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１ 統計調査の審査状況 
（総括表） 
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指定統計調査の承認等の状況 

（平成21年２月分） 

 

１ 指定統計調査の実施承認 

指定統計調査の名称等 申 請 者 主 な 承 認 事 項 承認月日

商業動態統計調査（統
計 法 第 ７ 条 第 ２ 項 ） 

経 済 産 業 大 臣 承認事項の変更 

平成19年 11月の日本標準産業

分類の改定に合わせ、承認事項

「三 調査の種類及び範囲」の

３から６までの産業分類の分類

番号を変更する。 

２．４ 

小売物価統計調査（統
計 法 第 ７ 条 第 ２ 項 ） 

総 務 大 臣 承認事項の変更 

統計法（平成19年法律第53号）

に規定された調査票情報の二次

利用等に適切に対応できるよう

にするために、承認事項の「８ 

調査関係書類の保存期間及び保

存責任者」に、「調査票の内容

（氏名を除く。）が転写されてい

る電磁的記録」を追加し、その

保存期間を「永年」とし、その

保存責任者を「総務省統計局長」

とする。 

２．25 

農林業センサス（統計
法 第 ７ 条 第 ２ 項 ） 

農 林 水 産 大 臣 承認事項の変更 

調査方法、調査事項、調査期

日等について、以下の変更。 

①  農山村地域調査の調査方

法を職員調査から郵送又は

調査員調査に変更 

②  農林業経営体調査及び農

山村地域調査の調査事項を

大幅に削除又は簡素化 

③  沖縄県と他の都道府県と

で異なっていた調査期日を

統一 

本 件 は 「 諮 問 第 12号 の 答 申

『2010年世界農林業センサスの

計画について』」（平成21年１月

19日府統委第６号）により、統

計委員会の答申を受けている。 

 

２．25 

 



２  承認統計調査の承認

承認番号 承認年月日 統計調査の名称 申請者

27621 組込みソフトウェア産業実態調査

(旧№） 経営者及び事業責任者向け調査票

27622 組込みソフトウェア産業実態調査

(旧№） プロジェクト責任者向け調査票

27623 組込みソフトウェア産業実態調査

(旧№） 技術者個人向け調査票

27624 組込みソフトウェア産業実態調査

(旧№） 海外企業向け調査票

27625 米穀の生産・販売等動態調査

(旧№26807） 生産者の米穀現在高等調査記録簿

27626 米穀の生産・販売等動態調査

(旧№27254） 品種別作付面積に関する調査票

27627 土壌改良資材の生産量及び輸入量調査

(旧№27205） 土壌改良資材の生産量調査票

27628 土壌改良資材の生産量及び輸入量調査

(旧№27206） 土壌改良資材の輸入量調査票

27629 通信・放送産業動態調査

(旧№27107） 通信・放送産業動態調査調査票（電気通信事業用①）

27630 通信・放送産業動態調査

(旧№27108） 通信・放送産業動態調査調査票（電気通信事業用②）

27631 通信・放送産業動態調査

(旧№27109） 通信・放送産業動態調査調査票（放送事業用①）

27632 通信・放送産業動態調査

(旧№27110） 通信・放送産業動態調査調査票（放送事業用②）

27633 通信・放送産業動態調査

(旧№27111） 通信・放送産業動態調査調査票（ケーブルテレビ事業用①）

27634 通信・放送産業動態調査

(旧№27112） 通信・放送産業動態調査調査票（ケーブルテレビ事業用②）

27635 食品ロス統計調査

(旧№27390） 食品循環資源の再生利用等実態調査票

27636 平成20年度エネルギー消費統計調査

(旧№27190） 調査票第1号

27637 平成20年度エネルギー消費統計調査

(旧№27191） 調査票第２号

27638 平成20年度エネルギー消費統計調査

(旧№27192） 調査票第３号

27639 平成20年度エネルギー消費統計調査

(旧№27193） 調査票第４号

27640 平成20年度エネルギー消費統計調査

(旧№27194） 調査票第５号

27641 平成20年度エネルギー消費統計調査

(旧№27195） 調査票第６号

H21.2.5 経済産業大臣

H21.2.5 農林水産大臣

H21.2.10 農林水産大臣

H21.2.10 総務大臣

H21.2.5 農林水産大臣

H21.2.5 農林水産大臣

H21.2.5 農林水産大臣

H21.2.5 経済産業大臣

H21.2.5 経済産業大臣

H21.2.5 経済産業大臣

H21.2.10 総務大臣

H21.2.10 総務大臣

H21.2.10 総務大臣

H21.2.10 総務大臣

H21.2.10 総務大臣

H21.2.10 経済産業大臣

H21.2.10 経済産業大臣

H21.2.10 経済産業大臣

H21.2.10 経済産業大臣

H21.2.10 経済産業大臣

H21.2.10 経済産業大臣
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27642 平成20年度エネルギー消費統計調査

(旧№27196） 調査票第７号

27643 平成20年度エネルギー消費統計調査

(旧№27197） 調査票第８号

27644 平成20年度エネルギー消費統計調査

(旧№27198） 調査票第９号

27645 建築物リフォーム・リニューアル調査

(旧№） 建築物リフォーム・リニューアル調査住宅調査票

27646 建築物リフォーム・リニューアル調査

(旧№） 建築物リフォーム・リニューアル調査非住宅調査票

27647 自動車燃料消費量調査

(旧№27173） 営業用貨物車調査票（第１号様式）

27648 自動車燃料消費量調査

(旧№27174） 営業用旅客車調査票（第2号様式）

27649 自動車燃料消費量調査

(旧№27175） 自家用小型自動車調査票（第3号様式）

27650 自動車燃料消費量調査

(旧№27176） 自家用普通自動車調査票（第4号様式）

27651 砕石等動態統計調査

(旧№26934） 砕石等動態統計四半期報

27652 2009年社会保障・人口問題基本調査（第６回世帯動態調査）

(旧№23669） 2009年社会保障・人口問題基本調査（第６回世帯動態調査）票

27653
平成21年社会保障における公的・私的サービスに関する意識等
調査

(旧№23305 ）
平成21年社会保障における公的・私的サービスに関する意識等
調査票

27654 鉄道輸送統計調査

(旧№26470） 鉄・軌道旅客輸送実態調査票（１号様式）

27655 鉄道輸送統計調査

(旧№26471） 鉄道貨物輸送実態調査票（２号様式）

27656 鉄道輸送統計調査

(旧№26472） 鉄・軌道走行キロ調査票（３号様式）

27657 鉄道輸送統計調査

(旧№26473） 索道旅客輸送実態調査票（４号様式）

27658 食品ロス統計調査

(旧№26863） 世帯調査票

27659 食品ロス統計調査

(旧№26495） 外食産業調査票（食道・レストラン）

27660 食品ロス統計調査

(旧№26496） 外食産業調査票（結婚披露宴、宴会・宿泊施設）

27661 介護サービス施設・事業所調査

(旧№27419） 介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設票

27662 介護サービス施設・事業所調査

(旧№27420） 介護老人保健施設票

27663 介護サービス施設・事業所調査

(旧№27421） 介護療養型医療施設票

27664 介護サービス施設・事業所調査

(旧№27422） 訪問看護ステーション票

H21.2.10 経済産業大臣

H21.2.10 経済産業大臣

H21.2.27 厚生労働大臣

H21.2.27 厚生労働大臣

H21.2.27 厚生労働大臣

H21.2.27 農林水産大臣

H21.2.27 厚生労働大臣

H21.2.27 農林水産大臣

H21.2.27 農林水産大臣

H21.2.18 厚生労働大臣

H21.2.18 厚生労働大臣

H21.2.10 経済産業大臣

H21.2.10 国土交通大臣

H21.2.10 国土交通大臣

H21.2.16 国土交通大臣

H21.2.16 国土交通大臣

H21.2.16 国土交通大臣

H21.2.16 国土交通大臣

H21.2.18 経済産業大臣

H21.2.27 国土交通大臣

H21.2.27 国土交通大臣

H21.2.27 国土交通大臣

H21.2.27 国土交通大臣
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27665 介護サービス施設・事業所調査

(旧№27423） 居宅サービス事業所（福祉関係）票

27666 介護サービス施設・事業所調査

(旧№27424） 地域密着型サービス事業所票

27667 介護サービス施設・事業所調査

(旧№27425） 居宅サービス事業所（医療関係）票

27668 中国地域専門量販店販売統計調査

(旧№） ホームセンター調査票

27669 中国地域専門量販店販売統計調査

(旧№） 家電量販店調査票

27670 中国地域専門量販店販売統計調査

(旧№） ドラッグストア調査票

27671 宿泊旅行統計調査

(旧№27203） 宿泊旅行統計調査調査票（第１号様式）

27672 宿泊旅行統計調査

(旧№27204） 宿泊旅行統計調査調査票（第２号様式）

H21.2.27 国土交通大臣

H21.2.27 国土交通大臣

H21.2.27 経済産業大臣

H21.2.27 経済産業大臣

H21.2.27 経済産業大臣

H21.2.27 厚生労働大臣

H21.2.27 厚生労働大臣

H21.2.27 厚生労働大臣
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（１）　新　規

整理番号 受理年月日 統計調査の名称 届出者

109179 H21. 2. 2 伊達市次世代育成支援に係るニーズ調査 伊 達 市 長

109180 H21. 2. 2 蕨市次世代育成支援に係るニーズ調査 蕨 市 長

109181 H21. 2. 2 武蔵村山市次世代育成支援に係るニーズ調査 武 蔵 村 山 市 長

109182 H21. 2. 2
新発田市次世代育成支援行動計画（後期計画）策定のための
ニーズ調査

新 発 田 市 長

109183 H21. 2. 2 上田市次世代育成支援に係るニーズ調査 上 田 市 長

109184 H21. 2. 2 瀬戸市次世代育成支援に係るニーズ調査 瀬 戸 市 長

109185 H21. 2. 2 伊丹市次世代育成支援に関するアンケート調査 伊 丹 市 長

109186 H21. 2. 2 美馬市次世代育成支援後期行動計画策定に伴う調査 美 馬 市 長

109187 H21. 2. 2 嬉野市次世代育成支援に関するニーズ調査 嬉 野 市 長

109188 H21. 2. 3 匝瑳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 匝 瑳 市 長

109189 H21. 2. 3 鎌倉市次世代育成支援対策に係るニーズ調査 鎌 倉 市 長

109190 H21. 2. 3 海津市次世代育成支援に係るニーズ調査 海 津 市 長

109191 H21. 2. 4 常陸太田市次世代育成支援に係るニーズ調査 常 陸 太 田 市 長

109192 H21. 2. 4 前橋市次世代育成支援に係るニーズ調査 前 橋 市 長

109193 H21. 2. 4 秩父市次世代育成支援に係るニーズ調査 秩 父 市 長

109194 H21. 2. 4 近江八幡市次世代育成支援に係るニーズ調査 近 江 八 幡 市 長

109195 H21. 2. 4 茨木市次世代育成支援に係るニーズ調査 茨 木 市 長

109196 H21. 2. 4
大東市次世代育成支援行動計画（後期計画）策定に係るニー
ズ調査

大 東 市 長

109197 H21. 2. 4 相生市次世代育成支援に係るニーズ調査 相 生 市 長

109198 H21. 2. 4 宍粟市次世代育成支援に係るニーズ調査 宍 粟 市 長

109199 H21. 2. 4 新見市次世代育成支援に係るニーズ調査 新 見 市 長

109200 H21. 2. 4 八幡浜市次世代育成支援に係るニーズ調査 八 幡 浜 市 長

109201 H21. 2. 4 柳川市次世代育成支援に係るニーズ調査 柳 川 市 長

109202 H21. 2. 5 根室市次世代育成支援に係るニーズ調査 根 室 市 長

109203 H21. 2. 5 館林市次世代育成支援に係るニーズ調査 館 林 市 長

109204 H21. 2. 5 松阪市次世代育成支援行動計画（後期計画）ニーズ調査 松 阪 市 長

109205 H21. 2. 5 三豊市次世代育成支援に係るニーズ調査 三 豊 市 長

109206 H21. 2. 5 嘉麻市次世代育成支援に係るニーズ調査 嘉 麻 市 長

109207 H21. 2. 6 館山市次世代育成支援に係るニーズ調査 館 山 市 長

109208 H21. 2. 6
伊万里市次世代育成支援後期行動計画策定のためのアンケー
ト調査

伊 万 里 市 長

３　届出統計調査の受理
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109209 H21. 2. 9 小樽市次世代育成支援に関するニーズ調査 小 樽 市 長

