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１

統計調査の審査状況
（総括表）

-1-

指定統計調査の承認等の状況
（平成21年１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

学校保健統計調査（統計 文部科学大臣
法第７条第２項）

学校基本調査（統計法第 文部科学大臣
７条第２項）

造船造機統計調査（統計 国土交通大臣
法第７条第２項）

主

な

承

認

事

項

承認月日

H21.1.6
承認事項の変更
１ 学校保健法等の一部を改正する法
律（平成 20 年法律第 73 号）が平成
21 年４月１日から施行されることに
伴い、承認事項に引用する法律名称
「学校保健法」を「学校保健安全法」
に改める。
２ 統計法（平成 19 年法律第 53 号）
が平成 21 年４月 1 日から完全施行さ
れることに伴い、調査結果の公表方
法にインターネットの利用を加え
る。
等
承認事項の変更
H21.1.8
１ 統計法（平成 19 年法律第 53 号）
が平成 21 年４月 1 日から完全施行さ
れることに伴い、調査結果の公表方
法にインターネットの利用を加え
る。
２ 学校保健法等の一部を改正する法
律（平成 19 年法律第 53 号）が平成
21 年４月１日から施行されることに
伴い、承認事項別添様式（調査票様
式）の様式番号を、改正後の学校教
育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 1
条に列記する学校の順序に併せる。
３ 統計利用者の利便に資する観点か
ら、都道府県別外国人児童生徒数、
高等学校等の専攻科・別科の小学科
数及び小学科別生徒数について集計
し、公表する。
等
承認事項の変更
H21.1.14
諮問第 10 号の答申「造船造機統計調査
及び鉄道車両等生産動態統計調査の
改正について」（平成 20 年 12 月 22
日付け府統委第 140 号）を踏まえ、
以下の変更を行う。
（１）調査周期の変更
造機調査の調査周期を月次から四半
期に変更する。
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鉄道車両等生産動態統 国土交通大臣
計調査（統計法第７条第
２項）

ただし、調査項目のうち「製造高」
については、月単位で把握する。
（２）調査対象品目の集約
造機調査の調査対象品目を 28 品目か
ら 13 品目に簡素化・集約化する。
（３）調査事項の変更
造船調査の「船質」項目から「木船」
の表示を落とし、木船が調査対象と
して該当した場合には備考欄に記入
することとする。
承認事項の変更
H21.1.14
諮問第 10 号の答申「造船造機統計調査
及び鉄道車両等生産動態統計調査の
改正について」（平成 20 年 12 月 22
日付け府統委第 140 号）を踏まえ、
以下の変更を行う。
（１）調査周期の変更
鉄道車両（改造・修理）、鉄道車両部
品、鉄道信号保安装置及び索道搬器
運行装置に係る調査の調査周期を月
次から四半期に変更する。
（２）調査系統の変更
これまで地方運輸局等を経由してい
た調査票の配布及び回収を、すべて
本省直轄に変更する。
（３）調査事項の変更
索道搬器運行装置に係る調査におい
て、
「需要先」を調査事項から削除す
る。
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２ 承認統計調査の承認

承認番号
27594
(旧№ 27149 ）
27595
(旧№ 27150 ）
27596
(旧№27151
）
27597
(旧№26698
）
27598
(旧№26699
）
27599
(旧№ 26700 ）
27600
(旧№ ）
27601
(旧№16696 ）
27602
(旧№16697 ）
27603
(旧№26775
）
27604
(旧№ 26776 ）
27605
(旧№ 26777 ）
27606
(旧№ 26734
）
27607
(旧№ 26735
）
27608
(旧№ 26736 ）
27609

承認年月日
H21.1.7
H21.1.7
H21.1.7
H21.1.7
H21.11.7
H21.1.7
H21.1.13
H20.1.20
H20.1.20
H21.1.20
H21.1.20
H21.1.20
H21.1.23
H21.1.23
H21.1.23
H21.1.27

(旧№ ）
27610
(旧№ ）
27611
(旧№ 27064 ）
27612
(旧№26975）
27613
(旧№26976）

H21.1.27
H21.1.26
H21.1.28
H21.1.28

統計調査の名称
繊維流通統計調査
繊維原料月報
繊維流通統計調査
糸月報
繊維流通統計調査
織物月報
航空輸送統計調査
航空機稼動時間等調査票（第1号様式）
航空輸送統計調査
国内定期航空運送事業輸送実績調査票（第2号様式）
航空輸送統計調査
国際航空運送事業輸送実績調査票（第３号様式）
国内におけるＨＡＣＣＰ手法等の導入状況に係る調査
国内におけるＨＡＣＣＰ手法等の導入状況に係る調査票
宗教法人が行う事業に関する調査
宗教法人の行う事業調査質問票
宗教法人が行う事業に関する調査
意見調査アンケート票
機械受注統計調査
機械受注実績調査票
機械受注統計調査
機械受注実績内容調査票
機械受注統計調査
機械受注見通し調査票
非鉄金属等受給動態統計調査
非鉄金属等受給月報（生産業者用）
非鉄金属等受給動態統計調査
非鉄金属等受給月報（販売業者用）
非鉄金属等受給動態統計調査
非鉄金属等受給月報（消費者用）
貸切バス事業の経営の安定と安全確保を推進するためのアン
ケート調査
貸切バス事業者調査票
貸切バス事業の経営の安定と安全確保を推進するためのアン
ケート調査
貸切バス運転手調査票
バイオ産業創造基礎調査
バイオ産業創造基礎調査票
学術情報基盤実態調査
≪大学図書館編≫（中央図書館記入用）
学術情報基盤実態調査
≪大学図書館編≫（分館及び部局図書館・室記入用）
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申請者
経済産業大臣
経済産業大臣
経済産業大臣
国土交通大臣
国土交通大臣
国土交通大臣
厚生労働大臣
文部科学大臣
文部科学大臣
内閣総理大臣
内閣総理大臣
内閣総理大臣
経済産業大臣
経済産業大臣
経済産業大臣
総務大臣

総務大臣
経済産業大臣
文部科学大臣
文部科学大臣

27614
(旧№26977）
27615
(旧№27414）
27616
(旧№27415）
27617
(旧№27416）
27618
(旧№27417）
27619
(旧№27418）
27620
(旧№ ）

H21.1.28
H21.1.28
H21.1.28
H21.1.28
H21.1.28
H21.1.28
H21.1.28

学術情報基盤実態調査
≪コンピュータ及びネットワーク編≫
社会福祉施設等調査
保護施設・老人福祉施設・身体障害者社会参加支援施設等調査
票
社会福祉施設等調査
障害者支援施設等調査票
社会福祉施設等調査
児童福祉施設等調査票
社会福祉施設等調査
保育所調査票
社会福祉施設等調査
障害福祉サービス等事業所票
臨床研修修了者アンケート
臨床研修修了者アンケート調査票
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文部科学大臣
厚生労働大臣
厚生労働大臣
厚生労働大臣
厚生労働大臣
厚生労働大臣
厚生労働大臣

３

届出統計調査の受理

（１）

新

規

整理番号

受理年月日

統計調査の名称

109001

H21.1.5

三重県の子育ち・子育てに関する意識調査

三

109002

H21.1.5

稚内市次世代育成支援に係るニーズ調査

稚

内

市

長

109003

H21.1.5

子育て支援に関するアンケート

奥

州

市

長

109004

H21.1.5

八幡平市次世代育成支援（後期）行動計画策定に係るニーズ
八
調査

109005

H21.1.5

潟上市次世代育成支援に係るニーズ調査

潟

上

市

長

109006

H21.1.5

安中市次世代育成支援に係るニーズ調査

安

中

市

長

109007

H21.1.5

志木市次世代育成支援に係るニーズ調査

志

木

市

長

109008

H21.1.5

入間市次世代育成支援に係るニーズ調査

入

間

市

長

109009

H21.1.5

鴻巣市次世代育成支援に係るニーズ調査

鴻

巣

市

長

109010

H21.1.5

ふじみ野市次世代育成支援に係るニーズ調査

ふ じ み 野 市 長

109011

H21.1.5

山武市次世代育成支援に係るニーズ調査

山

109012

H21.1.5

袖ヶ浦市次世代育成支援に係るニーズ調査

袖

ヶ

浦

市

長

109013

H21.1.5

西東京市次世代育成支援行動計画ニーズ調査

西

東

京

市

長

109014

H21.1.5

狛江市次世代育成支援に係るニーズ調査

狛

109015

H21.1.5

小田原市次世代育成支援に関するアンケート調査

小

109016

H21.1.5

黒部市次世代育成支援に係るニーズ調査

黒

部

市

長

109017

H21.1.5

浜松市次世代育成支援に係るニーズ調査

浜

松

市

長

109018

H21.1.5

稲沢市次世代育成支援に係るニーズ調査

稲

沢

市

長

109019

H21.1.5

福知山市次世代育成支援に係るニーズ調査

福

109020

H21.1.5

大阪市次世代育成支援に関するニーズ等調査（若者意識調
査）

大

阪

市

長

109021

H21.1.5

丹波市次世代育成支援に係るニーズ調査

丹

波

市

長

109022

H21.1.5

瀬戸内市次世代育成支援に係るニーズ調査

瀬

109023

H21.1.5

徳島市次世代育成支援に係るニーズ調査

徳

島

市

長

109024

H21.1.5

松浦市次世代育成支援に係るニーズ調査

松

浦

市

長

109025

H21.1.5

対馬市子育てに関するアンケート調査

対

馬

市

長

109026

H21.1.5

人吉市次世代育成支援に係るニーズ調査

人

吉

市

長

109027

H21.1.5

中津市次世代育成支援に係るニーズ調査

中

津

市

長

109028

H21.1.5

小林市子育て支援ニーズ調査

小

林

市

長

109029

H21.1.5

西之表市次世代育成支援に係るニーズ調査

西

109030

H21.1.6

守谷市次世代育成支援に関するニーズ調査

守

109031

H21.1.6

富士見市次世代育成支援に係るニーズ調査

富
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届出者
重

幡

県

平

武

知

戸

之

市
原

山

内

表

谷
士

市

市

江
田

知

市

市

市

市
市

見

市

事

長

長

長
長

長

長

長
長
長

109032

H21.1.6

八潮市次世代育成支援に係るニーズ調査

八

109033

H21.1.6

尾張旭市次世代育成支援に係るニーズ調査

尾

109034

H21.1.6

北名古屋市次世代育成支援に係るニーズ調査

北 名 古 屋 市 長

109035

H21.1.6

八幡市次世代育成支援に係るニーズ調査

八

幡

市

長

109036

H21.1.7

上越市次世代育成支援に係るニーズ調査

上

越

市

長

109037

H21.1.7

米原市次世代育成支援に係るニーズ調査

米

原

市

長

109038

H21.1.8

花巻市次世代育成支援に係るニーズ調査

花

巻

市

長

109039

H21.1.8

春日部市次世代育成支援に係るニーズ調査

春

109040

H21.1.8

本庄市次世代育成支援に係るニーズ調査

本

庄

市

長

109041

H21.1.8

佐倉市次世代育成支援に係るニーズ調査

佐

倉

市

長

109042

H21.1.8

勝浦市次世代育成支援に係るニーズ調査

勝

浦

市

長

109043

H21.1.8

長岡京市次世代育成支援に係るニーズ調査

長

109044

H21.1.8

高知市次世代育成支援に関するニーズ調査

高

知

市

長

109045

H21.1.8

春日市次世代育成支援に関するニーズ調査

春

日

市

長

109046

H21.1.9

岩沼市次世代育成支援に関するニーズ調査

岩

沼

市

長

109047

H21.1.9

湯沢市次世代育成支援に係るニーズ調査

湯

沢

市

長

109048

H21.1.9

常陸大宮市次世代育成支援に係るニーズ調査

常 陸 大 宮 市 長

109049

H21.1.9

蓮田市次世代育成支援に係るニーズ調査

蓮

田

市

長

109050

H21.1.9

東金市次世代育成支援に係るニーズ調査

東

金

市

長

109051

H21.1.9

海老名市次世代育成支援に係るニーズ調査

海

109052

H21.1.9

佐渡市次世代育成支援に係るニーズ調査

佐

109053

H21.1.9

小矢部市次世代育成支援に係るニーズ調査

小

109054

H21.1.9

一宮市次世代育成支援に関するニーズ調査

一

宮

市

長

109055

H21.1.9

碧南市次世代育成支援に係るニーズ調査

碧

南

市

長

109056

H21.1.9

羽曳野市次世代育成支援に関するニーズ調査

羽

109057

H21.1.9

宇部市次世代育成支援に係るニーズ調査

宇

部

市

長

109058

H21.1.9

多久市次世代育成支援に関するニーズ調査

多

久

市

長

109059

H21.1.9

長崎市次世代育成支援に係るニーズ調査

長

崎

市

長

109060

H21.1.9

豊後高田市次世代育成支援に係るニーズ調査

豊 後 高 田 市 長

109061

H21.1.13 長井市次世代育成支援に係るニーズ調査

長

井

市

長

109062

H21.1.13 常総市次世代育成支援に係るニーズ調査

常

総

市

長

109063

H21.1.13 つくば市次世代育成支援に係るニーズ調査

つ

109064

H21.1.13 藤岡市次世代育成支援に係るニーズ調査

藤

岡

市

長

109065

H21.1.13 調布市次世代育成支援に係るニーズ調査

調

布

市

長

109066

H21.1.13 相模原市次世代育成支援に係るニーズ調査

相

109067

H21.1.13

座間市次世代育成支援（子育て支援）に関するアンケート調
座
査
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潮
張

日

岡

老

市
旭

部

京

名

渡
矢

曳

く

模
間

市

市

市

市
市

部

野

ば

原

市

市

市

市
市

長
長

長

長

長
長
長

長

長

長
長

109068

H21.1.13 勝山市次世代育成支援に関するニーズ調査

勝

山

市

長

109069

H21.1.13 沼津市次世代育成支援に係るニーズ調査

沼

津

市

長

109070

H21.1.13 春日井市次世代育成１万人アンケート

春

109071

H21.1.13 豊中市次世代育成支援に係るニーズ調査

豊

中

市

長

109072

H21.1.13 雲南市次世代育成支援に係るニーズ調査

雲

南

市

長

109073

H21.1.13 府中市次世代育成支援に関するニーズ調査

府

中

市

長

109074

H21.1.13 佐賀市次世代育成支援行動計画策定に係るニーズ調査

佐

賀

市

長

109075

H21.1.14 郡山市第二次エンゼルプラン後期計画策定に係るニーズ調査 郡

山

市

長

109076

H21.1.14 上尾市次世代育成支援行動計画策定のためのアンケート調査 上

尾

市

長

109077

H21.1.14 土岐市次世代育成支援に関するニーズ調査

土

岐

市

長

109078

H21.1.14 三島市次世代育成支援に係るニーズ調査

三

島

市

長

109079

H21.1.14 河内長野市次世代育成支援に関するニーズ調査

河 内 長 野 市 長

109080

H21.1.14 小城市次世代育成支援に係るニーズ調査

小

城

市

長

109081

H21.1.14 鹿屋市次世代育成支援に係るニーズ調査

鹿

屋

市

長

109082

H21.1.15 ボランティア活動に関するアンケート

福

109083

H21.1.15 稚内市市民男女共同参画意識調査

稚

内

市

長

109084

H21.1.15 三沢市次世代育成支援に係るニーズ調査

三

沢

市

長

109085

H21.1.15 須賀川市次世代育成支援に関するニーズ調査

須

109086

H21.1.15 福生市次世代育成支援に係るニーズ調査

福

生

市

長

109087

H21.1.15 小諸市次世代育成支援に係るニーズ調査

小

諸

市

長

109088

H21.1.15 安曇野市次世代育成支援に係るニーズ調査

安

109089

H21.1.15 綾部市次世代育成支援に係るニーズ調査

綾

部

市

長

109090

H21.1.15 大川市次世代育成支援に係るニーズ調査

大

川

市

長

109091

H21.1.15 上天草市次世代育成支援に係るニーズ調査

上

天

草

市

長

109092

H21.1.15 鹿児島市次世代育成支援に関するニーズ調査

鹿

児

島

市

長

109093

H21.1.16 宮古市次世代育成支援に係るニーズ調査

宮

古

市

長

109094

H21.1.16 栗原市次世代育成支援に係るニーズ調査

栗

原

市

長

109095

H21.1.16 富山市次世代育成支援に係るニーズ調査

富

山

市

長

109096

H21.1.16 子育て支援に関するアンケート調査

松

本

市

長

109097

H21.1.16 箕面市次世代育成支援行動計画（後期）ニーズ調査

箕

面

市

長

109098

H21.1.16 松原市次世代育成支援に係るニーズ調査

松

原

市

長

109099

H21.1.16 たつの市次世代育成支援に係るニーズ調査

た

つ

の

市

長

109100

H21.1.16 紀の川市次世代育成支援に係るニーズ調査

紀

の

川

市

長

109101

H21.1.16 広島市次世代育成支援に係るニーズ調査

広

島

市

長

109102

H21.1.19 岩出市次世代育成支援行動計画に係るニーズ調査

岩

出

市

長

109103

H21.1.20 江別市次世代育成支援に係るニーズ調査

江

別

市

長

109104

H21.1.20 南足柄市次世代育成支援に係るニーズ調査

南

‐9‐

日

井

賀

曇

足

井

県

川

野

柄

市

知

市

市

市

長

事

長

長

長

109105

H21.1.20 大野市次世代育成支援に関するニーズ調査

大

野

市

長

109106

H21.1.20 美濃市次世代育成支援対策行動計画後期ニーズ調査

美

濃

市

長

109107

H21.1.20 山県市次世代育成支援に係るニーズ調査

山

県

市

長

109108

H21.1.20

静岡市母子家庭及び寡婦自立促進計画策定に係るアンケート
静
調査

岡

市

長

109109

H21.1.20 富士宮市次世代育成支援に関するニーズ調査

富

109110

H21.1.20 豊川市次世代育成支援に係るニーズ調査

豊

川

市

長

109111

H21.1.20 高石市次世代育成支援に係るニーズ調査

高

石

市

長

109112

H21.1.20 西宮市次世代育成支援に係るニーズ調査

西

宮

市

長

109113

H21.1.20 安芸高田市次世代育成支援に係るニーズ調査

安 芸 高 田 市 長

109114

H21.1.20 大洲市次世代育成支援に係るニーズ調査

大

109115

H21.1.20 北九州市宿泊者数調査

北

109116

H21.1.20 唐津市次世代育成支援後期行動計画に係るニーズ調査

唐

津

市

長

109117

H21.1.20 由布市次世代育成支援に係るニーズ調査

由

布

市

長

109118

H21.1.20 曽於市次世代育成支援に係るニーズ調査

曽

於

市

長

109119

H21.1.20 那覇市次世代育成支援行動計画に関するニーズ調査

那

覇

市

長

109120

H21.1.20 浦添市次世代育成支援に関するニーズ調査

浦

添

市

長

109121

H21.1.20

名護市次世代育成支援対策行動計画（後期）に関するニーズ
名
調査

護

市

長

109122

H21.1.20 沖縄市次世代育成支援に関するニーズ調査

沖

縄

市

長

109123

H21.1.21 いわき市子育て支援に関するアンケート調査

い

109124

H21.1.21 町田市次世代育成支援に係るニーズ調査

町

田

市

長

109125

H21.1.21 弥富市次世代育成支援に係るニーズ調査

弥

富

市

長

109126

H21.1.21 子育て実態意識等調査

城

陽

市

長

109127

H21.1.21 東かがわ市次世代育成支援に係るニーズ調査

東 か が わ 市 長

109128

H21.1.21 太宰府市次世代育成支援に係るニーズ調査

太

109129

H21.1.22 横手市次世代育成支援に関するアンケート調査

横

手

市

長

109130

H21.1.22 逗子市次世代育成支援に係るニーズ調査

逗

子

市

長

109131

H21.1.22 吹田市次世代育成支援に関する市民ニーズ調査

吹

田

市

長

109132

H21.1.22 西条市次世代育成支援に係るニーズ調査

西

条

市

長

109133

H21.1.22 宿毛市次世代育成支援に関するニーズ調査

宿

毛

市

長

109133

H21.1.23 尾花沢市次世代育成支援に係るニーズ調査

尾

109135

H21.1.23 魚津市次世代育成支援に関するニーズ調査

魚

津

市

長

109136

H21.1.23 千曲市次世代育成支援に係るニーズ調査

千

曲

市

長

109137

H21.1.23 伊勢市次世代育成支援に係るニーズ調査

伊

勢

市

長

109138

H21.1.23 京田辺市子育てに関するアンケート調査

京

109139

H21.1.23 明石市次世代育成支援に関するニーズ調査

明
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士

宮

洲
九

わ

宰

花

田
石

市

市
州

き

府

沢

辺

市

市

市

市

市
市

長

長
長

長

長

長

長
長

109140

H21.1.26 札幌市子育てに関する実態・意向調査

札

幌

市

長

109141

H21.1.26 吉川市次世代育成支援に係るニーズ調査

吉

川

市

長

109142

H21.1.26 あきる野市次世代育成支援に係るニーズ調査

あ き る 野 市 長

109143

H21.1.26 野洲市次世代育成支援に係るニーズ調査

野

洲

市

長

109144

H21.1.26 和泉市次世代育成支援に係るニーズ調査

和

泉

市

長

109145

H21.1.26 小野市次世代育成支援に係るニーズ調査

小

野

市

長

109146

H21.1.26 生駒市次世代育成支援に関するニーズ調査

生

駒

市

長

109147

H21.1.26 三次市次世代育成支援に係るニーズ調査

三

次

市

長

109148

H21.1.26 四万十市次世代育成支援に係るニーズ調査

四

万

十

市

長

109149

H21.1.26

佐世保市次世代育成支援に係る少子化に関するアンケート調
佐
査

世

保

市

長

109150

H21.1.26 雲仙市次世代育成支援に係るニーズ調査

109151

H21.1.28

109152

H21.1.28 朝霞市次世代育成支援に係るニーズ調査

朝

霞

市

長

109153

H21.1.28 川崎市次世代育成支援に係るニーズ調査

川

崎

市

長

109154

H21.1.28 山梨市次世代育成支援に係るニーズ調査

山

梨

市

長

109155

H21.1.28 上野原市次世代育成支援に係るニーズ調査

上

野

原

市

長

109156

H21.1.28 岸和田市次世代育成支援に係るニーズ調査

岸

和

田

市

長

109157

H21.1.28 浜田市次世代育成支援に係るニーズ調査

浜

田

市

長

109158

H21.1.28

諌

早

市

長

109159

H21.1.28 枕崎市次世代育成支援に関するニーズ調査

枕

崎

市

長

109160

H21.1.28 宜野湾市次世代育成支援行動計画（後期）に係るニーズ調査 宜

109161

H21.1.29 江南市次世代育成支援に関する調査

109162

H21.1.29 東近江市子育て支援（次世代育成支援）に関するニーズ調査 東

109163

H21.1.29 呉市次世代育成支援行動計画（後期）策定ニーズ調査

呉

109164

H21.1.29 筑後市次世代育成支援に係るニーズ調査

筑

後

市

長

109165

H21.1.29 神埼市次世代育成支援行動計画策定に係るニーズ調査

神

埼

市

長

109166

H21.1.29 熊本市次世代育成支援に係るニーズ調査

熊

本

市

長

109167

H21.1.29 水俣市次世代育成支援に係るニーズ調査

水

俣

市

長

109168

H21.1.30 静岡県年齢別人口調査

静

岡

県

知

事

109169

H21.1.30 静岡県人口移動調査

静

岡

県

知

事

109170

H21.1.30 笠間市次世代育成支援に係るニーズ調査

笠

間

市

長

109171

H21.1.30 沼田市次世代育成支援に係るニーズ調査

沼

田

市

長

109172

H21.1.30 三浦市次世代育成支援に係るニーズ調査

三

浦

市

長

109173

H21.1.30 富士市次世代育成支援に関するニーズ調査

富

士

市

長

雲

宇都宮市（仮称）うつのみや子どもプラン策定に係るニーズ
宇
調査

諌早市次世代育成支援行動計画“いさはや子育て応援プラ
ン”“子育て”に関するアンケート調査
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江

仙
都

野

市
宮

湾

南
近

市

市
市

江

市

市

長
長

長
長
長
長

109174

H21.1.30 大田市次世代育成支援に係るニーズ調査

大

田

市

長

109175

H21.1.30 中間市次世代育成支援に関するニーズ調査

中

間

市

長

109176

H21.1.30 武雄市次世代育成支援に係るニーズ調査

武

雄

市

長

109177

H21.1.30 合志市次世代育成支援に係るニーズ調査

合

志

市

長

109178

H21.1.30 宇佐市次世代育成支援に係るニーズ調査

宇

佐

市

長

（２）

変

更

整理番号

受理年月日

統計調査の名称

届出者

209001

H21.1.14 急激な商業環境変化に伴う経営・購買動向調査

埼

玉

県

知

事

209002

H21.1.22 岩手県生産動態統計調査

岩

手

県

知

事

209003

H21.1.22 大阪市観光動向調査

大

209004

H21.1.23 福祉行政報告例

厚 生 労 働 大 臣

209005

H21.1.23 地域保健・健康増進事業報告

厚 生 労 働 大 臣

209006

H21.1.26 川越市労働基本調査

川

209007

H21.1.30 地方教育費調査

文 部 科 学 大 臣

（３）

中

整理番号
309001

阪

市

越

市

長

長

止
受理年月日

統計調査の名称

H21.1.30 患者調査

届出者
鳥
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取

県

知

事

２

指定統計調査の承認
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指定統計調査の承認
【調査名】 学校保健統計調査
【承認年月日】 平成２１年０１月０６日【指定番号】

１５

【実施機関】 文部科学省生涯学習政策局調査企画課
【目

的】 学校における児童、生徒及び幼児の発育及び健康状態を明らかにする。

【沿

革】 この統計は、学校における健康診断の結果の記録に基づいて作成される統計である
が、学校における健康診断の結果の記録は明治３０年に行われた「学生生徒身体検査
規程（明治３０年３月１５日文部省訓令第３号）
」に基づく体格測定に始まる。しか
し、この記録に基づいて統計が作成されたのは３年後の明治３３年に「学生生徒身体
検査規程（明治３３年３月２６日文部省令第４号）に基づいて行われた身体検査の結
果の記録を基に作成された「生徒児童身体検査統計」が最初であり、これが現在の学
校保健統計の始まりである。その後、この学生生徒身体検査規程は「学生生徒児童身
体検査規程（大正９年７月２７日文部省令第１６号）
」更に「学校身体検査規定（昭
和１２年１月２７日文部省令第２号）」へと改正されたが、統計はこの間も継続して
作成されている。戦時中は、身体検査も統計表の作成も十分徹底して行われなかった
ので、統計は昭和１４年の「学校身体検査」を最後に中断し、戦後昭和２２年まで作
成されなかった。昭和２３年に至り、学校身体検査統計を整備し、原資料は「学校身
体検査規程（昭和１９年５月１７日文部省令第３３号）」に基づく身体検査の記録に
よるが、統計の名称は学校衛生統計となり、統計法に基づく指定統計として再出発し
た。昭和３３年に至り、学校保健法（昭和３３年法律第５６号）が制定され、従来の
学校における身体検査は、以後この法律に基づく健康診断として行われることになっ
た。これに応じて、統計の名称も昭和３５年から学校保健統計と改められた。また、
調査対象の選定方法も昭和５２年度から、都道府県の負担軽減のため、従来の単純比
例抽出から各都道府県ごとに同数を抽出する確率比例抽出となった。平成７年度の調
査から、全ての調査票への押印を廃止した。★

平成１１年度の調査から、学校教育

法等の一部を改正する法律（平成１０年法律第１０１号）による中等教育学校の創設
に伴い、調査票の名称を改正した。
【調査の構成】 １−発育状態調査票（小学校） ２−発育状態調査票（中学校及び中等教育学
校の前期課程） ３−発育状態調査票（高等学校及び中等教育学校の後期課程）
４−発育状態調査票（幼稚園） ５−健康状態調査票（小学校） ６−健康状態
調査票（中学校及び中等教育学校の前期課程） ７−健康状態調査票（高等学校
及び中等教育学校の後期課程）

８−健康状態調査票（幼稚園）

【集計・公表】 （集計）中央集計／機械集計 （公表）インターネット及び「学校保健統計調
査報告書」にて公表（毎年３月） （表章）都道府県
※
【調査票名】 １−発育状態調査票（小学校）
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【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）国，公，私立の小学校 （抽出枠）
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数） （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）文部科学省→都道
府県→報告者（調査実施校の長）
【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年４月から６月
【調査事項】 １．身長，２．体重，３．座高
※
【調査票名】 ２−発育状態調査票（中学校及び中等教育学校の前期課程）
【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）国，公，私立の中学校，中等教育学校
（抽出枠）
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数） （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）文部科学省→都道
府県→報告者（調査実施校の長）
【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年４月から６月
【調査事項】 １．身長，２．体重，３．座高
※
【調査票名】 ３−発育状態調査票（高等学校及び中等教育学校の後期課程）
【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）国，公，私立の高等学校，中等教育学
校 （抽出枠）
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数） （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）文部科学省→都道
府県→報告者（調査実施校の長）
【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年４月から６月
【調査事項】 １．身長，２．体重，３．座高
※
【調査票名】 ４−発育状態調査票（幼稚園）
【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）国，公，私立の幼稚園 （抽出枠）
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数） （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）文部科学省→都道
府県→報告者（調査実施校の長）
【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年４月から６月
【調査事項】 １．身長，２．体重，３．座高
※
【調査票名】 ５−健康状態調査票（小学校）
【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）国，公，私立の小学校 （抽出枠）
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数） （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・
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オンライン （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）文部科学省→都道
府県→報告者（調査実施校の長）
【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年４月から６月
【調査事項】 １．栄養状態，２．脊柱・胸郭，３．裸眼視力，４．眼の疾病・異常，５．難
聴，６．耳鼻咽頭疾患，７．皮膚疾患，８．結核，９．結核に関する検診，１０．
心臓，１１．心電図異常，１２．蛋白検出，１３．尿糖検出，１４．寄生虫卵保
有，１５．その他の疾病・異常，１６．歯・口腔，１７．永久歯のう歯等数，１
８．相談員・スクールカウンセラーの配置状況
※
【調査票名】 ６−健康状態調査票（中学校及び中等教育学校の前期課程）
【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）国，公，私立の中学校，中等教育学校
（抽出枠）
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数） （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）文部科学省→都道
府県→報告者（調査実施校の長）
【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年４月から６月
【調査事項】 １．栄養状態，２．脊柱・胸郭，３．裸眼視力，４．眼の疾病・異常，５．難
聴，６．耳鼻咽頭疾患，７．皮膚疾患，８．結核，９．結核に関する検診，１０．
心臓，１１．心電図異常，１２．蛋白検出，１３．尿糖検出，１４．寄生虫卵保
有，１５．その他の疾病・異常，１６．歯・口腔，１７．永久歯のう歯等数，１
８．相談員・スクールカウンセラーの配置状況
※
【調査票名】 ７−健康状態調査票（高等学校及び中等教育学校の後期課程）
【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）国，公，私立の高等学校，中等教育学
校 （抽出枠）
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数） （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）文部科学省→都道
府県→報告者（調査実施校の長）
【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年４月から６月
【調査事項】 １．栄養状態，２．脊柱・胸郭，３．裸眼視力，４．眼の疾病・異常，５．難
聴，６．耳鼻咽頭疾患，７．皮膚疾患，８．結核，９．結核に関する検診，１０．
心臓，１１．心電図異常，１２．蛋白検出，１３．尿糖検出，１４．寄生虫卵保
有，１５．その他の疾病・異常，１６．歯・口腔，１７．永久歯のう歯等数，１
８．相談員・スクールカウンセラーの配置状況
※
【調査票名】 ８−健康状態調査票（幼稚園）
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【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）国，公，私立の幼稚園 （抽出枠）
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数） （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）文部科学省→都道
府県→報告者（調査実施校の長）
【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年４月から６月
【調査事項】 １．栄養状態，２．脊柱・胸郭，３．裸眼視力，４．眼の疾病・異常，５．難
聴，６．耳鼻咽頭疾患，７．皮膚疾患，８．結核，９．結核に関する検診，１０．
心臓，１１．心電図異常，１２．蛋白検出，１３．尿糖検出，１４．寄生虫卵保
有，１５．その他の疾病・異常，１６．歯・口腔，１７．永久歯のう歯等数
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【調査名】 学校基本調査
【承認年月日】 平成２１年０１月０８日【指定番号】

