡っての安定給水の確保や健全経営のための基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－大阪府工業用水道水使用実態調査調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）公表しない （表章）都

道府県 

【経費】 １，２００千円 

※ 

【調査票名】 １－大阪府工業用水道水使用実態調査調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１９日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８１０５ 受理番号（旧）２０６０２０ 

 【調査対象】 （地域）大阪府工業用水道給水区域 （単位）事業所 （属性）大阪府工業

用水道を受水する事業者 （抽出枠）大阪府工業用水道受水者一覧データ 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４５４ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査日現在 （系統）大阪府→民間調査機関→報告者 

 【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２１年０１月３１日 

 【調査事項】 １．事業概要、２．製造品出荷額実績、３．工業用水道の本来目的以外への

使用状況、４．工業用水実績、５．工業用水道の受水後水質管理、６．大阪府

工業用水道の受水設備、７．排水の放流先、８．事故対策、９．渇水時の影響、

１０．配水管の維持管理、１１．将来の計画、１２．工業用水の料金制度につ

いて 
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（３）中止 

【調査名】 中小企業賃金事情調査 

【実施機関】 栃木県産業労働観光部労働政策課 

【目 的】 県内の企業に雇用される労働者の賃金実態を把握し，企業の合理的な賃金管理と

労使関係の安定に資するとともに，本県における今後の労働行政の基礎資料とする。 

【調査の構成】 １－中小企業賃金事情調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「栃木県の賃金事情」（翌年２月） （表

章） 

※ 

【調査票名】 １－中小企業賃金事情調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月０５日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２０年１２月０５日 

【受理番号】 受理番号（新）３０８０１６ 受理番号（旧）０７３０５０ 

 【調査対象】 （地域）栃木県全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類による建

設業，製造業，運輸・通信業のうち道路旅客運送業・道路貨物運送業，卸売・

小売業，金融・保険及びサービス業のうちゴルフ場・自動車整備業・農業協同

組合・自動車教習所を営む県内の常用労働者５人以上の事業所 （抽出枠）平

成１６年事業所・企業統計調査事業所名簿 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，５００／９３，１８６ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）７月３１日現在 （系統）栃木県→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）昭和４８年 

 【調査事項】 １．事業所の現況，２．初任給，３．７月分の賃金支給状況（賞与は除く），

４．パートタイマー等の７月分の賃金支給状況（賞与は除く） 
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【調査名】 女性労働問題に関する意識と実態調査 

【実施機関】 鳥取県企画部男女共同参画推進課 

【目 的】 女性労働問題に関する意識・実態を調査し，今後の女性労働施策へ反映する。 

【調査の構成】 １－雇用労働者用調査票 ２－家族従業者用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「調査結果報告書」（平成８年１２月） 

（表章）都道府県 

【経費】 １３，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－雇用労働者用調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月０８日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２０年１２月０８日 

【受理番号】 受理番号（新）３０８０１７ 受理番号（旧）１９６０３５ 

 【調査対象】 （地域）鳥取県全域 （単位）個人 （属性）鳥取県に居住する満１８歳か

ら５９歳までの男女労働者 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／８，０００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成８年７月１日現在 （系統）鳥取県

→報告者 

 【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成８年７月１０日 

 【調査事項】 １．記入者の属性，２．就労の実態，３．就業意識，４．男女雇用機会均等

法等，５．育児・介護休業制度，６．その他 

※ 

【調査票名】 ２－家族従業者用調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月０８日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２０年１２月０８日 

【受理番号】 受理番号（新）３０８０１７ 受理番号（旧）１９６０３５ 

 【調査対象】 （地域）鳥取県全域 （単位）個人 （属性）鳥取県に居住する満１８歳か

ら５９歳までの男女労働者 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／８，０００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成８年７月１日現在 （系統）鳥取県

→報告者 

 【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成８年７月１０日 

 【調査事項】 １．記入者の属性，２．就労の実態，３．就業意識，４．育児・介護等につ

いて，５．その他 
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【調査名】 生産品輸出実績調査 

【実施機関】 福岡県商工部国際経済観光課 

【目 的】 福岡県内生産品の輸出概要について把握する。 

【調査の構成】 １－生産品輸出実績調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表） （表章）都道府県 

※ 

【調査票名】 １－生産品輸出実績調査票 

【受理年月日】 平成２０年１２月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）３０８０１８ 受理番号（旧）３０００６ 