109210 H21. 2. 9 北広島市次世代育成支援に係るニーズ調査 北 広 島 市 長

109211 H21. 2. 9 芦別市次世代育成支援に係るニーズ調査 芦 別 市 長

109212 H21. 2. 9 山形市次世代育成支援に係るニーズ調査 山 形 市 長

109213 H21. 2. 9 白山市次世代育成支援に係るニーズ調査 白 山 市 長

109214 H21. 2. 9 能美市次世代育成支援に係るニーズ調査 能 美 市 長

109215 H21. 2. 9 大月市次世代育成支援に関するニーズ調査 大 月 市 長

109216 H21. 2. 9 宇治市次世代育成支援に係るニーズ調査 宇 治 市 長

109217 H21. 2. 9 大竹市次世代育成支援に関するニーズ調査 大 竹 市 長

109218 H21. 2. 9 竹原市次世代育成支援に係るニーズ調査 竹 原 市 長

109219 H21. 2. 9 土佐清水市次世代育成支援に関するニーズ調査 土 佐 清 水 市 長

109220 H21. 2. 9 室戸市次世代育成支援に係るニーズ調査 室 戸 市 長

109221 H21. 2. 9 北九州市次世代育成支援に係るニーズ調査 北 九 州 市 長

109222 H21. 2. 9 南島原市次世代育成支援に係るニーズ調査 南 島 原 市 長

109223 H21. 2. 9 宮崎市次世代育成支援に係るニーズ調査 宮 崎 市 長

109224 H21. 2. 9 伊佐市次世代育成支援に係るニーズ調査 伊 佐 市 長

109225 H21. 2. 12 恵庭市次世代育成支援に係るニーズ調査 恵 庭 市 長

109226 H21. 2. 12 和光市次世代育成支援に係るニーズ調査 和 光 市 長

109227 H21. 2. 12 砺波市次世代育成支援に係るニーズ調査 砺 波 市 長

109228 H21. 2. 12 中央市次世代育成支援に係るニーズ調査 中 央 市 長

109229 H21. 2. 12 西脇市次世代育成支援に係るニーズ調査 西 脇 市 長

109230 H21. 2. 12 高梁市次世代育成支援に係るニーズ調査 高 梁 市 長

109231 H21. 2. 12 新居浜市次世代育成支援に係るニーズ調査 新 居 浜 市 長

109232 H21. 2. 12
須崎市次世代育成支援行動計画（後期）策定に関するニーズ
調査

須 崎 市 長

109233 H21. 2. 12 福岡市次世代育成支援に係るニーズ調査 福 岡 市 長

109234 H21. 2. 13 東大和市次世代育成支援に関するニーズ調査 東 大 和 市 長

109235 H21. 2. 13 妙高市次世代育成支援に係るニーズ調査 妙 高 市 長

109236 H21. 2. 13 飯田市次世代育成支援に係るニーズ調査 飯 田 市 長

109237 H21. 2. 16 室蘭市次世代育成支援に係るニーズ調査 室 蘭 市 長

109238 H21. 2. 16 つくばみらい市食と健康づくりに関するアンケート調査 つ く ば み ら い 市 長

109239 H21. 2. 16 太田市次世代育成支援に関するニーズ調査 太 田 市 長

109240 H21. 2. 16 岡崎市次世代育成支援に関する市民意識調査 岡 崎 市 長

109241 H21. 2. 16 美作市次世代育成支援に係るニーズ調査 美 作 市 長

109242 H21. 2. 17 羽村市次世代育成支援行動計画・後期計画ニーズ調査 羽 村 市 長

109243 H21. 2. 17 瑞浪市次世代育成支援に係るニーズ調査 瑞 浪 市 長

109244 H21. 2. 17 東海市次世代育成支援に関する意向調査 東 海 市 長
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109245 H21. 2. 17 五島市次世代育成支援に係るニーズ調査 五 島 市 長

109246 H21. 2. 18 鴨川市次世代育成支援に係るニーズ調査 鴨 川 市 長

109247 H21. 2. 18 三鷹市次世代育成支援に係るニーズ調査 三 鷹 市 長

109248 H21. 2. 18
平成20年度三条市次世代育成支援行動計画に関するニーズ調
査

三 条 市 長

109249 H21. 2. 18 御殿場市次世代育成支援に係るニーズ調査 御 殿 場 市 長

109250 H21. 2. 18 常滑市次世代育成支援に係るニーズ調査 常 滑 市 長

109251 H21. 2. 18
亀岡市次世代育成支援行動計画（後期計画）策定に係るニー
ズ調査

亀 岡 市 長

109252 H21. 2. 18 井原市次世代育成支援に係るニーズ調査 井 原 市 長

109253 H21. 2. 19 白河市次世代育成支援に係るニーズ調査 白 河 市 長

109254 H21. 2. 19 伊勢崎市次世代育成支援に係るニーズ調査 伊 勢 崎 市 長

109255 H21. 2. 19 青梅市次世代育成支援に係るニーズ調査 青 梅 市 長

109256 H21. 2. 19 島田市次世代育成支援に関するニーズ調査 島 田 市 長

109257 H21. 2. 19 橿原市次世代育成支援に係るニーズ調査 橿 原 市 長

109258 H21. 2. 20 新庄市次世代育成支援に係るニーズ調査 新 庄 市 長

109259 H21. 2. 20 南房総市次世代育成支援に係るニーズ調査 南 房 総 市 長

109260 H21. 2. 20 郡上市次世代育成支援に係るニーズ調査 郡 上 市 長

109261 H21. 2. 20
中津川市次世代育成支援対策行動計画（後期計画）策定に係
るニーズ調査

中 津 川 市 長

109262 H21. 2. 20 知立市次世代育成支援に係る市民意識調査 知 立 市 長

109263 H21. 2. 20 香南市次世代育成支援に係るニーズ調査 香 南 市 長

109264 H21. 2. 20 豊見城市次世代育成支援に係るニーズ調査 豊 見 城 市 長

109265 H21. 2. 24 能代市次世代育成支援に係るニーズ調査 能 代 市 長

109266 H21. 2. 24 鎌ヶ谷市次世代育成支援に係るニーズ調査 鎌 ヶ 谷 市 長

109267 H21. 2. 24 日野市次世代育成支援にかかるニーズ調査 日 野 市 長

109268 H21. 2. 24 かほく市次世代育成支援に係るニーズ調査 か ほ く 市 長

109269 H21. 2. 24 下呂市次世代育成支援行動計画に係るニーズ調査 下 呂 市 長

109270 H21. 2. 24 田原市次世代育成支援に係るニーズ調査 田 原 市 長

109271 H21. 2. 24 宇陀市次世代育成支援対策行動計画策定ニーズ調査 宇 陀 市 長

109272 H21. 2. 24 桜井市次世代育成支援に関するニーズ調査 桜 井 市 長

109273 H21. 2. 24 八代市次世代育成支援に関するニーズ調査 八 代 市 長

109274 H21. 2. 25 昭島市次世代育成支援に係るニーズ調査 昭 島 市 長

109275 H21. 2. 25 彦根市次世代育成支援に関するニーズ調査 彦 根 市 長

109276 H21. 2. 26 名寄市次世代育成支援に関するニーズ調査 名 寄 市 長

109277 H21. 2. 26
四日市市次世代育成戦略プラン後期計画策定に係るニーズ調
査

四 日 市 市 長
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109278 H21. 2. 26 安芸市次世代育成支援に係るニーズ調査 安 芸 市 長

109279 H21. 2. 27 大阪市次世代育成支援に関するニーズ等調査 大 阪 市 長

（２）　変　更

整理番号 受理年月日 統計調査の名称 届出者

209008 H21. 2. 9 新潟市景況調査 新 潟 市 長

209009 H21. 2. 9 神戸市内景況・雇用動向調査 神 戸 市 長

209010 H21. 2. 24 鉱工業生産動態統計調査 京 都 府 知 事

（３）　中　止

整理番号 受理年月日 統計調査の名称 届出者

309002 H21. 2. 4 同和地区実態把握調査（地区概況調査） 鳥 取 県 知 事

309002 H21. 2. 4 同和地区実態把握調査（生活実態調査） 鳥 取 県 知 事

309002 H21. 2. 4 同和問題に関する県民意識調査 鳥 取 県 知 事

309003 H21. 2. 17 宍道湖・中海圏域交通実態調査 鳥 取 県 知 事
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指定統計調査の承認 

【調査名】 農林業センサス 

【承認年月日】 平成２１年０２月２５日【指定番号】 ２６ 

【実施機関】 農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室 

【目 的】 我が国の農林行政に必要な農業及び林業に関する基礎資料を整備する。 

【沿 革】 我が国における農業に関するセンサスは，経済統計に関する国際条約に基づ

いて１０年目ごとに行われる世界センサスと，その後５年目ごとの中間年次に行

われる国内センサスという２つの性格のものが，同一体系の下に実施されている。

このセンサスの出発点をなすものは，昭和２５年に行われた「１９５０年世界農

業センサス」であるが，その後は，昭和３０年に「昭和３０年臨時農業基本調査」

として，別個の形の調査が行われたほか，昭和３５年の「１９６０年世界農林業

センサス」からは，世界センサスに林業に関する調査が加えられた。平成２年調

査の「１９９０年世界農林業センサス」から，新たに「農業サービス事業体調査」

が加わるとともに，調査対象農業事業体の経営耕地面積などの下限基準の見直し，

小規模農家の調査の簡略化などかつてない大幅な改正が行われている。平成１２

年調査の「２０００年世界農林業センサス」から，新たに「林業サービス事業体

等調査」が加わるとともに，調査対象林業事業体の保有山林面積の下限基準の見

直し，小規模農家の調査票を専用の調査票とするなどの改正が行われている。ま

た、平成１７年調査の「２００５年農林業センサス」から、農林業の基本的構造

を経営体を基礎として把握するため、従来、形態別に分かれていた事業体に係る

調査を農林業経営体に係る調査に再編成（統合）し、農業と林業に分かれていた

地域調査を農山村地域調査に再編成し、林業に係る調査を５年周期とするなどの

大規模な改正が行われている。 

【調査の構成】 １－農林業経営体調査票 ２－農山村地域調査票（市区町村用・農業集

落用） 

【集計・公表】 （集計）中央集計／機械集計 （公表）全数集計に係る全国結果票及び

全国結果表の概要は，平成２２年１１月３０日までに，その詳細及び抽出

集計に係る全国結果表については逐次、刊行物等により公表 （表章）都

道府県，市区町村，農林業経営体，農業集落 

※ 

【調査票名】 １－農林業経営体調査票 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）農林業経営体 （属性）経営耕地面積が３０ア

ール以上の規模の農業を営む者，農作物の作付面積等が一定規模以上であ

る者など，農林水産省が設けた条件に該当する者 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２，０９０，０００ （配布）調査員 （取