１３

【実施機関】 文部科学省生涯学習政策局調査企画課
【目

的】 学校教育行政に必要な学校に関する基本的事項を明らかにする。

【沿

革】 学校基本調査が指定統計として指定される以前の学校に関する統計資料は，国立の
学校については「文部省直轄各部年報諸表様式（昭和１８年８月３１日文部省訓令第
２２号）」
，公私立の大学，高専については「公立私立高等学校，公立私立大学，公立
私立専門学校年報諸表様式（昭和１８年８月３１日文部省令第７２号）」に基づき，
それぞれの学校から直接文部省に所定の様式で報告せしめ，文部省がこれを集計して
いたが，公私立の中学校以下の諸学校については「学事年報取調条項及び諸表様式（明
治４４年３月３１日文部省訓令第２号）
」により，都道府県知事に対し，その管下の
学校から所定の様式で報告せしめ，都道府県知事は，これに基づき統計表を作成して
文部省に提出し，文部省はこれを上の集計結果と共に，明治６年以降継続して刊行し
ている文部省年報に掲載，公表していた。しかし，学校制度の発展に伴い学校の内容
の複雑化と数の著しい増加とによって，上のような業務報告形式では正確迅速にこれ
をまとめることが困難になってきた。そこで，学制改革とも関連し，昭和２３年に調
査内容及び方法などを再検討し，これに抜本的改善を加え，新たに統計法に基づく指
定統計とし，その名称も「学校基本調査」という名称が付され，学校統計が新たに発
足した。★ 当初の学校基本調査は，大学並びに従前の規定による大学・専門学校，
高等学校及び教員養成所を除き学校教育法上の全学校を対象とし，調査の構成も学校
調査，経費及び資産調査（昭和２４年以降学校経費調査），学校施設調査，入学調査，
卒業者調査，教員・学生・生徒・児童異動調査及び学令児童及び学令生徒調査の７つ
の調査で構成され，別に附帯調査として卒業者調査に関連した「就職状況調査」を実
施していた。その後，調査対象，調査の構成，調査事項などの変更はあったが，基本
的にはこの当初の計画が踏襲されている。★

昭和４１年調査から附属図書館調査が

中止され昭和５４年調査では，初等中等教育関係の各調査票の集計が電算化され，こ
れに伴い調査票の様式が変更されるとともに学校施設調査票に各種学校調査票が新
設された。★ 昭和５５年調査から，国立養護教諭養成所の廃止に伴い「卒業後の状
況調査」以外の国立養護教諭養成所に係る調査票が廃止された。★ 平成６年調査か
ら，
「卒業後の状況調査票」
（大学，大学院，短期大学，高等専門学校）の調査項目の
「出身高校の所在県」及び「事業所の所在県」を削除し，大学院，高等専門学校（Ａ
票）と大学，短期大学（Ｂ票）に別れていた調査票の統合を行った。★
査から，全ての調査票への押印を廃止した。★

平成７年調

平成１１年調査から，学校教育法等

の一部を改正する法律（平成１０年法律第１０１号）による中等教育学校の創設に伴
い，
「学校調査票」
（中等教育学校）
，
「学校通信教育調査票」
（中等教育学校，全日制・
定時制）及び「卒業後の状況調査票」（中等教育学校通信制）の新設を行った。
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【調査の構成】

１−学校調査票

２−学校通信教育調査票

４−学校施設調査票 ５−学校経費調査票

３−不就学学齢児童生徒調査票

６−卒業後の状況調査票

【集計・公表】 （集計）中央集計／機械集計 （公表）インターネット及び「学校基本調査報
告書」にて公表（毎年３月）

（表章）都道府県，特別区及び指定都市

※
【調査票名】 １−学校調査票
【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）小学校，中学校，高等学校，中等教育
学校，大学，高等専門学校，特別支援学校，幼稚園，専修学校及び各種学校 （抽
出枠）
【調査方法】 （選定）全数 （客体数） （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）毎年５月１日現在 （系統）文部科学省→報
告者（大学，高等専門学校，国立の小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・
特別支援学校・幼稚園・専修学校・各種学校），文部科学省→都道府県（沖縄は
教委）→報告者（公・私立の高等学校（通信制の課程のみを置く高等学校を除く。
）
，
中等教育学校，都道府県立の小・中学校・特別支援学校・幼稚園・専修学校・各
種学校）
，文部科学省→都道府県（沖縄は教委）→市町村（沖縄は教委）→報告
者（市町村立・私立の小・中学校・特別支援学校・幼稚園・専修学校・各種学校）
【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年５月３１日（大学（短大を含む），高等専門
学校，国立大学の附属学校，国立の特別支援学校，専修学校，各種学校），６
月２５日（公・私立高等・中・小学校，特別支援学校，幼稚園，専修学校，各
種学校）
【調査事項】 １．学校の名称及び所在地，２．学校の特性に関する事項，３．学部，学科，
課程又は学級に関する事項，４．教員及び職員の数，５．児童，生徒，学生又は
幼児の在籍状況及び出席状況，６．児童，生徒，学生又は幼児の入学，卒業及び
転出入の状況
※
【調査票名】 ２−学校通信教育調査票
【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）通信教育課程を置く高等学校及び中等
教育学校 （抽出枠）
【調査方法】 （選定）全数 （客体数） （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）毎年５月１日現在 （系統）文部科学省→都
道府県（沖縄は教委）→報告者（通信制の課程を置く高等学校及び中等教育学校）
【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年６月２５日
【調査事項】 １．学校の名称及び所在地，２．学校の特性に関する事項，３．教員及び職員
の数，４．生徒の在籍状況，５．生徒の入学，卒業，退学及び単位修得の状況
※
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【調査票名】 ３−不就学学齢児童生徒調査票
【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）不就学の学齢児童及び学齢生
徒（報告者は，市町村教育委員会） （抽出枠）
【調査方法】 （選定）全数 （客体数） （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）毎年５月１日現在 （系統）文部科学省→都
道府県（沖縄は教委）→市町村（沖縄は教委）→報告者（市町村教育委員会）
【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年６月２５日
【調査事項】 １．教育委員会の名称及び所在地，２．学齢児童生徒の就学の免除及び猶予の
状況，３．居所不明の学齢児童生徒の数，４．死亡した学齢児童生徒の数
※
【調査票名】 ４−学校施設調査票
【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）私立の小学校，中学校，高等学校，中
等教育学校，特別支援学校，幼稚園，専修学校及び各種学校，公立の専修学校及
び各種学校，大学，高等専門学校，国立大学法人法（平成１５年７月１６日法律
第１１２号）に定める国立大学に附属させて設置した学校（国立大学附属）及び
特別支援学校 （抽出枠）
【調査方法】 （選定）全数 （客体数） （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）毎年５月１日現在 （系統）文部科学省→報
告者（国立の大学・高等専門学校・特別支援学校（大学（学部）の附属学校を除
く。
），地方公共団体，教育委員会，公立大学法人，私立学校の設置者（大学・高
等専門学校に係るもの。）
）
，文部科学省→都道府県（沖縄は教委）→報告者（都
道府県立の専修学校・各種学校，私立の高等学校及び中等教育学校の設置者（大
学・高等専門学校に係るものを除く。
），文部科学省→都道府県（沖縄は教委）→
市町村（沖縄は教委）→報告者（市町村立の専修学校・各種学校，私立の小学校，
中学校，特別支援学校，幼稚園，専修学校及び各種学校の設置者（大学・高等専
門学校に係るもの，高等学校及び中等教育学校の設置者を除く。）
【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年６月２５日（公立の専修学校，私立の高等学
校・中等教育学校・中・小学校・幼稚園・特別支援学校，専修学校，各種学校）
７月３１日（大学（短大を含む），高等専門学校，国立大学の附属高等・中・
小学校・幼稚園・特別支援学校，国立の特別支援学校・専修学校・各種学校）
【調査事項】 １．学校の名称，種別及び所在地，２．学校の特性に関する事項，３．土地又
は建物の用途別，構造別等の面積，４．土地又は建物の増減の状況
※
【調査票名】 ５−学校経費調査票
【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）大学（私立を除く。
），高等専門学校（国
立高等専門学校機構の設置する学校に限る。
），国立大学附属の学校及び特別支援
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学校 （抽出枠）
【調査方法】 （選定）全数 （客体数） （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）前会計年度間 （系統）文部科学省→報告者
（国立の大学・高等専門学校・特別支援学校（大学（学部）の附属学校を除く。
）
，
地方公共団体，放送大学学園）
【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年７月３１日
【調査事項】 １．学校の名称，種別及び所在地，２．学校の特性に関する事項，３．経費に
関する事項，４．収入に関する事項
※
【調査票名】 ６−卒業後の状況調査票
【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）中学校，高等学校，中等教育学校並び
に特別支援学校及び特別支援学校の中等部・高等部の卒業者，大学及び高等専門
学校の卒業者 （抽出枠）
【調査方法】 （選定）全数 （客体数） （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）毎年５月１日現在 （系統）文部科学省→報
告者（大学（短大を含む）
・高等専門学校，国立の高等学校・中等教育学校・中
学校・特別支援学校）
，文部科学省→都道府県（沖縄は教委）→報告者（公・私
立の高等学校・中等教育学校，都道府県立の中学校・特別支援学校），文部科学
省→都道府県（沖縄は教委）→市町村（沖縄は教委）→報告者（市町村立・私立
の中学校・特別支援学校）
【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年５月３１日（大学（短大を含む）・高専，国
立大学の附属高等学校・中等教育学校・中学校・特別支援学校），６月２５日
（公・私立高等学校・中等教育学校・中学校・特別支援学校）
【調査事項】 １．学校の名称，種別及び所在地，２．学校の特性に関する事項，３．卒業者
の卒業時における所属に関する事項，４．卒業者の進学，就職等の状況
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【調査名】 造船造機統計調査
【承認年月日】 平成２１年０１月１４日【指定番号】

２９

【実施機関】 国土交通省総合政策局情報政策本部交通調査統計課
【目

的】 造船及び造機の実態を明らかにする。

【沿

革】 造船に関する統計は，明治２９年造船規程が制定されてから各造船所から起工，進
水及び竣工に関する報告を徴して作成されてきたのであるが，昭和２５年４月から生
産統計の一環として造船及び船舶用機関並びに船舶用品の生産状況を把握するため，
統計法に基づく指定統計として実施することになり現在に至っている。

【調査の構成】 １−造船調査票 ２−造機調査票
【集計・公表】 （集計）中央集計／機械集計 （公表）
「造船統計月報」
（調査月の翌々月末）、
「造機統計四半期報」（調査四半期の翌々月末）に公表

（表章）全国

※
【調査票名】 １−造船調査票
【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）鋼製船舶又は，鋼製の船舶以外の船
舶で総トン数２０トン以上若しくは長さ１５メートル以上のものの製造設備又
は入きょ設備若しくは上架設備を有する工場

（抽出枠）

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）９３０ （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）毎月末現在 （系統）国土交通省→地方
運輸局・沖縄総合事務局→報告者
【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月
【調査事項】 １．工場の名称及び所在地，２．製造船舶，３．修繕船舶
※
【調査票名】 ２−造機調査票
【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）船舶用機械等の製造又は修繕に常時
１０人以上の従業員を使用している工場 （抽出枠）
【調査方法】 （選定）全数 （客体数）６３４ （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）毎四半期末現在 （系統）国土交通省→
地方運輸局→報告者
【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）毎月
【調査事項】 １．工場の名称及び所在地，２．舶用機関等の製造高，四半期末在庫高及び修
繕高並びに部品製造高
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【調査名】 鉄道車両等生産動態統計調査
【承認年月日】 平成２１年０１月１４日【指定番号】

７１

【実施機関】 国土交通省総合政策局情報政策本部交通調査統計課
【目

的】 鉄道車両及び同部品製造業，鉄道信号保安装置並びに索道搬器運行装置製造業の生
産動態統計調査を施行し，もって当該事業の生産の動態を明らかにすること。

【沿

革】 従来，鉄道車両生産については，日本鉄道車両工業協会が傘下鉄道車両製造業から
受注生産工程，電力使用，労働者等の報告を徴して，統計資料を作成していた。
しかし昭和２９年４月から運輸省において，生産動態統計の一環をなす指定統計
として鉄道車両のほか，鉄道車両部品及び鉄道信号保安装置を追加して，新たに
実施することとなったが，その後昭和３９年４月から，索道搬器運行装置を追加
し，現在にいたっている。

【調査の構成】 １−鉄道車両生産（新造）月別統計調査（第１号様式） ２−鉄道車両部品及
び鉄道信号保安装置生産月別統計調査（第３号様式） ３−索道搬器運行装置生
産月別統計調査（第４号様式） ４−鉄道車両生産（改造・修理）統計調査調査
票（第２号様式）
【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計

（公表）月報（調査月の翌々月末日），四半期

報（調査四半期の翌々月末日）、年報（調査年度の翌年度末日） （表章）全国
※
【調査票名】 １−鉄道車両生産（新造）月別統計調査（第１号様式）
【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）全国の鉄道車両（新造），鉄道車両
（改造・修理）、鉄道車両部品、鉄道信号保安装置及び索道搬器運行装置の製造
を行う事業所。（次に掲げる事業所を除く）１．自己の使用に供するためにのみ
鉄道車両の改造又は修理のみを行う事業所。２．自己の使用に供するためにのみ
鉄道車両部品，鉄道信号保安装置又は索道搬器運行装置の製造のみを行う事業
所）であって，これらの製造に常時１０人以上の従業員を使用するものについて
行う。 （抽出枠）
【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１１ （配布）郵送 （取集）郵送・オンライン （記
入）自計 （把握時）毎月末現在 （系統）国土交通省→報告者
【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）３１日
【調査事項】 １．索引番号，２．需要先，３．月間受注両数及び金額，４．月間生産両数及
び金額，５．月末手持両数及び金額
※
【調査票名】 ２−鉄道車両部品及び鉄道信号保安装置生産月別統計調査（第３号様式）
【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）全国の鉄道車両（新造），鉄道車両
（改造・修理）、鉄道車両部品、鉄道信号保安装置及び索道搬器運行装置の製造
を行う事業所。（次に掲げる事業所を除く）１．自己の使用に供するためにのみ
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鉄道車両の改造又は修理のみを行う事業所。２．自己の使用に供するためにのみ
鉄道車両部品，鉄道信号保安装置又は索道搬器運行装置の製造のみを行う事業
所）であって，これらの製造に常時１０人以上の従業員を使用するものについて
行う。 （抽出枠）
【調査方法】 （選定）全数 （客体数）７１ （配布）郵送 （取集）郵送・オンライン （記
入）自計 （把握時） （系統）国土交通省→（地方運輸局）→報告者
【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）３１日
【調査事項】 １．索引番号，２．期間生産数量及び金額，３．納入先、４．月間出荷数量及
び金額，５．月末在庫数量及び金額
※
【調査票名】 ３−索道搬器運行装置生産月別統計調査（第４号様式）
【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）全国の鉄道車両（新造），鉄道車両
（改造・修理）、鉄道車両部品、鉄道信号保安装置及び索道搬器運行装置の製造
を行う事業所。（次に掲げる事業所を除く）１．自己の使用に供するためにのみ
鉄道車両の改造又は修理のみを行う事業所。２．自己の使用に供するためにのみ
鉄道車両部品，鉄道信号保安装置又は索道搬器運行装置の製造のみを行う事業
所）であって，これらの製造に常時１０人以上の従業員を使用するものについて
行う。 （抽出枠）
【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３ （配布）郵送 （取集）郵送・オンライン （記
入）自計 （把握時） （系統）国土交通省→報告者
【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月末
【調査事項】 １．索引番号，２．期間受注数量及び金額，３．期間生産数量及び金額，４．
期間生産数量及び金額，５．期末手持数量及び金額
※
【調査票名】 ４−鉄道車両生産（改造・修理）統計調査調査票（第２号様式）
【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）全国の鉄道車両（新造），鉄道車両
（改造・修理）、鉄道車両部品、鉄道信号保安装置及び索道搬器運行装置の製造
を行う事業所。（次に掲げる事業所を除く）１．自己の使用に供するためにのみ
鉄道車両の改造又は修理のみを行う事業所。２．自己の使用に供するためにのみ
鉄道車両部品，鉄道信号保安装置又は索道搬器運行装置の製造のみを行う事業
所）であって，これらの製造に常時１０人以上の従業員を使用するものについて
行う。 （抽出枠）
【調査方法】 （選定）全数 （客体数）９ （配布）郵送 （取集）郵送・オンライン （記
入）自計 （把握時）毎四半期末現在 （系統）国土交通省→報告者
【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）３１日
【調査事項】 １．生産形式、２．牽引番号、３．需要先、４．機関受注両数及び金額、５．
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期間生産両数及び金額、６．期末手持両数及び金額
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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】 繊維流通統計調査
【実施機関】 経済産業省製造産業局繊維課
【目

的】 繊維原料の流通の実態を明らかにし，繊維原料に関する施策の基礎資料を得る。

【沿

革】 本調査は，昭和２３年１１月以降，繊維流通統計調査（指定統計第１９号を作成す
るための調査）として実施されてきた。調査開始当初は，主に戦後の経済統制下にお
ける物資の割当て，配給監査のための基礎資料として利用されてきたが，その後，経
済分析，個別産業の需給調整のための基礎資料へと利用目的が変化してきた。平成１
４年１月調査以降，承認統計調査として実施することとなり，現在に至っている。

【調査の構成】 １−繊維原料月報 ２−糸月報 ３−織物月報
【集計・公表】 （集計）中央集計／民間委託／機械集計

（公表）「繊維・生活用品月報」及

び経済産業省のホームページ（調査の翌々月２５日） （表章）全国
【経費】 ６，９６０千円
※
【調査票名】 １−繊維原料月報
【調査票承認期間開始日】 平成２１年０１月０７日
【調査票承認期間終了日】 平成２２年０２月２５日
【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５９４ 調査票番号（旧）０２５９２１
【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）繊維原料（綿花，羊毛，麻類，コット
ンリンターパルプ，溶解パルプ，ビスコーススフ，合成繊維短繊維）を取り扱う
卸売業者のうち，従業員１０人以上の事業所を有する企業。 （抽出枠）商業統
計調査名簿
【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４９０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自
計 （把握時）翌月１８日 （系統）経済産業省→民間調査機関→報告者
【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）翌月１８日
【調査事項】 １．各調査品目ごとの受入，２．各調査品目ごとの引渡，３．各調査品目ごと
の月末在庫
※
【調査票名】 ２−糸月報
【調査票承認期間開始日】 平成２１年０１月０７日
【調査票承認期間終了日】 平成２２年０２月２５日
【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５９５ 調査票番号（旧）０２５９２２
【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）糸（綿糸，毛糸，絹糸・絹紡糸，麻糸，
人絹糸，ビスコーススフ糸，アセテート長繊維，合成繊維糸）を取り扱う卸売業
者のうち，従業員１０人以上の事業所を有する企業。 （抽出枠）商業統計調査
名簿
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【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２８０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自
計 （把握時）翌月１８日 （系統）経済産業省→民間調査機関→報告者
【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）翌月１８日
【調査事項】 １．各調査品目ごとの受入，２．各調査品目ごとの引渡（需要者渡（輸出，小
売商渡を含む），その他），３．各調査品目ごとの月末在庫
※
【調査票名】 ３−織物月報
【調査票承認期間開始日】 平成２１年０１月０７日
【調査票承認期間終了日】 平成２２年０２月２５日
【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５９６ 調査票番号（旧）０２５９２３
【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）繊物（綿織物，毛織物，絹織物，麻織
物，ビスコース人絹織物，ビスコーススフ織物，アセテート織物，合成繊維織物，
毛布，タオル）を取り扱う卸売業者のうち，従業員１０人以上の事業所を有する
企業。 （抽出枠）商業統計調査名簿
【調査方法】 （選定）全数 （客体数）９１０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自
計 （把握時）翌月１８日 （系統）経済産業省→民間調査機関→報告者
【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）翌月１８日
【調査事項】 １．各調査品目ごとの受入，２．各調査品目ごとの引渡（需要者渡（輸出，小
売商渡を含む），その他），３．各調査品目ごとの月末在庫
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【調査名】 航空輸送統計調査
【実施機関】 国土交通省総合政策局情報制作本部情報安全・調査課交通統計室
【目

的】 我が国の航空運送事業及び航空機使用事業の実態を明らかにするとともに航空行政
の基礎資料を得る。

【調査の構成】 １−航空機稼働時間等調査票 ２−国内定期航空運送事業輸送実績調査票 ３
−国際航空運送事業輸送実績調査票
【集計・公表】 （集計）中央集計／機械集計 （公表）
「航空輸送統計年報」
（調査年の翌年６
月末日），
「航空輸送統計速報」（調査月後２ヶ月以内）

（表章）全国

【経費】 ２，１５５千円
※
【調査票名】 １−航空機稼働時間等調査票
【調査票承認期間開始日】 平成２１年０１月０７日
【調査票承認期間終了日】 平成２３年０１月３１日
【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５９７ 調査票番号（旧）０２６６９８
【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業者 （属性）本邦航空運送事業者（航空法第１０
０条に基づき国土交通大臣の許可を受けた者）及び航空機使用事業者（航空法第
１２３条に基づき国土交通大臣の許可を受けた者） （抽出枠）航空法第１００
条及び第１２３条に基づく許可名簿
【調査方法】 （選定）全数 （客体数）８９ （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）国土交通省→報告
者
【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査月の翌月末日
【調査事項】 １．使用事業稼働時間，２．国内航空運送事業稼働時間，３．燃料消費量
※
【調査票名】 ２−国内定期航空運送事業輸送実績調査票
【調査票承認期間開始日】 平成２１年０１月０７日
【調査票承認期間終了日】 平成２３年０１月３１日
【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５９８ 調査票番号（旧）０２６６９９
【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）本邦航空運送事業者のうち国内定期
航空運送事業を行う者 （抽出枠）航空法第１００条に基づく許可名簿
【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２７ （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）国土交通省→報告
者
【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査月の翌月末日
【調査事項】 路線別・区間別（発着空港別）１．区間距離，２．運航回数，３．運航時間，
４．旅客数，５．座席数，６．貨物重量，７．超過手荷物重量，８．郵便物重量，
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９．利用可能重量
※
【調査票名】 ３−国際航空運送事業輸送実績調査票
【調査票承認期間開始日】 平成２１年０１月０７日
【調査票承認期間終了日】 平成２３年０１月３１日
【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５９９ 調査票番号（旧）０２６７００
【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）本邦航空運送事業者のうち国際航空運
送事業を行う者 （抽出枠）
【調査方法】 （選定）全数 （客体数）８ （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）国土交通省→報告者
【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査月の翌月末日
【調査事項】 方面別１．運航回数、２．運航キロメートル，３．運航時間，４．旅客（１）
旅客数、
（２）旅客人キロメートル，５．座席（１）座席数，
（２）座席キロメー
トル、６．座席利用率，７．輸送重量（１）超過手荷物、
（２）貨物、
（３）郵便
物，８．トンキロメートル（１）旅客、
（２）超過手荷物、（３）貨物、（４）郵
便物等，９．利用可能トンキロメートル，１０．重量利用率
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【調査名】 国内におけるＨＡＣＣＰ手法等の導入状況に係る調査
【実施機関】 厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課
【目

的】 我が国における高度衛生管理手法の義務化を検討する上で基礎となる資料であり，
当該調査結果を踏まえ，検討会を別途開催し，義務化の必要性や義務化に至るまでの
期間等を検討することとしている。

【調査の構成】 １−国内におけるＨＡＣＣＰ手法等の導入状況に係る調査票
【集計・公表】 （集計）中央集計／民間委託／機械集計 （公表）
「調査結果概況」
（集計後速
やかに公表） （表章）全国
【経費】 ２０，０００千円
※
【調査票名】 １−国内におけるＨＡＣＣＰ手法等の導入状況に係る調査票
【調査票承認期間開始日】 平成２１年０１月１３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）０２７６００ 調査票番号（旧）
【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）事業所・企業データベースの食品製
造・加工業者等 （抽出枠）事業所・企業データベースの名簿
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／１４０，０００ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成１９年度中及び平成２０年１２月
１日現在 （系統）厚生労働省→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０２日〜１３日
【調査事項】 １．ＨＡＣＣＰ手法の導入状況，２．トレーサビリティシステムの導入状況，
３．食品衛生法第３条第２項の規定に基づく食品等事業者の記録の作成及び保存
の実施状況等
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【調査名】 宗教法人が行う事業に関する調査
【実施機関】 文化庁文化部宗務課
【目

的】 宗教法人が本来の宗教活動に加えてどのような事業を行っているか実態を把握する
とともに，宗教法人を取り巻く様々な問題や所轄庁に対する見解を伺う意見調査を併
せて実施することにより，今後の宗教法人制度の適切な運営の在り方や宗務行政の円
滑な推進について検討を行うための基礎資料を得る。

【沿

革】 本調査は，昭和４３年に文化庁が創設された際に第１回目を実施し，昭和６３年に
第２回目の調査を実施している。今回（平成２０年）の調査は，前回調査から２０年
が経過していること及び宗教法人法の改正（平成７年）からも１０年余りが経過して
いることから，３回目の調査として実施する。

【調査の構成】 １−宗教法人の行う事業調査質問票 ２−意見調査アンケート票
【集計・公表】 （集計）中央集計／機械集計 （公表）「調査結果報告書」（平成２２年３月）
（表章）全国
【経費】 ６，３０３千円
※
【調査票名】 １−宗教法人の行う事業調査質問票
【調査票承認期間開始日】 平成２１年０１月２０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）０２７６０１ 調査票番号（旧）１６６９６
【調査対象】 （地域）全国 （単位）宗教法人 （属性）単位宗教法人（２３６００法人／
１８２０００法人）
，包括宗教法人（４００法人） （抽出枠）
【調査方法】 （選定）全数及び無作為抽出 （客体数）２３，６００／１８２０００ ４０
０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系
統）文部科学省→単位宗教法人，文部科学省→包括宗教法人，文部科学省→東京
都２３区と青森県の単位宗教法人
【周期・期日】 （周期）不定期 （実施期日）平成２１年０２月２７日
【調査事項】 １．宗教法人の概要（宗教の系統，創設時期，所在地，信者数），２．宗教活
動以外の事業の実施状況（実施する業種，業種数，事業開始時期）
，３．事業の
実施状況（動機，事業に供する土地の所有形態・面積，事業に供する建物の所有
形態・総床面積，事業の十業者と宗教法人との関係・従業者数（うち有給者数）
）
，
４．財務の状況（事業に係る歳入合計・歳出合計，事業収益の繰入先・繰入額，
事業に補填している場合その繰入元・補填額，事業に課税されている場合その税
の種類，事業の管理運営及び会計方法）
，５．事業の実施根拠，６．宗教法人法
第２５条の「事業に関する書類」の備付け状況
※
【調査票名】 ２−意見調査アンケート票
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【調査票承認期間開始日】 平成２１年０１月２０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）０２７６０２ 調査票番号（旧）０１６６９７
【調査対象】 （地域）全国 （単位）宗教法人 （属性）単位宗教法人 （抽出枠）
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１８，０００／１８２，０００ （配布）郵
送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）文部科学省
→単位宗教法人
【周期・期日】 （周期）不定期 （実施期日）平成２１年０２月２７日
【調査事項】 １．宗教法人の概要（宗教の系統，所在地，信者数），２．宗教法人の一般会
計の収入合計，３．宗教法人の主たる収入源・支出先，４．財務諸表の作成状況，
５．宗教法人法に規定する書類・帳簿の備付け状況，６．宗教法人の会計報告の
状況等
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【調査名】 機械受注統計調査
【実施機関】 内閣府経済社会総合研究所景気統計部
【目

的】 機械製造業者の受注した設備用機械類について毎月の実績を調査し，設備投資状況
の先行きを予測し，景気動向を把握するための基礎資料を得る。

【調査の構成】 １−機械受注実績調査票

２−機械受注実績内容調査票 ３−機械受注見通し

調査票
【集計・公表】 （集計）中央集計／機械集計

（公表）「機械受注統計調査報告（実績）」（調

査期間の翌々月上旬） （表章）全国
【経費】 ３，８０１千円
※
【調査票名】 １−機械受注実績調査票
【調査票承認期間開始日】 平成２１年０１月２０日
【調査票承認期間終了日】 平成２３年０４月３０日
【調査票番号】 調査票番号（新）０２７６０３ 調査票番号（旧）０２６７７５
【調査対象】 （地域）東京都ほか３０府県 （単位）企業 （属性）内閣総理大臣が指定し
た主要機械等製造業者（有意に選定した機械メーカー及び鉄構物等メーカー）
（な
お，設備用機械類について，その販売額が，生産額全体（経済産業省生産動態統
計調査等による生産額）の８０％以上となるように設計している。
） （抽出枠）
【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）３０８

（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）月間 （系統）内閣府経済社会総
合研究所景気統計部→報告者
【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査月の翌月１５日
【調査事項】 １．需用者別受注額，２．販売額，３．受注残高（各月末残高）
※
【調査票名】 ２−機械受注実績内容調査票
【調査票承認期間開始日】 平成２１年０１月２０日
【調査票承認期間終了日】 平成２３年０４月３０日
【調査票番号】 調査票番号（新）０２７６０４ 調査票番号（旧）０２６７７６
【調査対象】 （地域）東京都ほか３０府県 （単位）企業 （属性）内閣総理大臣が指定し
た主要機械等製造業者。（有意に選定した機械メーカーのうち，複数の設備を受
注している企業又は受注額の大きい企業。） （抽出枠）
【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１５８