 【調査対象】 （地域）福岡県全域 （単位）事業所 （属性）本県で生産輸出されたもの

について，これを輸出した生産業者，生産業者団体，貿易商社 （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４５０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）年間 （系統）福岡県→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）福岡県において、統計主管課が現存する統計調

査（統計調査総覧（地方公共団体）掲載があるもの）の確認作業を行ったとこ

ろ、「生産品輸出実績調査」については、平成１１年度以降調査実績がなく、ま

た、中止時期及び中止理由等も確認できない状況であったが、統計法に基づく

調査中止の届出が必要であることから、届け出てきたものである。 

 【調査事項】 １．福岡県生産品州別・商品別輸出額，２．福岡県生産品国別・商品別輸出

額，３．福岡県生産品品別・国別輸出額，４．福岡県生産品国別・品別輸出額 
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【調査名】 老人保健福祉計画等統計調査 

【実施機関】 厚生労働省老健局計画課 

【目 的】 自治体の介護保険サービス及び介護保険以外のサービスの実態把握を行い，それ

を基に分析・評価を行い，老人保健福祉計画・介護保険事業（支援）計画の見直し

に活用する。 

【調査の構成】 １－老人保健福祉計画等統計調査票（都道府県分） ２－老人保健福祉計画

等統計調査票（市町村分） 

【集計・公表】 （集計）中央集計／機械集計 （公表）「調査結果報告書」（調査年の翌年度

２月） （表章）全国 

※ 

【調査票名】 １－老人保健福祉計画等統計調査票（都道府県分） 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月２６日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２０年１２月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）３０８０１９ 受理番号（旧）２０６１１７ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県 （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４７ （配布）オンライン （取集）オンライン 

（記入）自計 （把握時）計画決定日 （系統）厚生労働省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年２月 

 【調査事項】 １．資源の投入，（１）要介護認定（合議体の設置数，要介護認定事務費），

（２）居宅介護支援（ケアマネージャーの研修），２．事業の実態，（１）要介

護認定（要介護認定の処理，要介護認定不服審査の状況） 

※ 

【調査票名】 ２－老人保健福祉計画等統計調査票（市町村分） 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１２月２６日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２０年１２月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）３０８０１９ 受理番号（旧）２０６１１７ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）市区町村 （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，８４３ （配布）オンライン （取集）オン

ライン （記入）自計 （把握時）毎年度末又は毎年１０月１日現在 （系統）

厚生労働省→都道府県→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年２月 

 【調査事項】 １．資源の投入，（１）要介護認定（認定審査事務共同処理体制，認定審査業

務の都道府県への委託，合議体の設置数，訪問調査体制），（２）居宅介護支援

（ケアマネージャーのサービス基盤，ケアマネージャーの研修），（３）介護予

防・生活支援サービス（介護予防等事業，在宅介護支援事業，家族介護支援事

業の事業経費，利用状況，参加人員及び利用料等），２．事業の実態，（１）要
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介護認定（要介護認定の処理，要介護認定不服審査の状況） 
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５ 参   考 



承認統計調査の実施機関別・年次別承認件数（報告様式単位）(1)

昭和 平成

41～ 46～ 51～ 56～ 61～ ３～ ８～ 合　計

45年 50年 55年 60年 H2年 ７年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年

(4) (4) (4) (4) (16)

83 59 81 67 58 71 97 18 25 35 11 4 6 8 623

(3) (1) (4)

22 18 10 5 5 5 6 5 3 6 3 6 2 1 97

(3) (4) (4) (5) (4) (20)

105 77 91 72 63 76 103 23 28 41 14 10 8 9 720

(1) (1) (2)

26 33 43 77 68 73 112 8 12 8 3 10 6 22 501

(1) (1)

8 7 31 52 55 110 162 35 33 30 14 23 15 26 601

(1) (1) (1) (3)

34 40 74 129 123 183 274 43 45 38 17 33 21 48 1102

2 2 0 0 0 1 1 6

(11) (3) (1)  (4) (4) (5) (4) (32)

22 10 16 13 14 35 40 11 8 6 2 3 9 4 193

(1) (1)

1 1 2 1 5

(11) (3) (2) (4) (4) (5) (4) (33)

23 11 18 13 15 35 40 11 8 6 2 3 9 4 198

(1) (1) (1) (1) (1) (5)

102 106 101 108 142 139 184 6 23 7 6 14 14 9 961

308 298 312 278 193 216 241 51 41 44 44 50 39 39 2154

5 2 7 10 3 3 1 1 1 1 34

3 2 10 2 2 2 2 4 27

(2) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (13)