集）調査員 （記入）自計 （把握時）２月１日現在 （系統）農林水産
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省→都道府県→市区町村→指導員→調査員→調査客体 

 【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）０２月０１日 

 【調査事項】 １．農林業経営体数，２．従事者数，３．経営耕地面積，４．保有山林

面積，５．農林産物の生産状況，６．販売金額，７．家畜の飼養頭羽数，

８．作業受託面積，９．農業経営の取組（法人化，環境保全型農業，農業

生産関連事業等）等 

※ 

【調査票名】 ２－農山村地域調査票（市区町村用・農業集落用） 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）市区町村及び農業集落 （属性）すべての市区

町村，すべての農業集落（全域が都市計画法に基づく市街化区域に含まれ

る農業集落を除く。） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１８００ １４００００ （配布）市区町村

調査：郵送，農業集落調査：調査員 （取集）市区町村調査：郵送，オン

ライン，農業集落調査：調査員 （記入）他計 （把握時）２月１日現在 

（系統）市区町村調査：農林水産省→地方農政局・農政事務所→統計情報

センター→報告者，農業集落調査：農林水産省→地方農政局・農政事務所

→統計情報センター→調査員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）０２月０１日 

 【調査事項】 市区町村調査：１．総土地面積，２．森林・林野面積，３．山地直売所， 

農業集落調査：１．総戸数，２．総土地面積，３．耕地面積，４．農業集

落の活動状況（寄り合い，地域資源の保全等） 
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【調査名】 小売物価統計調査 

【承認年月日】 平成２１年０２月２５日【指定番号】 ３５ 

【実施機関】 総務省統計局統計調査部消費統計課物価統計室 

【目 的】 国民の消費生活上重要な支出の対象となる商品の小売価格及びサービスの料金を調

査し，消費者物価指数その他物価に関する資料を得るとともに，消費生活に関す

る経済施策の基礎資料を提供すること。 

【沿 革】 本調査は，昭和２５年６月に都道府県庁所在地及び帯広市，高崎市，松本市，浜松

市，松阪市，防府市，今治市及び都城市の主要都市を対象に，約２１０品目を対象に

開始され，その後調査市町村，調査品目等の改正が行われ，現在に至っている。調査

市町村は，昭和３７年７月から郡部を含めた１７３市町村に拡大され，全国的な規模

となり，その後，沖縄の本土復帰により５市２町が加えられ，また，数次にわたる追

加・廃止により，平成１５年７月現在，約２００調査市町村となっている。調査品目・

銘柄は，消費構造の変化，商品の出回り状況の変化等を考慮し，数次にわたる追加・

廃止を行っており，平成１６年１２月現在で５３５品目，平成１７年１月現在で５２

９品目である。なお，調査品目のうち生鮮食料品については，昭和４４年７月から，

それまでの中旬調査に上旬・下旬調査を加え３旬調査により実施している。 

【調査の構成】 １－小売物価統計調査調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計／機械集計 （公表）「小売物価統計調査年報」，「小売物価

統計調査報告」（月報），「消費者物価指数」（毎月閣議報告・公表） （表章）

全国，特定の市町村 

【備考】 調査対象は，総務大臣が指定する約１６７市町村（宿泊調査の対象施設が所在する市

町村を含めると計２２７市町村）の約２９，０００事業所及び約２５，０００世帯 

※ 

【調査票名】 １－小売物価統計調査調査票 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所及び世帯 （抽出枠）事業所・企業統計調査及

び国勢調査 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２９０００ ２５０００ （配布）調査員 （取

集）調査員 （記入）他計 （把握時）調査実施期日現在 （系統）〔調査員

調査品目〕総務省→都道府県→指導員→調査員→報告者，〔都道府県調査品目〕

総務省→都道府県→報告者，〔総務省調査品目〕総務省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）〔月別価格調査、家賃調査〕毎月１２日を含む週

の水曜日，木曜日又は金曜日のいずれか一日。〔旬別価格調査〕毎月上旬は

５日，中旬は１２日、下旬は２２日を含む各週の水曜日，木曜日又は金曜日、

調査日とその前２日間。〔都道府県調査及び総務省調査〕毎月１２日を含む

週の金曜日。ただし遊園地入園料については日曜日。〔宿泊料調査〕毎月５

日を含む週の金曜日（休日の前日である場合にあっては，翌週の月曜日）及
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び土曜日。 

 【調査事項】 商品及びサービスについて，総務省統計局長が指示する一定の銘柄の小売価格

又は料金及びこれらに附随する事項（事業所の名称，事業主の氏名，所在地等） 



 - 17 -

【調査名】 商業動態統計調査 

【承認年月日】 平成２１年０２月０３日【指定番号】 ６４ 

【実施機関】 経済産業省経済産業政策局調査統計部第三次産業動態統計室 

【目 的】 商業を営む事業所及び企業の販売活動の動向を明らかにする。 

【沿 革】 この調査は商業活動の動きを明らかにし，景気観測，その他経済施策上の有効な基

礎資料とすることを目的として，昭和２８年６月に調査が開始された。調査開始当時

は３か月ごとの四半期調査（調査項目は月別商品販売額，期末商品手持額など）であ

ったが，昭和３４年１０月からは，早期公表を図るため，販売額については毎月調査

することに改まった。また，昭和４６年７月からは，近年著しい発展をとげているチ

ェーンストア，スーパーマーケット等の大型小売店（百貨店販売統計で調査していた

ものを除く）の動向を明らかにするために，商業動態統計と百貨店販売統計とを再集

計して大型小売店販売統計を毎月発表していた。昭和５３月７月，調査事項，調査方

法，標本設計等について大幅な改正が行われ，この際，調査対象に百貨店を含めるこ

ととしたため，百貨店販売統計（指定統計第３４号）調査は，昭和５３年６月限りで

中止となった。このほか，百貨店，総合スーパーと並ぶ主要な業態に成長し，近年著

しく売上高が伸長しているコンビニエンスストアの販売動向をより的確にとらえる

ため，新たに調査票丁（コンビニエンスストア用）が平成１１年４月から追加された。

平成１２年７月からは，新世代統計システムへの対応を行い，インターネットを活用

したオンラインでの申告が開始された。また，平成１４年７月からは，本社等の特定

の事業所が他の調査対象事業所分を取りまとめて申告する，いわゆる「一括調査方法」

が取り入れられ，現在に至っている。 

【調査の構成】 １－調査票甲（大規模卸売店用） ２－調査票乙（一般商店（卸売店，小売店）

用） ３－調査票丙（大型小売店用） ４－調査票丁（コンビニエンスストア

用） 

【集計・公表】 （集計）中央集計／機械集計 （公表）「商業販売統計速報」（調査期日の翌月

末），「商業販売月報」（調査期日の翌々月），「商業販売年報」（調査期日の翌年

１１月） （表章）全国，経済産業省，都道府県 

※ 

【調査票名】 １－調査票甲（大規模卸売店用） 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）卸売業を営む従業員数１００人以上

の事業所で経済産業大臣の指定する者。 （抽出枠）商業統計調査 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）９００ （配布）調査員 （取集）調査員 （記入）

自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）経済産業省→都道府県→調査員→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月１０日 

 【調査事項】 １．事業所名，２．事業所所在地，３．従業者数，４．商品販売額，５．商品
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手持額 

※ 

【調査票名】 ２－調査票乙（一般商店（卸売店，小売店）用） 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）卸売業を営む事業所及び自動車小売

業を営む事業所・小売業（自動車小売業を除く。）を営む従業者数２０人以上

（丙調査の対象を除く。）・小売業（自動車小売業を除く。）を営む従業者数１

９人以下の事業所で経済産業大臣の指定するもの。 （抽出枠）商業統計調査 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１２，６００／１，８１０，０００ （配布）

調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）

経済産業省→都道府県→調査員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月１０日 

 【調査事項】 １．事業所名，２．事業所所在地，３．従業者数，４．商品販売額 

※ 

【調査票名】 ３－調査票丙（大型小売店用） 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）小売業を営む従業員５０人以上の事

業所で経済産業省が指定するもの。 （抽出枠）商業統計調査 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３，９００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）経済産業省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月１５日 

 【調査事項】 １．事業所名，２．事業所所在地，３．売場面積，４．従業者数，５．営業日

数，６．商品販売額，７．商品券販売額，８．商品手持額 

※ 

【調査票名】 ４－調査票丁（コンビニエンスストア用） 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）コンビニエンスストアを所有する企業

又はコンビニエンスストアと定型的な契約による契約（フランチャイズ契約）を

結んでいる企業であって経済産業大臣が指定するもの。 （抽出枠）商業統計調

査，業界団体名簿 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１５ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）経済産業省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月１５日 

 【調査事項】 １．企業名，２．商品販売額，３．サービス売上高，４．店舗数 
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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】 組込みソフトウェア産業実態調査 

【実施機関】 経済産業省商務情報政策局情報処理振興課 

【目 的】 我が国の組込みソフトウエア産業の実態を把握し、組込みソフトウエアに係る産業

政策や国際競争力強化政策の立案のための基礎資料を得る。特に組込みソフトウエア

開発に対する企業全体及び事業部門全体としての取組状況を把握するため。 

【調査の構成】 １－経営者及び事業責任者向け調査票 ２－プロジェクト責任者向け調査票 

３－技術者向け調査票 ４－海外企業向け調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計／機械集計 （公表）７月に経済産業省のＨＰに掲載 （表

章）全国 

【経費】 ５０，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－経営者及び事業責任者向け調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月０５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）０２７６２１  調査票番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）組込みソフトウエアが搭載された機器

を開発する企業、組込みソフトウエアを開発・提供する企業、組込み機器の開

発に利用されるツール・開発環境を開発・提供する企業、これら企業に対する

受託開発サービス、コンサルティングサービス、人材派遣サービス等を提供す

る企業、組込みソフトウエア関連の教育・研修等を提供する組織、企業 （抽

出枠）日本標準産業分類に属する組込みソフトウエア関連企業が加盟する工業

会・協力会等のリスト等 

 【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）調査日現在 （系統）経済産業省商務情報政策局情報処理振

興課→民間調査機関→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２１年２月から３月 

 【調査事項】 １．企業の概要（１）事業規模（従業員数、売上高、海外売上高率、営業利益

等）の概数、（２）採用実績、（３）事業環境の変化等、２．政府・独立行政法

人情報処理推進機構・ソフトウエア・エンジニアリング・センター（ＳＥＣ）

の活動の認知等、３．事業の内容（１）調査対象事業部門の売上高、（２）売

上げ内訳、（３）産業成熟度、（４）開発費、（５）プロジェクト数、（６）事業

部門の従業員数及び増減、（７）月平均実労働時間等、４．組込みソフトウエ

アの開発体制（１）基本方針、（２）課題、（３）解決手段、（４）技術者の職

種ごとの人数等、５．人材育成・研修にかかわる諸制度等（１）スキル評価制

度、（２）研修環境、（３）研修効果の判定方法等、６．外部委託状況（１）外
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部委託の有無、（２）委託先社数、（３）外部委託所在地、（４）委託費比率、

（５）外部委託理由、（６）委託先選定基準、（７）課題、（８）取引条件等、

７．受託状況（１）受託の有無、（２）発注元社数、（３）発注所在地、（４）

受託事業の売上比率、（５）課題、（６）取引条件等、８．組込み製品の安全性

（１）不具合件数、（２）原因、（３）対策費、（４）不具合に起因する品質問

題の再発防止対策等 

※ 

【調査票名】 ２－プロジェクト責任者向け調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月０５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）２７６２２  調査票番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）組込みソフトウエアが搭載された機器