（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）月間 （系統）内閣府経済社会総
合研究所景気統計部→報告者
【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査月の翌月１５日
【調査事項】 １．製品名，２．機種分類，３．需要者事業所名，４．需要者分類，５．受注
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額，６．受注数量，７．予定納期
※
【調査票名】 ３−機械受注見通し調査票
【調査票承認期間開始日】 平成２１年０１月２０日
【調査票承認期間終了日】 平成２３年０４月３０日
【調査票番号】 調査票番号（新）０２７６０５ 調査票番号（旧）０２６７７７
【調査対象】 （地域）東京都ほか３０府県 （単位）企業 （属性）内閣総理大臣が指定し
た主要機械等製造業者。（有意に選定した機械メーカー。）
（なお，設備用機械類
について，その販売額が，生産額全体（経済産業省生産動態統計調査等による生
産額）の８０％以上となるように設計している。） （抽出枠）
【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２７８

（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）四半期間 （系統）内閣府経済社
会総合研究所景気統計部→報告者
【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）四半期末月の３０日
【調査事項】 １．当期の主要需要者別実績見込み額，２．翌期の主要需用者別見通し額
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【調査名】 非鉄金属等需給動態統計調査
【実施機関】 資源エネルギー庁資源・燃料部鉱物資源課
【目

的】 非鉄金属等の需給の実態を明らかにすることにより，我が国における非鉄金属等の
安定的かつ効率的な供給の確保を図るため及び鉱物資源に関する政策の基礎資料を
得る。

【沿

革】 本調査は、昭和２７年４月以降、非鉄金属等需給動態統計調査（指定統計第４９号
を作成するための調査）として実施してきた。調査開始当初は、主に戦後の経済統制
下における物質の割当て、配給監査のための基礎資料として利用されてきたが、その
後、経済分析、個別産業の需給調整のための基礎資料へと利用目的が変化してきた。
このため、本調査は、諮問第２７６号の答申「石油製品需給動態統計調査等需給・流
通統計調査の改正について」（平成１３年１０月１２日統計審議会答申）を受けて、
平成１４年１月調査以降、承認統計調査として実施することとなり、現在に至ってい
る。

【調査の構成】 １−非鉄金属等需給月報（生産業者用） ２−非鉄金属等需給月報（販売業者
用） ３−非鉄金属等需給月報（消費者用）
【集計・公表】 （集計）中央集計／機械集計 （公表）
「鉄鋼・非鉄金属・金属製品統計月報」
及びホームページにより公表（翌々月２５日） （表章）全国
【経費】 ６，５３７千円
※
【調査票名】 １−非鉄金属等需給月報（生産業者用）
【調査票承認期間開始日】 平成２１年０１月２３日
【調査票承認期間終了日】 平成２２年０２月２５日
【調査票番号】 調査票番号（新）０２７６０６ 調査票番号（旧）０２６７３４
【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所及び企業 （属性）非鉄金属等の掘採，選鉱又
は，製錬（再生を除く。）を行う事業所者又は企業 （抽出枠）工業統計調査準
備調査名簿
【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２２ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・
オンライン・ファクシミリ （記入）自計 （把握時）毎月末日 （系統）経済
産業省→委託事業者→報告者（発送）、報告者→経済産業省→委託事業者（回収）
【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）翌月１２日
【調査事項】 １．各調査品目ごとの受入，２．各調査品目ごとの消費，３．各調査品目ごと
の出荷，４．各調査品目ごとの月末在庫，５．各調査品目ごとの用途別国内販売
内訳
※
【調査票名】 ２−非鉄金属等需給月報（販売業者用）
【調査票承認期間開始日】 平成２１年０１月２３日
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【調査票承認期間終了日】 平成２２年０２月２５日
【調査票番号】 調査票番号（新）０２７６０７ 調査票番号（旧）０２６７３５
【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所及び企業 （属性）非鉄金属等を他から購入（輸
入を含む。）し，その販売を業とする事業所又は企業 （抽出枠）業界情報
【調査方法】 （選定）全数 （客体数）８３ （配布）郵送・オンライン （取集）調査員・
オンライン・ファクシミリ （記入）自計 （把握時）毎月末日 （系統）経済
産業省→委託事業者→報告者（発送）、報告者→経済産業省→委託事業者（回収）
【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）翌月１２日
【調査事項】 １．各調査品目ごとの受入，２．各調査品目ごとの出荷，３．各調査品目ごと
の月末在庫
※
【調査票名】 ３−非鉄金属等需給月報（消費者用）
【調査票承認期間開始日】 平成２１年０１月２３日
【調査票承認期間終了日】 平成２２年０２月２５日
【調査票番号】 調査票番号（新）０２７６０８ 調査票番号（旧）０２６７３６
【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所及び企業 （属性）非鉄金属等を消費している
事業所又は企業 （抽出枠）業界団体名簿、業界情報
【調査方法】 （選定）全数 （客体数）６９４ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・
オンライン・ファクシミリ （記入）自計 （把握時）毎月末日 （系統）経済
産業省→委託事業者→報告者（発送）、報告者→経済産業省→委託事業者（回収）
【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）翌月１２日
【調査事項】 １．各調査品目の自家発生・自家生産，２．各調査品目の受入，３．各調査品
目の消費，４．各調査品目の出荷，５．各調査品目の月末在庫，６．各調査品目
の用途別消費内訳
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【調査名】

貸切バス事業の経営の安定と安全確保を推進するためのアンケート

調査
【実施機関】 総務省行政評価局総務課地方業務室
【目

的】 総務省が実施している「貸切バスの安全確保対策に関する行政評価・監視」の一環
として、貸切バスにおける安全確保対策を推進するため、貸切バス事業者から現在取
り組まれている各種方策の現状、課題等について意見を伺い、今後の見通し・改善に
資することを目的として実施するものである。

【調査の構成】 １−貸切バス事業者調査票

２−貸切バス運転手調査票

【集計・公表】 （集計）中央集計／民間委託／機械集計

（公表）「貸切バスの安全確保対策

に関する行政評価・監視結果報告」に併せて公表 （表章）全国
※
【調査票名】 １−貸切バス事業者調査票
【調査票承認期間開始日】 平成２１年０１月２７日
【調査票承認期間終了日】 平成２１年０６月３０日
【調査票番号】 調査票番号（新）０２７６０９ 調査票番号（旧）
【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）一般貸切旅客自動車運送事業の許可
を受けている事業者（平成２０年１０月９日現在）（ただし、当局が実地調査を
行った事業者は、本アンケート調査の対象から除外することとする） （抽出枠）
国土交通省から入手した一般貸切旅客自動車運送事業者の名簿（平成２０年１０
月９日現在）
【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４，３００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）
自計 （把握時）平成２１年２月１日現在 （系統）総務省行政評価局→業者→
報告者→業者→総務省行政評価局
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０１日〜平成２１年０３
月３１日
【調査事項】 １．フェイス事項（１）貸切バス事業の許可日、
（２）保有車両数、
（３）従業
員数、（４）資本金、
（５）貸切バス事業以外に実施している事業の内容、
（６）
ツアーバスの運行状況、
（７）バス協会の加入状況、
（８）前期（２００７年）の
貸切バス事業の売上高等、
（９）前期（２００７年）の貸切バス事業の経常収支
状況、２．貸切バス事業の運送契約の締結状況（１）前期（２００７年）の貸切
バス事業における取引の状況、届出運賃の設定方法等、特定の契約先との取引状
況等、
（２）現行の運賃・料金が労務管理・運行管理に与える影響・支障、（３）
運送契約の決定方法、運送契約の締結における貸切バス事業者の意見・要望の反
映状況、
（４）貸切バスの運送契約について自治体や学校関係が行う入札の落札
価格、（５）契約内容について契約先から要求された内容等、
（６）運賃・料金、
運送契約の内容が下人となって起きた事故や違反の発生状況等
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※
【調査票名】 ２−貸切バス運転手調査票
【調査票承認期間開始日】 平成２１年０１月２７日
【調査票承認期間終了日】 平成２１年０６月３０日
【調査票番号】 調査票番号（新）０２７６１０ 調査票番号（旧）０２７６１０
【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）一般理貸切旅客自動車運送事業の許可
を受けている事業者のバス運転手 （抽出枠）都内、大阪府及び京都府における
大規模な貸切バスの停車場において、所在する運転手のうち、調査に応じた５０
０名を選定する
【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）５００ （配布）調査員 （取集）郵送・調査
員 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）総務省行政評価局→報告者
→総務省行政評価局
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０１日〜平成２１年０３
月３１日
【調査事項】 １．フェイス事項（１）性別、年齢、勤務形態、貸切バスの運転経験年数、２．
勤務状況（１）１日の平均拘束時間・平均休息期間・平均運転時間、３．「バス
運転者の労働時間等の改善のための基準」等に関する意見・要望、４．運転状況
（運転中における睡魔を感じた経験の有無等）
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【調査名】 バイオ産業創造基礎調査
【実施機関】 経済産業省製造産業局生物化学産業課
【目

的】 バイオテクノロジー産業の市場規模を把握することにより，今後のバイオテクノロ
ジー産業の振興に係る基礎資料を得る。

【沿

革】 平成１２年度から毎年実施。文部科学省，厚生労働省，農林水産省との協力のもと
経済産業省が調査を実施している。平成１６年度調査から，ベンチャー企業も調査対
象とする。

【調査の構成】 １−バイオ産業創造基礎調査票
【集計・公表】 （集計）中央集計／民間委託／機械集計

（公表）「バイオ産業創造基礎調査

報告書」（平成２１年３月３１日） （表章）全国
【経費】 ６，０００千円
※
【調査票名】 １−バイオ産業創造基礎調査票
【調査票承認期間開始日】 平成２１年０１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）０２７６１１ 調査票番号（旧）０２７０６４
【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）バイオテクノロジーの知見を利用した
製品の製造及びサービスの提供を行う企業 （抽出枠）平成１１年度通商産業省
企業活動基本調査名簿，
（財）バイオインダストリー協会会員名簿，
（社）バイオ
産業情報化コンソーシアム会員名簿，（財）バイオインダストリー協会が独自調
査で把握しているバイオベンチャー及びバイオ中小企業名簿，
（社）農林水産先
端技術産業振興センター会員等より選定，経済産業省バイオ関連プロジェクト参
加企業，バイオ関連展示会出展企業等に基づき選定
【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２，３００

（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）調査日現在 （系統）経済産業省
→民間調査機関→報告者
【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２１年０２月２７日
【調査事項】 １．企業の概要，（１）名称，所在地，記入者，電話番号，ＦＡＸ番号，（２）
資本金額，
（３）常時従業者数，
（４）業種分類，２．バイオテクノロジー関連製
品等の国内生産年間出荷額等，（１）製品分野別の国内生産年間出荷額

- 42 -

【調査名】 学術情報基盤実態調査
【実施機関】 文部科学省研究振興局情報課
【目

的】 大学における学術情報基盤の実情を具体的に把握し，将来における関係諸施策推進
に関する基礎資料とする。

【沿

革】 昭和４１年より大学図書館実態調査として毎年実施されていた。平成１７年調査か
ら，従来の大学図書館実態調査を中央図書館記入用と分館及び部局図書館・室記入用
に分割し，コンピュータ及びネットワーク編調査票を追加したことにより，現行名称
に変更している。

【調査の構成】 １−大学図書館編調査票（中央図書館記入用） ２−大学図書館編調査票（分
館及び部局図書館・室記入用） ３−コンピュータ及びネットワーク編調査票
【集計・公表】 （集計）中央集計／機械集計 （公表）
「学術情報基盤実態調査結果報告」
（毎
年１月） （表章）全国
【経費】 ２６３千円
※
【調査票名】 １−大学図書館編調査票（中央図書館記入用）
【調査票承認期間開始日】 平成２１年０１月２８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）０２７６１２ 調査票番号（旧）０２６９７５
【調査対象】 （地域）全国 （単位）図書館 （属性）国公私立の大学 （抽出枠）全国大
学一覧
【調査方法】 （選定）全数 （客体数）７３４ （配布）オンライン （取集）オンライン
（記入）自計 （把握時）平成１９年度，平成２０年３月３１日及び平成２０年
５月１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
【調査事項】 １．図書館・室の職員数，２．施設（用途別面積，閲覧座席数，書架収容力），
３．蔵書数，４．図書・雑誌受入数，５．視聴覚資料・機器数，６．サービス状
況，７．経費（図書館資料費の内訳，図書館・室運営費の内訳），８．外部委託
業務，９．図書館の公開状況，１０．電子図書館的機能，１１．機関リポジトリ
について，１２．課題（組織・人員面，経費面，設備面，運営・サービス面，そ
の他）
※
【調査票名】 ２−大学図書館編調査票（分館及び部局図書館・室記入用）
【調査票承認期間開始日】 平成２１年０１月２８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）０２７６１３ 調査票番号（旧）０２６９７６
【調査対象】 （地域）全国 （単位）図書館 （属性）国公私立の大学 （抽出枠）全国大
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学一覧
【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２２３ （配布）オンライン （取集）オンライン
（記入）自計 （把握時）平成１９年度，平成２０年３月３１日及び平成２０年
５月１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
【調査事項】 １．図書館・室の職員数，２．施設（用途別面積，閲覧座席数，書架収容力），
３．蔵書数，４．図書・雑誌受入数，５．視聴覚資料・機器数，６．サービス状
況，７．経費（図書館資料費の内訳，図書館・室運営費の内訳），８．外部委託
業務，９．図書館の公開状況，１０．電子図書館的機能
※
【調査票名】 ３−コンピュータ及びネットワーク編調査票
【調査票承認期間開始日】 平成２１年０１月２８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）０２７６１４ 調査票番号（旧）０２６９７７
【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）国公私立の大学 （抽出枠）全国大学
一覧
【調査方法】 （選定）全数 （客体数）７３４ （配布）オンライン （取集）オンライン
（記入）自計 （把握時）平成１９年度及び平成２０年５月１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
【調査事項】 １．組織・運営体制（情報戦略の策定状況，管理運用組織，業務の外部委託の
状況），２．学内ＬＡＮ整備状況，３．ネットワーク装置等整備状況，４．教育
への活用（情報リテラシー教育、ネットワークを介した遠隔教育，講義のデジタ
ルアーカイブ化），５、セキュリティ対策の実施状況，６．高速計算機保有・利
用状況，７．課題（組織・人員面，経費面，設備面，運営面，その他）
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【調査名】 平成２１年社会福祉施設等調査
【実施機関】 厚生労働省大臣官房統計情報部社会統計課
【目

的】 全国の社会福祉施設等の数，在所者，従事者の状況等を把握して社会福祉行政推進
のための基礎資料を得るとともに，社会福祉施設等名簿を作成する。

【調査の構成】 １−保護施設・老人福祉施設 身体障害者社会参加支援施設等調査票 ２−障
害者支援施設等調査票

３−児童福祉施設等調査票

４−保育所調査票

５−

障害福祉サービス等事業所票
【集計・公表】 （集計）中央集計／機械集計

（公表）「平成２１年社会福祉施設等調査結果

の概況」及び「平成２１年社会福祉施設等調査報告」
（集計後速やかに公表） （表
章）全国
【経費】 １３７，１５８千円
※
【調査票名】 １−保護施設・老人福祉施設

身体障害者社会参加支援施設等調査票

【調査票承認期間開始日】 平成２１年０１月２８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）０２７６１５ 調査票番号（旧）
【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）生活保護法による保護施設，老人福
祉法による老人福祉施設，売春防止法による婦人保護施設及び有料老人ホーム等
（抽出枠）社会福祉施設等名簿一覧
【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２２，５００ （配布）郵送及び民間事業者により
配布 （取集）郵送及び民間事業者により取集 （記入）自計 （把握時）平成
２１年１０月１日現在 （系統）厚生労働省→民間事業者→社会福祉施設等・障
害福祉サービス等事業所・国が設置した身体障害者福祉センター管理者
【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２０年１０月２０日
【調査事項】 施設の種類，施設名，所在地，設置主体・経営主体，定員，在所者の状況，従
事者の状況，手帳の所持状況等
※
【調査票名】 ２−障害者支援施設等調査票
【調査票承認期間開始日】 平成２１年０１月２８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）０２７６１６ 調査票番号（旧）０２７４１５
【調査対象】 （地域）全国 （単位）保健・医療施設 （属性）旧身体障害者福祉法による
身体障害者更生援護施設，九知的障害者福祉法による知的障害者援護施設，九精
神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者社会復帰施設及び障
害者自立支援法による障害者支援施設等 （抽出枠）社会福祉施設等名簿一覧
【調査方法】 （選定）全数 （客体数）９，０００ （配布）郵送及び民間事業者により配
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布 （取集）郵送及び民間事業者により取集 （記入）自計 （把握時）平成２
１年１０月１日現在 （系統）厚生労働省→民間事業者→社会福祉施設等・障害
福祉サービス等事業所・国立福祉施設管理者
【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２１年１０月２０日
【調査事項】 施設の種類，施設名，所在地，設置主体・経営主体，定員，在所者の状況，従
事者の状況，手帳の所持状況等
※
【調査票名】 ３−児童福祉施設等調査票
【調査票承認期間開始日】 平成２１年０１月２８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）０２７６１７ 調査票番号（旧）０２７４１６
【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）児童福祉法による児童福祉施設（保
育所を除く）及び母子及び寡婦福祉法による母子福祉施設 （抽出枠）社会福祉
施設等名簿一覧
【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１１，５００ （配布）郵送及び民営事業者を通じ
て配布 （取集）郵送及び民営事業者を通じて取集 （記入）自計 （把握時）
平成２１年１０月１日現在

（系統）厚生労働省→民間事業者→社会福祉施設

等・障害福祉サービス等事業所・国立福祉施設管理者
【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２１年１０月２０日
【調査事項】 施設の種類，施設名，所在地，設置主体・経営主体，定員，在所者の状況，従
事者の状況，手帳の所持状況等
※
【調査票名】 ４−保育所調査票
【調査票承認期間開始日】 平成２１年０１月２８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）０２７６１８ 調査票番号（旧）０２７４１７
【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）保育所及びへき地保育所 （抽出枠）
社会福祉施設等名簿一覧
【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２５，０００ （配布）郵送及び民間事業者を通じ
て配布 （取集）郵送及び民間事業者を通じて取集 （記入）自計 （把握時）
平成２１年１０月１日現在 （系統）厚生労働省→民間事業者→社会福祉施設等
管理者
【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２０年１０月２０日
【調査事項】 法人名，施設名，施設の所在地等，活動の状況，認可・届出・設置年月日，設
置主体，経営主体，分園の有無・分園数，定員，在所児数，年齢階級別在所児数，
開所時間，職種・常勤・非常勤別従事者数，苦情解決のための取組状況
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※
【調査票名】 ５−障害福祉サービス等事業所票
【調査票承認期間開始日】 平成２１年０１月２８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）０２７６１９ 調査票番号（旧）０２７４１８
【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）障害者自立支援法による障害福祉サ
ービス事業所，相談支援事業所

（抽出枠）指定事業者名簿

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３８，０００ （配布）郵送及び民間事業者を通じ
て配布 （取集）郵送及び民間事業者を通じて取集 （記入）自計 （把握時）
平成２１年１０月１日現在 （系統）厚生労働省→民間事業者→障害福祉サービ
ス等事業者
【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２１年１０月１５日
【調査事項】 １．事業所の種類，２．事業所名，３．所在地，４．経営主体，５．サービス
の種類と提供状況，６．従事者数等
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【調査名】臨床研修修了者アンケート
【実施機関】 厚生労働省医政局医事課
【目

的】 医師不足の対策を講じるための基礎資料を得、臨床研修を修了した医師が後期研修
やその後のトレーニングを経て，診療科や勤務地等の選択にいかなる影響が及ぶ
かについて調査する。

【調査の構成】 １−臨床研修修了者アンケート調査票
【集計・公表】 （集計）中央集計／民間委託／機械集計

（公表）「調査結果概況」
（集計後）

（表章）全国
【経費】 １，０００千円
※
【調査票名】 １−臨床研修修了者アンケート調査票
【調査票承認期間開始日】 平成２１年０１月２８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）０２７６２０ 調査票番号（旧）
【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）平成２１年３月末までに臨床研修を修
了するすべての者 （抽出枠）厚生労働省令に基づき提出される臨床研修修了者
一覧表
【調査方法】 （選定）全数 （客体数）７，５００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）
自計 （把握時）調査日現在 （系統）厚生労働省本省→厚生労働省地方厚生（支）
局→臨床研修病院→報告者
【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２１年０４月３０日
【調査事項】 １．出身の医学部，２．出身地及び実家の所在地，３．臨床研修前に従事する
ことを希望していた診療科目・分野，４．将来従事することを希望する診療科目・
分野と希望する理由，５．４・５で希望が異なった場合の理由，６．臨床研修を
受けた病院の種別，所在地，当該病院を選んだ理由，７．臨床研修の内容（研修
した診療科目等と期間）及び臨床研修に対する満足度，８．後期研修の場・勤務
先の決め方，９．後期研修を希望する勤務地，病院の種別，当該病院を選んだ理
由，１０．育児休暇取得の考え方，子育てのために勤務先に求める対応，１１．
医師が不足している地域の医療に従事することについての希望の有無，従事する
場合の条件
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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】 三重県県民の子育ち・子育てに関する意識調査
【実施機関】 三重県健康福祉部こども局こども未来室
【目

的】 子育て支援に関する県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−子育ち・子育てに関する県民意識調査調査票
【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）
「行動計画冊子」等にて公
表（平成２２年３月） （表章）都道府県
【経費】 ２，２００千円
※
【調査票名】 １−子育ち・子育てに関する県民意識調査調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９００１

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）いなべ市，四日市市，鈴鹿市，津市，伊賀市，松阪市，伊勢市，紀
北町，熊野市 （単位）個人 （属性）三重県内在住の２０歳以上の男女 （抽
出枠）選挙人名簿
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５，００２／１，５０９，７１２ （配布）
郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）三重県
→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１０日
【調査事項】 １．子育て支援策への満足度，２．子どもを取り巻く環境の認識，３．若者
を取り巻く課題の認識，４．地域社会の子育て支援体制の現状，５．次世代育
成支援関連制度等への基本認識等
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【調査名】 稚内市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 稚内市教育部こども課
【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／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】 ２９９千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９００２

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）稚内市全域 （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）８５０／１，１１６

（配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）稚内市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２０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
※
【調査票名】 ２−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９００２

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）稚内市全域 （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）６５０／１，５５１

（配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）稚内市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２０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
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【調査名】 子育て支援に関するアンケート
【実施機関】 奥州市総合政策部まちづくり推進課 少子・人口対策室
【目

的】 次世代育成支援対策推進法に基づく，地域行動計画の見直しにあたり，子育て世
帯のニーズを調査し，後期行動計画に反映させる。

【調査の構成】 １−就学前児童票 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）少子・人口対策協議会等にて報告・
公表（平成２１年４月） （表章）市区町村
【経費】 ７０千円
※
【調査票名】 １−就学前児童票
【受理年月日】 平成２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９００３

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）奥州市全域 （単位）個人 （属性）０歳から５歳児の保護者 （抽
出枠）４か月児・１歳６か月児健康診査，予防接種受診者，保育所・幼稚園名
簿
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００／６，１７７ （配布）健康診
査・予防接種・保育所・幼稚園を通じて配布

（取集）健康診査・予防接種・

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）
奥州市→保健師・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０７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２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９００３

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）奥州市全域 （単位）個人 （属性）小学１〜３年生児童の保護者
（抽出枠）小学校名簿
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，９００／３，５４８ （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）奥州市→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１９日〜０１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
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【調査名】 八幡平市次世代育成支援（後期）行動計画策定に係るニーズ調査
【実施機関】 八幡平市生活福祉部児童福祉課
【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／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】 ３９７千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９００４

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）八幡平市全域 （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）９５８／１，２８６ （配布）調査員 （取
集）調査員 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）八幡平市→民生
委員→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〜０２月１５日
【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，３．就労希望，４．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２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９００４

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）八幡平市全域 （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）１，１０９／１，４６４ （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）八幡平市→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〜０２月１５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】 潟上市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 潟上市福祉保健部幼児教育課
【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 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２２年３月） （表章）市区町村
【経費】 ２，２５４千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９００５

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）潟上市全域 （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）１，３５３

（配布）郵送及び保育施設を通じて

配布 （取集）郵送及び保育施設を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調
査日現在 （系統）潟上市→報告者，潟上市→保育施設→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〜０１月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２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９００５

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）潟上市全域 （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）１，０００／１，９５７ （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）潟上市→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〜０１月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−中学生用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９００５

受理番号（旧）
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【調査対象】 （地域）潟上市全域 （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）４５０／１，１０５

（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）潟上市→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１６日〜２６日
【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．日常生活や学校や地域での様子，３．将来像
等
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【調査名】 安中市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 安中市保健福祉部子ども課
【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

【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５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２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９００６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）安中市全域 （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）１，０００／１，６２１ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）安中市→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〜０２月０１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２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９００６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）安中市全域 （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）１，０００／２，３０９ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）安中市→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〜０２月０１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】 志木市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 志木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１２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２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９００７

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）志木市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０〜５歳）のい
る世帯 （抽出枠）保育園児童一覧表，学齢簿
【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）８００／３，６１４

（配布）調査員 （取

集）調査員 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）志木市→調査員
→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１４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２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９００７

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）志木市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１〜３年生）
のいる世帯 （抽出枠）学齢簿
【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）７９０／１，９５７

（配布）調査員 （取

集）調査員 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）志木市→調査員
→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１４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

- 58 -

【調査名】 入間市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 入間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】 １，７１３千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９００８

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）入間市全域 （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）１，７５０／６，３３２ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）入間市→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〜０１月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−小学校児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９００８

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）入間市全域 （単位）世帯 （属性）小学校児童（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）７５０／３，８７９

（配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）入間市→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．学童保育室
の利用状況及び利用希望等
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【調査名】 鴻巣市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 鴻巣市福祉部こども課
【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／機械集計 （公表）
「調査結果報告書」及び市ホームぺー
ジにて公表（平成２１年４月）

（表章）市区町村

【経費】 ３００千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９００９

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）鴻巣市全域 （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）１，０００／４，３９８ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）鴻巣市→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０７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２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９００９

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）鴻巣市全域 （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）１，０００／３，７２９ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）鴻巣市→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０７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】 ふじみ野市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 ふじみ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）「調査結果の概要」（市ホ

ームページにて）（平成２１年５月） （表章）市区町村
【経費】 ２，３４９千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０１０
【調査対象】 （地域）ふじみ野市全域

受理番号（旧）
（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）２，０００／６，７３３ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）ふじみ野市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１５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
※
【調査票名】 ２−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０１０
【調査対象】 （地域）ふじみ野市全域

受理番号（旧）
（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）２，０００／６，２６５ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）ふじみ野市→報告
者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１５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
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【調査名】 山武市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 山武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 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）
「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】 ３，７９８千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０１１

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）山武市全域 （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）１，５５０／１，６９０ （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）山武
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〜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２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０１１

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）山武市全域 （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）１，８５０／１，９０５ （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）平成

２１年１月１日現在 （系統）山武市→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
※
【調査票名】 ３−中学生・高校生用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０５日
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【受理番号】 受理番号（新）１０９０１１

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）山武市全域 （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）１，１００／１，２５０ （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）山武
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〜３０日
【調査事項】 １．自分自身と家族の状況等，２．親や家庭，学校生活等について，３．地
域でのことについて，４．自分の考えや思うことについて，５．感想や意見

- 63 -

【調査名】 袖ヶ浦市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 袖ヶ浦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−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
ームページにて公表）（平成２１年４月）

（公表）「調査結果の概要」（市ホ
（表章）市区町村

【経費】 ９０３千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０１２

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）袖ヶ浦市全域 （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）１，０００／３，５２６ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）袖ヶ浦市→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２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０１２

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）袖ヶ浦市全域 （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）１，２８０／３，６０５ （配布）調査員
により，小学校を通じて配布 （取集）調査員により，小学校を通じて取集 （記
入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）袖ヶ浦市→調査員→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】 西東京市次世代育成支援行動計画ニーズ調査
【実施機関】 西東京市子育て支援部子育て支援課
【目

的】 西東京市次世代育成支援行動計画（後期計画＝平成２２〜２６年度）の策定に先
だち，子育て家庭等のニーズを把握する。

【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−子育て支援に関する

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４月）

（表章）市区町村

【経費】 ３，３４３千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０１３

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）西東京市全域 （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）１，５００／９，６２９ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）西東京市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年３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−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０１３

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）西東京市全域 （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）１，５００／９，９４８ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）西東京市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年３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−子育て支援に関する調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０１３

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）西東京市全域 （単位）世帯 （属性）２５〜２９歳の男女個人 （抽

- 65 -

出枠）住民基本台帳
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／１２，９９７ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）西東京市→報

告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年３月３１日
【調査事項】 １．世帯の状況，２．就労状況，３．結婚・子育て・仕事と生活の調和等
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【調査名】 狛江市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 狛江市児童青少年部子育て支援課
【目

的】 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，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】 １，５００千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０１４

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）狛江市全域 （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
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）９００／３，４０９

（配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）狛江市→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２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０１４

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）狛江市全域 （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）９００／１，７０６

（配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）狛江市→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．学童クラブ
の利用状況及び利用希望等
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【調査名】 小田原市次世代育成支援に関するアンケート調査
【実施機関】 小田原市福祉健康部子育て支援課
【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】 １，８００千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０１５

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）小田原市全域 （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）１，４００／１１，２００ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）小田原市→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〜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２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０１５

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）小田原市全域 （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）１，２００／９，６００ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）小田原市→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〜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，３．日常生活や育児につい
て，４．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】

黒部市次世代育成支援に係るニーズ調査

【実施機関】 黒部市市民生活部こども支援課
【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）
「行動計画冊子」
（平成２１年１２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２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０１６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）黒部市全域 （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）１，０００／２，１３３ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）黒部市→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〜０３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−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０１６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）黒部市全域 （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）１，０００／３，３７１ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）黒部市→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〜０３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
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【調査名】 浜松市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 浜松市こども家庭部次世代育成課
【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

２２年４月） （表章）市区町村
【経費】 ３，１００千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０１７

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）浜松市全域 （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）３，０００／４４，３６１ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）浜松市→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〜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２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０１７

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）浜松市全域 （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）２，０００／２２，７８７ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）浜松市→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〜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】

稲沢市次世代育成支援に係るニーズ調査

【実施機関】 稲沢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
ームページにて公表）（平成２１年３月）

（公表）「調査結果の概要」（市ホ
（表章）市区町村

【経費】 ３，４４５千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０１８

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）稲沢市全域 （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）２，７００／６，０８０ （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）稲沢市→報告者，稲沢市→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１月中旬〜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２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０１８

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）稲沢市全域 （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）４，３００／６，１８９ （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）稲沢市→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月中旬〜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