380 355 321 358 299 355 321 82 70 41 66 90 46 58 2842

(2) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (13)

688 661 635 643 502 576 575 136 114 87 113 141 89 97 5057

(注)１．この表は、統計報告調整法により承認された統計報告を、調査票の様式単位で示したものである。

２．上段（　）は、他府省との共管調査で、その数は外数である。

小 計

厚
　
生
　
労
　
働
　
省

大 臣 官 房
統 計 情 報 部

社 会 保 険 庁

中 央 労 働
委 員 会

そ の 他

そ の 他

小 計

本 省

法 務 省

財
　
務
　
省

国 税 庁

小 計

年（月）

実施機関名

文 部 科 学 省

内
　
閣
　
府

総
　
務
　
省

経 済 社 会
総 合 研 究 所

そ の 他

小 計

統 計 局
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承認統計調査の実施機関別・年次別承認件数（報告様式単位）(2)

昭和 平成

41～ 46～ 51～ 56～ 61～ ３～ ８～ 合　計

45年 50年 55年 60年 H2年 ７年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年

(3) (3)

384 425 435 374 379 330 290 56 90 53 37 56 70 25 3004

(2) (2) (1) (5)

102 71 77 72 54 79 86 24 17 17 29 6 17 15 666

82 49 25 18 14 7 2 2 2 3 3 4 211

3 4 3 5 5 6 2 1 1 1 1 2 34

(15) (21) (10) (20) (20) (4) (17) (2) (2) (2) (1) (2) (116)

143 182 226 154 80 91 85 32 25 24 13 17 14 43 1129

(15) (24) (10) (20) (20) (4) (17) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (124)

711 730 767 621 532 512 469 116 135 95 82 80 105 89 5044

(2) (6) (2) (2) (1) (1) (14)

209 157 128 119 106 67 101 24 5 26 2 27 24 25 1020

11 1 7 11 27 4 10 71

(1) (3) (4) (2) (1) (11)

61 56 90 63 103 73 73 11 9 15 11 3 3 3 574

(17) (18) (23) (35) (32) (17) (28) (3) (12) (3) (12) (3) (4) (3) (210)

309 249 272 212 186 166 170 21 9 13 14 9 15 16 1661

(18) (20) (32) (41) (36) (18) (29) (3) (12) (4) (12) (3) (4) (3) (235)

579 462 490 394 395 306 344 67 24 61 38 66 46 54 3326

(30) (49) (22) (27) (9) (18) (1) (1) (157)

126 202 176 175 218 215 244 45 55 30 11 38 43 12 1590

(19) (35) (62) (25) (26) (23) (15) (1) (2) (208)

223 243 179 172 124 131 101 20 15 34 28 54 15 36 1375

(19) (65) (111) (47) (53) (32) (33) (1) (1) (1) (2) (365)

349 445 355 347 342 346 345 65 70 64 39 92 58 48 2965

(4) (12) (14) (11) (11) (8) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (68)

2 1 4 11 1 1 1 2 2 25

65 116 168 122 122 65 93 6 16 10 26 16 24 16 865

30 52 84 61 61 29 49 3 8 5 13 8 9 8 420

2591 2532 2533 2328 2118 2173 2345 469 449 400 312 440 353 361 19404

2621 2584 2617 2389 2179 2202 2394 472 457 405 325 448 362 369 19824

環 境 省

合
　
計

共
管
調
査

延 件 数

実 数
(1)

単 独 調 査
(2)

総 承 認 件 数

(1)＋(2)

国
土
交
通
省

総 合 政 策 局
情 報 管 理 部

そ の 他

小 計

経
　
済
　
産
　
業
　
省

経済産業政策局
調 査 統 計 部

資 源
エネルギー庁

中 小 企 業 庁

そ の 他

小 計

農
　
林
　
水
　
産
　
省

大 臣 官 房
統 計 部

総 合 食 料 局
（旧食糧庁）

林 野 庁

水 産 庁

そ の 他

小 計

年（月）

実施機関名
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1

1

承認統計調査の実施機関別・月次別承認件数（報告様式単位）（１ ）

3

2

平成20年
１２月

21

年（月）

実施機関名

1

3

1

1

15

(4)

8

2 9 7 13

0

1

0

5

000 0 0

0

(4)