を開発する企業、組込みソフトウエアを開発・提供する企業、組込み機器の開

発に利用されるツール・開発環境を開発・提供する企業、これら企業に対する

受託開発サービス、コンサルティングサービス、人材派遣サービス等を提供す

る企業、組込みソフトウエア関連の教育・研修等を提供する組織、企業 （抽

出枠）日本標準産業分類に属する組込みソフトウエア関連企業が加盟する工業

会・協力会等のリスト等 

 【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）調査日現在 （系統）経済産業省商務情報政策局情報処理振

興課→民間調査機関→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２１年２月～３月 

 【調査事項】 １．プロジェクト概要（１）プロジェクト対象、（２）主要ミッション、（３）

開発の基本方針、（４）プロジェクト費用等、２．開発ソフトウエア概要（１）

新規開発行数、（２）システム搭載プロセッサ個数、（３）プログラミング言語、

（４）ミドルウエア及びツールの購入理由・選定基準等、３．開発プロジェク

トの工数（１）工程ごとの投入人数・拠点数・主要拠点所在地、（２）各工程

の開始時期・期間・工数等、４．プロジェクトの編成（１）プロジェクトのプ

ロファイル、（２）職種ごとの人数等、５．外部委託状況（１）外部委託の有

無、（２）委託先社数、（３）委託費比率、（４）委託理由、（５）委託先選定基

準、（６）課題、（７）取引条件等、６．プロジェクトで発生した不具合（１）

不具合の直接原因となった工程ごとの不具合件数等、７．プロジェクトの計

画・実施・評価（１）計画書作成方法、（２）工程標準、（３）工程見積もり作

成方法、（４）プロダクトマネジメント工数比率、（５）モデリング手法の導入

効果、（６）第三者レビュー等の実施状況等、８．プロジェクトの結果・評価

（１）開発計画に対しての結果・評価、９．政府・ＳＥＣの活動の認知等 
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※ 

【調査票名】 ３－技術者向け調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月０５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）２７６２３  調査票番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）組込みソフトウエアが搭載された機器

を開発する企業、組込みソフトウエアを開発・提供する企業、組込み機器の開

発に利用されるツール・開発環境を開発・提供する企業、これら企業に対する

受託開発サービス、コンサルティングサービス、人材派遣サービス等を提供す

る企業、組込みソフトウエア関連の教育・研修等を提供する組織、企業 （抽

出枠）日本標準産業分類に属する組込みソフトウエア関連企業が加盟する工業

会・協力会等のリスト等 

 【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）調査日現在 （系統）経済産業省商務情報政策局情報処理振

興課→民間調査機関→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２１年２月～３月 

 【調査事項】 １．個人のプロファイル（年齢、出身地、居住地、勤務地、最終学歴、保有技

術者資格、経験年数、年収等）、２．個人のスキルと職種（キャリア）（１）主

な業務、（２）スキルレベル、（３）振興可能職種、（４）経験職種等、３．個

人のスキルアップ、キャリアアップ（１）学校での教育成果、（２）スキル向

上の目的・環境、（３）転職経験等、（４）現在の仕事・プロジェクトの内容（１）

現在の仕事に就いた理由、（２）現在の仕事・職場について、（３）所属プロジ

ェクトの状況等 

※ 

【調査票名】 ４－海外企業向け調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月０５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）２７６２４  調査票番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）中国、インド、韓国、台湾、タイ、シンガポール、マレーシア、ドイ

ツ、フランス、英国、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、

ポーランド、チェコ、ロシア、米国 （単位）企業 （属性）組込みソフトウ

エアが搭載された機器を開発する企業、組込みソフトウエアを開発・提供する

企業、組込み機器の開発に利用されるツール・開発環境を開発・提供する企業、

これら企業に対する受託開発サービス、コンサルティングサービス、人材派遣

サービス等を提供する企業、組込みソフトウエア関連の教育・研修等を提供す

る組織、企業 （抽出枠）がートナーの企業データベースに登録されている組
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込みソフトウェア関連企業のうち前回調査に応じた企業及び新規に同関連企

業として登録された企業 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１５０ （配布）調査員 （取集）調査員 （記

入）他計 （把握時）調査日現在 （系統）経済産業省商務情報政策局情報処

理振興課→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～平成２１年０３月 

 【調査事項】 １．企業の概要（１）主要ミッション、（２）応用分野、２．プロジェクト概

要（費用、投入人数、職種構成、工数等）、３．設計関連（計画書、工程見積

りの作成方法及び第三者レビュー、モデリング手法の有無、使用ミドルウェア、

ツールの利用状況等）、４．製品出荷後の不具合と経営課題（１）製品出荷後

の不具合発生件数、（２）原因、（３）利用者の被害程度、（４）課題、（５）解

決手段等、５．外部委託・受託状況（！）外部委託の有無、（２）発注先所在

地、（３）委託理由、（４）選定基準、（５）課題、（６）発注の金額の決定部門、

（７）発注単位、（８）金額の見積り方法、（９）瑕疵担保、（１０）知的財産

権の取引条件等 
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【調査名】 米穀の生産・消費等動態調査 

【実施機関】 農林水産省総合食料局食糧部計画課 

【目 的】 米穀生産者の購入量，消費量，販売量，現在量等，米の品種別作付状況を実態を把

握し，食糧行政に必要な基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－生産者の米穀現在高等調査記録簿 ２－品種別作付面積に関する調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計／機械集計 （公表）生産者の米穀現在高等調査記録簿：「月

報」（調査月の翌々月）「年報」（翌年３月），品種別作付面積に関する調査票：

調査年の８月末までに公表 （表章）全国（沖縄を除く） 

【経費】 ３６，８８４千円 

【備考】 米穀需給政策関係経費（３６，８８４千円）の一部 

※ 

【調査票名】 １－生産者の米穀現在高等調査記録簿 

 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月０５日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２４年０４月３０日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７６２５  調査票番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）全国（沖縄県を除く。） （単位）世帯 （属性）稲の作付延べ面積

が１０アール以上の農業を行う世帯等 （抽出枠）「米麦の出荷等に関する基

本調査」（承認統計調査）の調査結果 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）８，３１０／１，９６９，０００ （配布）

地方農政局（農政事務所）職員 （取集）地方農政局（農政事務所）職員 （記

入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）総合食料局→農政局→農政事務所

→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査月の翌月上旬 

 【調査事項】 米穀に係る１．現在量，２．購入量，３．脱穀量，４．その他供給量，５．消

費量（１）飯用にした量，（２）飼料にした量，（３）は種した量，（４）加工

用にした量，（５）その他，６．販売量，（１）食糧法第５条の規定に基づき生

産者自身又は集落の参加する生産調整方針を作成した生産出荷団体等に出荷

した量，（２）（１）以外に出荷した量，ア．有償で販売した量，イ．無償譲渡

した量，７．その他（消費した量及び盗難にあった量） 

※ 

【調査票名】 ２－品種別作付面積に関する調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月０５日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２３年０７月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７６２６  調査票番号（旧）０２７２５４ 

 【調査対象】 （地域）全国（沖縄を除く） （単位）世帯 （属性）稲の作付延べ面積が１

０アール以上の農業を行う世帯等 （抽出枠）「米麦の出荷等に関する基本調
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査」（承認統計調査）の調査結果 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）８，３１０／１，９６９，０００ （配布）

地方農政局（農政事務所）職員 （取集）地方農政局（農政事務所）職員 （記

入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）総合食料局→農政局→農政事務所

→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年６月上旬 

 【調査事項】 水稲の品種別作付面積 
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【調査名】 土壌改良資材の生産量及び輸入量調査 

【実施機関】 農林水産省生産局農業環境対策課 

【目 的】 表示の基準が設定されている土壌改良資材の生産量，輸入量等の調査により，土壌

改良資材の利用状況，流通状況等の実態を把握し，その安定供給等による地力の増進

対策を推進するための基礎資料を作成する。 

【調査の構成】 １－土壌改良資材の生産量調査票 ２－土壌改良資材の輸入量調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計／機械集計 （公表）「農林水産統計速報」及びホームペー

ジにて公表（平成２１年６月頃） （表章）全国 

【備考】 経費：事務処理経費 

※ 

【調査票名】 １－土壌改良資材の生産量調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月０５日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２１年０４月３０日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７６２７  調査票番号（旧）０２７２０５ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）土壌改良資材の製造業者 （抽出枠）

全国土壌改良資材協議会会員要覧等 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１９８ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・

オンライン （記入）自計 （把握時）平成２０年１月～１２月末 （系統）

農林水産省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２１年０３月３１日 

 【調査事項】 １．土壌改良資材の名称，２．土壌改良資材の種類，３．生産量（購入量を含

む），４．払出量（農業用，農業用のうち家庭園芸用。工業用・その他別。） 

※ 

【調査票名】 ２－土壌改良資材の輸入量調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月０５日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２１年０４月３０日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）２０７６２８  調査票番号（旧）０２７２０６ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）土壌改良資材の輸入業者 （抽出枠）

全国土壌改良資材協議会会員要覧等 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３１ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・

オンライン （記入）自計 （把握時）平成２０年１月から１２月末 （系統）

農林水産省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２１年０３月３１日 

 【調査事項】 １．輸入土壌改良資材の名称，２．輸入土壌改良資材の種類，３．国名（輸入

先），４．輸入量，５．払出量（農業用，農業用のうち家庭園芸用。工業用・

その他別。） 
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【調査名】 通信・放送産業動態調査 

【実施機関】 総務省情報通信国際戦略局情報通信政策課情報通信経済室 

【目 的】 通信・放送産業を構成する電気通信事業，放送事業及びケーブルテレビ事業の活動

を動態的に把握し，通信産業に対する機動的な情報通信政策の企画推進に資するとと

もに，通信・放送産業の健全な発展を図るための基礎資料とする。 

【調査の構成】 １－通信・放送産業動態調査調査票（電気通信事業用１） ２－通信・放送産

業動態調査調査票（電気通信事業用２） ３－通信・放送産業動態調査調査票

（放送事業用１） ４－通信・放送産業動態調査調査票（放送事業用２） ５

－通信・放送産業動態調査調査票（ケーブルテレビ事業用１） ６－通信・放

送産業動態調査調査票（ケーブルテレビ事業用２） 

【集計・公表】 （集計）中央集計／民間委託／機械集計 （公表）印刷物及びインターネット

（翌月及び平成２１年８月，１１月，平成２２年２月，５月） （表章）全国 

※ 

【調査票名】 １－通信・放送産業動態調査調査票（電気通信事業用１） 

 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月１７日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２２年０６月３０日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７６２９  調査票番号（旧）０２７１０７ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）電気通信事業者（しっ皆層） （抽出

枠）平成１９年通信・放送産業基本調査名簿（電気通信事業用） 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）５０／１４，６２０ （配布）郵送・オンライ

ン （取集）オンライン・ファクシミリ （記入）自計 （把握時）調査対象

月の月末現在 （系統）総務省（情報通信国際戦略局）→民間調査機関→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）毎四半期末月の翌月１０日 

 【調査事項】 １．企業等の名称，本社・本部の所在地（プレプリント）２．売上高の状況（毎

月把握），３．従業者の状況（毎月把握），４．業況の見通し，（１）売上高，

（２）資金繰り，（３）貴社の景況，（四半期ごとに把握） 

※ 

【調査票名】 ２－通信・放送産業動態調査調査票（電気通信事業用２） 

 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月１７日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２２年０６月３０日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７６３０  調査票番号（旧）０２７１０８ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）電気通信事業者（抽出層） （抽出枠）

平成１９年通信・放送産業基本調査名簿（電気通信事業用） 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３０／１４，６２０ （配布）郵送・オンラ

イン （取集）オンライン・ファクシミリ （記入）自計 （把握時）調査対
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象月の月末現在 （系統）総務省（情報通信国際戦略局）→民間調査機関→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）毎四半期末月の翌月１０日 