- 71 -

【調査名】

福知山市次世代育成支援に係るニーズ調査

【実施機関】 福知山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２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０１９

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）福知山市全域 （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）１，８００／３，０８０ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）福知山市→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２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０１９

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）福知山市全域 （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）１，８００／２，９７８ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）福知山市→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】 大阪市次世代育成支援に関するニーズ等調査（若者意識調査）
【実施機関】 大阪市こども青少年局企画部企画担当課
【目

的】 若者の生活実態や職業観，人生観等の意識を把握し，次世代育成支援後期行動計
画（平成２２〜２６年度）を策定するための基礎資料を得る。

【調査の構成】 １−大阪市次世代育成支援に関する若者意識調査アンケート
【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１２月） （表章）市区町村
※
【調査票名】 １−大阪市次世代育成支援に関する若者意識調査アンケート
【受理年月日】 平成２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０２０

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）大阪市全域 （単位）個人 （属性）大阪市在住の１５歳〜３４歳
の若者 （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）１０，０００／６７，９５８ （配布）郵
送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在

（系統）大阪市→

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．若者の生活，２．友人関係，３．余暇活動，４．メディア利用，５．職
業観，６．生き方や人生観，７．地域への愛着等
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【調査名】 丹波市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 丹波市企画部企画課
【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−就学児童用調査票 ２−就学前児童用調査票 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）
「行動計画冊子」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】 ９００千円
※
【調査票名】 １−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０２１

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）丹波市全域 （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）６００／４，２１８

（配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）丹波市→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】 ２−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０２１

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）丹波市全域 （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）無作為抽出 （客体数）６００／３，７１４

（配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）丹波市→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】 ３−中学高校生用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０２１

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）丹波市全域 （単位）世帯 （属性）中高校生のいる世帯
枠）住民基本台帳
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（抽出

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６００／４，６０１

（配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）丹波市→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．本人の生活環境（学校・自宅）
，２．父母の就労状況，３．本人の就労希
望，４．丹波市のイメージ，期待等
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【調査名】 瀬戸内市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 瀬戸内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）
「計画書」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】 １，６７１千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０２２

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）瀬戸内市全域 （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）９００／１，７４７

（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）瀬戸
内市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月１０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２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０２２

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）瀬戸内市全域 （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）６００／２，２４６

（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）瀬戸
内市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月１０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】 徳島市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 徳島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）「行動計画冊子」
（平成２

１年３月末） （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２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０２３

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）徳島市全域 （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）１，５００／１０，９２０ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）徳島市→報告

者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１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２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０２３

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）徳島市全域 （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）１，５００／１０，９７２ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）徳島市→報告

者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１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】

松浦市次世代育成支援に係るニーズ調査

【実施機関】 松浦市子育て・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／機械集計 （公表）
「調査結果の概要」
（平成２１年度末）
（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２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０２４

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）松浦市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０〜５歳）のい
る世帯 （抽出枠）教育委員会及び子育て・こども課所持名簿，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）松浦市→報告者，松浦市→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
※
【調査票名】 ２−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０２４

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）松浦市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１〜６年生）
のいる世帯 （抽出枠）教育委員会及び子育て・こども課所持名簿，住民基本
台帳
【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，１０８
小学校にて取集 （記入）自計

（配布）小学校にて配布

（把握時）調査日現在

（取集）

（系統）松浦市→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
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【調査名】 対馬市子育てに関するアンケート調査
【実施機関】 対馬市福祉保健部福祉課
【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
ームページにて公表）（平成２１年３月）

（公表）「調査結果の概要」（市ホ
（表章）市区町村

【経費】 １，１６８千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０２５

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）対馬市全域 （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）２，２７１

（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）対馬市→郵送，対馬市→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２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０２５

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）対馬市全域 （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）２，１５４

（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）対
馬市→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〜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】 人吉市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 人吉市福祉生活部福祉課
【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／民間委託／機械集計 （公表）
「市広報誌」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】 １，７００千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０２６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）人吉市全域 （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）１，５００／１，８７８ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）人吉市→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．基本属性，２．家族類型，３．サービス利用率算出のための項目，４．
利用量算出項目，５．サービス未利用者の利用希望率算定のための項目，６．
家族類型の変更希望に関する項目，７．評価のための項目
※
【調査票名】 ２−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０２６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）人吉市全域 （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）１，５００／２，１１７ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）人吉市→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．基本属性，２．家族類型，３．サービス利用率算出のための項目，４．
利用量算出項目，５．サービス未利用者の利用希望率算定のための項目，６．
家族類型の変更希望に関する項目，７．評価のための項目
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【調査名】 中津市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 中津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４月） （表章）市区町村
【経費】 ７１７千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０２７

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）中津市全域 （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）１，３００／４，７８０ （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）中津市→報告者，中津市

→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〜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２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０２７

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）中津市全域 （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）７００／５，８２８

（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）中津市→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】

小林市子育て支援ニーズ調査

【実施機関】 小林市福祉事務所母子児童係
【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」にて公表（平
成２２年３月） （表章）市区町村
【経費】 １，７８５千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０２８

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）小林市全域 （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）７５０／２，５３７

（配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）小林市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１４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２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０２８

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）小林市全域 （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）７５０／２，３７１

（配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）小林市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１４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】 西之表市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 西之表市福祉事務所
【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）「調査結果の概要」（平成

２１年３月） （表章）市区町村
【経費】 ４６６千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０２９

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）西之表市全域 （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）７３５ （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）西之表市→報告者，西之表市→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２３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
※
【調査票名】 ２−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０２９

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）西之表市全域 （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）７５７ （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）西之表
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２３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
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【調査名】 守谷市次世代育成支援に関するニーズ調査
【実施機関】 守谷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−小学校児童用調査票

３−中学校児童用調査

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】 １，２００千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０３０

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）守谷市全域 （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）１，３００／３，８５６ （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）守谷市→報告者，守谷市

→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〜１９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２１年０１月０６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０３０

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）守谷市全域 （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）有意抽出 （客体数）５００／３，７９６

（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）守谷市→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〜１９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−中学校児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０３０

受理番号（旧）
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【調査対象】 （地域）守谷市全域 （単位）世帯 （属性）中学校児童（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）有意抽出 （客体数）２００／１，８０８

（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）守谷市→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１３日〜１９日
【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．健康状態及び将来の希望等
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【調査名】 富士見市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 富士見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４月） （表章）市区町村
【経費】 ２，５００千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０３１

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）富士見市全域 （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）２，２００／５，９４５ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）富士見市→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２１年０１月０６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０３１

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）富士見市全域 （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）１，４００／７，１２１ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）富士見市→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】 八潮市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 八潮市ふれあい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】 １，９７４千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０３２

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）八潮市全域 （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）１，５００／４，５００ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）八潮市→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２１年０１月０６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０３２

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）八潮市全域 （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）１，５００／４，７００ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）八潮市→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】 尾張旭市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 尾張旭市健康福祉部こども課子育て支援室
【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 ３−一般市民用調査票

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計

（公表）「調査結果報告書」（平成

２１年３月） （表章）市区町村
【経費】 ５，１００千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０３３

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）尾張旭市全域 （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）１，０００／３，９３５ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）尾張旭市→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〜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２１年０１月０６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０３３

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）尾張旭市全域 （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）１，０００／３，９３４ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）尾張旭市→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〜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】 ３−一般市民用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０３３

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）尾張旭市全域 （単位）世帯
歳） （抽出枠）住民基本台帳
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（属性）一般市民（１８歳から７５

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／５８，８３４ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）尾張旭市→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〜３０日
【調査事項】 １．世帯の状況，２．結婚希望，３．子育て状況，４．仕事と家庭生活の状
況，５．地域での子育て希望等
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【調査名】 北名古屋市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 北名古屋市福祉部児童グループ
【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 ３−１９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５月） （表章）市区町村
【経費】 １，８９４千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０３４
【調査対象】 （地域）北名古屋市全域

受理番号（旧）
（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）１，２００／５，３２０ （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）北名古屋市→報告者，北

名古屋市→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１月下旬〜平成２１年２月１
３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２１年０１月０６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０３４
【調査対象】 （地域）北名古屋市全域

受理番号（旧）
（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）１，２００／５，６２１ （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）北名古屋市→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月下旬〜平成２１年２月１
３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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※
【調査票名】 ３−１９歳以上の市民用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０３４
【調査対象】 （地域）北名古屋市全域

受理番号（旧）
（単位）世帯

（属性）１９歳以上の市民の世帯

（抽出枠）住民基本台帳
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／２１，０２１ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）北名古屋市→

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〜平成２１年２月１
３日まで
【調査事項】 １．本人及び世帯の状況，２．本人の就労状況，３．市の子育て環境，４．
仕事と子育ての両立支援，５．地域での子育て支援活動等
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【調査名】

八幡市次世代育成支援に係るニーズ調査

【実施機関】 八幡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

２２年４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２１年０１月０６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０３５

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）八幡市全域 （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）１，２００／３，９６１ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）八幡市→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〜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２１年０１月０６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０３５

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）八幡市全域 （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）１，２００／４，１２４ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）八幡市→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〜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】 上越市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 上越市市民生活部子育て支援課
【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−就学前児童のいる世帯用調査票 ２−小学生のいる世帯用調査票 ３−
中学生用調査票 ４−企業調査票 ５−１５〜１７歳の市民用調査票
【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）
「調査結果冊子」及び市ホ
ームページにて公表（平成２１年７月） （表章）市区町村
【経費】 ２，１６２千円
※
【調査票名】 １−就学前児童のいる世帯用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０７日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０３６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）上越市全域 （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）１，４００／１０，６６６ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）上越市→報告

者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年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．児童の保育
の状況及び利用希望等
※
【調査票名】 ２−小学生のいる世帯用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０７日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０３６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）上越市全域 （単位）世帯 （属性）小学生（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）１，６００／１２，１５８ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）上越市→報告

者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年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
※
【調査票名】 ３−中学生用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０７日

- 93 -

【受理番号】 受理番号（新）１０９０３６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）上越市全域 （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）８００／６，１９０

（配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）上越市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月２７日
【調査事項】 就労，結婚，育児に関する意識等
※
【調査票名】 ４−企業調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０７日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０３６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）上越市全域 （単位）事業所

（属性）市内に事業所がある従業員

１０人以上の企業 （抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調査名簿
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）−３５３，９６９ （配布）郵送 （取集）
郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在

（系統）上越市→報告者

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月２７日
【調査事項】 １．仕事と家庭の両立支援にかかる制度・取組の状況及び利用状況，２．一
般事業主行動計画の策定状況等
※
【調査票名】 ５−１５〜１７歳の市民用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０７日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０３６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）上越市全域 （単位）個人 （属性）１５〜１７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）８００／６，３５０

（配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）上越市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月２７日
【調査事項】 就労，結婚，育児に関する意識等
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【調査名】

米原市次世代育成支援に係るニーズ調査

【実施機関】 米原市健康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

【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】 １，５４６千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０７日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０３７

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）米原市全域 （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）１，０００／２，５４６ （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）米原
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〜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２１年０１月０７日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０３７

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）米原市全域 （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）１，０００／２，６６５ （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）米原
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〜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】 花巻市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 花巻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」を市ホ
ームページにて公表（平成２１年５月） （表章）市区町村
【経費】 １，３７０千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０８日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０３８

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）花巻市全域 （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）２，５００／３，５００ （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）花巻市→報告者，花巻市

→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２３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２１年０１月０８日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０３８

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）花巻市全域 （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）２，５００／３，９００ （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）花巻市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２３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
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【調査名】 春日部市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 春日部市福祉健康部こども家庭課
【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−中学生用調査票 ４

−１５歳〜１８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）「調査結果報告書」（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２１年０１月０８日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０３９

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）春日部市全域 （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）１，８００／１１，３５６ （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）春日部市→報告者，春

日部市→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２３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
※
【調査票名】 ２−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０８日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０３９

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）春日部市全域 （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）２，０００／１５，０９０ （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）春日部市→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２３日〜０２月０６日
【調査事項】 （子どもアンケート）１．本人の属性等，２．家族について，３．毎日の生
活について，４．学校について，５．学校が終わってからのことについて，６．
放課後児童クラブについて，７．将来について，
（保護者用調査票）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
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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２１年０１月０８日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０３９

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）春日部市全域 （単位）世帯

（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）１，０００／６，９３８ （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）春日部市→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２３日〜０２月０６日
【調査事項】 １．本人と家族の状況について，２．毎日の生活について，３．学校の生活
について，４．放課後などの過ごし方や日頃感じていることについて，５．将
来についての考え
※
【調査票名】 ４−１５歳〜１８歳用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０８日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０３９

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）春日部市全域 （単位）世帯

（属性）高校相当年齢児童

（抽出

枠）住民基本台帳
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／６，９５０ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）春日部市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２３日〜０２月０６日
【調査事項】 １．本人と家族の状況について，２．毎日の生活について，３．地域活動へ
の参加について，４．将来について，５．結婚や子育てについて，６．様々な
事柄への考え方
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【調査名】 本庄市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 本庄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

２０年６月） （表章）市区町村
【経費】 １，３９０千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０８日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０４０

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）本庄市全域 （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）１，２００／２，３５５ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）本庄市→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２１年０１月０８日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０４０

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）本庄市全域 （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）１，２００／３，０４８ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）本庄市→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】 佐倉市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 佐倉市健康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）「調査結果の概要」（平成

２１年４月） （表章）市区町村
【経費】 １，２０８千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０８日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０４１

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）佐倉市全域 （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）１，０００／８，１３０ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）佐倉市→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２１年０１月０８日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０４１

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）佐倉市全域 （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）１，０００／９，０９９ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）佐倉市→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．学童保育の
利用状況及び利用希望等
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【調査名】 勝浦市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 勝浦市福祉課
【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−就学児童用調査票 ２−就学前児童用調査票
【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９月） （表章）市区町村
【経費】 ２，５００千円
※
【調査票名】 １−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０８日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０４１

受理番号（旧）１０９０４１

【調査対象】 （地域）勝浦市全域 （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）８３５ （配布）郵送 （取集）郵送
自計 （把握時）調査日現在

（記入）

（系統）勝浦市→報告者

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月２日〜平成２１年３月中
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．学童保育の
利用状況及び利用希望等
※
【調査票名】 ２−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０８日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０４２

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）勝浦市全域 （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）全数 （客体数）７３５ （配布）郵送 （取集）郵送
自計 （把握時）調査日現在

（記入）

（系統）勝浦市→報告者

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月２日〜平成２１年３月中
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
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【調査名】 長岡京市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 長岡京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４月） （表章）市区町村
【経費】 １，５７７千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０８日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０４３

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）長岡京市全域 （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）１，２００／４，４７８ （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）長岡
京市→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〜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２１年０１月０８日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０４３

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）長岡京市全域 （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）１，２００／４，５９３ （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）長岡
京市→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〜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】 高知市次世代育成支援に関するニーズ調査
【実施機関】 高知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）
「調査結果報告書」及び市ホームペー
ジにて公表（平成２１年７月）

（表章）市区町村

【経費】 ６５０千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０８日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０４４

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）高知市全域 （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）２，４００／１２，６４６ （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）
高知市→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２１年０１月０８日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０４４

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）高知市全域 （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）１，４００／７，２８４ （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）高
知市→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】

春日市次世代育成支援に関するニーズ調査

【実施機関】 春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。

【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）「調査結果概要」
（平成２

１年４月） （表章）市区町村
【経費】 １，１１８千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０８日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０４５

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）春日市全域 （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）２，５００／６，８４３ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）春日市→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〜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２１年０１月０８日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０４５

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）春日市全域 （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）２，５００／７，６９３ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）春日市→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〜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】 岩沼市次世代育成支援に関するニーズ調査
【実施機関】 岩沼市民生部福祉事務所
【目

的】 次世代育成支援行動計画（後期）策定のために，平成２０年度においてニーズ調
査を行い，平成２１年度に行う見直し計画の基礎資料とする。

【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・高生用調査票

４−一般市民用調査票
【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４月） （表章）市区町村
【経費】 １，９９５千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０４６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）岩沼市全域 （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）１，５００／３，３１２ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）岩沼市→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〜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−小学校児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０４６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）岩沼市全域 （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）１，５００／２，６５０ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）岩沼市→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〜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．放課後児童
クラブや子ども教室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２１年０１月０９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０４６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）岩沼市全域 （単位）個人 （属性）中高生
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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）１，０００／２，６９８ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）岩沼市→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〜０２月２７日
【調査事項】 １．生徒及び世帯の状況，２．父母の就労状況，３．家族や友だちとの関わ
りや生涯学習の場づくりや社会参加の推進等
※
【調査票名】 ４−一般市民用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０４６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）岩沼市全域 （単位）個人 （属性）市民（１８歳以上の男女） （抽
出枠）住民基本台帳
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５００／３５，６５３ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）岩沼市→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〜０２月２７日
【調査事項】 次世代育成支援に関する意識等
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【調査名】

湯沢市次世代育成支援に係るニーズ調査

【実施機関】 湯沢市福祉事務所福祉課
【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】 ４２千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０４７

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）湯沢市全域 （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）１，００９／１，５８９ （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）湯沢市→報告者，湯沢市

→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２８日〜０２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２１年０１月０９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０４７

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）湯沢市全域 （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）６４３／１，１７６

（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）湯沢市→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２８日〜０２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
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【調査名】 常陸大宮市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 常陸大宮市保健福祉部福祉課
【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３月） （表章）市区町村
【経費】 ３，０３５千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０４８
【調査対象】 （地域）常陸大宮市全域

受理番号（旧）
（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）２，０４３

（配布）郵送

（取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）常陸大宮市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２３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２１年０１月０９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０４８
【調査対象】 （地域）常陸大宮市全域

受理番号（旧）
（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）２，４７８

（配布）郵送

（取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）常陸大宮市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２３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】 蓮田市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 蓮田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４月） （表章）市区町村
【経費】 １，８０６千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０４９

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）蓮田市全域 （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）１，２００／３，１０４ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）蓮田市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月１０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２１年０１月０９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０４９

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）蓮田市全域 （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）１，２００／３，２２２ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）蓮田市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月１０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】 東金市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 東金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 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】 ２，１５３千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０５０

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）東金市全域 （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）１，１００／２，４８６ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）東金市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２３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
※
【調査票名】 ２−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０５０

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）東金市全域 （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）１，１５５／２，６８７ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）東金市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２３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．学童保育の
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２１年０１月０９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０５０

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）東金市全域 （単位）世帯 （属性）中高生（１２〜１７歳）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）１，３９５／３，７５５ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）東金市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２３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．学童保育の
利用状況及び利用希望等
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【調査名】 海老名市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 海老名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，次世代育成支援に
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１２月） （表章）市区町村
【経費】 １，７２２千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０５１

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）海老名市全域 （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）１，０００／５，６１４ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）海老名市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月１０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２１年０１月０９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０５１

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）海老名市全域 （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）１，０００／５，８８９ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）海老名市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月１０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．学童保育ク
ラブの利用状況及び利用希望等
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【調査名】 佐渡市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 佐渡市福祉保健部社会福祉課
【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６月目途） （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２１年０１月０９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０５２

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）佐渡市全域 （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）２，６１６

（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）佐渡市→報告者，佐渡市→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０２月０６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２１年０１月０９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０５２

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）佐渡市全域 （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）３，１８８

（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）佐
渡市→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０６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】 小矢部市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 小矢部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／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】 ２００千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０５３

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）小矢部市全域 （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）１，１４９

（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）小矢部市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２１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２１年０１月０９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０５３

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）小矢部市全域 （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）８１５ （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）小矢部
市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２１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】 一宮市次世代育成支援に関するニーズ調査
【実施機関】 一宮市福祉こども部子育て支援課
【目

的】 一宮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
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】 ２，４００千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０５４

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）一宮市全域 （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）１，５００／１７，９６４ （配布）幼稚
園・保育所を通じて配布 （取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現

在 （系統）一宮市→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〜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２１年０１月０９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０５４

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）一宮市全域 （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）１，０００／１８，２５３ （配布）小学
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）一宮市→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〜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】 碧南市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 碧南市福祉部児童課
【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−就学前児童保護者用調査票 ２−小学校児童用調査票 ３−中学生・高
校生用調査票 ４−一般成人用調査票 ５−ひとり親世帯用調査票
【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】 ２，０３２千円
※
【調査票名】 １−就学前児童保護者用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０５５

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）碧南市全域 （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）８００／３，６６２

（配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）碧南市→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−小学校児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０５５

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）碧南市全域 （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）８００／３，４３２

（配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）碧南市→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
※
【調査票名】 ３−中学生・高校生用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０５５

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）碧南市全域 （単位）個人 （属性）中学２年生・高校２年生 （抽
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出枠）住民基本台帳
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３００／２，０７４

（配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）碧南市→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．中高生の放課後の生活状況，２．地域活動への参加，３．異世代とのか
かわり方，４．将来像等
※
【調査票名】 ４−一般成人用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０５５

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）碧南市全域 （単位）個人 （属性）一般成人（２０歳〜３０歳）
（抽出枠）住民基本台帳
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／１１，４２２ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）碧南市→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．生活の状況，２．自身の結婚観，３．家族観，４．地域活動への参加等
※
【調査票名】 ５−ひとり親世帯用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０５５

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）碧南市全域 （単位）世帯 （属性）ひとり親世帯 （抽出枠）住
民基本台帳
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１００／６３６ （配布）郵送
郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在

（取集）

（系統）碧南市→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．保護者の就労状況，３．家計の状況，４．子
育ての状況等
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【調査名】 羽曳野市次世代育成支援に関するニーズ調査
【実施機関】 羽曳野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４月） （表章）市区町村
【経費】 ２，３００千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０５６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）羽曳野市全域 （単位）世帯

（属性）就学前児童（０〜５歳）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳及び外国人登録原票
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，６００／６，３３７ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）羽曳野市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１９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
※
【調査票名】 ２−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０５６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）羽曳野市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１〜６年生）
のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳及び外国人登録原票
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，３００／７，４８５ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）羽曳野市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１９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
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【調査名】 宇部市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 宇部市健康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−就学児童用調査票 ２−就学前児童用調査票
【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】 １６０千円
※
【調査票名】 １−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０５７

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）宇部市全域 （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）６４４／６，５７２

（配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）宇部市→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〜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．学童保育ク
ラブの利用状況及び利用希望等
※
【調査票名】 ２−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０５７

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）宇部市全域 （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）３５６／４，２９７

（配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）宇部市→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〜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
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【調査名】 多久市次世代育成支援に関するニーズ調査
【実施機関】 多久市くらし部経営統括室
【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 ４

−一般用調査票
【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
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０５８

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）多久市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０〜５歳）のい
る世帯 （抽出枠）宛名管理システム
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６００／１，１６６

（配布）郵送及び調

査員により幼稚園・保育所を通じて配布 （取集）郵送及び調査員により幼稚
園・保育所を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）多
久市→調査員→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２１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２１年０１月０９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０５８

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）多久市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１〜６年生）
のいる世帯 （抽出枠）宛名管理システム
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４００／１，３５３

（配布）調査員によ

り小学校を通じて配布 （取集）調査員により小学校を通じて取集 （記入）
自計 （把握時）調査日現在

（系統）多久市→調査員→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２１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−中学生用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０９日
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【受理番号】 受理番号（新）１０９０５８

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）多久市全域 （単位）世帯 （属性）中学生（中学１〜３年生）の
いる世帯 （抽出枠）宛名管理システム
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２００／６５９ （配布）調査員により中
学校を通じて配布 （取集）調査員により中学校を通じて取集 （記入）自計
（把握時）調査日現在 （系統）多久市→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２１日〜３０日
【調査事項】 中学生の状況意見等
※
【調査票名】 ４−一般用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０５８

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）多久市全域 （単位）世帯 （属性）一般（１６〜１８歳までの男
女） （抽出枠）宛名管理システム
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２００／７１６ （配布）郵送
郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在

（取集）

（系統）多久市→報告者

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２１日〜３０日
【調査事項】 一般の状況意見等
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【調査名】 長崎市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 長崎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−就学児童用調査票 ２−中学生・高校生用調査票
票 ４−就学前児童用調査票

３−一般市民用調査

５−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８月） （表章）市区町村
【経費】 ２，５００千円
※
【調査票名】 １−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０５９

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）長崎市全域 （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）３，０００／２４，１０５ （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）長崎市→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２日まで
【調査事項】 １．世帯の状況，２．少子化に関する意識，３．子育ての状況，４．子育て
に関する意識及び子育て支援にかかわる事業に対するニーズ調査
※
【調査票名】 ２−中学生・高校生用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０５９

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）長崎市全域 （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）１，１００／２６，８８９ （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）長崎市→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２日まで
【調査事項】 １．世帯の状況，２．少子化に関する意識，３．子育ての状況，４．子育て
に関する意識及び子育て支援にかかわる事業に対するニーズ調査
※
【調査票名】 ３−一般市民用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０９日
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【受理番号】 受理番号（新）１０９０５９

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）長崎市全域 （単位）個人 （属性）１８歳〜６９歳までの一般市
民 （抽出枠）住民基本台帳
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／２９６，０３７ （配布）郵
送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在

（系統）長崎市→

報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月２日まで
【調査事項】 １．世帯の状況，２．少子化に関する意識，３．子育ての状況，４．子育て
に関する意識及び子育て支援にかかわる事業に対するニーズ調査
※
【調査票名】 ４−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０５９

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）長崎市全域 （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）３，０００／２０，９３０ （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）長崎市→報告者，長崎

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２月２日まで
【調査事項】 １．世帯の状況，２．少子化に関する意識，３．子育ての状況，４．子育て
に関する意識及び子育て支援にかかわる事業に対するニーズ調査，５．企業に
おける仕事と家庭の両立支援対策に係る調査等
※
【調査票名】 ５−事業所用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月０９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０５９

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）長崎市全域 （単位）事業所

（属性）事業所 （抽出枠）長崎商

工会議所名簿
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５００／１８，０００ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）長崎市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月２日まで
【調査事項】 企業における仕事と家庭の両立支援対策に係る調査等
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【調査名】 豊後高田市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 豊後高田市子育て健康推進課
【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／民間委託／機械集計

（公表）「調査結果の概要」（平成

２１年１２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２１年０１月０９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０６０
【調査対象】 （地域）豊後高田市全域

受理番号（旧）
（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）７２０ （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）豊後高田市→報告者，豊後高田市→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０２月０１日〜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２１年０１月０９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０６０
【調査対象】 （地域）豊後高田市全域

受理番号（旧）
（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）６４０ （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）豊後高田市→報告者，豊後高田市→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〜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】 長井市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 長井市福祉事務所
【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／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】 ５０千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１３日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０６１

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）長井市全域 （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）６００／１，１６２

（配布）幼稚園・保

育所・児童健診等を通じて配布

（取集）郵送及び幼稚園・保育所・児童健診

等を通じて取集 （記入）自計

（把握時）調査日現在

（系統）長井市→幼

稚園・保育所・児童健診等→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１６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２１年０１月１３日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０６１

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）長井市全域 （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）６００／１，２６７

（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）長井市→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１６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
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【調査名】 常総市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 常総市保健福祉部児童課
【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／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１２月）

（表章）市区町村

【経費】 １２０千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１３日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０６２

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）常総市全域 （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）７１２／２，７０５

（配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）常総市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月２８日まで
【調査事項】 １．乳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．市の施設の利用状況及び要望等
※
【調査票名】 ２−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１３日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０６２

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）常総市全域 （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）４５７／１，６０１

（配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）常総市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月２８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，４．市の施設の利用状況及び要望等
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【調査名】 つくば市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 つくば市保健福祉部こども課子育て支援室
【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）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】 １，０２０千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１３日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０６３

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）つくば市全域 （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）１，９９６／１２，５８９ （配布）メー
ル便 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）つくば
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
※
【調査票名】 ２−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１３日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０６３

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）つくば市全域 （単位）世帯

（属性）就学児童（６歳〜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）２，００４／１２，６４６ （配布）メー
ル便 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）つくば
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
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【調査名】 藤岡市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 藤岡市健康福祉部子ども課
【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

【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】 ８３６千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１３日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０６４

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）藤岡市全域 （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）１，０００／２，７４２ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）藤岡市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２１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２１年０１月１３日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０６４

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）藤岡市全域 （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）１，０００／３，１３２ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）藤岡市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２１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

- 128 -

【調査名】 調布市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 調布市子ども生活部子育て推進課
【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 ３−中学生・高校生用調

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４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２１年０１月１３日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０６５

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）調布市全域 （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
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，６９０／１１，２６８ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）調布市→報告

者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月上旬まで
【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．全ての母親に対しての質問，３．子育てに関
する悩みや不安等，４．行政サービスについて，５．子育て支援サービスの認
知度・利用意向について，６．調布市の子育て環境について，７．保育の利用
希望、利用状況等について等
※
【調査票名】 ２−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１３日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０６５

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）調布市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童のいる世帯

（抽出

枠）住民基本台帳
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，６００／１０，６７３ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）調布市→報告

者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月上旬まで
【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．就労状況等，３．子育てに関する悩みや不安
等，４．自主的な活動への参加状況について，５．行政サービスについて，６．
子育て支援サービスの認知度・利用意向について，７．調布市の子育て環境に
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ついて，８．学童クラブの利用希望・利用状況等について等
※
【調査票名】 ３−中学生・高校生用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１３日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０６５

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）調布市全域 （単位）世帯 （属性）中・高校生のいる世帯 （抽
出枠）住民基本台帳
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，４１０／９，９４０ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）調布市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月上旬まで
【調査事項】 １．本人と家族の状況，２．普段の生活や考え，３．未来の自分について，
４．乳幼児とのふれあい体験について，５．調布市についての考え方，６．父
親・母親についての考え型，７．関心のあること，体調等，８．子ども条例に
ついて
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【調査名】 相模原市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 相模原市こども育成部こども育成課
【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−児童用調査票 ４−

青年男女用調査票 ５−ひとり親家庭用調査票
【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】 ４，２８４千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１３日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０６６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）相模原市全域 （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）３，６００／２０，６７５ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）相模原市→報

告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月１１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２１年０１月１３日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０６６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）相模原市全域 （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）２，４００／１２，２１４ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）相模原市→報

告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月１１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−児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１３日
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【受理番号】 受理番号（新）１０９０６６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）相模原市全域 （単位）世帯

（属性）児童（１１歳，１４歳，１

７歳） （抽出枠）住民基本台帳
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／１３，６４９ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）相模原市→報

告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月１１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，３．放課後や休日の過ごし
方，４．仕事に関する意識等
※
【調査票名】 ４−青年男女用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１３日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０６６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）相模原市全域 （単位）個人 （属性）青年男女（２０歳，２５歳，
３０歳，３５歳） （抽出枠）住民基本台帳
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／３４，４１６ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）相模原市→報

告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月１１日まで
【調査事項】 １．世帯の状況，２．就労状況，３．結婚や子育てについての考え方，４．
子育て支援として望むもの等
※
【調査票名】 ５−ひとり親家庭用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１３日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０６６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）相模原市全域 （単位）世帯