4 10 0 0 0 012 0

そ の 他 1 8 4

8

1 0

総

務

省

統 計 局

小 計

3 2

0 1 0 1
(4)
3

1 0

(4)
3

1

1

内

閣

府

経 済 社 会
総合研究所

そ の 他

小 計

1

１２月 １ 月 ８ 月５ 月 ６ 月 ７ 月２ 月 ３ 月 ４ 月

文 部 科 学 省

財

務

省

本 省

国 税 庁

小 計 0

1

9

4

法 務 省

社会保険庁

4

20

2 1 23

4

318 1

4 10 7

厚

生

労

働

省

2

大 臣 官 房
統計情報部

そ の 他

中 央 労 働
委 員 会

17 10 30 14小 計

平成19年

備考

1

1

1

3

1

1

９ 月

2

1

3

4

3

4

1

1

１１月１０月

2

2

2
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2

6

6

1

1

１１月

1

１０月

2

９ 月８ 月
備考

121

8 1 0 82

1

2

1

3

1 2

小 計

8 1 1

2

45 4 0

(5)
3

8 8 1

2 8

6 3 23 0 7 7
(2)
6

0 1

1 67 3
(2)
6

1

大 臣 官 房
統 計 部

４ 月 ５ 月 ６ 月１ 月 ２ 月 ３ 月

平成19年

１２月

4

11 ４

4 2

32 21

国

土

交

通

省

総合政策局
情報管理部

そ の 他 1

1

2 1

19

2

水 産 庁

小 計

農

林

水

産

省
経

済

産

業

省

経済産業政策局
調 査 統 計 部

資 源
エネルギー庁

中小企業庁

そ の 他

小 計

林 野 庁

そ の 他

総合食料局

0

8 1

(5)
3

36

環 境 省 2 1

2

1

8 3

2 1

8

4

2

34 34 8

2

1227 49

35 15

48 3339 35 13

834 34 27 49
(1)＋(2)

総承認件数
48 3347

年（月）

実施機関名

合

計

共
管
調
査

延件数

実 数
（ ）(1)

単 独 調 査
(2)

2

７ 月

13

1

1

2

2

16

18

平成20年

2

1

12

１２月

承認統計調査の実施機関別・月次別承認件数（報告様式単位）（ 2 ）

3

1

1

1
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昭和 平成

41～ 46～ 51～ 56～ 61～ ３～ ８～ 合　計

45年 50年 55年 60年 ２年 ７年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年

新 規 58 54 43 39 32 27 11 5 8 8 4 4 8 6 307

変 更 69 72 99 108 88 79 103 15 23 29 15 30 30 19 779

中 止 6 3 7 11 9 1 2 1 1 5 5 3 54

新 規 358 282 367 354 355 389 386 75 63 67 72 80 63 64 2975

変 更 329 299 199 140 177 210 218 88 29 74 62 54 87 35 2001

中 止 4 4 8 2 15 16 39 10 4 4 7 4 24 6 147

新 規 105 82 85 124 139 127 130 26 28 240 371 30 38 39 1564

変 更 131 65 55 49 61 114 93 24 24 16 12 14 15 10 683

中 止 1 1 5 2 12 1 3 2 1 0 28

新 規 2 6 2 1 0 11

変 更 10 9 10 16 16 9 5 2 2 1 1 3 84

中 止 2 3 1 1 2 1 1 0 11

新 規 523 424 495 517 528 543 528 106 99 315 447 114 109 109 4857

変 更 539 445 363 313 342 412 419 127 78 121 90 98 133 67 3547

中 止 13 4 14 11 31 19 62 12 10 6 10 10 29 9 240

国

合
　
計

日
　
銀
　
等

市

都
道
府
県

届出統計調査の実施機関別・年次別受理件数

年（月）

実施機関名
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99

34

１１月

1

7

1

127

93 122

18

3

3

19

2

1

1

55

12

0

38

7

5

平成20年
１２月１０月４月

4

年（月）

実施機関名

1

２月

12

備考

6

6

32

1

10

1 2

届出統計調査の実施機関別・月次別受理件数

4

中止 31 0

5

43

合
計

新規

変更

10

中止

0 9 9 83

13 10

22 5

4 7 2 27 4

日
銀
等

新規

変更

54 1 2

61 7 1 2

市

新規 7 2

変更 1 2

中止

21 1 2

71 2 6 1 2 2

32 3 3 2 2 6

変更 7 4

7
都
道
府
県

新規

中止

国

新規

変更

中止

2 1 2 1 1

1 2

５月１２月 １月

1

平成１９年

６月 ７月 ８月

1

９月３月
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