 【調査事項】 １．企業等の名称，本社・本部の所在地（プレプリント），２．売上高の状況

（毎月把握），３．業況の見通し，（１）売上高，（２）資金繰り，（３）貴社の

景況，（四半期ごとに把握） 

※ 

【調査票名】 ３－通信・放送産業動態調査調査票（放送事業用１） 

 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月１７日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２２年０６月３０日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７６３１  調査票番号（旧）０２７１０９ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）放送事業者 （抽出枠）平成１９年通

信・放送産業基本調査名簿（放送事業用） 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）４０／５００ （配布）郵送・オンライン （取

集）オンライン・ファクシミリ （記入）自計 （把握時）調査対象月の月末

現在 （系統）総務省（情報通信国際戦略局）→民間調査機関→報告者 

 【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）毎四半期末月の翌月１０日 

 【調査事項】 １．企業等の名称，本社・本部の所在地（プレプリント）２．売上高の状況（毎

月把握），３．従業者の状況（毎月把握），４．業況の見通し，（１）売上高，

（２）資金繰り，（３）貴社の景況，（四半期ごとに把握） 

※ 

【調査票名】 ４－通信・放送産業動態調査調査票（放送事業用２） 

 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月０７日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２２年０６月３０日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７６３２  調査票番号（旧）０２７１１０ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）放送事業者 （抽出枠）平成１９年通

信・放送産業基本調査名簿（放送事業用） 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１４／５００ （配布）郵送・オンライン （取

集）オンライン・ファクシミリ （記入）自計 （把握時）調査対象月の月末

現在 （系統）総務省（情報通信国際戦略局）→民間調査機関→報告者 

 【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）毎四半期末月の翌月１０日 

 【調査事項】 １．企業等の名称，本社・本部の所在地（プレプリント）２．売上高の状況（毎

月把握），３．業況の見通し，（１）売上高，（２）資金繰り，（３）貴社の景況，

（四半期ごとに把握） 

※ 

【調査票名】 ５－通信・放送産業動態調査調査票（ケーブルテレビ事業用１） 
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 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月１０日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２２年０６月３０日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７６３３  調査票番号（旧）０２７１１１ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）ケーブルテレビ事業者 （抽出枠）平

成１９年通信・放送産業基本調査名簿（ケーブルテレビ事業用） 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１５／２７０ （配布）郵送・オンライン （取

集）オンライン・ファクシミリ （記入）自計 （把握時）調査対象月の月末

現在 （系統）総務省（情報通信国際戦略局）→民間調査機関→報告者 

 【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）毎四半期末月の翌月１０日 

 【調査事項】 １．企業等の名称，本社・本部の所在地（プレプリント）２．売上高の状況（毎

月把握），３．従業者の状況（毎月把握），４．業況の見通し，（１）売上高，

（２）資金繰り，（３）貴社の景況，（四半期ごとに把握） 

※ 

【調査票名】 ６－通信・放送産業動態調査調査票（ケーブルテレビ事業用２） 

 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月１０日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２２年０６月３０日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７６３４  調査票番号（旧）０２７１１２ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）ケーブルテレビ事業者 （抽出枠）平

成１９年通信・放送産業基本調査名簿（ケーブルテレビ事業用） 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１５／２７０ （配布）郵送・オンライン （取

集）オンライン・ファクシミリ （記入）自計 （把握時）調査対象月の月末

現在 （系統）総務省（情報通信国際戦略局）→民間調査機関→報告者 

 【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）毎四半期末月の翌月１０日 

 【調査事項】 １．企業等の名称，本社・本部の所在地（プレプリント）２．売上高の状況（毎

月把握）３．業況の見通し，（１）売上高，（２）資金繰り，（３）貴社の景況，

（四半期ごとに把握） 
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【調査名】 食品ロス統計調査 

【実施機関】 農林水産省大臣官房統計部生産流通消費統計課消費統計室 

【目 的】 食品産業における食品廃棄物等の発生量，再生利用等の状況を明らかにし，「食品

循環資源の再生利用等の促進に関する法律」に基づく施策を推進するための資料を得

る。また，世帯・外食における可食食料の廃棄の実態等を把握し，食品の食べ残し・

廃棄の抑制や望ましい食生活を実現するための食育活動の推進等に基づく施策を推

進するための資料を作成する。 

【調査の構成】 １－食品循環資源の再生利用等実態調査票 ２－世帯調査票 ３－外食産業調

査票（食堂・レストラン） ４－外食産業調査票（結婚披露宴，宴会・宿泊施

設） 

【集計・公表】 （集計）中央集計／機械集計 （公表）食品循環資源の再生利用等実態調査：

「調査結果の概要」（平成２１年１１月下旬までにホームページにて公表）及

び「調査結果報告書」（平成２２年４月までに），世帯調査：「調査結果の概要」

（平成２２年８月頃までにホームページにて公表），外食産業調査：「調査結果

の概要」（平成２２年１月下旬までにホームページにて公表），世帯調査及び外

食産業調査：「調査結果報告書」（平成２３年２下旬） （表章）全国 

【経費】 ４５，３７２千円 

【備考】 経費：食品循環資源の再生利用等実態調査費（１８８４３千円）＋食生活動向調査の

うち食品ロス統計調査費（２６５２９千円） 

※ 

【調査票名】 １－食品循環資源の再生利用等実態調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月１０日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２１年１０月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７６３５  調査票番号（旧）０２７３９０ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）食品製造業，食品卸売業，食品小売

業及び外食産業を営む事業所 （抽出枠）総務省「平成１８年 事業所・企業

統計調査」 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，１９９／１，０４２，３３７ （配布）

郵送・調査員・オンライン （取集）郵送・調査員・オンライン・ファクシミ

リ装置 （記入）自計 （把握時）平成２０年度（平成２０年４月１日から平

成２１年３月３１日まで） （系統）農林水産本省→統計・情報センター→（調

査員）→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）０６月０１日～０７月３１日 

 【調査事項】 １．食品廃棄物等の発生状況，２．発生の抑制，減量及び再生利用の取組状況 

※ 

【調査票名】 ２－世帯調査票 
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 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月２７日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２２年０４月３０日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７６５８  調査票番号（旧）０２６８６３ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）世帯 （属性）住居及び生計を共にする者の集まり又

は独立して住居を維持し，若しくは独立して生計を営む単身者の世帯 （抽出

枠）地方公共団体等からの情報収集及び公募 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）６８０／４９，０００，０００ （配布）調査

員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）調査日から１週間 （系統）

農林水産本省→統計・情報センター→調査員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）四半期・不定期 （実施期日）６月１日～３０日，９月１日～３０

日，１２月１日～３１日及び３月１日～３１日 

 【調査事項】 １．世帯員構成（記帳者については年齢及び職業の有無，他の世帯員について

は記帳者との続き柄・年齢），２．食事の状況（調査年月，食事区分），３．食

品の使用状況（料理名又はそのまま飲食した食品名，調理に使用した食材名，

下処理をする前の重量（食材ごと），非食部分として除去した重量（食材ごと），

食べ残して廃棄した重量（食材ごと），賞味期限切れ等で廃棄した重量（食材

ごと）等），４．食品の食べ残しや廃棄を行った理由（選択式） 

※ 

【調査票名】 ３－外食産業調査票（食堂・レストラン） 

 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月２７日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２１年１１月３０日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７６５９  調査票番号（旧）０２６４９５ 

 【調査対象】 （地域）１００万人以上の１０都市（札幌市，仙台市，東京都，横浜市，名古

屋市，京都市，大阪市，神戸市，広島市，福岡市） （単位）事業所 （属性）

食堂・レストラン （抽出枠）インターネット等からの情報収集 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）４０／２３５，８２３ （配布）配布しない （取

集）取集しない （記入）他計 （把握時）９月１日から１０月３１日までの

任意の１日間 （系統）農林水産本省→民間事業者 

 【周期・期日】 （周期）不定期 （実施期日）０９月０１日～１０月３１日 

 【調査事項】 １．調査標本メニューの名称，調査対象食数，２．調査標本メニューの重量（料

理・食材ごとの重量），３．調査標本メニューの食べ残しの重量（１食ごと，

料理・食材ごとの重量） 

※ 

【調査票名】 ４－外食産業調査票（結婚披露宴，宴会・宿泊施設） 

 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月２７日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２１年１１月３０日 
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 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７６６０  調査票番号（旧）０２６４９６ 

 【調査対象】 （地域）１００万人以上の１０都市（札幌市，仙台市，東京都，横浜市，名古

屋市，京都市，大阪市，神戸市，広島市，福岡市） （単位）事業所 （属性）

結婚披露宴，宴会・宿泊施設 （抽出枠）インターネット等からの情報収集 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）８０／２０３，１６９ （配布）配布しない （取

集）取集しない （記入）他計 （把握時）９月１日から１０月３１日までの

任意の一日間 （系統）農林水産本省→民間事業者 

 【周期・期日】 （周期）不定期 （実施期日）０９月０１日～１０月３１日 

 【調査事項】 １．調査標本メニューの名称，調査対象食数，２．調査標本メニューの重量（料

理・食材ごとの重量），３．調査標本メニューの食べ残し量（料理・食材ごと

の重量） 
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【調査名】 平成２０年度エネルギー消費統計調査 

【実施機関】 資源エネルギー庁長官官房総合政策課 

【目 的】 我が国の産業部門・業務部門におけるエネルギー消費実態を産業別・都道府県別に

把握し，エネルギー・環境政策の企画・立案に資することを目的とする． 

【調査の構成】 １－調査票第１号 ２－調査票第２号 ３－調査票第３号 ４－調査票第４号 

５－調査票第５号 ６－調査票第６号 ７－調査票第７号 ８－調査票第８

号 ９－調査票第９号 

【集計・公表】 （集計）中央集計／民間委託／機械集計 （公表）平成２１年末「調査結果報

告書」及びホームページで公表予定 （表章）全国 

【経費】 ６４０，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－調査票第１号 

 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月１０日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２１年１２月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７６３６  調査票番号（旧）０２７１９０ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）産業大分類Ａ農業のうち小分類０１

１耕種農業及び０１２畜産農業を除き，調査票第２～９号に属さない事業所 

（抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調査名簿 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１５０，０００／６，０００，０００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年４月１日から平成２

１年３月３１日 （系統）資源エネルギー庁→民間調査機関→報告者→民間調

査機関→資源エネルギー庁 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２１年０５月３１日 

 【調査事項】 １．事業所の名称，所在地，２．使用建物の名称、３．使用建物（ビル等）全

体のエネルギー消費量を把握している方へ（１）使用建物の名称、（２）延べ

床面積、（３）電力消費、（４）燃料消費、（５）自家発電、（６）熱源、４．エ

ネルギー消費量を把握している方へ（１）電力消費、（２）燃料消費、（３）自

家発電、（４）熱源、（５）回答の範囲について、５．調査対象事業所について、

６．従業員数、７．述べ床面積、８．売上高及び営業収入 

※ 

【調査票名】 ２－調査票第２号 

 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月１０日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２１年１２月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７６３７  調査票番号（旧）０２７１９１ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類の大分類のうち，

Ａ農業、林業，Ｂ漁業，Ｃ鉱業，採石業、砂利採取業、Ｄ建設業のうち、耕種
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農業（日本標準産業分類：小分類０１１）及び畜産農業（日本標準産業分類：

小分類０１２）に属する事業所を除く事業所 （抽出枠）平成１８年事業所・

企業統計調査名簿 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１３，０００／６，０００，０００ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年４月１日から平成２１年