（属性）ひとり親家庭 （抽出枠）

児童扶養手当台帳，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 （客体数）５００／５，７９２

（配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）相模原市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月１１日まで
【調査事項】 １．世帯の状況，２．就労状況，３．資格や技能の状況，４．行政に望む支
援等
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【調査名】 座間市次世代育成支援（子育て支援）に関するアンケート調査
【実施機関】 座間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３月） （表章）市区町村
【経費】 ２，２３０千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１３日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０６７

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）座間市全域 （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，外国人登録台帳
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，５００／７，６７２ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）座間市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２３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２１年０１月１３日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０６７

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）座間市全域 （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）２，５００／７，２６６ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）座間市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２３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】

勝山市次世代育成支援に係るニーズ調査

【実施機関】 勝山市総務部総務課
【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−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９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２１年０１月１３日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０６８

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）勝山市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０〜５歳）のい
る世帯 （抽出枠）保育園・幼稚園の入園名簿
【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）５４０／７６４ （配布）幼稚園・保育所を
通じて配布 （取集）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）勝山市→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２１年０１月１３日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０６８

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）勝山市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１〜６年生）
のいる世帯 （抽出枠）小学校就学児童名簿
【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）６６０／１，２８８

（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）勝山市→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．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】 沼津市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 沼津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 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月末） （表章）市区町村
【経費】 １，１５５千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１３日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０６９

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）沼津市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０〜５歳）のい
る世帯 （抽出枠）児童・生徒名簿
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／６，４２２ （配布）幼稚園・
保育所・子育て支援センター等を通じて配布
て支援センター等を通じて取集

（取集）幼稚園・保育所・子育

（記入）自計 （把握時）調査日現在

（系

統）沼津市→幼稚園・保育所・子育て支援センター等→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２１年０１月１３日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０６９

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）沼津市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１〜３年生）
のいる世帯 （抽出枠）児童・生徒名簿
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／３，０７７ （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）沼津市→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・高生用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１３日
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【受理番号】 受理番号（新）１０９０６９

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）沼津市全域 （単位）個人 （属性）中学生・高校生 （抽出枠）
児童・生徒名簿
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５００／１１，８１３ （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

握時）調査日現在 （系統）沼津市→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１月３０日まで
【調査事項】 １．生徒及び世帯の状況，２．生徒の生活の状況等
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（把

【調査名】 春日井市次世代育成１万人アンケート
【実施機関】 春日井市健康福祉部子ども政策課
【目

的】 次世代育成及び青少年健全育成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）を策定するための基礎資料
を得る。

【調査の構成】 １−就学前児童保護者用調査票 ２−小学生保護者用調査票 ３−中学生及
び高校生用 ４−一般市民（１８〜２９歳）用調査票 ５−一般市民（３０〜
６９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）「調査結果報告書」（平成

２２年３月） （表章）市区町村
【経費】 ４，８４４千円
※
【調査票名】 １−就学前児童保護者用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１３日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０７０

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）春日井市全域 （単位）個人

（属性）就学前児童の保護者 （抽

出枠）住民基本台帳，外国人登録
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，９００／１８，７０６ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）春日井市→報

告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２２日〜０２月０３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−小学生保護者用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１３日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０７０

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）春日井市全域 （単位）個人

（属性）小学生の保護者（一部４〜

６年生の本人） （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）１，５００／１９，０５４ （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）春日井市→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２２日〜０２月０３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希望等
※
【調査票名】 ３−中学生及び高校生用
【受理年月日】 平成２１年０１月１３日
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【受理番号】 受理番号（新）１０９０７０

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）春日井市全域 （単位）個人 （属性）中学生・高校生 （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）１，６５０／１６，７７４ （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）春日井市→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２２日〜０２月０３日
【調査事項】 １．本人及び世帯の状況，２．ふだんの過ごし方等
※
【調査票名】 ４−一般市民（１８〜２９歳）用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１３日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０７０

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）春日井市全域 （単位）個人

（属性）一般市民（１８〜２９歳）

（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）２，４５０／４２，２９８ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）春日井市→報

告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２２日〜０２月０３日
【調査事項】 １．本人の状況，２．社会的自立等
※
【調査票名】 ５−一般市民（３０〜６９歳）用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１３日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０７０

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）春日井市全域 （単位）世帯

（属性）一般市民（３０〜６９歳）

（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）２，５００／１７２，８３３ （配布）郵
送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在

（系統）春日井市

→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２２日〜０２月０３日
【調査事項】 １．本人の状況，２．子育てへの地域の関与等
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【調査名】 豊中市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 豊中市こども未来部子育て支援課
【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−小学６年生児童本人

調査票 ４−中学２年生児童本人調査票
【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４月）

（表章）市区町村

【経費】 ３，０２４千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１３日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０７１

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）豊中市全域 （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）２，４６０／２０，５７５ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）豊中市→報告

者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０５日〜０２月１７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２１年０１月１３日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０７１

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）豊中市全域 （単位）世帯 （属性）小学校児童（小学１〜５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）２，２５０／１８，７８３ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）豊中市→報告

者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０５日〜１７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６年生児童本人調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１３日
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【受理番号】 受理番号（新）１０９０７１

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）豊中市全域 （単位）世帯 （属性）小学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）４５０／３，７３２

（配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）豊中市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０５日〜１７日
【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．生活習慣，３．マナーに関する意識，４．学
校生活，放課後の過ごし方等
※
【調査票名】 ４−中学２年生児童本人調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１３日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０７１

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）豊中市全域 （単位）世帯 （属性）中学２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）４４０／３，７０１

（配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）豊中市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０５日〜１７日
【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．生活習慣，３．マナーに関する意識，４．学
校生活，放課後の過ごし方
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【調査名】 雲南市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 雲南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・就学児童用調査票 ２−就学前児童用調査票 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・就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１３日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０７２

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）雲南市全域 （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）５８８ （配布）郵送 （取集）郵送
自計 （把握時）調査日現在

（記入）

（系統）雲南市→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〜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．放課後児童クラブの利用状況及び利用希望等
※
【調査票名】 ２−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１３日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０７２

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）雲南市全域 （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）９２８ （配布）郵送 （取集）郵送
自計 （把握時）調査日現在

（記入）

（系統）雲南市→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〜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】 ３−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１３日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０７２

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）雲南市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１〜６年生）
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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）１，０６４

（配布）郵送

（取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）雲南市→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〜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】 府中市次世代育成支援に関するニーズ調査
【実施機関】 府中市市民生活部児童課
【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）
「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】 １，２０８千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１３日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０７３

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）府中市全域 （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）１，２００／２，１８１ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）府中市→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２１年０１月１３日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０７３

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）府中市全域 （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）１，２００／２，３６２ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）府中市→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】

佐賀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】 佐賀市教育委員会こども教育部こども課
【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 ３−一般市民用調査票

【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４月） （表章）市区町村
【経費】 ２，４００千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１３日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０７４

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）佐賀市全域 （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）１，５００／１２，７８６ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）佐賀市→報告

者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月上旬〜下旬
【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．就労状況，３．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２１年０１月１３日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０７４

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）佐賀市全域 （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）１，５００／１４，３９５ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）佐賀市→報告

者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月上旬〜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
※
【調査票名】 ３−一般市民用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１３日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０７４

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）佐賀市全域 （単位）個人 （属性）一般市民（２０〜３９歳） （抽
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出枠）住民基本台帳
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／５８，３０３ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）佐賀市→報告

者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月上旬〜下旬
【調査事項】 １．世帯の状況，２．少子化をめぐる環境及び健全育成のための支援等

- 145 -

【調査名】 郡山市第二次エンゼルプラン後期計画策定に係るニーズ調査
【実施機関】 郡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−母子・父子等世帯

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】 ２，８９８千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１４日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０７５

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）郡山市全域 （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）２，１００／１９，４９７ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）郡山市→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−小学校児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１４日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０７５

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）郡山市全域 （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）２，０００／２０，６０７ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）郡山市→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
※
【調査票名】 ３−母子・父子等世帯用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１４日
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【受理番号】 受理番号（新）１０９０７５

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）郡山市全域 （単位）世帯 （属性）母子・父子等世帯 （抽出枠）
ひとり親家庭医療費受給者名簿
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２５０／３，３０２

（配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）郡山市→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
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【調査名】 上尾市次世代育成支援行動計画策定のためのアンケート調査
【実施機関】 上尾市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−就学前児童用調査票

２−就学児童用調査票 ３−中学校２年生用調査

票 ４−１５〜１８歳用調査票

５−１９〜４９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）調査結果の公表（平成２

１年４月） （表章）市区町村
【経費】 １，９７４千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１４日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０７６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）上尾市全域 （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
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，６００／１２，１２４ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）上尾市→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，４．仕事と生活の調和等
※
【調査票名】 ２−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１４日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０７６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）上尾市全域 （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
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，６００／１３，３２４ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）上尾市→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，４．仕事と生活の調和等
※
【調査票名】 ３−中学校２年生用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１４日
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【受理番号】 受理番号（新）１０９０７６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）上尾市全域 （単位）世帯 （属性）中学２年生の市民 （抽出枠）
住民基本台帳
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２００／２，２４０
じて配布 （取集）中学校を通じて取集 （記入）自計

（配布）中学校を通

（把握時）調査日現在 （系統）上

尾市→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１９日〜０２月０２日
【調査事項】 １．上尾市の印象，２．普段の生活や考え方，３．学校生活の状況，４．放
課後の過ごし方，５．将来の仕事等
※
【調査票名】 ４−１５〜１８歳用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１４日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０７６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）上尾市全域 （単位）世帯 （属性）１５〜１８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）３００／８，３８１

（配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）上尾市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１９日〜０２月０２日
【調査事項】 １．上尾市の印象，２．普段の生活や考え方，３．学校生活の状況，４．放
課後の過ごし方，５．将来の仕事等
※
【調査票名】 ５−１９〜４９歳用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１４日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０７６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）上尾市全域 （単位）世帯 （属性）１９〜４９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）１，０００／９４，００８ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）上尾市→報告

者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１９日〜０２月０２日
【調査事項】 １．将来への不安・結婚・子育ての状況，２．少子社会に対する考え方，３．
子育ての環境整備等
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【調査名】 土岐市次世代育成支援に関するニーズ調査
【実施機関】 土岐市市民部児童課
【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】 １，８００千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１４日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０７７

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）土岐市全域 （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）８８３／２，９９７

（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）土岐市→報告者，土岐市→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２１年０１月１４日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０７７

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）土岐市全域 （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）７６３／３，３３５

（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）土岐市→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】 三島市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 三島市福祉事務所子育て支援課
【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−就学児童用調査票 ２−就学前児童用調査票（０〜２歳児）

３−就学

前児童用調査票（３，４，５歳児）
【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】 ４，０００千円
※
【調査票名】 １−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１４日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０７８

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）三島市全域 （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）１，０００／３，１２４ （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）三島市→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１９日〜０２月０２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】 ２−就学前児童用調査票（０〜２歳児）
【受理年月日】 平成２１年０１月１４日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０７８

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）三島市全域 （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）１，０００／２，９２７ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）三島市→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．児童の保育の状況及び希望等
※
【調査票名】 ３−就学前児童用調査票（３，４，５歳児）
【受理年月日】 平成２１年０１月１４日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０７８

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）三島市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（３，４，５歳）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）１，０００／３，０１７ （配布）幼稚園・
保育所を通じて配布 （取集）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）三島市→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１９日〜０２月０２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
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【調査名】 河内長野市次世代育成支援に関するニーズ調査
【実施機関】 河内長野市保健福祉部福祉政策室子育て支援課
【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】 ２，５００千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１４日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０７９
【調査対象】 （地域）河内長野市全域

受理番号（旧）
（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）１，８００／５，１００ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）河内長野市→報告
者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月中旬〜２月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２１年０１月１４日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０７９
【調査対象】 （地域）河内長野市全域

受理番号（旧）
（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）９００／３，２００

（配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）河内長野市→報告
者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月中旬〜２月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】 小城市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 小城市教育委員会こども課
【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
ームページ等にて公表（平成２２年３月）

（表章）市区町村

【経費】 １，０７２千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１４日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０８０

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）小城市全域 （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）全数 （客体数）２，１１７

（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）小城市→報告者，小城市→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２月上旬〜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２１年０１月１４日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０８０

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）小城市全域 （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）全数 （客体数）１，４８８

（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
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２月上旬〜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】 鹿屋市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 鹿屋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）
「調査結果報告書」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】 １，７３５千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１４日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０８１

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）鹿屋市全域 （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）１，５００／７，２６５ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）鹿屋市→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２１年０１月１４日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０８１

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）鹿屋市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１〜５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）１，５００／５，３５８ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）鹿屋市→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
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【調査名】 ボランティア活動に関するアンケート
【実施機関】 福井県健康福祉部地域福祉課
【目

的】 福井県内におけるボランティア活動の実態を把握し，ボランティア活動促進に向
けた取組みの参考とする。

【調査の構成】 １−ボランティア活動に関するアンケート調査票
【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）県ホームページにて公表（平成２１
年４月） （表章）都道府県
【経費】 ８６２千円
※
【調査票名】 １−ボランティア活動に関するアンケート調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０８２

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）福井県全域 （単位）個人 （属性）１０歳以上の男女 （抽出枠）
住民基本台帳
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／７４０，０００ （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）未定 （実施期日）平成２１年２月中
【調査事項】 １．フェイス事項，２．過去１年間（平成２０年１月１日〜１２月３１日ま
で）にどのようなボランティア活動をしたか，３．この１年間に何回くらい活
動したか，４．団体などに加入して行ったか
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【調査名】 稚内市民男女共同参画意識調査
【実施機関】 稚内市教育委員会教育部社会教育課
【目

的】 市民の男女共同参画についての実態や要望・意見等を把握し，稚内市男女共同参
画行動計画（平成２１〜２５年度）を策定するための基礎資料を得る。

【調査の構成】 １−稚内市民男女共同参画意識調査票
【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７月）

（表章）市区町村

【経費】 ４４０千円
※
【調査票名】 １−稚内市民男女共同参画意識調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０８３

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）稚内市全域 （単位）個人 （属性）２０歳から７０歳までの成人
男女 （抽出枠）住民基本台帳
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／２７，１６１ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）稚内市→報告

者
【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２０年２月２０日まで
【調査事項】 １．被調査者の属性，２．男女平等意識，３．家庭生活，４．結婚・離婚，
５．社会活動・地域活動，６．教育，７．就労，８．少子・高齢化，９．女性
の政策参画，１０．人権・男女間の暴力，１１．行政が取り組むべきことなど
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【調査名】 三沢市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 三沢市健康福祉部家庭福祉課
【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２１年４月） （表章）市区町村
【経費】 １，４７０千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０８４

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）三沢市全域 （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）１，０００／２，５００ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）三沢市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月３０日〜０２月１３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２１年０１月１５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０８４

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）三沢市全域 （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）１，２００／１，５００ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）三沢市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月３０日〜０２月１３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】

須賀川市次世代育成支援に関するニーズ調査

【実施機関】 須賀川市保健福祉部社会福祉課
【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）
「行動計画冊子」にて公表（平成２２
年３月） （表章）市区町村
【経費】 ３１０千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０８５

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）須賀川市全域 （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）２５０／３，５８９
り幼稚園・保育所を通じて配布

（配布）調査員によ

（取集）調査員により幼稚園・保育所を通じ

て取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）須賀川市→調査員→
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０２月０２日〜０２月１３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２１年０１月１５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０８５

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）須賀川市全域 （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）無作為抽出 （客体数）２５０／１，７９４

（配布）調査員によ

り小学校を通じて配布 （取集）調査員により小学校を通じて取集 （記入）
自計 （把握時）調査日現在

（系統）須賀川市→報告者

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０２日〜０２月１３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】

福生市次世代育成支援に係るニーズ調査

【実施機関】 福生市子ども家庭部子ども育成課
【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

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）
「調査報告書」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】 ２，９５０千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０８６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）福生市全域 （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）１，２００／２，９３２ （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）福生
市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月上旬〜２８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２１年０１月１５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０８６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）福生市全域 （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）６００／１，４５４

（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）福生
市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月上旬〜２８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】

小諸市次世代育成支援に係るニーズ調査

【実施機関】 小諸市教育委員会子ども教育課
【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／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】 ５６０千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０８７

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）小諸市全域 （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）６００／２，３７６

（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）小諸市→報告者，小諸市→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０２月０１日〜１３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２１年０１月１５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０８７

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）小諸市全域 （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）６００／２，５３３

（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）小諸市→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〜１３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】 安曇野市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 安曇野市健康福祉部児童保育課
【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）「調査結果の概要」（平成

２１年５月） （表章）市区町村
【経費】 １，３４４千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０８８

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）安曇野市全域 （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）１，０００／５，８４５ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）安曇野市→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〜２月中旬
【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２１年０１月１５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０８８

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）安曇野市全域 （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）１，０００／５，７２３ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）安曇野市→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〜２月中旬
【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】

綾部市次世代育成支援に係るニーズ調査

【実施機関】 綾部市福祉保健部民生児童課
【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／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】 １９６千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０８９

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）綾部市全域 （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）７９６ （配布）郵送及び幼稚園・保育所を通じ
て配布 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）綾部
市→報告者，綾部市→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２８日〜０２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２１年０１月１５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０８９

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）綾部市全域 （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）１，４８６

（配布）小学校を通じて配布 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）綾部市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２８日〜０２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．放課後学級
の利用状況及び利用希望等
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【調査名】 大川市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 大川市福祉事務所
【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／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２１年０１月１５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０９０

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）大川市全域 （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）８００／１，３２５

（配布）区長を通じ

て配布 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）大川
市→区長→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〜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２１年０１月１５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０９０

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）大川市全域 （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）８００／１，５６７

（配布）区長を通じ

て配布 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）大川
市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月１日〜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．放課後学級
の利用状況及び利用希望等
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【調査名】 上天草市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 上天草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／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】 ５５７千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０９１

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）上天草市全域 （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）２４０／１，４９１

（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）上天草市→報告者，上天草市→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
※
【調査票名】 ２−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０９１

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）上天草市全域 （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）１４０／８３２ （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）上天草市→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
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【調査名】 鹿児島市次世代育成支援に関するニーズ調査
【実施機関】 鹿児島市健康福祉局子育て支援部子育て支援推進課
【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−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

３−２０代用調査票

（公表）「調査結果概要」
（平成２

２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２１年０１月１５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０９２

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）鹿児島市全域 （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）２，０００／２０，９３２ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）鹿児島市→報

告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０２日〜２０日
【調査事項】 １．児童と世帯の状況，２．父母の就労状況，３．保育サービスの利用につ
いて，４．児童の病時・病後児保育について，５．児童の一時預かりについて，
６．宿泊を伴う一時預かりについて，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・家政婦の利用について，９．ファミリーサポ
ートセンターの利用について，１０．子育て支援サービスの認知度・利用度，
１１．育児休業制度の利用について，１２．看護休暇制度の利用について，１
３．ひとり親家庭等のの状況，１４．子育てに関する悩みや不安感
※
【調査票名】 ２−小学校児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０９２

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）鹿児島市全域 （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）２，０００／２２，０８９ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）鹿児島市→報

告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０２日〜２０日
【調査事項】 １．児童と世帯の状況，２．父母の就労状況，３．児童の日頃の居場所，４．
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児童の地域活動への参加状況，５．放課後児童クラブの利用について，６．児
童の病時・病後児保育について，７．児童の一時預かりについて，８．宿泊を
伴う一時預かりについて，９．ベビーシッター・家政婦の利用について，１０．
ファミリーサポートセンターの利用について，１１．子育て支援サービスの認
知度・利用度，１２．育児休業制度の利用について，１３．看護休暇制度の利
用について，１４．ひとり親家庭等の状況，１５．子育てに関する悩みや不安
感
※
【調査票名】 ３−２０代用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１５日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０９２

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）鹿児島市全域 （単位）世帯

（属性）２０代のいる世帯

（抽出

枠）住民基本台帳
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／５６，８４７ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）鹿児島市→報

告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０２日〜２０日
【調査事項】 １．回答者の属性等，２．子どもを持つことについて，３．少子化の考えら
れる理由，４．
子どもを安心して産む社会環境整備のため行政へ期待する施策，
５．育児休業制，看護休暇制度等の認知度・利用度
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【調査名】 宮古市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 宮古市保健福祉部福祉課子育て支援室
【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６月） （表章）市区町村
【経費】 ３，５００千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０９３

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）宮古市全域 （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）３，０００

（配布）郵送

（取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）宮古市→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２１年０１月１６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０９３

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）宮古市全域 （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）３，３００

（配布）郵送

（取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）宮古市→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〜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】 栗原市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 栗原市市民生活部子育て支援課
【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」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】 １９５千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０９４

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）栗原市全域 （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）１，０００／３，５５４ （配布）調査員
（取集）調査員 （記入）自計

（把握時）調査日現在

（系統）栗原市→調

査員→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０１日〜１３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２１年０１月１６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０９４

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）栗原市全域 （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）１，０００／３，８５７ （配布）調査員
（取集）調査員 （記入）自計

（把握時）調査日現在

（系統）栗原市→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〜１３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】

富山市次世代育成支援に係るニーズ調査

【実施機関】 富山市福祉保健部こども福祉課
【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−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】 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２１年０１月１６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０９５

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）富山市全域 （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）２，９５５／２１，９５２ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）富山市→報告

者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２６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２１年０１月１６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０９５

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）富山市全域 （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）２，８３９／２３，６５８ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）富山市→報告

者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２６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】 子育て支援に関するアンケート調査
【実施機関】 松本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−事業者用調査票

【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７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２１年０１月１６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０９６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）松本市全域 （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）２，６００／１２，７２０ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）松本市→報告

者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２６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
※
【調査票名】 ２−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０９６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）松本市全域 （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）２，１００／１３，２８２ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）松本市→報告

者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２６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
※
【調査票名】 ３−事業者用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０９６

受理番号（旧）
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【調査対象】 （地域）松本市全域 （単位）事業所

（属性）松本市内に本社・支所を置

く従業員６人以上の民営事業所（松本市内に本社を置く企業の支所を除く）
（抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調査の事業所及び企業の名簿
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５００／３，４５６

（配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）松本市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０２日〜１３日
【調査事項】 １．事業所の概要，２．実施している子育て支援制度，３．妊娠・育児中の
社員の状況，４．子育て支援に関する方針，５．一般事業主行動計画策定の取
り組み状況等
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【調査名】 箕面市次世代育成支援行動計画（後期）ニーズ調査
【実施機関】 箕面市子ども部子ども政策課
【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−小学校６年生用調査

票 ４−中学校２年生用調査票

５−１７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）
「行動計画冊子」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】 ２，９４０千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０９７

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）箕面市全域 （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）１，７００／６，８００ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）箕面市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２９日〜０２月１２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２１年０１月１６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０９７

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）箕面市全域 （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）１，９００／７，６００ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）箕面市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２９日〜０２月１２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６年生用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０９７

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）箕面市全域 （単位）世帯 （属性）小学校６年生のいる世帯 （抽
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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）７００／１，４００

（配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）箕面市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２９日〜０２月１２日
【調査事項】 １．児童と世帯の状況，２．家庭生活・日常生活について，３．地域とのか
かわりについて，４．箕面市のことについて等
※
【調査票名】 ４−中学校２年生用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０９７

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）箕面市全域 （単位）世帯 （属性）中学校２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）７００／１，４００

（配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）箕面市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２９日〜０２月１２日
【調査事項】 １．児童と世帯の状況，２．家庭生活・日常生活について，３．地域とのか
かわりについて，４．箕面市のことについて等
※
【調査票名】 ５−１７歳用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０９７

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）箕面市全域 （単位）世帯 （属性）１７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）６００／１，２００

（配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）箕面市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２９日〜０２月１２日
【調査事項】 １．児童と世帯の状況，２．家庭生活・日常生活について，３．学校生活・
職業生活について，４．箕面市のことについて等
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【調査名】 松原市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 松原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）
「行動計画冊子」及び市ホ
ームページ等にて公表（平成２１年４月）

（表章）市区町村

【経費】 ２，９００千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０９８

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）松原市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０〜５歳）のい
る世帯 （抽出枠）住民基本台帳及び外国人登録原票
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，６００／６，２４４ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）松原市→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〜１８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２１年０１月１６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０９８

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）松原市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１〜６年生）
のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳及び外国人登録原票
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，６００／７，９９５ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）松原市→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〜１８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】 たつの市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 たつの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８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２１年０１月１６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０９９

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）たつの市全域 （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）３，７７６

（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）たつの市→報告者，たつの市→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０２月０２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２１年０１月１６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９０９９

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）たつの市全域 （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）３，６１８

（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）た
つの市→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０２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
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【調査名】 紀の川市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 紀の川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）「調査結果報告書」（平成

２１年３月） （表章）市区町村
【経費】 １，５５７千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１００

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）紀の川市全域 （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）１，５００／２，４５８ （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）紀の
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２０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２１年０１月１６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１００

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）紀の川市全域 （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）１５０／２，１３５

（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）紀の
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２０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】 広島市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 広島市こども未来局こども未来企画課
【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５月） （表章）市区町村
【経費】 ３，０５４千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１０１

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）広島市全域 （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）６，８７７／５０，６９２ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）広島市→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〜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，４．子どもの遊び場等
※
【調査票名】 ２−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１０１

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）広島市全域 （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）４，７０５／３７，２８０ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）広島市→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〜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．留守家庭子
ども会の利用状況及び利用希望，４．子どもの遊び場等
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【調査名】 岩出市次世代育成支援行動計画に係るニーズ調査
【実施機関】 岩出市生活福祉部福祉課
【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−就学児童用調査票 ２−就学前児童用調査票
【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−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１０２

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）岩出市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１〜６年生）
のいる世帯 （抽出枠）年次別人数表
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，３１０／３，８４５ （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）岩出市→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．学童保育及
び放課後子ども教室の利用状況及び利用希望等
※
【調査票名】 ２−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月１９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１０２

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）岩出市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０〜５歳）のい
る世帯 （抽出枠）住民基本台帳及び保育所・園，幼稚園別の年次別人数表
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２８０／３，３３５ （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）岩出市→報告者，岩出市

→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０２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
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【調査名】 江別市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 江別市健康福祉部子育て支援室子ども家庭課
【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−就学児童用調査票 ２−就学前児童用調査票
【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１０月）

（表章）市区町村

【経費】 １，５０９千円
※
【調査票名】 １−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１０３

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）江別市全域 （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）１，５００／５，４７１ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）江別市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２７日〜０２月１３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】 ２−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１０３

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）江別市全域 （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）１，５００／４，４９０ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）江別市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２７日〜０２月１３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】

南足柄市次世代育成支援に係るニーズ調査

【実施機関】 南足柄市福祉健康部子ども課
【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−就学児童用調査票 ２−就学前児童用調査票
【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】 １，６０７千円
※
【調査票名】 １−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１０４

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）南足柄市全域 （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）８００／１，７４８

（配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）南足柄市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年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
※
【調査票名】 ２−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１０４

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）南足柄市全域 （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）１，５００／１，８４６ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）南足柄市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年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
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【調査名】 大野市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 大野市市民福祉部児童福祉課
【目

的】 子どもや家庭のおかれている現状や望ましい子育て環境へのニーズを把握し，次
世代育成支援の後期行動計画（平成２２年〜２６年度）を策定するための基礎資料
を得る。

【調査の構成】 １−就学児童用調査票 ２−就学前児童用調査票
【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−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１０５

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）大野市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１〜６年生）
のいる世帯 （抽出枠）
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３００／１，９５４

（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１月下旬〜２月６日まで
【調査事項】 １．家族類型（父母の働き方，祖父母・地域との関わり等）
，２．病児・病後
児の対応，３．一時預かりの状況，４．母子保健・子育て支援について，５．
放課後児童クラブ，放課後の居場所
※
【調査票名】 ２−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１０５

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）大野市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０〜５歳）のい
る世帯 （抽出枠）
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３００／１，６１６

（配布）幼稚園・保

育所を通じて配布 （取集）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）大野市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月下旬〜２月６日まで
【調査事項】 １．家族類型（父母の働き方，祖父母・地域との関わり等）
，２．病児・病後
児の対応，３．一時預かりの状況，４．母子保健・子育て支援について，５．
保育サービスについて・子育て支援サービス・育児休業制度について
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【調査名】 美濃市次世代育成支援対策行動計画後期ニーズ調査
【実施機関】 美濃市民生部健康福祉課
【目

的】 美濃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，次世代育成支
援の後期行動計画（平成２２〜２６年度）を策定するための基礎資料を得る。

【調査の構成】 １−就学児童用調査票 ２−就学前児童用調査票
【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】 ８１９千円
※
【調査票名】 １−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１０６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）美濃市全域 （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）６００／１，１５４

（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）美濃市→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．留守家庭児
童教室の利用状況及び利用希望等
※
【調査票名】 ２−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１０６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）美濃市全域 （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）８００／１，０４６

（配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）美濃市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１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
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【調査名】 山県市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 山県市保健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−就学児童用調査票 ２−就学前児童用調査票
【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５月）

（表章）市区町村

【経費】 ５０千円
※
【調査票名】 １−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１０７

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）山県市全域 （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）１，７００

（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）山
県市→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．放課後児童クラブの利用状況及び利用希望等
※
【調査票名】 ２−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１０７

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）山県市全域 （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）１，４００

（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）山県市→報告者，山県市→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１月３０日まで
【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
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【調査名】

静岡市母子家庭及び寡婦自立促進計画策定に係るアンケート調査

【実施機関】 静岡市保健福祉子ども局子ども青少年部子育て支援課
【目

的】 母子家庭及び寡婦自立促進計画のため，母子・父子家庭や寡婦の生活実態やサー
ビスニーズ等を把握し，計画策定のための基礎資料を得る。

【調査の構成】 １−静岡市母子家庭及び寡婦自立促進計画策定に係るアンケート調査
【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４月）
（表章）市区町村
【経費】 １，０００千円
※
【調査票名】 １−静岡市母子家庭及び寡婦自立促進計画策定に係るアンケート調査
【受理年月日】 平成２１年０１月２０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１０８

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）静岡市全域 （単位）世帯 （属性）母子家庭，父子家庭，寡婦世
帯 （抽出枠）児童扶養手当受給資格者台帳
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／５，４４０ （配布）郵送及
び保育園を通じて配布 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在
（系統）静岡市→保育園→報告者，静岡市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０２日〜２７日
【調査事項】 １．親の就労状況，収入状況，２．子の就労及び就学状況，３．住宅状況，
４．福祉制度・施設の利用・受給利用，５．相談機関の利用状況，６．行政サ
ービス等への意向，７．子どもの教育に関する意向調査など
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【調査名】 富士宮市次世代育成支援に関するニーズ調査
【実施機関】 富士宮市保健福祉部子ども未来課
【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−小・中学生用調査票 ２−就学前児童用調査票 ３−高校生用調査票 ４
−成人用調査票
【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】 １，０９４千円
※
【調査票名】 １−小・中学生用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１０９

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）富士宮市全域 （単位）世帯

（属性）小学生及び中学生のいる世

帯 （抽出枠）住民基本台帳
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）９００／８，９３６

（配布）小学校及び

中学校を通じて配布 （取集）小学校及び中学校を通じて取集 （記入）自計
（把握時）調査日現在 （系統）富士宮市→小学校・中学校→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〜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】 ２−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１０９

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）富士宮市全域 （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
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６００／５，９２８

（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）富士宮市→報告者，富士宮市→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】 ３−高校生用調査票
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【受理年月日】 平成２１年０１月２０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１０９

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）富士宮市全域 （単位）個人

（属性）高校生 （抽出枠）住民基

本台帳
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３００／３，５００

（配布）高校を通じ

て配布 （取集）高校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系
統）富士宮市→高校→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〜２８日
【調査事項】 １．生活における感想、２．将来の結婚や家事育児に対する思い等
※
【調査票名】 ４−成人用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１０９

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）富士宮市全域 （単位）世帯 （属性）２０〜３０歳代の成人 （抽
出枠）住民基本台帳
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２００／３２，１２３ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）富士宮市→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．仕事と生活の両立についての感想と希望，２．職場の子育て支援に対す
る感想，３．結婚や子育てに対する思い等
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【調査名】 豊川市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 豊川市健康福祉部子ども課
【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−小学生の保護者用調査票 ２−就学前児童の保護者用調査票

３−中学

生用調査票 ４−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２２年３月） （表章）市区町村
【経費】 ２，６８０千円
※
【調査票名】 １−小学生の保護者用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１１０

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）豊川市全域 （単位）個人 （属性）小学生（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）１，５００／９，９９６ （配布）小学校
を通じて配布 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）
豊川市→小学校→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０２日〜１３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】 ２−就学前児童の保護者用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１１０

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）豊川市全域 （単位）個人 （属性）就学前児童（０〜６歳）の保
護者 （抽出枠）住民基本台帳
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／１０，６１７ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）豊川市→報告

者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０２日〜１３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−中学生用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２０日
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【受理番号】 受理番号（新）１０９１１０

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）豊川市全域 （単位）個人 （属性）中学生（２年生） （抽出枠）
住民基本台帳
【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）７２０／１，６２５

（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）豊川市→中学校→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０２日〜１３日
【調査事項】 １．世帯の状況，２．ふだんの生活の状況等
※
【調査票名】 ４−市民用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１１０

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）豊川市全域 （単位）個人 （属性）市民（２０歳から６９歳） （抽
出枠）住民基本台帳
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／１０４，６６８ （配布）郵
送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在

（系統）豊川市→

報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０２日〜１３日
【調査事項】 １．世帯の状況，２．子育てに関する考え方等
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【調査名】 高石市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 高石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−就学児童用調査票 ２−就学前児童用調査票
【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】 １，７００千円
※
【調査票名】 １−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１１１

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）高石市全域 （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）１，２０９／３，８８３ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年２月１日現在 （系統）高石
市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月３０日〜０２月２０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】 ２−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１１１

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）高石市全域 （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）１，２１３／３，５５２ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年２月１日現在 （系統）高石
市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月３０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．児童の保育
の状況及び利用希望等
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【調査名】 西宮市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 西宮市こども部子育て企画・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−就学児童用調査票 ２−就学前児童用調査票
【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】 ２，５８３千円
※
【調査票名】 １−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１１２

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）西宮市全域 （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台帳
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，５５４／２９，６６１ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）西宮市→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．放課後児童クラブの利用状況及び利用希望等
※
【調査票名】 ２−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１１２

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）西宮市全域 （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台帳
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，５２９／２９，４６９ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）西宮市→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
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【調査名】 安芸高田市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 安芸高田市市民生活部社会福祉課
【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）
「行動計画冊子」及び市ホ
ームページにて公表（平成２１年１０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２１年０１月２０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１１３
【調査対象】 （地域）安芸高田市全域

受理番号（旧）
（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）７３０ （配布）郵送 （取集）郵送
自計 （把握時）平成２１年１月１日現在

（記入）

（系統）安芸高田市→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２１年０１月２０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１１３
【調査対象】 （地域）安芸高田市全域

受理番号（旧）
（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）１，３００

（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）安芸高田市→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】 大洲市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 大洲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／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】 １，３００千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１１４

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）大洲市全域 （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）１，０００／１，９３６ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）大洲市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０２日〜１３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２１年０１月２０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１１４

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）大洲市全域 （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）１，０００／２，０５６ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）大洲市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０２日〜１３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】 北九州市宿泊者数調査
【実施機関】 北九州市にぎわいづくり企画課
【目

的】 北九州市集客交流計画の目標設定の算定基礎とするとともに、計画の達成状況の
管理や、効果的な集客対策の立案に役立てるため、本市への宿泊者数を把握する。

【調査の構成】 １−平成２０年次宿泊者数調査票
【集計・公表】 （集計）中央集計／機械集計 （公表）集客交流計画の目標達成状況公表時
に調査結果の一部を引用（毎年４月） （表章）市町村
【経費】 ５０千円
※
【調査票名】 １−平成２０年次宿泊者数調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１１５

受理番号（旧）１０９１１５

【調査対象】 （地域）市内全域 （単位）ホテル・旅館 （属性）ホテル・旅館

（抽出

枠）本調査に協力的である施設（６５施設）
【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）６５／１２１ （配布）郵送 （取集）郵送・
ファクシミリ （記入）自計

（把握時）平成２０年１月〜１２月 （系統）

北九州市→報告者
【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）０２月１０日
【調査事項】 １．客室数、収容人数、２．宿泊者数（月別、外国人宿泊者の出身国別）
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【調査名】 唐津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】 唐津市保健福祉部福祉課
【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３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２１年０１月２０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１１６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）唐津市全域 （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）２，０００／７，２１９ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年２月１日現在 （系統）唐津
市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０２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２１年０１月２０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１１６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）唐津市全域 （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）１，０００／４，０１４ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年２月１日現在 （系統）唐津
市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０２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
クラブ利用状況及び利用希望等
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【調査名】 由布市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 由布市子育て支援課
【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−就学児童用調査票 ２−就学前児童用調査票
【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】 ８７０千円
※
【調査票名】 １−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１１７

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）由布市全域 （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）９６０／１，９００

（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）由布市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２８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
クラブ利用状況及び利用希望等
※
【調査票名】 ２−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１１７

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）由布市全域 （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）９４０／１，９００

（配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）由布市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２８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
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【調査名】 曽於市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 曽於市市民福祉部保健福祉課
【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−就学児童用調査票 ２−就学前児童用調査票
【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】 １，３００千円
※
【調査票名】 １−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１１８

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）曽於市全域 （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）１，０００／２，０５０ （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）曽於
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０１月１５日〜０２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】 ２−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１１８

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）曽於市全域 （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）８００／１，６００ （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）曽於市→調査

員→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１５日〜０２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
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【調査名】 那覇市次世代育成支援行動計画に関するニーズ調査
【実施機関】 那覇市こどもみらい部こども政策課
【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−就学児童用調査票 ２−就学前児童用調査票 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）
「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】 ２，３９０千円
※
【調査票名】 １−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１１９

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）那覇市全域 （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）３，５０８／２１，５２５ （配布）郵送・
調査員 （取集）郵送・調査員

（記入）自計 （把握時）調査日現在

（系

統）那覇市→報告者，那覇市→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月下旬〜２月上旬まで
【調査事項】 １．児童及び家族形態の状況，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等
※
【調査票名】 ２−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１１９

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）那覇市全域 （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）４，２５４／２４，１３６ （配布）郵送・
調査員 （取集）郵送・調査員

（記入）自計 （把握時）調査日現在

（系

統）那覇市→報告者，那覇市→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月下旬〜２月上旬まで
【調査事項】 １．児童及び家族形態の状況，２．父母の就労状況及び就労希望，３．児童
の保育の状況及び利用希望等
※
【調査票名】 ３−中学生用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２０日
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【受理番号】 受理番号（新）１０９１１９

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）那覇市全域 （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）２，０２５／１１，０９１ （配布）調査
員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）那覇市
→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月下旬〜２月上旬まで
【調査事項】 １．生徒及び家族形態の状況，２．食生活，飲酒喫煙の状況，３．学校生活，
４．いじめの問題等
※
【調査票名】 ４−高校生用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１１９

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）那覇市全域 （単位）個人 （属性）高校生

（抽出枠）住民基本

台帳
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，１７０／１２，３７４ （配布）調査
員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）那覇市
→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月下旬〜２月上旬
【調査事項】 １．家族形態の状況，２．高校生の日常及び学校生活，３．食生活，飲酒喫
煙の状況，４．いじめの問題等
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【調査名】 浦添市次世代育成支援に関するニーズ調査
【実施機関】 浦添市福祉保健部保育課
【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）「調査結果の概要」（平成

２１年３月） （表章）市区町村
【経費】 ２，８２０千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１２０

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）浦添市全域 （単位）個人 （属性）就学前児童（０〜５歳）のい
る保護者 （抽出枠）住民基本台帳
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００／８，６５２ （配布）調査員
（取集）調査員 （記入）自計

（把握時）調査日現在

（系統）浦添市→調

査員→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月３０日〜０３月１３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２１年０１月２０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１２０

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）浦添市全域 （単位）個人 （属性）就学児童（１〜６年生）のい
る保護者 （抽出枠）児童在籍簿
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／８，７７８ （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）浦添市→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０２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．学童クラブ
の利用状況及び利用希望等
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【調査名】 名護市次世代育成支援対策行動計画（後期）に関するニーズ調査
【実施機関】 名護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／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】 １，７８４千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１２１

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）名護市全域 （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）３，３４０

（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）名護市→報告者，名護市→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０２月１９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２１年０１月２０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１２１

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）名護市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（１〜３年生）のい
る保護者 （抽出枠）住民基本台帳
【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，００１

（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）名
護市→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１９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
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【調査名】 沖縄市次世代育成支援に関するニーズ調査
【実施機関】 沖縄市健康福祉部保育課
【目

的】 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，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 ４

−青少年用調査票
【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】 ４，５１５千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１２２

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）沖縄市全域 （単位）個人 （属性）就学前児童（０〜５歳）のい
る保護者 （抽出枠）住民基本台帳
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５５０／１０，４１５ （配布）調査
員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）沖縄市
→調査員→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０１日〜１５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２１年０１月２０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１２２

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）沖縄市全域 （単位）個人 （属性）就学児童（１〜３年生）のい
る保護者 （抽出枠）住民基本台帳
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）９００／５，４００

（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）沖縄市→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〜１５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２１年０１月２０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１２２

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）沖縄市全域 （単位）個人 （属性）中学生（２年生）の生徒 （抽
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出枠）児童在籍簿
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３００／１，７５１

（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）沖縄市→中学校→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０２日〜０９日
【調査事項】 １．中学生の状況，２．悩みや地域とのかかわり等
※
【調査票名】 ４−青少年用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１２２

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）沖縄市全域 （単位）個人 （属性）青少年（１６歳） （抽出枠）
住民基本台帳
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１５０／１，８７５ （配布）調査員 （取
集）調査員 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）沖縄市→調査員
→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０１日〜１５日
【調査事項】 １．青少年の状況，２．悩みや地域とのかかわり等
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【調査名】

いわき市子育て支援に関するアンケート調査

【実施機関】 いわき市保健福祉部児童家庭課
【目

的】 子育て支援に関す市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援対策
推進法に基づく後期行動計画（平成２２年〜２６年度）を策定するための基礎資料
を得る。

【調査の構成】 １−就学前児童保護者用調査票 ２−小学生保護者用調査票 ３−中学生用
調査票 ４−中学生保護者用調査票 ５−妊婦健康診査受信者用調査票

６−

民生委員・児童委員用調査票
【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】 ２，７９１千円
※
【調査票名】 １−就学前児童保護者用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２１日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１２３

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）いわき市全域 （単位）個人

（属性）就学前児童（保育所入所児

童，幼稚園児及び乳児健診受診児童（０〜６歳））の保護者 （抽出枠）各施設
一覧，乳幼児健診対象者名簿
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，５００／１８，４５２ （配布）幼稚
園・保育所・乳幼児健康診査を通じて配布

（取集）幼稚園・保育所・乳幼児

健康診査を通じて取集 （記入）自計 （把握時）平成２１年１月１日現在 （系
統）いわき市→幼稚園・保育所→乳幼児健康診査等→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月中旬
【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−小学生保護者用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２１日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１２３

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）いわき市全域 （単位）個人

（属性）小学生（１年生〜６年生）

の保護者 （抽出枠）各施設一覧
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／２０，９６７ （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）平
成２１年１月１日現在 （系統）いわき市→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月中旬
【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
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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２１年０１月２１日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１２３

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）いわき市全域 （単位）個人

（属性）中学２年生 （抽出枠）各

施設一覧
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５００／３，８１５

（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）平成２１

年１月１日現在 （系統）いわき市→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月中旬
【調査事項】 １．不安や悩みに関すること，２．
「性」に関すること，３．食生活に関する
こと等
※
【調査票名】 ４−中学生保護者用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２１日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１２３

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）いわき市全域 （単位）個人

（属性）中学２年生の保護者 （抽

出枠）各施設一覧
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５００／３，８１５

（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）平成２１

年１月１日現在 （系統）いわき市→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月中旬
【調査事項】 １．子どもと家族の状況，２．子育てに関する意識の状況等
※
【調査票名】 ５−妊婦健康診査受信者用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２１日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１２３

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）いわき市全域 （単位）個人 （属性）妊婦健診受診者 （抽出枠）
母子健康手帳交付者名簿
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３００／３，０６０

（配布）妊婦健康診

査を通じて配布 （取集）妊婦健康診査を通じて取集 （記入）自計
時）平成２１年１月１日現在

（把握

（系統）いわき市→妊婦健康診査→報告者

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月中旬
【調査事項】 １．家族の状況，２．妊娠の状態等
※
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【調査票名】 ６−民生委員・児童委員用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２１日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１２３

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）いわき市全域 （単位）個人

（属性）民生委員・児童委員 （抽

出枠）民生・児童委員名簿
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３００／６５２ （配布）調査員 （取集）
調査員 （記入）自計 （把握時）平成２１年１月１日現在 （系統）いわき
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２月中旬
【調査事項】 地域の中での子育てについて等
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【調査名】 町田市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 町田市子ども生活部子ども総務課
【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−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】 ３，３７０千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２１日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１２４

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）町田市全域 （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）３，０００／１６，０００ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）町田市→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〜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２１年０１月２１日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１２４

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）町田市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（１〜３年生）のい
る保護者 （抽出枠）住民基本台帳
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／７，５００ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）町田市→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〜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．学童保育ク
ラブの利用状況及び利用希望等
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【調査名】 弥富市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 弥富市民生部児童課児童グループ
【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）
「行動計画冊子」及び市ホ
ームページにて公表（平成２１年３月末）

（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２１年０１月２１日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１２５

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）弥富市全域 （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）１，５００／２，０００ （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）弥富市→報告者，弥富市

→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２６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２１年０１月２１日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１２５

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）弥富市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（１〜６年生）のい
る保護者 （抽出枠）住民基本台帳
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／２，５００ （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）弥富市→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】

子育て実態意識等調査

【実施機関】 城陽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３月） （表章）市区町村
【経費】 ７１４千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２１日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１２６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）城陽市全域 （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）６００／３，８３５

（配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）城陽市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年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２１年０１月２１日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１２６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）城陽市全域 （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）６００／４，３３４

（配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）城陽市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年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】 東かがわ市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 東かがわ市市民部子育て支援課
【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２２年４月） （表章）市区町村
【経費】 ７９７千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２１日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１２７
【調査対象】 （地域）東かがわ市全域

受理番号（旧）
（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）１，０６３

（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）東かがわ市→報告者，東かがわ市→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２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２１年０１月２１日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１２７
【調査対象】 （地域）東かがわ市全域

受理番号（旧）
（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）１，３０４

（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）東かがわ市→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．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】

太宰府市次世代育成支援に係るニーズ調査

【実施機関】 太宰府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」
（平成２

１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２１年０１月２１日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１２８

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）太宰府市全域 （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）１，５００／３，１５８ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）太宰府市→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２１年０１月２１日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１２８

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）太宰府市全域 （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）２，０００／３，０３０ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）太宰府市→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】 横手市次世代育成支援に関するアンケート調査
【実施機関】 横手市福祉環境部子育て支援課
【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１２月） （表章）市区町村
【経費】 ２，３００千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２２日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１２９

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）横手市全域 （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）２，０００／３，０４９ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年２月１日現在 （系統）横手
市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０３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２１年０１月２２日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１２９

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）横手市全域 （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）２，０００／３，２７４ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年２月１日現在 （系統）横手
市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０３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】 逗子市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 逗子市福祉部福祉課
【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２１年６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２１年０１月２２日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１３０

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）逗子市全域 （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）１，１００／２，３７３ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）逗子市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月３０日〜０２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２１年０１月２２日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１３０

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）逗子市全域 （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）６００／１，５１７

（配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）逗子市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月３０日〜０２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
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【調査名】

吹田市次世代育成支援に関する市民ニーズ調査

【実施機関】 吹田市児童部子育て支援室子育て支援課
【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】 ２，０８０千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２２日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１３１

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）吹田市全域 （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）３，０００／２２，５００ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）吹田市→報告

者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月下旬〜２月中旬
【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２１年０１月２２日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１３１

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）吹田市全域 （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）３，０００／２１，３００ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）吹田市→報告

者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１月下旬〜２月中旬
【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．学童保育の
利用状況及び利用希望等
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【調査名】

西条市次世代育成支援に係るニーズ調査

【実施機関】 西条市保健福祉部女性児童福祉課
【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−就学児童用調査票 ２−就学前児童用調査票
【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８月）
（表章）市区町村
【経費】 ７４０千円
※
【調査票名】 １−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２２日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１３２

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）西条市全域 （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）２，１２３／６，６３７ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）西条市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月３０日〜０２月１３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】 ２−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２２日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１３２

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）西条市全域 （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）１，８７４／５，８５１ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）西条市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月３０日〜０２月１３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】 宿毛市次世代育成支援に関するニーズ調査
【実施機関】 宿毛市福祉事務所
【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−就学児童用調査票 ２−就学前児童用調査票
【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）
「行動計画」
（平成２２年３月） （表
章）市区町村
【経費】 ６０千円
※
【調査票名】 １−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２２日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１３３

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）宿毛市全域 （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）１９４／５９０ （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）平成２０年１
２月１日現在 （系統）宿毛市→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０２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】 ２−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２２日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１３３

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）宿毛市全域 （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）２２１／１，１２０

（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）平成２０年１２月１日現在 （系統）宿毛市→報告者，
宿毛市→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０２月０２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
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【調査名】 尾花沢市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 尾花沢市教育委員会こども教育課
【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−小学校児童用調査票

２−就学前児童用調査票

【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】 ３００千円
※
【調査票名】 １−小学校児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２３日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１３４

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）尾花沢市全域 （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）４２９ （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）尾花沢
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０２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】 ２−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２３日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１３４

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）尾花沢市全域 （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）全数 （客体数）６８９ （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）尾花沢市→報告者，尾花沢市→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０２月０２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
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【調査名】 魚津市次世代育成支援に関するニーズ調査
【実施機関】 魚津市企画総務部総務課
【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−就学児童用調査票 ２−就学前児童用調査票
【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５月）
（表章）市区町村
【経費】 ５８０千円
※
【調査票名】 １−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２３日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１３５

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）魚津市全域 （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）１，０００／１，８５７ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）魚津市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月１６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】 ２−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２３日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１３５

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）魚津市全域 （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）１，０００／１，８７１ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）魚津市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月１６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
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【調査名】 千曲市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 千曲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／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】 ３０５千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２３日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１３６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）千曲市全域 （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）１，０００／２，５１１ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）千曲市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月１６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２１年０１月２３日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１３６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）千曲市全域 （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）１，０００／２，７２８ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）千曲市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月１６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】 伊勢市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 伊勢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）「調査結果の概要」（平成

２１年５月） （表章）市区町村
【経費】 ２，５２０千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２３日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１３７

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）伊勢市全域 （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）１，４００／６，６５２ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）伊勢市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２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．地域との関
わり，４．子育ての現状，５．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２１年０１月２３日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１３７

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）伊勢市全域 （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）１，４００／７，４４４ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）伊勢市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２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．地域との関
わり，４．子育ての現状，５．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】 京田辺市子育てに関するアンケート調査
【実施機関】 京田辺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−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６月） （表章）市区町村
【経費】 ２，５００千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２３日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１３８

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）京田辺市全域 （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）１，６５０／３，８０９ （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）京田
辺市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月２０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２１年０１月２３日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１３８

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）京田辺市全域 （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）１，８００／４，０７３ （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）京田
辺市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月２０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】 明石市次世代育成支援に関するニーズ調査
【実施機関】 明石市福祉部こども室子育て支援課
【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

３−一般市民用調査票

４−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」及び市
ホームページにて公表（平成２１年３月末）

（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２１年０１月２３日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１３９

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）明石市全域 （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）２，５００／１８，２０９ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）明石市→報告

者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２６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２１年０１月２３日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１３９

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）明石市全域 （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）２，５００／１７，８４３ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）明石市→報告

者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２６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
※
【調査票名】 ３−一般市民用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２３日
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【受理番号】 受理番号（新）１０９１３９

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）明石市全域 （単位）個人 （属性）６０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）１，０００／８０，０３０ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）明石市→報告

者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２６日〜０２月１１日
【調査事項】 地域との関わり状況や子育て支援への希望等
※
【調査票名】 ４−中高生用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２３日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１３９

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）明石市全域 （単位）個人 （属性）中学２年生（市立中学１３校
のうち地域性を考慮して３校を抽出）及び高校２年生（市立高校３校の在学者
全員） （抽出枠）
【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）９００／５，９０１

（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）明石市→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２６日〜０２月０２日
【調査事項】 １．生徒及び世帯の状況，２．将来への思い，３．悩みや不安，４．親への
思いについて等

- 223 -

【調査名】 札幌市子育てに関する実態・意向調査
【実施機関】 札幌市子ども未来局子ども育成部子ども企画課
【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−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】 ４，８１９千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１４０

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）札幌市全域 （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）１０，０００／８６，５１４ （配布）郵
送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在

（系統）札幌市→

報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０９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，４．行政サービスへの要望等
※
【調査票名】 ２−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１４０

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）札幌市全域 （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）５，０００／４５，５１９ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）札幌市→報告

者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０９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，４．行政サービスへの要望等
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【調査名】

吉川市次世代育成支援に係るニーズ調査

【実施機関】 吉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５月） （表章）市区町村
【経費】 １，４１８千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１４１

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）吉川市全域 （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）１，０００／４，８６４ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）吉川市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２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２１年０１月２６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１４１

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）吉川市全域 （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）１，０００／４，３５１ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）吉川市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２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
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【調査名】 あきる野市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 あきる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−就学児童用調査票 ２−就学前児童用調査票
【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
※
【調査票名】 １−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１４２
【調査対象】 （地域）あきる野市全域

受理番号（旧）
（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）７００／４，９６５

（配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年２月１日現在 （系統）あき
る野市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１６日〜０３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
※
【調査票名】 ２−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１４２
【調査対象】 （地域）あきる野市全域

受理番号（旧）
（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）８００／４，４５８

（配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年２月１日現在 （系統）あき
る野市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１６日〜０３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
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【調査名】

野洲市次世代育成支援に係るニーズ調査

【実施機関】 野洲市市民健康福祉部幼児課
【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−就学児童用調査票 ２−就学前児童用調査票
【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計

（公表）「調査結果のデータ資料」

（平成２１年５月） （表章）市区町村
【経費】 ２，０００千円
※
【調査票名】 １−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１４３

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）野洲市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１〜６年生）
のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳および外国人登録台帳
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，６００／３，０９７ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）野洲市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２８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
※
【調査票名】 ２−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１４３

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）野洲市全域 （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台帳
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，８００／３，４２８ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）野洲市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月２８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
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【調査名】 和泉市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 和泉市生きがい健康部子育て支援室
【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−就学児童用調査票 ２−就学前児童用調査票
【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】 １，７４２千円
※
【調査票名】 １−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１４４

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）和泉市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１〜６年生）
のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳および外国人登録原票
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，１００／９，９３０ （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）和泉
市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月２０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】 ２−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１４４

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）和泉市全域 （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）２，１００／８，３４７ （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）和泉
市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月２０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
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【調査名】 小野市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 小野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−就学児童用調査票 ２−就学前児童用調査票
【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】 １，７９２千円
※
【調査票名】 １−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１４５

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）小野市全域 （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）全数 （客体数）１，９００

（配布）郵送

（取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）小野市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月１５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】 ２−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１４５

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）小野市全域 （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）全数 （客体数）２，０００

（配布）郵送

（取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）小野市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月１５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
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【調査名】 生駒市次世代育成支援に関するニーズ調査
【実施機関】 生駒市福祉健康部児童福祉課
【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−就学児童用調査票 ２−就学前児童用調査票
【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】 １，１００千円
※
【調査票名】 １−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１４６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）生駒市全域 （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）１，２００／７，２０１ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）生駒市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月２０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】 ２−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１４６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）生駒市全域 （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）１，２００／７，２１５ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）生駒市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月２０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
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【調査名】 三次市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 三次市子育て支援局育児支援課
【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−就学児童用調査票 ２−就学前児童用調査票
【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】 １，５００千円
※
【調査票名】 １−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１４７

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）三次全域 （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）１，５００／２，２５７ （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）三次
市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月１２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】 ２−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１４７

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）三次市全域 （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）１，５００／２，３１６ （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）三次
市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月１２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
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【調査名】 四万十市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 四万十市福祉事務所
【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−就学児童用調査票 ２−就学前児童用調査票 ３−中学２年生用調査票
【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２２年３月） （表章）市区町村
【経費】 ４９千円
※
【調査票名】 １−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１４８

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）四万十市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１〜３年生）
のいる世帯 （抽出枠）小学校在籍児童名簿
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）９１０／１，５０３

（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）四万十市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１６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】 ２−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１４８

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）四万十市全域 （単位）世帯

（属性）就学前児童（０〜５歳）の

いる世帯 （抽出枠）保育所等在籍児童名簿
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，１４０／１，３５０ （配布）保育所
を通じて配布 （取集）保育所を通じて取集

（記入）自計 （把握時）調査

日現在 （系統）四万十市→保育所→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１６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】 ３−中学２年生用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１４８

受理番号（旧）
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【調査対象】 （地域）四万十市全域 （単位）個人

（属性）中学２年生の生徒

（抽出

枠）学校等在籍児童名簿
【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３１０ （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）四万十
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０２月１６日〜２７日
【調査事項】 １．生徒の生活状況，２．地域との関わり，３．家庭状況，４．将来の仕事
や結婚に対する考え等
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【調査名】

佐世保市次世代育成支援に係る少子化に関するアンケート調査

【実施機関】 佐世保市子ども未来部子ども政策課
【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−佐世保市の少子化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２２年３月） （表章）市区町村
【経費】 ７７７千円
※
【調査票名】 １−佐世保市の少子化に関するアンケート調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１４９

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）佐世保市全域 （単位）個人

（属性）０〜１２歳の男女の保護者

（１５００人）及び１９〜４９歳の男女（１５００人）

（抽出枠）住民基本

台帳
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／３０７２８ １５００／９１
３８９ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在
（系統）佐世保市→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．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，４．少子化に関する意識・ニーズ調査等
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【調査名】 雲仙市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 雲仙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−就学児童用調査票 ２−就学前児童用調査票 ３−中高生用調査票 ４
−一般用調査票
【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４月） （表章）市区町村
【経費】 １，４９０千円
※
【調査票名】 １−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１５０

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）雲仙市全域 （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）全数 （客体数）２，３００

（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）雲
仙市→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
※
【調査票名】 ２−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１５０

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）雲仙市全域 （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）全数 （客体数）２，２００

（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）雲仙市→報告者，雲仙市→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０２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】 ３−中高生用調査票
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【受理年月日】 平成２１年０１月２６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１５０

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）雲仙市全域 （単位）個人 （属性）中高生の２年生 （抽出枠）
住民基本台帳及び外国人登録
【調査方法】 （選定）全数 （客体数）８００ （配布）中学校及び高校を通じて配布 （取
集）中学校及び高校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系
統）雲仙市→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０２月１０日〜２４日
【調査事項】 １．世帯の状況，２．悩みの相談相手，３．通学日の起床・就寝時間，４．
放課後・休日の過ごし方，５．帰宅時間，６．結婚へのイメージ等
※
【調査票名】 ４−一般用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２６日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１５０

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）雲仙市全域 （単位）個人 （属性）一般市民（１９歳〜２９歳）
（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）７００／５，１００

（配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）雲仙市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１０日〜２４日
【調査事項】 １．世帯の状況，２．配偶者の有無，３．未婚理由，４．結婚へのイメージ，
５．将来の子育て，近所とのつきあい，６．少子化問題等
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【調査名】 宇都宮市（仮称）うつのみや子どもプラン策定に係るニーズ調査
【実施機関】 宇都宮市子ども部子ども未来課
【目

的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等及び事業所の実態等を把握し，
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−青少年用調査票 ４

−ひとり親家庭等調査票 ５−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）
「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】 ２，５２０千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２８日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１５１

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）宇都宮市全域 （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）２，４００／２１，０００ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）宇都宮市→報

告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０６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２１年０１月２８日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１５１

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）宇都宮市全域 （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）２，４００／２１，０００ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）宇都宮市→報

告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０６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−青少年用調査票
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【受理年月日】 平成２１年０１月２８日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１５１

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）宇都宮市全域 （単位）個人 （属性）青少年（１５〜３４歳） （抽
出枠）住民基本台帳
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／１２５，８１８ （配布）郵
送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在

（系統）宇都宮市

→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０６日〜２５日
【調査事項】 １．学校での生活，２．放課後や休日の過ごし方，３．地域での過ごし方，
４．現在や将来の自分，５．職業について等
※
【調査票名】 ４−ひとり親家庭等調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２８日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１５１

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）宇都宮市全域 （単位）世帯

（属性）ひとり親家庭世帯

（抽出

枠）住民基本台帳
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／３，０００ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）宇都宮市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０６日〜２５日
【調査事項】 １．世帯の状況，２．仕事と収入の状況，３．養育費の状況，４．希望する
支援策，５．相談相手等
※
【調査票名】 ５−事業所用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２８日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１５１

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）宇都宮市全域 （単位）事業所

（属性）宇都宮市内の従業員２０

人以上の事業所 （抽出枠）商工会議所から提供を受ける事業所リスト
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／２０，０００ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）宇都宮市→報

告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０６日〜２５日
【調査事項】 １．事業所の概要，２．女性正社員の活用状況，３．両立支援制度の取り組
み状況等
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【調査名】 朝霞市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 朝霞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−中学・高校生徒用調

査票
【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）
「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】 ３，９６９千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２８日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１５２

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）朝霞市全域 （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）２，０００／６，５９３ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）朝霞市→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〜１４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２１年０１月２８日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１５２

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）朝霞市全域 （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）１，０００／７，１０７ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）朝霞市→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〜１４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・高校生徒用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２８日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１５２

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）朝霞市全域 （単位）世帯 （属性）中・高校生のいる世帯 （抽
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出枠）住民基本台帳
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／６，３４１ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）朝霞市→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〜１４日
【調査事項】 １．生徒及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．生徒の放課
後の過ごし方，４．生徒の情報ツール等
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【調査名】 川崎市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 川崎市市民・こども局こども本部こども企画課
【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−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】 ８，３６０千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２８日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１５３