３月３１日 （系統）資源エネルギー庁→民間調査機関→報告者→民間調査機

関→資源エネルギー庁 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２１年０５月３１日 

 【調査事項】 １．事業所の名称，所在地，２．使用建物の名称、３．使用建物（ビル等）全

体のエネルギー消費量を把握している方へ（１）使用建物の名称、（２）延べ

床面積、（３）電力消費、（４）燃料消費、（５）自家発電、（６）熱源、４．エ

ネルギー消費量を把握している方へ（１）電力消費、（２）燃料消費、（３）自

家発電、（４）熱源、（５）回答の範囲について、５．調査対象事業所について、

６．従業員数、７．述べ床面積、８．売上高及び営業収入 

※ 

【調査票名】 ３－調査票第３号 

 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月１０日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２１年１２月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７６３８  調査票番号（旧）０２７１９２ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）国，地方公共団体等に属する事業所 

（抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調査名簿 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１６，０００／６，０００，０００ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年４月１日から平成２１年

３月３１日 （系統）資源エネルギー庁→民間調査機関→報告者→民間調査機

関→資源エネルギー庁 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２１年０５月３１日 

 【調査事項】 １．事業所の名称，所在地，２．使用建物の名称、３．使用建物（ビル等）全

体のエネルギー消費量を把握している方へ（１）使用建物の名称、（２）延べ

床面積、（３）電力消費、（４）燃料消費、（５）自家発電、（６）熱源、４．エ

ネルギー消費量を把握している方へ（１）電力消費、（２）燃料消費、（３）自

家発電、（４）熱源、（５）回答の範囲について、５．調査対象事業所について、

６．従業員数、７．述べ床面積、８．売上高及び営業収入 

※ 

【調査票名】 ４－調査票第４号 

 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月１０日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２１年１２月３１日 
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 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７６３９  調査票番号（旧）０２７１９３ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）平成１９年度エネルギー消費統計調

査までの結果から、建物全体のエネルギーについて把握していると回答した事

業所 （抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調査名簿 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２，０００／６，０００，０００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年４月１日から平成２

１年３月３１日 （系統）資源エネルギー庁→民間調査機関→報告者→民間調

査機関→資源エネルギー庁 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２１年０５月３１日 

 【調査事項】 １．事業所の名称，所在地，２．使用建物の名称、３．使用建物（ビル等）全

体のエネルギー消費量を把握している方へ（１）使用建物の名称、（２）延べ

床面積、（３）電力消費、（４）燃料消費、（５）自家発電、（６）熱源、４．エ

ネルギー消費量を把握している方へ（１）電力消費、（２）燃料消費、（３）自

家発電、（４）熱源、（５）回答の範囲について、５．調査対象事業所について、

６．従業員数、７．述べ床面積、８．売上高及び営業収入 

※ 

【調査票名】 ５－調査票第５号 

 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月１０日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２１年１２月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７６４０  調査票番号（旧）０２７１９４ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）エネルギー使用の合理化に関する法

律（省エネ法）指定工場（第１種，第２種）のうち，ビルオーナー等 （抽出

枠）エネルギー合理化に関する法律（省エネ法）定期報告 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２，０００／２，０００ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年４月１日から平成２１年３月３１

日 （系統）資源エネルギー庁→民間調査機関→報告者→民間調査機関→資源

エネルギー庁 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２１年０５月３１日 

 【調査事項】 １．事業所の名称，所在地，２．使用建物の名称、３．使用建物（ビル等）全

体のエネルギー消費量を把握している方へ（１）使用建物の名称、（２）延べ

床面積、（３）電力消費、（４）燃料消費、（５）自家発電、（６）熱源、４．エ

ネルギー消費量を把握している方へ（１）電力消費、（２）燃料消費、（３）自

家発電、（４）熱源、（５）回答の範囲について、５．調査対象事業所について、

６．従業員数、７．述べ床面積、８．売上高及び営業収入 

※ 

【調査票名】 ６－調査票第６号 
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 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月１０日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２１年１２月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７６４１  調査票番号（旧）０２７１９５ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）エネルギー使用の合理化に関する法

律（省エネ法）指定工場（第１種，第２種）のうち，ビルを除く事業所（第５

号，第７号を除く） （抽出枠）エネルギーの合理化に関する法律（省エネ法）

定期報告 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）９，０００／９，０００ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年４月１日から平成２１年３月３１

日 （系統）資源エネルギー庁→民間調査機関→報告者→民間調査機関→資源

エネルギー庁 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２１年０５月３１日 

 【調査事項】 １．事業所の名称，所在地，２．使用建物の名称、３．使用建物（ビル等）全

体のエネルギー消費量を把握している方へ（１）使用建物の名称、（２）延べ

床面積、（３）電力消費、（４）燃料消費、（５）自家発電、（６）熱源、４．エ

ネルギー消費量を把握している方へ（１）電力消費、（２）燃料消費、（３）自

家発電、（４）熱源、（５）回答の範囲について、５．調査対象事業所について、

６．従業員数、７．述べ床面積、８．売上高及び営業収入 

※ 

【調査票名】 ７－調査票第７号 

 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月１０日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２１年１２月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７６４２  調査票番号（旧）０２７１９６ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）熱供給事業法に基づく事業の許可を

受けた熱供給事業者，第５号，第６号を除く省エネ法定期報告対象事業場のう

ち熱供給業及び平成１９年度エネルギー消費統計調査で熱を発生かつ販売し

ている事業者 （抽出枠）熱供給事業法に基づく事業の許可を受けた熱供給事

業者及びエネルギーの合理化に関する法律（省エネ法）定期報告 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１７７／１７７ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日 （系統）

資源エネルギー庁→民間調査機関→報告者→民間調査機関→資源エネルギー

庁 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２１年０５月３１日 

 【調査事項】 １．事業所の名称，所在地，２．電力消費について（年間消費電力量、受電量，

自家発電量、事故消費（所内利用）内訳（温冷水発生器用・その他消費用・他

者への販売・払出）、契約会社，契約種別），３．燃料消費について（種類別年
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間消費量計・燃料転換の内訳），４．熱源別の年間消費状況（購入，受入量、

ボイラ、温冷水発生機器、コジェネレーションによって発生した熱源について

の自己消費（所内利用）），５．従業員数，６．延べ床面積，７．売上高・営業

収入 

※ 

【調査票名】 ８－調査票第８号 

 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月１０日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２１年１２月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７６４３  調査票番号（旧）０２７１９７ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）電気事業法に基づく事業を許可を受

けた一般電気事業者，特定電気事業者及び届け出た特定規模電気事業者 （抽

出枠）電気事業法に基づく事業を許可を受けた一般電気事業者，特定電気事業

者及び届け出た特定規模電気事業者 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３０／３０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日 （系統）資

源エネルギー庁→報告者→資源エネルギー庁 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２１年０５月３１日 

 【調査事項】 １．事業所の名称，所在地，２．産業別電力需要実績（種別，使用電力量），

３．電力需要実績（種別，使用電力量） 

※ 

【調査票名】 ９－調査票第９号 

 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月１０日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２１年１２月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７６４４  調査票番号（旧）０２７１９８ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）ガス事業法に基づき事業を許可され

た一般ガス事業者及び届け出たガス導管事業者、大口ガス事業者 （抽出枠）

ガス事業法に基づき事業を許可された一般ガス事業者及び届け出たガス導管

事業者及び大口ガス事業者 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２３８／２３８ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日 （系統）

資源エネルギー庁→報告者→資源エネルギー庁 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２１年０５月３１日 

 【調査事項】 １．事業所の名称，所在地，２．中分類項目別ガス販売量（平成２０年度合計） 
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【調査名】 建築物リフォーム・リニューアル調査 

【実施機関】 国土交通省総合政策局情報政策本部情報安全・調査課建設統計室 

【調査の構成】 １－建築物リフォーム・リニューアル調査住宅調査票 ２－建築物リフォー

ム・リニューアル調査非住宅調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」平成２

１年３月及び９月、ＨＰでも公表 （表章）全国 

【経費】 ５，２９４千円 

※ 

【調査票名】 １－建築物リフォーム・リニューアル調査住宅調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月１０日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２１年０９月１５日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７６４５  調査票番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）建設業許可業者 （抽出枠）建設工事

施工統計調査の対象業者名簿 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／８１，０００ （配布）郵送・

オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２０

年４月～９月実績分を２月、平成２０年１０月～平成２１年３月実績分を８月 

（系統）国土交通省→民間調査機関→報告者 

 【周期・期日】 （周期）半年 （実施期日）平成２１年０２月 平成２１年０８月 

 【調査事項】 １．企業の概要（１）名称，（２）所在地，（３）建設業許可番号，（４）連絡

先、２．住宅にかかる元請受注実績（１）工事種別（増築工事、改築（一部）

工事及び改装等工事の別）の元請受注件数・元請受注高、（２）リフォーム・

リニューアル工事全体の元請受注件数・元請受注高、（３）建築工事全体（新

築工事、改装（全体）工事を含む）の元請受注件数・元請受注高、３．個別の

元請工事内容（１）工事名、（２）施工地、（３）工事種類（増築工事、改築（一

部）工事及び改装等工事の別）、（４）工事に伴う用途変更の有無及び変更前の

主な用途、（５）工事後の住宅の種類、（６）共同住宅の施工場所、（７）住宅

の利用関係、（８）主な構造、（９）建築年、（１０）工事目的、（１１）工事部

位、（１２）発注者、（１３）着工年月、（１４）工期、（１５）受注額 

※ 

【調査票名】 ２－建築物リフォーム・リニューアル調査非住宅調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月１０日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２１年０９月１５日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７６４６  調査票番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）建設工事施工統計調査の対象業者名簿 

（抽出枠）建設業許可業者 
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 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／５４，０００ （配布）郵送・

オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２０

年４月～９月実績分を２月、平成２０年１０月～平成２１年３月実績分を８月 

（系統）国土交通省→民間調査機関→報告者 

 【周期・期日】 （周期）半年 （実施期日）平成２１年０２月 昭和２１年０８月 

 【調査事項】 １．企業の概要（１）名称，（２）所在地，（３）建設業許可番号，（４）連絡

先、２．非住宅にかかる元請受注実績（１）工事種別（増築工事、改築（一部）

工事及び改装等工事の別）の元請受注件数・元請受注高、（２）リフォーム・

リニューアル工事全体の元請受注件数・元請受注高、（３）建築工事全体（新

築工事、改装（全体）工事を含む）の元請受注件数・元請受注高、３．個別の

元請工事内容（１）工事名、（２）施工地、（３）工事種類（増築工事、改築（一

部）工事及び改装等工事の別）、（４）工事に伴う用途変更の有無及び変更前の

主な用途、（５）工事部分の主な用途、（６）主な構造、（７））建築年、（８）

工事目的、（９）工事部位、（１０）発注者、（１１）着工年月、（１２）工期、

（１３）受注額 
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【調査名】 自動車燃料消費量調査 

【実施機関】 国土交通省総合政策局情報政策本部情報安全・調査課交通統計室 

【目 的】 自動車から排出される温室効果ガス排出量を捉えるための基礎データとなる自動車

の燃料消費量を正確に把握する。 

【沿 革】 本調査は，自動車燃料消費量調査第一次予備調査（承認統計調査）及び自動車燃料

消費量調査第二次予備調査における調査月，調査地域，車種別にみた燃料消費量，１

日１車あたりの走行距離等の検証を経て，両調査結果を標本設計等に反映させて実施

するものである。 

【調査の構成】 １－営業用貨物車調査票（第１号様式） ２－営業用旅客車調査票（第２号様

式） ３－自家用小型自動車調査票（第３号様式） ４－自家用普通自動車調

査票（第４号様式） 

【集計・公表】 （集計）中央集計／機械集計 （公表）調査翌年６月末までに報告書及びＨＰ

により公表 （表章）全国 

【経費】 ３８，３０６千円 

※ 

【調査票名】 １－営業用貨物車調査票（第１号様式） 

 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月１６日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２２年０４月３０日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７６４７  調査票番号（旧）０２７１７３ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）営業用貨物自動車の使用者 （抽出枠）