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）川崎市全域 （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）７，５００／７６，９９０ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）川崎市→報告

者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月３０日〜０２月１８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２１年０１月２８日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１５３

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）川崎市全域 （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）７，５００／７２，４８３ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）川崎市→報告

者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月３０日〜０２月１８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．わくわくプ
ラザの利用状況及び利用希望等
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【調査名】 山梨市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 山梨市少子対策課
【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

【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】 ７９８千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２８日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１５４

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）山梨市全域 （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）２，１００

（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）山梨市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２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．児童の妊娠
時の状況について、４．保育サービスの利用について，５．児童の土・祝日の
保育について，６．病児・病後児保育について，７．児童の一時預かりについ
て，８．放課後児童クラブを利用したいか否か，９．児童のベビーシッターの
利用について，１０．児童のファミリーサポートセンターの利用について，１
１．地域子育て支援拠点事業について，１２．子育て支援サービスの認知度・
利用意向について，１３．育児休業制度や保育サービスの利用等，１４．日頃
の子育てについて，１５．子育てのサークルへの参加について，１６．母子保
健について，１７．子育て施策全般について
※
【調査票名】 ２−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２８日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１５４

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）山梨市全域 （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）２，２００

（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）山
梨市→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０２月０９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．児童の放課
後や休日等の過ごし方等について，４．児童の病児・病後児保育について，５．
児童の一時預かりについて，６．児童の宿泊を伴う一時預かりについて，７．
児童のベビーシッターの利用について，８．児童のファミリーサポートセンタ
ーの利用について，９．育児休業制度の利用等，１０．子育て支援サービスの
認知度・利用意向について，１１．子育ての不安と悩みについて，１２．児童
の就学前の保育状況について，１３．母子保健について，１４．子育てのサー
クルへの参加について，１５．児童の遊び場や活動について，１６．子育て施
策全般について
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【調査名】 上野原市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 上野原市福祉保健部福祉課
【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−就学児童用調査票 ２−就学前児童用調査票
【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】 １，５００千円
※
【調査票名】 １−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２８日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１５５

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）上野原市全域 （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）全数 （客体数）７６０ （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）上野原
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３０日〜０２月１２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】 ２−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２８日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１５５

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）上野原市全域 （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）全数 （客体数）８８０ （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）上野原市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月３０日〜０２月１２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

- 244 -

【調査名】

岸和田市次世代育成支援に係るニーズ調査

【実施機関】 岸和田市児童福祉部児童育成課
【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−就学児童用調査票 ２−就学前児童用調査票
【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】 １，５００千円
※
【調査票名】 １−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２８日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１５６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）岸和田市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１〜６年生）
のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳及び外国人登録
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，９８０／１３，３３２ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）岸和田市→報

告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月２８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】 ２−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２８日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１５６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）岸和田市全域 （単位）世帯

（属性）就学前児童（０〜５歳）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳及び外国人登録
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，９８０／１１，９１０ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）岸和田市→報

告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月２８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
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【調査名】

浜田市次世代育成支援に係るニーズ調査

【実施機関】 浜田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−就学児童用調査票 ２−就学前児童用調査票 ３−中学生徒用調査票
【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）
「行動計画冊子」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】 ２，０００千円
※
【調査票名】 １−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２８日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１５７

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）浜田市全域 （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）全数 （客体数）２，２２２

（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）平成２１年２月１日現在
（系統）浜田市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２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
※
【調査票名】 ２−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２８日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１５７

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）浜田市全域 （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）２，２９８

（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）平成２１年２月１日現在

（系統）浜田市→報告者，浜田市→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０２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】 ３−中学生徒用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２８日
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【受理番号】 受理番号（新）１０９１５７

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）浜田市全域 （単位）世帯 （属性）中学生徒（中学１年〜３年）
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）１，４３２

（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）平成２１年２月１日現在
（系統）浜田市→中学校→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０９日〜２０日
【調査事項】 １．生徒及び世帯の状況，２．父母の就労状況，３．日常生活状況等
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【調査名】 諌早市次世代育成支援行動計画“いさはや子育て応援プラン”
“子育

て”に関するアンケート調査
【実施機関】 諌早市企画振興部地域振興課
【目

的】 仕事と生活の調和を推進し，市民の希望する結婚や出産・子育ての観点から，子
育て家庭のニーズ把握・分析をすることにより，平成２１年度までの現行プラン「い
さはや子育て応援プラン」の見直しにあたって，利用者の視点に立った指標等を後
期計画に盛り込む。

【調査の構成】

１−小学校児童保護者用調査票

２−小学校前児童保護者用調査票

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）
「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】 ２，２８０千円
※
【調査票名】 １−小学校児童保護者用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２８日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１５８

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）諌早市全域 （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）１，０００／８，７８９ （配布）小学校
を通じて配布 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）
諌早市→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３１日〜０２月１０日
【調査事項】 １．児童と家族の状況，２．保護者の仕事の状況，３．放課後児童クラブの
利用について，４．児童の病児・病後児の対応について，５．児童の一時預か
りについて，６．宿泊を伴う一時預かりについて，７．児童の日常生活につい
て，８．子育て支援サービスの認知度・利用意向について，９．子育ての様子，
１０．悩みや相談，情報入手などについて，１１．児童の遊びや外出について
※
【調査票名】 ２−小学校前児童保護者用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２８日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１５８

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）諌早市全域 （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）１，５００／７，７２５ （配布）郵送及
び幼稚園・保育所を通じて配布

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調

査日現在 （系統）諌早市→報告者，諌早市→幼稚園・保育所→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０１月３１日〜０２月１０日
【調査事項】 １．児童及び家族の状況，２．保護者の仕事の状況，３．保育サービスの利
用について，４．児童の病児・病後児保育について，５．児童の一時預かりに
ついて，６．児童の宿泊を伴う一時預かりについて，７．地域子育て支援セン
ターについて，８．育児休業制度の利用について，９．子育て支援サービスの
認知度・利用意向，１０．子育ての様子について，１１．悩みや相談，情報入
手などについて，１２．子育てサークルについて，１３．子どもの健康や生活
習慣について，１４．少子化について
※
【調査票名】 ３−中・高校生用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２８日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１５８

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）諌早市全域 （単位）個人 （属性）中学生・高校生（各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）５００／６，５１０
校を通じて配布 （取集）郵送

（配布）中学校・高

（記入）自計 （把握時）調査日現在

（系

統）諌早市→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〜０２月１０日
【調査事項】 １．自分自身と家族の状況，２．日常生活のようす，３．学校や地域でのよ
うす，４．性に関することについて，５．将来について
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【調査名】 枕崎市次世代育成支援に関するニーズ調査
【実施機関】 枕崎市福祉事務所
【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−就学児童用調査票 ２−就学前児童用調査票
【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】 ３１２千円
※
【調査票名】 １−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２８日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１５９

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）枕崎市全域 （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）７６８ （配布）郵送 （取集）郵送
自計 （把握時）調査日現在

（記入）

（系統）枕崎市→報告者

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月２３日〜０３月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
※
【調査票名】 ２−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２８日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１５９

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）枕崎市全域 （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）６６６ （配布）郵送 （取集）郵送
自計 （把握時）調査日現在

（記入）

（系統）枕崎市→報告者

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月２３日〜０３月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
の状況及び保育サービス利用希望等
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【調査名】

宜野湾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】 宜野湾市福祉保健部保育課
【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 ３−中学生用調査票 ４

−高校生用調査票
【集計・公表】 （集計）中央集計／民間委託／機械集計

（公表）「調査結果の概要」（平成

２１年６月） （表章）市区町村
【経費】 ５，３４１千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２８日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１６０

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）宜野湾市全域 （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）１，７００／５，０４８ （配布）調査員
（取集）調査員 （記入）自計

（把握時）調査日現在

（系統）宜野湾市→

調査員→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０４日〜０３月０２日
【調査事項】 １．保育サービス等各種支援サービスの利用状況・利用希望・満足度，２．
児童及び世帯の状況，３．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２１年０１月２８日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１６０

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）宜野湾市全域 （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）１，４５０／５，７４７ （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）宜野湾市→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０４日〜０３月０２日
【調査事項】 １．放課後児童クラブやファミリーサポートセンター等の利用状況及び利用
希望・満足度，２．児童及び世帯の状況，３．父母の就労状況等
※
【調査票名】 ３−中学生用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２８日
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【受理番号】 受理番号（新）１０９１６０

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）宜野湾市全域 （単位）個人

（属性）中学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）４００／１，１９２

（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）宜野湾市→中学校→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０４日〜０３月０２日
【調査事項】 １．朝食を取る頻度，２．放課後・休日の過ごし方，３．相談ごとを話せる
相手等
※
【調査票名】 ４−高校生用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２８日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１６０

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）宜野湾市全域 （単位）個人

（属性）高校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）４００／１，１２５

（配布）高校を通じ

て配布 （取集）高校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系
統）宜野湾市→高校→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０４日〜０３月０２日
【調査事項】 １．朝食を取る頻度，２．夕方以降・休日の過ごし方，３．相談ごとを話せ
る相手
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【調査名】 江南市次世代育成支援に関する調査
【実施機関】 江南市経営企画部総務課
【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−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」及び広報，
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】 １，３１２千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１６１

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）江南市全域 （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）１，２００／４，４３５ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）江南市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年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２１年０１月２９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１６１

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）江南市全域 （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）１，２００／４，８３１ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）江南市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年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．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】 東近江市子育て支援（次世代育成支援）に関するニーズ調査
【実施機関】 東近江市こども未来部こども家庭課
【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）「調査結果報告書」（平成

２１年３月） （表章）市区町村
【経費】 ２，４５８千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１６２

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）東近江市全域 （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）１，５００／７，０４９ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）東近江市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１０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２１年０１月２９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１６２

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）東近江市全域 （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）１，５００／７，７０７ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）東近江市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１０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
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【調査名】 呉市次世代育成支援行動計画（後期）策定ニーズ調査
【実施機関】 呉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６月）
，
「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】 １，６７０千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１６３

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）呉市全域 （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）２，０００／１１，００５ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）呉市→報告者

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月２３日まで
【調査事項】 １．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２１年０１月２９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１６３

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）呉市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（７〜１２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）２，０００／１２，４０４ （配布）郵送
（取集）郵送 （記入）自計

（把握時）調査日現在 （系統）呉市→報告者

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月２３日まで
【調査事項】 １．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】

筑後市次世代育成支援に係るニーズ調査

【実施機関】 筑後市総務部市長公室
【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７月） （表章）市区町村
【経費】 ６７２千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１６４

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）筑後市全域 （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）７５３／１，３７６

（配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）筑後市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１０日〜２０日
【調査事項】 １．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２１年０１月２９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１６４

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）筑後市全域 （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）１，２４７／２，２７８ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）筑後市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１０日〜２０日
【調査事項】 １．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】 神埼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】 神埼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２１年４月） （表章）市区町村
【経費】 ７９８千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１６５

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）神埼市全域 （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）１，０００／１，３１８ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）神埼市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０２日〜１６日
【調査事項】 １．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２１年０１月２９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１６５

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）神埼市全域 （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）１，０００／１，４１９ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）神埼市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０２日〜１６日
【調査事項】 １．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】 熊本市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 熊本市子ども未来局子ども育成部子ども政策課
【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−中高生保護者用調査

票 ４−中高生本人用調査票
【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４月） （表章）市区町村
【経費】 ２，８５１千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１６６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）熊本市全域 （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）３，０００／３８，５９４ （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）

熊本市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１９日
【調査事項】 １．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．子育て支援サービスの利用状況及び希望，５．生活環境等
に関する意識等
※
【調査票名】 ２−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１６６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）熊本市全域 （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）２，０００／４０，１１６ （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）

熊本市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１９日
【調査事項】 １．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．生活環境等に関する意識等
※
【調査票名】 ３−中高生保護者用調査票
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【受理年月日】 平成２１年０１月２９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１６６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）熊本市全域 （単位）個人 （属性）中高生（中学１年生〜高校３
年生）のいる保護者 （抽出枠）住民基本台帳
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／４１，５４６ （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）

熊本市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１９日
【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．日常生活の状況，３．学校生活の状況，４．
携帯電話やパソコンの利用状況
※
【調査票名】 ４−中高生本人用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１６６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）熊本市全域 （単位）個人 （属性）中高生（中学１年生〜高校３
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）２，０００／４１，５４６ （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）

熊本市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１９日
【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．日常生活の状況，３．学校生活の状況，４．
携帯電話やパソコンの利用状況等，５．将来に対する意識等
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【調査名】 水俣市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 水俣市福祉環境部福祉課
【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】 ２７０千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１６６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）水俣市全域 （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）９９２ （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）水俣市→報告者，水俣市→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０２月０９日〜２７日
【調査事項】 １．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２１年０１月２９日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１６６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）水俣市全域 （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）１，１４６

（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）水
俣市→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０９日〜２７日
【調査事項】 １．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】 静岡県年齢別人口調査
【実施機関】 静岡県企画部政策推進局生活統計室
【目

的】 住民基本台帳法及び外国人登録法に基づき作成される公簿上の資料により，静岡
県内の市区町ごとの年齢別人口を推計し，各種行政の基礎資料を得る。

【調査の構成】 １−年齢別人口データシート（日本人用） ２−年齢別人口データシート（外
国人用）
【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「静岡県推計人口年報」（平成２２年
２月） （表章）都道府県
【経費】 １，４００千円
【備考】 経費には人口移動調査を含む。
※
【調査票名】 １−年齢別人口データシート（日本人用）
【受理年月日】 平成２１年０１月３０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１６８

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）静岡県全域 （単位）市区町

（属性）県内全市区町 （抽出枠）

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４５ （配布）オンライン

（取集）オンライン

（記入）自計 （把握時）毎年１０月１日現在 （系統）静岡県→報告者
【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）１０月末までに提出
【調査事項】 年齢別の男人数，女人数，総数
※
【調査票名】 ２−年齢別人口データシート（外国人用）
【受理年月日】 平成２１年０１月３０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１６８

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）静岡県全域 （単位）市区町

（属性）県内全市区町 （抽出枠）

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４５ （配布）オンライン

（取集）オンライン

（記入）自計 （把握時）毎年１０月１日現在 （系統）静岡県→報告者
【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）１０月末までに提出
【調査事項】 年齢別の男人数，女人数，総数
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【調査名】 静岡県人口移動調査
【実施機関】 静岡県企画部政策推進局生活統計室
【目

的】 住民基本台帳法及び外国人登録法に基づき作成される公簿上の資料により，静岡
県内の市区町ごとの人口及び世帯の移動状況を常時的確に把握し，各種行政の基礎
資料を得る。

【調査の構成】 １−人口移動調査票（日本人市町用）

２−人口移動調査票（日本人政令指

定都市用） ３−人口移動調査票（外国人市町用） ４−人口移動調査票（外
国人政令指定都市用）
【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「静岡県推計人口年報」（毎月２０日
ごろ） （表章）都道府県
【経費】 １，４００千円
【備考】 経費には静岡県年齢別人口調査を含む。
※
【調査票名】 １−人口移動調査票（日本人市町用）
【受理年月日】 平成２１年０１月３０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１６９

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）静岡県全域 （単位）市区町

（属性）静岡県内全市区町

（抽出

枠）
【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４５ （配布）オンライン
（記入）自計 （把握時）毎月１日〜末日

（取集）オンライン

（系統）静岡県→報告者

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月，調査月の翌月１０日までに提出
【調査事項】 １．男女別転入者数，２．男女別転出者数，３．男女別出生数，４．男女別
死亡者数，５．世帯数，６．住民基本台帳男女別人口
※
【調査票名】 ２−人口移動調査票（日本人政令指定都市用）
【受理年月日】 平成２１年０１月３０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１６９

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）静岡県全域 （単位）市区町

（属性）静岡県内全市区町

（抽出

枠）
【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４５ （配布）オンライン
（記入）自計 （把握時）毎月１日〜末日

（取集）オンライン

（系統）静岡県→報告者

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月，調査月の翌月１０日までに提出
【調査事項】 １．男女別転入者数、２．男女別転出者数，３．男女別出生数，４．男女別
死亡者数，５．世帯数，６．住民基本台帳男女別人口
※
【調査票名】 ３−人口移動調査票（外国人市町用）
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【受理年月日】 平成２１年０１月３０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１６９

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）静岡県全域 （単位）市区町

（属性）静岡県内全市区町

（抽出

枠）
【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４５ （配布）オンライン
（記入）自計 （把握時）毎月１日〜末日

（取集）オンライン

（系統）静岡県→報告者

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月，調査月の翌月１５日までに提出
【調査事項】 １．男女別転入者数、２．男女別転出者数，３．男女別出生数，４．男女別
死亡者数，５．世帯数，６．外国人登録男女別人口
※
【調査票名】 ４−人口移動調査票（外国人政令指定都市用）
【受理年月日】 平成２１年０１月３０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１６９

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）静岡県全域 （単位）市区町

（属性）静岡県内全市区町

（抽出

枠）
【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４５ （配布）オンライン
（記入）自計 （把握時）毎月１日〜末日

（取集）オンライン

（系統）静岡県→報告者

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月，調査月の翌月１５日までに提出
【調査事項】 １．男女別転入者数、２．男女別転出者数，３．男女別出生数，４．男女別
死亡者数，５．世帯数，６．外国人登録男女別人口
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【調査名】

笠間市次世代育成支援に係るニーズ調査

【実施機関】 笠間市福祉部子ども福祉課
【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）
「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】 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２１年０１月３０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１７０

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）笠間市全域 （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）１，２００／４，３９９ （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）笠間市→報告者，笠間市

→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０２月１６日〜０３月１０日
【調査事項】 １．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２１年０１月３０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１７０

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）笠間市全域 （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）１，２００／４，５１５ （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）笠間市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１６日〜０３月１０日
【調査事項】 １．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】 沼田市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 沼田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）「行動計画冊子」
（平成２

１年３月末） （表章）市区町村
【経費】 １，７６２千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月３０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１７１

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）沼田市全域 （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）１，１４５／２，７０２ （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）沼田市→報告者，沼田市

→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０２月１７日〜２８日
【調査事項】 １．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２１年０１月３０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１７１

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）沼田市全域 （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）１，３５５／３，１７４ （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）沼田市→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１７日〜２８日
【調査事項】 １．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】 三浦市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 三浦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／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年度中）

（表章）市区町村

【経費】 ８５０千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月３０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１７２

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）三浦市全域 （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）全数 （客体数）１，５３４

（配布）郵送

（取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）三浦市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月２７日まで
【調査事項】 １．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２１年０１月３０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１７２

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）三浦市全域 （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）１，７９１

（配布）郵送

（取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）三浦市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月２７日まで
【調査事項】 １．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】 富士市次世代育成支援に関するニーズ調査
【実施機関】 富士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−就学児童用調査票 ２−就学前児童用調査票
【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】 ９７０千円
※
【調査票名】 １−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月３０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１７３

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）富士市全域 （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）１，２００／１５，７６７ （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）平
成２１年１月１日現在 （系統）富士市→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２０日まで
【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利用希望等
※
【調査票名】 ２−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月３０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１７３

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）富士市全域 （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）１，８００／１８，５６６ （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）平成２１年１月１日現在

（系統）富士市→

報告者，富士市→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２月２０日まで
【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
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【調査名】 大田市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 大田市市民生活部子育て支援課
【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−就学児童用調査票 ２−就学前児童用調査票 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）「行動計画冊子」
（平成２

１年３月） （表章）市区町村
【経費】 ２，５００千円
※
【調査票名】 １−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月３０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１７４

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）大田市全域 （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）４００／１，８５０

（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）大田市→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１２日〜２７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利用希望等
※
【調査票名】 ２−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月３０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１７４

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）大田市全域 （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）１，３２０／１，７０５ （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）大田市→報告者，大田市

→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０２月１２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】 ３−中学校生徒用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月３０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１７４

受理番号（旧）
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【調査対象】 （地域）大田市全域 （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）２８０／１，０３５

（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）大田市→中学校→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１２日〜２７日
【調査事項】 １．本人と家族の状況，２．今の生活について，３．今の気持ちについて，
４．健康面について，５．将来について，６．取り巻く環境について，７．学
校の教育について８．大田市について
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【調査名】 中間市次世代育成支援に関するニーズ調査
【実施機関】 中間市保健福祉部こども育成課
【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

【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】 ９３５千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月３０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１７５

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）中間市全域 （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）１，０００／１，１３９ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）中間市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０２日〜１６日
【調査事項】 １．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２１年０１月３０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１７５

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）中間市全域 （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）１，０００／１，６５６ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）中間市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０２日〜１６日
【調査事項】 １．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】 武雄市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 武雄市こども部未来課
【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（Ｈ２２〜２６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８月）
（表章）市区町村
【経費】 ６９５千円
※
【調査票名】 １−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月３０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１７６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）武雄市全域 （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）１，１６５／２，７６７ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）武雄市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０９日〜２７日
【調査事項】 １．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２１年０１月３０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１７６

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）武雄市全域 （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）１，３３５／３，１６９ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）武雄市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月０９日〜２７日
【調査事項】 １．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】 合志市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 合志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（Ｈ２２〜２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。

【調査の構成】 １−就学児童用調査票 ２−就学前児童用調査票 ３−中学生本人用調査票
４−青年期本人用調査票
【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）
「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】 ２，０００千円
※
【調査票名】 １−就学児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月３０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１７７

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）合志市全域 （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）１，０００／２，６３４ （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）合志
市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１３日〜２８日
【調査事項】 １．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】 ２−就学前児童用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月３０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１７７

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）合志市全域 （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）１，０００／２，１３８ （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）合志
市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１３日〜２８日
【調査事項】 １．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−中学生本人用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月３０日
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【受理番号】 受理番号（新）１０９１７７

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）合志市全域 （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）３００／５７５ （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）平成２１年１
月１日現在 （系統）合志市→中学校→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１３日〜０３月０３日
【調査事項】 １．本人の学年・性別・家族の状況，２．食事等の状況、３．ふだんの暮ら
しの状況，４．学校等での状況，５．人との関係等
※
【調査票名】 ４−青年期本人用調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月３０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１７７

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）合志市全域 （単位）個人 （属性）青年期（義務教育修了〜１８
歳未満）の本人 （抽出枠）住民基本台帳
【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２００／６９６ （配布）郵送
郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年１月１日現在

（取集）

（系統）合志市→

報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１３日〜０３月０３日
【調査事項】 １．本人の学年・性別・家族の状況，２．食事等の状況、３．ふだんの暮ら
しの状況，４．学校等での状況，５．人との関係等
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【調査名】 宇佐市次世代育成支援に係るニーズ調査
【実施機関】 宇佐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４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２１年０１月３０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１７８

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）宇佐市全域 （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）１，２００／２，２２９ （配布）郵送 （取
集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）宇佐市→報告者
【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月１０日まで
【調査事項】 １．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２１年０１月３０日
【受理番号】 受理番号（新）１０９１７８

受理番号（旧）

【調査対象】 （地域）宇佐市全域 （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）９００／２，３９６

（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）宇佐市→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１０日まで
【調査事項】 １．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】 急激な商業環境変化に伴う経営・購買動向調査
【実施機関】 埼玉県産業労働部商業支援課
【目

的】 相次ぐ大規模な大型店の出店により急激に商業環境が変化していると想定される
地域において、消費者の購買動向や中小商業者の経営動向を把握し、関係機関の施
策展開の基礎資料を得る。

【調査の構成】 １−急激な商業環境変化に伴う購買動向についてのアンケート（消費者） ２
−急激な商業環境変化に伴う経営動向についてのアンケート調査（商業者）
【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月公表予定 （表章）都道府県
【経費】 ３，０００千円
※
【調査票名】 １−急激な商業環境変化に伴う購買動向についてのアンケート（消費者）
【受理年月日】 平成２１年０１月１４日
【受理番号】 受理番号（新）２０９００１

受理番号（旧）１０８０３２

【調査対象】 （地域）埼玉県東部（２２市町） （単位）個人 （属性）消費者

（抽出

枠）選挙人名簿
【調査方法】 （選定）４２４０ （客体数）４，２４０／１，４７９，８３６
調査員・その他（メール便）

（取集）郵送・調査員 （記入）自計

（配布）
（把握

時）平成２０年６月〜平成２１年３月 （系統）埼玉県・埼玉県商工会連合会
→民間調査機関→報告者
【周期・期日】 （周期）２回限り （実施期日）１回目・平成２０年８月２０日
【調査事項】 １．住所、２．性別、３．年代、４．買物回数、５．買物の交通手段、６．
品目別買物（目的別外出）
（１）場所（市町村）、
（２）店の種類または店以外の
手段、
（３）大型店名、７．最近の大型店出店に伴う買物動向の変化（１）大型
店で買物をした理由及び印象、（２）大型店を訪れない理由、（３）大型店出店
によって買物機会が増加・減少した店名、８．地元商店街での買物の頻度、９．
景気の急激な落ち込みによって買物機会が減少した店舗の種類
※
【調査票名】 ２−急激な商業環境変化に伴う経営動向についてのアンケート調査（商業者）
【受理年月日】 平成２１年０１月１４日
【受理番号】 受理番号（新）２０９００１

受理番号（旧）１０８０３２

【調査対象】 （地域）埼玉県東部（２２市町） （単位）小売業、飲食業、サービス業 （属
性）小売業、飲食業、サービス業 （抽出枠）商工会会員名簿等
【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１１０／３４，８５１
の他（メール便） （取集）郵送・調査員
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（記入）自計

（配布）調査員、そ
（把握時）平成２

０年６月〜平成２１年３月 （系統）埼玉県・埼玉県商工会連合会→民間調査
機関→報告者
【周期・期日】 （周期）２回限り （実施期日）１回目・平成２０年８月２０日
【調査事項】 １．事業所の所在地、２．経営者の性別、年齢、３．経営形態、４、従業員
数、５．営業年数、６．開・閉店時間、７．業種、８．主な取扱品、９．定休
日、１０．土地建物の所有関係、１１．後継者、１２．主な顧客層、１３．大
型店の影響度（１）売上、
（２）客数、
（３）大型店対策の有無及びその内容、
（４）効果があった対策、
（５）今後取り組みたい対策、（６）今後の大型店と
の関係、（７）大型店対策で行政、商工会・商工会議所に期待すること、１４．
経済情勢の影響度（１）世界的な金融危機等の経済情勢による影響の有無、
（２）
売上や景況感にマイナスに影響しているもの
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【調査名】 岩手県生産動態統計調査
【実施機関】 岩手県総合政策部調査統計課
【目

的】 岩手県における鉱工業生産動向を早期かつ総合的に把握し，産業経済振興のため
の諸施策立案の基礎資料を得る。

【調査の構成】 １−岩手県生産動態統計調査調査票
【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「月報，年報」
（月報（翌々月末）年
報（翌年６月末）） （表章）
【経費】 ８６２千円
※
【調査票名】 １−岩手県生産動態統計調査調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２２日
【受理番号】 受理番号（新）２０９００２

受理番号（旧）２０８００４

【調査対象】 （地域）岩手県の３５市町村のうち盛岡市他１７市町村 （単位）事業所 （属
性）日本標準産業分類（平成１９年１１月改定）の大分類中，Ｃ−鉱業・採石
業・砂利採取業，Ｅ−製造業に属する事業所の中から対象業種ごとに抽出する。
（抽出枠）工業統計調査公表資料及び経済産業省生産動態統計調査を元に，各
業種の採用品目を決定し，当該品目を製造している事業所を書籍，新聞等の一
般情報により把握・選定している。
【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）５２／６７０ （配布）郵送・調査員 （取
集）郵送・調査員 （記入）自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）岩手県
→調査員→報告者
【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎年４月１日から３月３１日
【調査事項】 １．事業所の名称及び所在地，２．原材料の月間受入高、投入高、消費高及
び他工場への引渡高並びに月末在庫高、３生産品の月間生産高及び出荷高並び
に月末在庫高，４．月末現在従業者数
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調査名】 大阪市観光動向調査
【実施機関】 大阪市ゆとりとみどり振興局総務部集客プロモーション担当観光施策担当課
【目

的】 大阪市の観光集客力の向上に向けて，今後の施策展開を図るうえでの基礎的なデ
ータ収集を行う。

【調査の構成】 １−大阪市観光動向調査票
【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２
１年夏（予定） （表章）市区町村
【経費】 １０，４００千円
※
【調査票名】 １−大阪市観光動向調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２２日
【受理番号】 受理番号（新）２０９００３

受理番号（旧）２０７０６９

【調査対象】 （地域）大阪市全域 （単位）個人 （属性）大阪市内の主要宿泊施設を訪
れるビジター （抽出枠）大阪市内ホテルガイド他
【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２０，０００ （配布）ホテルフロントにて
配布 （取集）ホテルフロントにて取集 （記入）自計

（把握時）平成２１

年１月中旬 （系統）大阪市→民間調査機関→ホテル担当者→報告者
【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）０１月１５日
【調査事項】 １．性別，２．年齢，３．同伴人員，４．パック旅行の利用，５．チェック
インした曜日，６．訪問回数・訪問頻度，７．出発地，８．経由地，９．宿泊
日数，１０．利用交通機関，１１．宿泊理由，１２．訪問先，１３．旅行費用
（総額，交通費，食費，宿泊費，土産物代，入場料・観劇料，雑費），１４．購
入した土産物，１５．大阪市のサービス水準・魅力評価，１６．大阪市に期待
する点，１７．期待した点の結果，１８．大阪に対するイメージ，１９．事前
情報の入手手段，２０．大阪市への再訪希望，２１．エリア別訪問先など
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【調査名】

福祉行政報告例

【実施機関】 厚生労働省大臣官房統計情報部社会統計課
【目

的】 社会福祉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社会福祉行政運営のための基礎
資料を得る。

【沿

革】 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，新たな「社会福祉行政報告例」として発足
した。

【調査の構成】 １−老人福祉法関係（４表） ２−生活保護法関係（１３表） ３−障害者
自立支援法関係（７表） ４−特別児童扶養手当等の支給に関する法律関係（１
表） ５−売春防止法・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法
律関係（３表） ６−民生委員法関係（１表） ７−社会福祉法等関係（２表）
８−児童福祉法関係（１５表）

９−戦傷病者特別援護法関係（４表）

１０

−民生委員法・児童福祉法関係（１表） １１−中国残留邦人等の円滑な帰国
の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律関係（９表） １２−知的障
害者福祉法関係（３表） １３−身体障害者福祉法・障害者自立支援法関係（１
表） １４−児童福祉法・母子保健法関係（１表） １５−特別児童扶養手当
等の支給に関する法律及び国民年金法等の一部を改正する法律関係
（１表） １
６−身体障害者福祉法関係（１表） １７−児童扶養手当法関係（１表）
【集計・公表】 （集計）中央集計／機械集計 （公表）「社会福祉行政業務報告」（平成２２
年９月） （表章）全国・都道府県・指定都市・中核市
【経費】 ９，４３３千円
※
【調査票名】 １−老人福祉法関係（４表）
【受理年月日】 平成２１年０１月２３日
【受理番号】 受理番号（新）２０９００４

受理番号（旧）２０８０９７

【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）郵送・オンライン （取集）郵
送・オンライン （記入）自計

（把握時）年度末 （系統）厚生労働省→報

告者
【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）当該年度の４月末，翌年度４月末，
【調査事項】 １．老人ホーム・在所者，２．養護老人ホームの措置人員（４月１日現在）
，
３．訪問介護，通所介護及び短期入所生活介護（被措置者分），４．老人クラブ・
会員数
※
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【調査票名】 ２−生活保護法関係（１３表）
【受理年月日】 平成２１年０１月２３日
【受理番号】 受理番号（新）２０９００４

受理番号（旧）２０８０９７

【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）郵送・オンライン （取集）郵
送・オンライン （記入）自計

（把握時）月末，年度末

（系統）厚生労働

省→報告者
【周期・期日】 （周期）年，月 （実施期日）翌月末，翌年度４月末，当該年度の１０月
末
【調査事項】 １．保護の種類別被保護世帯数及び被保護人員，２．医療扶助人員，３．介
護扶助人員，４．世帯の労働力類型別被保護世帯数，５．保護施設・在所者，
６．保護の開始・廃止及び変更，７．保護開始の理由・世帯類型・世帯主の年
齢階級別世帯数，８．保護歴を有する世帯の保護開始理由別世帯数，９．保護
開始前の医療保険の加入状況別保護開始人員，１０．保護廃止の理由・世帯類
型・世帯主の年齢階級別世帯数，１１．医療費の審査及び決定，１２．医療扶
助実施状況，１３．審査請求に対する裁決
※
【調査票名】 ３−障害者自立支援法関係（７表）
【受理年月日】 平成２１年０１月２３日
【受理番号】 受理番号（新）２０９００４

受理番号（旧）２０８０９７

【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）郵送・オンライン （取集）郵
送・オンライン （記入）自計

（把握時）年度末 （系統）厚生労働省→報

告者
【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）翌年度４月末
【調査事項】 １．身体障害者・児の補装具費の支給（購入・修理）
，２．身体障害者・児の
特例補装具費の支給（購入・修理），３．自立支援医療（身体障害者の更生医療）
，
４．自立支援医療（精神障害者・児の精神通院医療）
，５．自立支援医療におけ
る所得区分の状況，６．市町村における相談支援，７．自立支援医療（身体障
害児童の育成医療）
※
【調査票名】 ４−特別児童扶養手当等の支給に関する法律関係（１表）
【受理年月日】 平成２１年０１月２３日
【受理番号】 受理番号（新）２０９００４

受理番号（旧）２０８０９７
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【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）郵送・オンライン （取集）郵
送・オンライン （記入）自計

（把握時）月末 （系統）厚生労働省→報告

者
【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）翌月末
【調査事項】 １．特別児童扶養手当受給資格者の認定及び異動状況
※
【調査票名】 ５−売春防止法・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律関係
（３表）
【受理年月日】 平成２１年０１月２３日
【受理番号】 受理番号（新）２０９００４

受理番号（旧）２０８０９７

【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）郵送・オンライン （取集）郵
送・オンライン （記入）自計

（把握時）年度末 （系統）厚生労働省→報

告者
【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）翌年度４月末
【調査事項】 １．婦人相談所及び婦人相談員の経路別受付，２．婦人相談所及び婦人相談
員の処理状況，３．婦人保護施設入退所者の状況
※
【調査票名】 ６−民生委員法関係（１表）
【受理年月日】 平成２１年０１月２３日
【受理番号】 受理番号（新）２０９００４

受理番号（旧）２０８０９７

【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）郵送・オンライン （取集）郵
送・オンライン （記入）自計

（把握時）年度末 （系統）厚生労働省→報

告者
【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）翌年度４月末
【調査事項】 １．民生委員（児童委員）の推薦状況
※
【調査票名】 ７−社会福祉法等関係（２表）
【受理年月日】 平成２１年０１月２３日
【受理番号】 受理番号（新）２０９００４

受理番号（旧）２０８０９７

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体
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（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）郵送・オンライン （取集）郵
送・オンライン （記入）自計

（把握時）年度末 （系統）厚生労働省→報

告者
【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）翌年度４月末
【調査事項】 １．社会福祉法人数・認可件数，２．社会福祉法人等に対する指導・監督
※
【調査票名】 ８−児童福祉法関係（１５表）
【受理年月日】 平成２１年０１月２３日
【受理番号】 受理番号（新）２０９００４

受理番号（旧）２０８０９７

【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）郵送・オンライン （取集）郵
送・オンライン （記入）自計

（把握時）月末，年度末

（系統）厚生労働

省→報告者
【周期・期日】 （周期）年，月 （実施期日）翌月末，翌年度４月末，当該年度の１１月
末
【調査事項】 １．児童相談所経路別児童受付，２．児童相談種類別児童受付，３．児童相
談種類別対応件数，４．児童相談所における措置停止・措置中等の調査・診断・
指導・措置解除，５．一時保護児童，６．児童相談所における調査・診断及び
心理療法・カウンセリング等，７．児童相談所における養護相談の理由別対応
件数，８．市町村における養護相談の理由別対応件数，９．児童福祉施設・在
所者，１０．助産施設・母子生活支援施設在所者，１１．保育所・在所者，１
２．私立保育所の費用徴収階層別入所人員及び運営費，１３．里親，１４．里
親及び小規模住居型児童養育事業
（ファミリーホーム）に委託されている児童，
１５．福祉事務所における処理
※
【調査票名】 ９−戦傷病者特別援護法関係（４表）
【受理年月日】 平成２１年０１月２３日
【受理番号】 受理番号（新）２０９００４

受理番号（旧）２０８０９７

【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）郵送・オンライン （取集）郵
送・オンライン （記入）自計

（把握時）年度末 （系統）厚生労働省→報告者

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）翌年度４月末
【調査事項】 １．戦傷病者手帳交付台帳登載数，２．戦傷病者等の療養の給付・療養費の
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支給及び療養手当受給者数並びに更生医療給付決定件数，３．戦傷病者の補装
具支給及び修理，４．戦傷病者乗車券引換証受給者数
※
【調査票名】 １０−民生委員法・児童福祉法関係（１表）
【受理年月日】 平成２１年０１月２３日
【受理番号】 受理番号（新）２０９００４

受理番号（旧）２０８０９７

【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）郵送・オンライン （取集）郵
送・オンライン （記入）自計

（把握時）年度末 （系統）厚生労働省→報告者

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）翌年度４月末
【調査事項】 １．民生委員（児童委員）の活動状況
※
【調査票名】 １１−中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関す
る法律関係（９表）
【受理年月日】 平成２１年０１月２３日
【受理番号】 受理番号（新）２０９００４

受理番号（旧）２０８０９７

【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）郵送・オンライン （取集）郵
送・オンライン （記入）自計 （把握時）月末，年度末 （系統）厚生労働省→報告
者
【周期・期日】 （周期）年，月 （実施期日）翌月末，翌年度４月末
【調査事項】 １．給付金の種類別被給付世帯数及び被給付実人員，２．給付の開始・廃止
及び変更，３．性・年齢階級別給付人員，４．医療支援給付人員，５．介護支援給付人
員，６．世帯の労働力類型別被給付世帯数，７．医療費の審査及び決定，８．医療支援
給付実施状況，９．審査請求に対する裁決
※
【調査票名】 １２−知的障害者福祉法関係（３表）
【受理年月日】 平成２１年０１月２３日
【受理番号】 受理番号（新）２０９００４

受理番号（旧）２０８０９７

【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）郵送・オンライン （取集）郵
送・オンライン （記入）自計

（把握時）年度末 （系統）厚生労働省→報告者

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）翌年度４月末
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【調査事項】 １．知的障害者更生相談所における処理，２．職親・職親に委託されている
知的障害者，３．療育手帳交付台帳登載数
※
【調査票名】 １３−身体障害者福祉法・障害者自立支援法関係（１表）
【受理年月日】 平成２１年０１月２３日
【受理番号】 受理番号（新）２０９００４

受理番号（旧）２０８０９７

【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）郵送・オンライン （取集）郵
送・オンライン （記入）自計

（把握時）年度末 （系統）厚生労働省→報告者

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）翌年度４月末
【調査事項】 １．身体障害者更生相談所における処理
※
【調査票名】 １４−児童福祉法・母子保健法関係（１表）
【受理年月日】 平成２１年０１月２３日
【受理番号】 受理番号（新）２０９００４

受理番号（旧）２０８０９７

【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）郵送・オンライン （取集）郵
送・オンライン （記入）自計

（把握時）年度末 （系統）厚生労働省→報告者

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）翌年度４月末
【調査事項】 １．未熟児の養育医療及び結核児童の療育の給付
※
【調査票名】 １５−特別児童扶養手当等の支給に関する法律及び国民年金法等の一部を改正
する法律関係（１表）
【受理年月日】 平成２１年０１月２３日
【受理番号】 受理番号（新）２０９００４

受理番号（旧）２０８０９７

【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）郵送・オンライン （取集）郵
送・オンライン （記入）自計

（把握時）月末 （系統）厚生労働省→報告者

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）翌月末
【調査事項】 １．障害児福祉手当等の認定及び受給資格者異動状況
※
【調査票名】 １６−身体障害者福祉法関係（１表）
【受理年月日】 平成２１年０１月２３日
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【受理番号】 受理番号（新）２０９００４

受理番号（旧）２０８０９７

【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）郵送・オンライン （取集）郵
送・オンライン （記入）自計

（把握時）年度末 （系統）厚生労働省→報告者

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）翌年度４月末
【調査事項】 １．身体障害者手帳交付台帳登載数
※
【調査票名】 １７−児童扶養手当法関係（１表）
【受理年月日】 平成２１年０１月２３日
【受理番号】 受理番号（新）２０９００４

受理番号（旧）２０８０９７

【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）郵送・オンライン （取集）郵
送・オンライン （記入）自計

（把握時）月末 （系統）厚生労働省→報告者

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）翌月末
【調査事項】 １．児童扶養手当受給資格者の認定及び異動状況
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【調査名】 地域保健・健康増進事業報告
【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】 地域住民の健康の保持及び増進を目的とした地域の特性に応じた保健施策の展開
等を実施主体である保健所及び市区町村ごとに把握し，国及び地方公共団体の地域
保健施策の効率的・効果的な推進のための基礎資料を得る。

【沿

革】 本調査は、保健所における公衆衛生の向上に関する事業活動を把握するため、
「保
健所運営報告」
（届出統計調査）として昭和２９年に発足し、平成９年に保健所と市
町村の両面から施策の実施状況を把握できるように調査項目を変更の上、
名称を
「地
域保健事業報告」に変更し、その後、１１年に、調査の効率化・合理化等の観点か
ら「老人保健事業報告」
（届出統計調査）との統合により「地域保健・老人保健事業
報告」となった。さらに平成２０年に、老人保健法（昭和５７年法律第８０号）の
一部改正に伴い、老人保健事業のうち医療保険者が行わない事業は、市町村が健康
増進法（平成１４年法律第１０３号）等に基づき実施することとなったため、名称
を「地域保健・健康増進事業報告」に変更した。

【調査の構成】 １−地域保健・健康増進事業報告（都道府県が設置する保健所）

２−地域

保健・健康増進事業報告（政令市（特別区）以外の市町村） ３−地域保健・
健康増進事業報告（政令市（特別区））
【集計・公表】 （集計）中央集計／機械集計 （公表）
「地域保健・健康増進事業報告」とし
て速やかに公表。 （表章）全国
【経費】 ４８，６７５千円
※
【調査票名】 １−地域保健・健康増進事業報告（都道府県が設置する保健所）
【受理年月日】 平成２１年０１月２３日
【受理番号】 受理番号（新）２０９００５

受理番号（旧）２０８０１８

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体

（属性）保健所 （抽出枠）

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）５１７ （配布）オンライン （取集）オンライ
ン （記入）自計 （把握時）年度末現在

（系統）厚生労働省→都道府県→保健所

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年６月末
【調査事項】 １．健康診断，母子保健等のサービスの実施状況（母子保健４事項，歯科保
健，精神保健福祉２事項，難病，エイズ，衛生教育，結核予防２事項，生活衛生，試験
検査）
，２．保健所の連絡調整等の実施状況（連絡調整に関する会議，研修等，調査・
研究）
，３．職員設置状況及び市町村への援助状況
※
【調査票名】 ２−地域保健・健康増進事業報告（政令市（特別区）以外の市町村）
【受理年月日】 平成２１年０１月２３日
【受理番号】 受理番号（新）２０９００５

受理番号（旧）２０８０１８
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【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体

（属性）市町村 （抽出枠）

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，８０５

（配布）オンライン （取集）オン

ライン （記入）自計 （把握時）年度末現在 （系統）厚生労働省→都道府県→保健
所→市町村
【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年６月末
【調査事項】 １．健康診断，母子保健等のサービスの実施状況（母子保健４事項，歯科保
健，精神保健福祉，難病，衛生教育，予防接種，試験検査）
，２．保健所の連絡調整等
の実施状況（連絡調整に関する会議，調査・研究），３．職員設置状況，４．健康増進
事業の実施状況（９事項）
※
【調査票名】 ３−地域保健・健康増進事業報告（政令市（特別区））
【受理年月日】 平成２１年０１月２３日
【受理番号】 受理番号（新）２０９００５

受理番号（旧）２０８０１８

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体

（属性）市区

（抽出枠）

【調査方法】 （選定）全数 （客体数） （配布）オンライン （取集）オンライン （記
入）自計 （把握時）年度末現在 （系統）厚生労働省→都道府県→保健所を設置する
市・特別区，厚生労働省→指定都市・中核市
【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年６月末
【調査事項】 １．健康診断，母子保健等のサービスの実施状況（母子保健６事項，歯科保
健，精神保健福祉２事項，難病，エイズ，衛生教育，予防接種，結核予防２事項，生活
衛生，試験検査），２．保健所の連絡調整等の実施状況（連絡調整に関する会議，調査・
研究）
，３．職員設置状況，４．健康増進事業の実施状況（９事項）
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【調査名】 川越市労働基本調査
【実施機関】 川越市産業観光部商工振興課
【目

的】 埼玉県川越市内事業所の労働条件を把握し，今後の労働行政施策の基礎資料とす
るとともに，市内各事業所の労務改善・雇用対策の参考に資する。

【調査の構成】 １−川越市労働基本調査調査票
【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計

（公表）「調査結果報告書」（平成

２１年３月３１日） （表章）市区町村
【経費】 ２，５２０千円
※
【調査票名】 １−川越市労働基本調査調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月２８日
【受理番号】 受理番号（新）２０９００６

受理番号（旧）１０５００２

【調査対象】 （地域）川越市全域 （単位）事業所

（属性）第１次産業，鉱業，公務を

除く従業員数５人以上の事業所 （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）２，０００／４，６９２ （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）埼玉県川越市
→民間調査機関→報告者
【周期・期日】 （周期）４年〜５年 （実施期日）平成２１年０２月２８日
【調査事項】 １．事業所の概要，
（１）規模（従業員数），
（２）業種，
（３）形態，
（４）就
業規則の有無，
（５）労働組合の有無，２．事業所の現状・課題，
（１）雇用状況，
（２）
賃金，
（３）労働時間，
（４）休日・休暇制度，
（５）定年制，退職金制度，
（６）女性の
就業環境，
（７）仕事と家庭の両立支援，
（８）福利厚生，
（９）パートタイマーの雇用，
３．その他，
（１）行政への意見・要望等
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【調査名】 地方教育費調査
【実施機関】 文部科学省生涯学習政策局調査企画課
【目

的】 学校教育，社会教育，生涯学習関連及び教育行政における地方公共団体から支出
された経費並びに授業料等の収入の実態及び地方教育行政機関の組織等の状況を明
らかにして，国・地方を通じた教育諸施策を検討・立案するための基礎資料を得る。

【沿

革】 本統計調査は，昭和２４年に開始され，以後毎年実施されている。平成１１年以
降，統計調査の体系整備の観点から，
「地方教育行政調査」を統合して実施している。

【調査の構成】 １−学校教育費調査票 ２−社会教育費・教育行政費調査票 ３−教育に係
る収入調査票 ４−知事部局における生涯学習関連費調査票 ５−教育行政調
査票
【集計・公表】 （集計）中央集計／機械集計 （公表）「中間報告」（毎年６月頃）
，「地方教
育費調査報告書」（毎年１２月頃） （表章）全国
【備考】 経費：なし
※
【調査票名】 １−学校教育費調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月３０日
【受理番号】 受理番号（新）２０９００７

受理番号（旧）２０８０３４

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）都道府県教育委員会，市町村教育委
員会（特別区，教育事務組合，共同設置，広域連合を含む。
），都道府県立の幼稚園，小
学校，中学校，特別支援学校，高等学校，中等教育学校，専修学校，各種学校及び高等
専門学校 （抽出枠）
【調査方法】 （選定）全数 （客体数）

（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）調査実施前会計年度間 （系統）文部科学省←→
都道府県教育委員会←→（都道府県立）学校，文部科学省←→都道府県教育委員会←→
市町村教育委員会
【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）１１月１５日
【調査事項】 財源（国庫補助金，都道府県支出金，市町村支出金，地方債，公費組入れ寄
附金）別・学校教育費（消費的支出（人件費，教育活動費，管理費，補助活動費，所定
支払金），資本的支出，債務償還費）
※
【調査票名】 ２−社会教育費・教育行政費調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月３０日
【受理番号】 受理番号（新）２０９００７

受理番号（旧）２０８０３４

【調査対象】 （地域）全国 （単位）行政機関 （属性）都道府県及び市町村教育委員会
（特別区，教育事務組合，共同設置，広域連合を含む。） （抽出枠）
【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２，０００ （配布）郵送・オンライン （取集）
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郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査実施前会計年度間 （系統）文部科
学省←→都道府県教育委員会←→市町村教育委員会
【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）１１月１５日
【調査事項】 １．財源（国庫補助金，都道府県支出金，市町村支出金，地方債，公費組入
れ寄附金，公費に組入れられない寄附金）別・社会教育費，及び教育行政費，２．支出
項目，
（消費的支出，資本的支出，債務償還費）別・社会教育費，及び教育行政費
※
【調査票名】 ３−教育に係る収入調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月３０日
【受理番号】 受理番号（新）２０９００７

受理番号（旧）２０８０３４

【調査対象】 （地域）全国 （単位）行政機関 （属性）都道府県及び市町村教育委員会
（特別区，教育事務組合，共同設置，広域連合を含む。） （抽出枠）
【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２，０００ （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）調査実施前会計年度間 （系統）文部科
学省←→都道府県教育委員会←→市町村教育委員会
【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）１１月１５日
【調査事項】 １．教育施設別・授業料，入学金，検定料，日本スポーツ振興センター共済
掛金，その他の収入，特別会計収入，２．教育費の学校種（小，中，高，及び特別支援
学校）別・基準財政需要額
※
【調査票名】 ４−知事部局における生涯学習関連費調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月３０日
【受理番号】 受理番号（新）２０９００７

受理番号（旧）２０８０３４

【調査対象】 （地域）全国 （単位）行政機関 （属性）都道府県教育委員会（特別区，
教育事務組合，共同設置，広域連合を含む。） （抽出枠）
【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４７ （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）調査実施前会計年度間 （系統）文部科学省←
→都道府県教育委員会
【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）１１月１５日
【調査事項】 １．財源（国庫補助金，都道府県支出金，市町村支出金，地方債，公費組入
れ寄附金，公費に組入れられない寄附金）別・生涯学習関連費（知事部局所管分），２．
支出項目（消費的支出，資本的支出，債務償還費）別・生涯学習関連費（知事部局所管
分）
※
【調査票名】 ５−教育行政調査票
【受理年月日】 平成２１年０１月３０日
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【受理番号】 受理番号（新）２０９００７

受理番号（旧）２０８０３４

【調査対象】 （地域）全国 （単位）行政機関 （属性）都道府県及び市町村教育委員会
（特別区，教育事務組合，共同設置，広域連合を含む。） （抽出枠）
【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２，０００ （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）調査年の５月１日現在 （系統）文部科
学省←→都道府県教育委員会←→市町村教育委員会
【周期・期日】 （周期）２年 （実施期日）０６月３０日
【調査事項】 １．教育委員会の類型，２．教育委員（新任等の別・性別・年齢・保護者の
別，履歴及び報酬）
，３．教育長（年齢・保護者の別，履歴及び報酬）
，４．事務局（本
庁，教育事務所）の本務職員数
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（３）中止
【調査名】 患者調査
【実施機関】 鳥取県福祉保健部健康政策課
【目

的】 鳥取県内の病院及び一般診療所を利用する患者の傷病の実態を明らかにし，今後
の保健医療施策の基礎資料とする。

【調査の構成】 １−病院（入院）票，病院（外来）
・一般診療所票
【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−病院（入院）票，病院（外来）・一般診療所票
【受理年月日】 平成２１年０１月３０日
【受理番号】 受理番号（新）３０９００１

受理番号（旧）９０−４４

【調査対象】 （地域）鳥取県全域 （単位）保健・医療施設 （属性）病院及び一般診療
所 （抽出枠）医療施設名簿
【調査方法】 （選定）全数 （客体数）５００ （配布）その他
入）自計 （把握時） （系統）
【周期・期日】 （周期）随時 （実施期日）
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（取集）その他 （記

５

参
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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)
年（月） 昭和
平成
41〜 46〜 51〜 56〜 61〜 ３〜 ８〜
実施機関名
45年 50年 55年 60年 H2年 ７年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年
(4) (4) (4) (4) (4)
経 済 社 会
内 総合研究所
83
59
81
67
58
71 115
25
35
11
4
6
8
7
(3)
(1)
閣 そ
の
他
22
18
10
5
5
5
11
3
6
3
6
2
1
4
府
(3)
(4) (4) (5) (4) (4)
小
計
105
77
91
72
63
76 126
28
41
14
10
8
9
11
(1)
(1)
統
計
局
総
26
33
43
77
68
73 120
12
8
3
10
6
22
12
(1)
務 そ
の
他
8
7
31
52
55 110 197
33
30
14
23
15
26
15
省
(1)
(1)
(1)
小
計
34
40
74 129 123 183 317
45
38
17
33
21
48
27
法

財

務

省

税

小

生
労
働

1
(3)
11

18

13

(1)
14
(1)
1
(2)
15

102

106

101

108

308

298

312

5

2

庁

1
(11)
計
23

文 部 科 学 省

厚

2

(11)
省
22

本

務 国

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

省
小

計

(3)
10

16

13

2

51

8

0
6

0
(4)
3

1
(5)
9

1
(4)
4

(4)
2
(1)
6

(4)
3
(1)
14

(5)
9
(1)
14

(4)
4
(1)
9

(4)
3
19

6
(32)
142
(1)
5
(33)
198
(5)
961

44

50

39

39

55

1862

1

1

1

30

1

15
(8)
2439
(8)
5057

51

8

142

139

190

23

6
(1)
7

278

193

216

292

41

44

7

10

3

4

1

2

12
(5)
403
(5)
711

2

355

321

358

299

355

661

635

643

502

576

70
114

2
(1)
41
(1)
87

2
(1)
66
(1)
113

(1)
90
(1)
141

4
(2)
46
(2)
89

(1)
58
(1)
97

(4)
3

64
121

(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。
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(16)
508
(4)
86
(20)
720
(2)
381
(1)
404
(2)
1102

0
(4)
2

35

3
(2)
380
(2)
688

35

2

合計

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)
年（月） 昭和
平成
41〜 46〜 51〜 56〜 61〜 ３〜 ８〜
実施機関名
45年 50年 55年 60年 H2年 ７年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年
(3)
大 臣 官 房
統
計
部 384 425 435 374 379 330 346
90
53
37
56
70
25
11
(2) (2) (1)
農 総合食料局
（旧食糧庁） 102
71
77
72
54
79 110
17
17
29
6
17
15
1
林
林
野
庁
82
49
25
18
14
7
4
2
3
3
4
水
水
産
庁
産
3
4
3
5
5
8
1
1
1
1
2
(15) (21) (10) (20) (20) (4) (19) (2) (2)
(1) (2) (2)
の
他
省 そ
143 182 226 154
80
91 117
25
24
13
17
14
43
23
(15) (24) (10) (20) (20) (4) (19) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)
小
計
711 730 767 621 532 512 585 135
95
82
80 105
89
35
(2) (6) (2) (2)
(1)
(1)
経済産業政策局
調 査 統 計 部 209 157 128 119 106
67 125
5
26
2
27
24
25
37
経
資
源
済 エネルギー庁
11
1
7
11
27
4
10
10
(1)
(3) (4) (2) (1)
産 中小企業庁
61
56
90
63 103
73
84
9
15
11
3
3
3
4
業
(17) (18) (23) (35) (32) (17) (31) (12) (3) (12) (3) (4) (3) (5)
そ
の
他
309 249 272 212 186 166 191
9
13
14
9
15
16
15
省
(18) (20) (32) (41) (36) (18) (32) (12) (4) (12) (3) (4) (3) (5)
小
計
579 462 490 394 395 306 411
24
61
38
66
46
54
66
(30) (49) (22) (27) (9) (18)
(1) (1)
総合政策局
国 情 報 管 理 部 126 202 176 175 218 215 289
55
30
11
38
43
12
21
土
(19) (35) (62) (25) (26) (23) (15) (1)
(2)
交 そ
の
他
223 243 179 172 124 131 121
15
34
28
54
15
36
17
通
省
(1) (1) (2)
(19) (65) (111) (47) (53) (32) (33) (1)
小
計
349 445 355 347 342 346 410
70
64
39
92
58
48
38
(4) (12) (14) (11) (11) (9) (1) (1) (1) (1) (2) (1)
環
境
省
2
1
4
11
1
1
1
2
2
4
共 延 件 数
管
調 実
数
合 査
(1)

(3)
2658
(5)
556
207
26
(97)
1012
(105)
5044
(13)
895
60
(11)
490
(179)
1470
(203)
2915
(139)
1301
(193)
1254
(332)
2555
(59)
25

65

116

168

122

122

65

99

16

10

26

16

24

16

29

766

30

52

84

61

61

29

52

8

5

13

8

9

8

12

368

449

400

312

440

353

361

320

16590

457

405

325

448

362

369

332

16958

計 単 独 調 査
(2)
2591 2532 2533 2328 2118 2173 2814
総承認件数
(1)＋(2)
2621 2584 2617 2389 2179 2202 2866
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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）
平成20年

年（月）
実施機関名

１ 月 ２ 月 ３ 月 ４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 １０月 １１月 １２月 １ 月

内 経 済 社 会
総合研究所
閣 そ
府
総

の

小

(4)
3

他

1

計

1

0

1

計

局

2

8

務 そ

の

他

8

4

法
財

務

0

12

税

小

(4)
3

1

0

1

2

0
1

0

0

0

0

0

1

計

0

1

0

0

1

8

5

2

(4)

0

0

0

0

4
15

9

7

13

1

3

１

4

1

の

1

2

1

2

1

3

２
１

1
1

中 央 労 働
委 員 会

小

1

1

3

生 社会保険庁

省

2

庁

厚 大 臣 官 房
統計情報部

働 そ

１

2

(4)

省

文 部 科 学 省

労

2

省

本

務 国
省

計 10

小

1

1

1

統

省

平成２１年

1
9

2

18

2

1

23

1

3

1

3

1

２

計 10

7

20

17

10

30

14

4

3

4

1

３

他
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備考

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）
平成20年

年（月）
実施機関名

平成21年

１ 月 ２ 月 ３ 月 ４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 １０月 １１月 １２月 １ 月

農 大 臣 官 房
統 計 部

3

4

林 総合食料局
林

野

庁

水

産

庁

産 そ

の

他

1

2

1

2

1

1

水

省
経

小

計

0

7

3

7

7

経済産業政策局
調 査 統 計 部

(2)
6
(2)
6
1

源
済 資
エネルギー庁

8

1

の

8

小
計
省
国 総合政策局
土 情報管理部

8

8

4

2

他

1

2

計

5

4

通
省
環

の

小
境

1

6

32

3

2

2

1

(5)
3
(5)
3
8

0

1

8

共 延件数
管
調 実 数
査 （ (1) ）
単 独 調 査
34
(2)
総承認件数
34
計
(1)＋(2)

1

1
36

2
0

2

1

1

省

1
2

1

1

0

8

3

1

8

4

1

2

合

1

1

3

他

交 そ

6

1

産 中小企業庁
業 そ

0

1

2
1

1

1

3

2

2

1

1

2
2

2

1

3

1

1

11

４

4

8

2

2

27

49

39

48

33

35

13

8

16

6

12

11

27

49

47

48

33

35

15

8

18

6

12

11
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備考

届出統計調査の実施機関別・年次別受理件数
年（月） 昭和
平成
41〜 46〜 51〜 56〜 61〜 ３〜 ８〜
合
実施機関名
45年 50年 55年 60年 ２年 ７年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年

計

新

規

58

54

43

39

32

27

16

8

8

4

4

8

6

5

312

国 変

更

69

72

99

108

88

79

118

23

29

15

30

30

19

25

804

中

止

6

3

7

11

10

2

1

1

5

5

3

4

58

新
都
道
府 変
県
中

規

358

282

367

354

355

389

461

63

67

72

80

63

64

42

3017

更

329

299

199

140

177

210

306

29

74

62

54

87

35

59

2060

止

4

4

8

2

15

16

49

4

4

7

4

24

6

11

158

新

規

105

82

85

124

139

127

156

28

240

371

30

38

39

272

1836

市 変

更

131

65

55

49

61

114

117

24

16

12

14

15

10

20

703

中

止

1

1

5

2

13

3

2

1

新

規

2

6

銀 変

更

10

9

中

止

2

新

規

523

変

更

中

止

日

等

2
10

16

3

1

424

495

517

539

445

363

13

4

14

16

1
1

1

0

28

0

11

3

84

0

11

9

5

2

2

1

2

1

1

528

543

634

99

315

447

114

109

109

319

5176

313

342

412

546

78

121

90

98

133

67

104

3651

11

31

19

74

10

6

10

10

29

9

15

255

合
計
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届出統計調査の実施機関別・月次別受理件数
年（月）
実施機関名

国

平成21年
平成2０年
２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

新規

1

2

変更

2

1

2

1

中止
都
道
府
県

市

5

新規

3

2

変更

6

1

2

中止

1

1

2

1

変更

2

1

4

1

新規

1

1

1

7

1

1

1

3

7

2

6

3

6

5

5

3

2

7

4

7

6

19

3

2

2

3

1

2
2

7

2

6

1

2

5

32

93

122 175

8

1

2

中止
新規
日
銀
等

変更
中止

合
計

新規

2

5

2

0

9

9

8

10

38

99

127

178

変更

4

7

2

2

4

13

10

12

7

34

5

7

1

1

2

1

0

3

0

3

4

1

中止
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備考