自動車登録ファイル，軽自動車検査記録簿 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６００／１，４９７，３０８ （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）毎月，第

１月曜日から始まる７日間 （系統）国土交通省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月調査月の末日まで 

 【調査事項】 １．主な用途，２．休車日数，３．調査期間中の燃料消費量，４．調査開始時・

終了時の走行距離メーターの数字と調査期間中の走行キロ 

※ 

【調査票名】 ２－営業用旅客車調査票（第２号様式） 

 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月１６日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２２年０４月３０日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７６４８  調査票番号（旧）０２７１７４ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）営業用旅客自動車の使用者 （抽出枠）

自動車登録ファイル，軽自動車検査記録簿 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５００／３８１，３００ （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）毎月，第２
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月曜日から始まる７日間 （系統）国土交通省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月調査月の末日まで 

 【調査事項】 １．主な用途，２．休車日数，３．調査期間中の燃料消費量，４．調査開始時・

終了時の走行距離メーターの数字と調査期間中の走行キロ 

※ 

【調査票名】 ３－自家用小型自動車調査票（第３号様式） 

 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月１６日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２２年０４月３０日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７６４９  調査票番号（旧）０２７１７５ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）自家用小型自動車の使用者 （抽出枠）

自動車登録ファイル，軽自動車検査記録簿 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／７１，３７９，２７４ （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，１日から２１日まで （系統）国土交通省→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 

 【調査事項】 １．主な用途，２．調査期間中の燃料消費量，３．調査開始時・終了時の走行

距離メーターの数字と調査期間中の走行キロ 

※ 

【調査票名】 ４－自家用普通自動車調査票（第４号様式） 

 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月１６日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２２年０４月３０日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７６５０  調査票番号（旧）０２７１７６ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）自家用普通自動車の使用者 （抽出枠）

自動車登録ファイル，軽自動車検査記録簿 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）９００／１，６４１，３１３ （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，第

３月曜日から始まる７日間 （系統）国土交通省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月調査月の末日まで 

 【調査事項】 １．主な用途，２．休車日数，３．調査期間中の燃料消費量，４．調査開始時・

終了時の走行距離メーターの数字と調査期間中の走行キロ 
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【調査名】 砕石等動態統計調査 

【実施機関】 経済産業省製造産業局住宅産業窯業建材課 

【目 的】 砕石業を営む事業所について、その精算及び需給の実態を把握し、行政上必要とす

る基礎的資料を作成することを目的とする。 

【沿 革】 本調査の対象は零細な事業者が多く，昭和５２年の試験的調査「採石業の実態把握」

の結果を踏まえて，昭和５４年（１０から１２月期）から四半期ごとに実施されてい

るものである。平成１９年より，砕石業を営む企業の製造する再生骨材の生産・出荷・

在庫動向等を調査することに変更し，調査名称も「砕石動態統計調査」から「砕石等

動態統計調査」に変更。 

【調査の構成】 １－砕石等動態統計調査四半期報 

【集計・公表】 （集計）中央集計／民間委託／機械集計 （公表）「砕石等統計四半期報」及

びＨＰにて公表（毎期調査票提出月の翌々月中旬） （表章）全国 

【経費】 ６，０７９千円 

※ 

【調査票名】 １－砕石等動態統計調査四半期報 

 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月１８日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２３年０３月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７６５１  調査票番号（旧）０２６９３４ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）１．採石法第２条に定められた岩石

及び鉱業法第３条に定められた鉱物のうち，石灰石，けい石，ドロマイトの砕

石を行っている事業所，２．砕石業を営む企業の再生骨材を製造する事業所， 

（抽出枠）社団法人日本砕石協会会員名簿等 

 【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）各四半期末現在 （系統）経済産業省製造産業局住宅産業窯

業建材課→民間調査機関→報告者 

 【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）各四半期の翌月１５日頃 

 【調査事項】 １．砕石及び再生骨材生産・出荷・月末在庫，２．原石，コンクリート塊等再

生骨材原料の採取・受入量，３．電力・燃料の消費量，４．労務，（１）常用

従業者数，（２）臨時従業者数，（３）請負従業者数，５．設備公称能力，自家

発電能力６．砕石出荷内訳，７．再生骨材出荷内訳 

 

 



 - 44 -

【調査名】 ２００９年社会保障・人口問題基本調査（第６回世帯動態調査） 

【実施機関】 厚生労働省国立社会保障・人口問題研究所人口構造研究部 

【目 的】 国民の生活単位である世帯変動の実態と要因を明らかにし，これからの厚生労働行

政施策立案のための基礎資料を得るとともに，世帯数の将来推計の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－世帯動態調査調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計／機械集計 （公表）２０１０年９月頃公表の予定。 （表

章）全国 

【経費】 ３３，９９８千円 

※ 

【調査票名】 １－世帯動態調査調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月１８日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２１年０９月３０日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７６５２  調査票番号（旧）０２３６６９ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）世帯 （属性）平成２１年国民生活基礎調査の調査区

から抽出した３００の調査区内のすべての世帯主 （抽出枠）平成２１年国民

生活基礎調査世帯名簿 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１５，０００ （配布）調査員 （取集）調

査員 （記入）自計 （把握時）平成２１年７月１日現在 （系統）社会保障・

人口問題研究所→都道府県・指定都市・中核市→保健所→調査員→報告者，社

会保障・人口問題研究所→都道府県→保健所を設置する市・特別区→保健所→

調査員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２１年０７月０１日 

 【調査事項】 １．現在及び５年前の世帯員数・住宅の種類，世帯員の性別・出生年月・健康

状態などの世帯の属性，２．未婚・有配偶・死別・離別の状況，結婚・死別・

離別の時期，就業状況，世帯主との同居の状況・理由，親との別居体験・理由

などのライフコースイベント，３．世帯員ごとの子供の有無・人数・同居の状

況など，子の基本属性と居住関係，４．世帯員ごとの親との同居状況・別居の

場合の地域等など，親の基本属性と居住関係に関すること 
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【調査名】 平成２１年社会保障における公的・私的サービスに関する意識等調

査 

【実施機関】 厚生労働省政策統括官付政策評価官室 

【目 的】 少子化対策（子育て支援），医療，介護，年金などに関わる，公的サービスと私的

サービスの利用状況の現状を把握するとともに，各々の機能のあり方や，役割分担の

あり方についての意識を把握する。 

【調査の構成】 １－平成２１年社会保障における公的・私的サービスに関する意識等調査 

【集計・公表】 （集計）中央集計／民間委託／機械集計 （公表）「平成２１年社会保障にお

ける公的・私的サービスに関する意識等調査結果」 （表章）全国 

【経費】 ２１，９６８千円 

※ 

【調査票名】 １－平成２１年社会保障における公的・私的サービスに関する意識等調査 

 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月１８日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２１年０９月３０日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７６５３  調査票番号（旧）０２３３０５ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）２０歳以上の世帯員 （抽出枠）平成

２０年国民生活基礎調査調査区１０８８調査地区 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１９，５００ （配布）調査員 （取集）調

査員 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）厚生労働省→都道府県

→福祉事務所→調査員→世帯員，厚生労働省→都道府県→市・特別区及び福祉

事務所を設置する町村→福祉事務所→調査員→世帯員 

 【周期・期日】 （周期）不定期 （実施期日）平成２１年０７月１６日 

 【調査事項】 性・出生年月，子どもの数，保育サービスの利用状況，個人年金加入状況及び

加入理由，民間の医療保険や介護保険加入状況及び加入理由，重要と考える社

会保障の分野，社会保障に係る負担のあり方，今後の社会保障のあり方 等 
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【調査名】 鉄道輸送統計調査 

【実施機関】 国土交通省総合政策局情報政策本部情報安全・調査課交通調査統計室 

【目 的】 鉄道事業者及び軌道経営者の輸送実態を早期，かつ，総合的に明らかにする。 

【調査の構成】 １－鉄・軌道旅客輸送実態調査票（１号様式） ２－鉄道貨物輸送実態調査票

（２号様式） ３－鉄・軌道走行キロ調査票（３号様式） ４－索道旅客輸送

実態調査票（４号様式） 

【集計・公表】 （集計）中央集計／機械集計 （公表）「調査結果報告書」（月報は調査月の翌々

月末日までに，年報は翌年度末までに公表） （表章）全国 

※ 

【調査票名】 １－鉄・軌道旅客輸送実態調査票（１号様式） 

 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月２７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）０２７６５４  調査票番号（旧）０２６４７０ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）鉄道事業者及び軌道経営者 （抽出枠）

鉄道要覧 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１８９／１８９ （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）各月中 （系統）国土交通

省→地方運輸局→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．報告区分，２．旅客営業キロ，３．旅客数量（定期，定期外別），４．旅

客人キロ（定期，定期外別） 

※ 

【調査票名】 ２－鉄道貨物輸送実態調査票（２号様式） 

 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月２７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）０２７６５５  調査票番号（旧）０２６４７１ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）鉄道事業者 （抽出枠）鉄道要覧 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３２／３２ （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）各月中 （系統）国土交通省→

地方運輸局→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．報告区分，２．貨物営業キロ，３．貨物数量（コンテナ，車扱別），４．

貨物トンキロ（コンテナ，車扱別） 

※ 

【調査票名】 ３－鉄・軌道走行キロ調査票（３号様式） 

 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月２７日 
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 【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）０２７６５６  調査票番号（旧）０２６４７２ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）鉄道事業者及び軌道経営者 （抽出枠）

鉄道要覧 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２１０／２１０ （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）各月中 （系統）国土交通

省→地方運輸局→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．報告区分，２．列車キロ（旅客，貨物別），３．車両キロ（旅客車，貨物

車別） 

※ 

【調査票名】 ４－索道旅客輸送実態調査票（４号様式） 

 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月２７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）０２７６５７  調査票番号（旧）０２６４７３ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）索道事業者 （抽出枠）鉄道要覧 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２，７１３／２，７１３ （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）調査年度中 （系

統）国土交通省→地方運輸局→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査年度末の翌月末日 

 【調査事項】 １．報告区分，２．旅客人員，３．旅客収入 
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【調査名】 介護サービス施設・事業所調査 

【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】 全国の介護サービスの提供体制，提供内容等を把握することにより，介護サービス

の提供面に着目した基盤整備に関する基礎資料を得るとともに，介護サービス施設・

事業所名簿を作成する。 

【調査の構成】 １－介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設票 ２－介護老人保健施

設票 ３－介護療養型医療施設票 ４－訪問看護ステーション票 ５－居宅

サービス事業所（福祉関係）票 ６－地域密着型サービス事業所票 ７－居宅

サービス事業所（医療関係）票 

【集計・公表】 （集計）中央集計／機械集計 （公表）「平成２１年介護サービス施設・事業

所調査結果の概況」及び「平成２１年介護サービス施設・事業所調査報告」（報

告書）として平成２２年９月を目途に公表 （表章）全国 

【経費】 ８４，２８８千円 

※ 

【調査票名】 １－介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月２７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）０２７６６１  調査票番号（旧）０２７４１９ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）介護老人福祉施設及び地域密着型介

護老人福祉施設 （抽出枠）指定事業者名簿 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）７，５００ （配布）民間事業者により配布 （取

集）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→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２１年１０月２０日 

 【調査事項】 １．法人名，施設・事業所等の名称・所在地，２．開設主体及び経営主体，３．

開設年月，４．介護報酬上の届出，５．社会福祉法人等による軽減の状況，６．

居住費の状況，食費の状況，７．施設・事業所の併設の状況，夜勤時間帯にお

ける勤務体制，夜間職員の実人員数及び総時間，８．従事者数，９．苦情解決

のための取組状況，１０．ユニットの状況，定員，及び居室または療養室又は

病室等の状況 

※ 

【調査票名】 ２－介護老人保健施設票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月２７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）０２７６６２  調査票番号（旧）０２７４２０ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）介護老人保健施設 （抽出枠）指定
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事業者名簿 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４，２００ （配布）民間事業者により配布 （取

集）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→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２１年１０月２０日 

 【調査事項】 １．法人名，施設・事業所等の名称・所在地，２．開設主体，３．開設年月，

４．介護報酬上の届出，５．小規模介護老人保健施設等の状況，６．居住費の

状況，食費の状況，７．施設・事業所の併設の状況，夜勤時間帯における勤務

体制，夜間職員の実人員数及び総時間，８．従事者数，９．ユニットの状況，

定員，及び居室または療養室又は病室等の状況，１０．サービスの状況（在所

者数，在院者数又は利用者数） 

※ 

【調査票名】 ３－介護療養型医療施設票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月２７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）０２７６６３  調査票番号（旧）０２７４２１ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）介護療養型医療施設 （抽出枠）指

定事業者名簿 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２，６００ （配布）民間事業者により配布 （取

集）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→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２１年１０月２０日 

 【調査事項】 １．法人名，施設・事業所等の名称・所在地，２．開設主体，３．介護報酬上

の届出，４．居住費の状況，食費の状況，５．施設・事業所の併設の状況，夜

勤時間帯における勤務体制，夜間職員の実人員数及び総時間，６．従事者数，

７．ユニットの状況，定員，及び居室または療養室または病室等の状況，８．

サービスの状況（在所者数，在院者数又は利用者数） 

※ 

【調査票名】 ４－訪問看護ステーション票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月２７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）０２７６６４  調査票番号（旧）０２７４２２ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）訪問看護ステーション及び介護予防

訪問看護ステーション （抽出枠）指定事業者名簿 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）６，７００ （配布）民間事業者により配布 （取

集）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
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現在 （系統）厚生労働省→民間事業者→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２１年１０月２０日 

 【調査事項】 １．法人名，施設・事業所等の名称・所在地，２．開設主体，３．出張所等の

状況，４．加算等の届出の状況，５．事業所（サービス）の種類・事業所番号，

６．「居宅介護支援事業所」の併設の状況と従事者による介護支援専門員，７．

サービスの状況（在所者数，在院者数又は利用者数） 

※ 

【調査票名】 ５－居宅サービス事業所（福祉関係）票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月２７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）０２７６６５  調査票番号（旧）０２７４２３ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）居宅サービス事業所（通所介護事業

所，短期入所生活介護事業所，特定施設入居者生活介護事業所，訪問介護事業

所，訪問入浴介護事業所，福祉用具貸与事業所，特定福祉用具販売事業所），

居宅介護支援事業所、介護予防サービス事業所（介護予防通所介護事業所，介

護予防短期入所生活介護事業所，介護予防特定施設入居者生活介護事業所，介

護予防訪問介護事業所，介護予防訪問入浴介護事業所，介護予防福祉用具貸与

事業所，特定介護予防福祉用具販売事業所），介護予防支援事業所 （抽出枠）

指定事業者名簿 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）８２，５００ （配布）民間事業者により配布 （取

集）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→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２１年１０月２０日 

 【調査事項】 １．法人名，施設・事業所等の名称・所在地，２．経営主体，３．事業所（サ

ービス）の種類・事業所番号，４．該当するサービス別の従事者数，５．苦情

解決のための取組状況，６．該当するサービス別の定員（又は営業日数等），

利用者数等 

※ 

【調査票名】 ６－地域密着型サービス事業所票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月２７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）０２７６６６  調査票番号（旧）０２７４２４ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）地域密着型サービス事業所（認知症

対応型通所介護事業所，認知症対応型共同生活介護事業所，地域密着型特定施

設入居者生活介護事業所，夜間対応型訪問介護事業所，小規模多機能型居宅介

護事業所），地域密着型介護予防サービス事業所（介護予防認知症対応型通所
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介護事業所，介護予防認知症対応型共同生活介護事業所，介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所） （抽出枠）指定事業者名簿 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１５，２００ （配布）民間事業者により配布 （取

集）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→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２０年１０月２０日 

 【調査事項】 １．法人名，施設・事業所等の名称・所在地，２．経営主体，３．事業所（サ

ービス）の種類・事業所番号，４．該当するサービス別の従事者数，５．苦情

解決のための取組状況，６．該当するサービス別の定員（又は営業日数等），

利用者数等 

※ 

【調査票名】 ７－居宅サービス事業所（医療関係）票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月２７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）０２７６６７  調査票番号（旧）０２７４２５ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）居宅サービス事業所（通所リハビリ

テーション事業所，短期入所療養介護事業所，介護予防通所リハビリテーショ

ン事業所，介護予防短期入所療養介護事業所） （抽出枠）指定事業者名簿 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１２，０００ （配布）民間事業者により配布 （取

集）民家に業者により取集 （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→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２１年１０月２０日 

 【調査事項】 １．法人名，施設・事業所等の名称・所在地，２．開設主体，３．施設の種類，

４．該当するサービス別の従事者数，５．該当するサービス別の定員（又は営

業日数等），利用者数等 
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【調査名】 中国地域専門量販店販売統計調査 

【実施機関】 経済産業省中国経済産業局総務企画部企画調査課 

【目 的】 中国地域における専門量販店の販売動向を総合的に把握することにより、個人消費

動向を把握し、地域経済政策の適切な実施のための基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－ホームセンター調査票 ２－家電量販店調査票 ３－ドラッグストア調査

票 

【集計・公表】 （集計）中央集計／機械集計 （公表）「中国地域専門量販店販売動向」調査

翌々月初旬に公表 （表章）都道府県 

※ 

【調査票名】 １－ホームセンター調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月２７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）０２７６６８  調査票番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）中国地域内５県（鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県） （単

位）企業 （属性）ホームセンター（１、日本標準産業分類（平成１９年１１

月改定）細分類６０９１ホームセンターによる売上が、売上総額の７０％以上、

２、セルフサービスを売り場面積の５０％以上について採用、３、店舗面積２

５０平方メートル以上）を複数店舗展開している企業のうち、中国地域内５県

に店舗を有する企業 （抽出枠）（社）日本ＤＩＹ協会正会員小売部門企業名

簿のうち、中国地域内に専門量販店を有する企業 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１３ （配布）郵送、オンライン、手交 （取集）

＋ （記入）自計 （把握時）翌月２０日 （系統）経済産業省中国経済産業

局→調査客体 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）０１日～３０日 

 【調査事項】 １．中国地域内の月間商品販売額等（構成比、今月の小売販売額、前年同月の

小売販売額）、２．県別動向（前年比、今月の小売販売額、前年同月の小売販

売額、店舗数（今月・前年同月）） 

※ 

【調査票名】 ２－家電量販店調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月２７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）２７６６９  調査票番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）中国地域内５県（鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県） （単

位）企業 （属性）日本標準産業分類（平成１９年１１月改定）小分類５９３

機械器具小売業（自動車、自転車を除く）の売上が、売上総額の７０％以上を

占める事業所を複数店舗展開している企業のうち、中国地域内５県に店舗を有
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する企業 （抽出枠）０７年度家電量販店各社決算による売上高上位企業７社

のうち、中国地域内に店舗を有する企業 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）６ （配布）郵送、オンライン、手交 （取集）オ

ンライン・ファクシミリ （記入）自計 （把握時）翌月２０日 （系統）経

済産業省中国経済産業局→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）０１日～３０日 

 【調査事項】 １．中国地域内の月間商品販売額等（構成比、今月の小売販売額、前年同月の

小売販売額）、２．県別動向（前年比、今月の小売販売額、前年同月の小売販

売額、店舗数（今月・前年同月）） 

※ 

【調査票名】 ３－ドラッグストア調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月２７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）２７６７０  調査票番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）中国地域内５県（鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県） （単

位）企業 （属性）日本標準産業分類（平成１９年１１月改定）細分類６０３

１ドラッグストアに属し、セルフサービスを売り場面積の５０％以上について

採用している事業所を複数店舗展開している企業のうち、中国地域内５県に店

舗を有する企業 （抽出枠）日本チェーンドラッグストア協会の正会員企業名

簿のうち、中国地域内に専門量販店を有する企業 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２３ （配布）郵送、オンライン、手交 （取集）

オンライン・ファクシミリ （記入）自計 （把握時）翌月２０日 （系統）

経済産業省中国経済産業局→調査客体 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）０１日～３０日 

 【調査事項】 １．中国地域内の月間商品販売額等（構成比、今月の小売販売額、前年同月の

小売販売額）、２．県別動向（前年比、今月の小売販売額、前年同月の小売販

売額、店舗数（今月・前年同月）） 
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【調査名】 宿泊旅行統計調査 

【実施機関】 国土交通省観光庁参事官 

【目 的】 我が国の宿泊旅行の全国規模の実態等を把握し，観光行政の基礎資料を得る 

【沿 革】 本調査は，平成１９年１月分から、四半期ごとに実施している 

【調査の構成】 １－宿泊旅行統計調査調査票（第１号様式） ２－宿泊旅行統計調査調査票（第

２号様式） 

【集計・公表】 （集計）中央集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」翌四半

期末までにホームページにも掲載 （表章）全国 

【経費】 ５２，５８９千円 

※ 

【調査票名】 １－宿泊旅行統計調査調査票（第１号様式） 

 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月２７日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２２年０２月２８日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７６７１  調査票番号（旧）０２７２０３ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）旅館，ホテル，簡易宿所（日本標準

産業分類による。）を営む事業所のうち，従業者数１０人以上，９９人以下の

事業所 （抽出枠）平成２０年調査で得られた宿泊旅行統計調査母集団名簿 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）９，５００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査日現在 （系統）国土交通省→民間調査機関→報告者 

 【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）翌四半期の最初の月の１１日まで（土日祝日

の場合は，翌平日） 

 【調査事項】 １．宿泊施設名及び所在地，２．宿泊施設のタイプ，３．客室数及び収容人数，

４．従業者数，５．最近１年間の宿泊者の宿泊目的別の割合，６．月別の宿泊

者数，うち外国人宿泊者（延べ人数及び実人数），７．月別の延べ宿泊者数の

居住地別内訳（県内・県外（国外を含む）），８．月別の延べ外国人宿泊者数の

国籍別内訳，９．回答内容の変動要因， 

※ 

【調査票名】 ２－宿泊旅行統計調査調査票（第２号様式） 

 【調査票承認期間開始日】 平成２１年０２月２７日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２２年０２月２８日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７６７２  調査票番号（旧）０２７２０４ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）旅館，ホテル，簡易宿所（日本標準

産業分類による。）を営む事業所のうち，従業者数１００人以上の事業所 （抽

出枠）平成２０年調査で得られた宿泊旅行統計調査母集団名簿 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，０００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査日現在 （系統）国土交通省→民間調査機関→報告者 
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 【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）翌四半期の最初の月の１１日まで（土日祝日

の場合は，翌平日） 

 【調査事項】 １．宿泊施設名及び所在地，２．宿泊施設のタイプ，３．客室数及び収容人数，

４．従業者数，５．最近１年間の宿泊者の宿泊目的別の割合，６．月別の宿泊

者数，うち外国人宿泊者（延べ人数及び実人数），７．月別の利用客室数、８．

月別の延べ外国人宿泊者数の国籍別内訳，９．月別の延べ宿泊者数の居住地別

内訳（都道府県別）、１０．回答内容の変動要因， 
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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】 伊達市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 伊達市福祉部児童家庭課 

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

援の後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／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】 ２４２千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１７９ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）伊達市全域 （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）９４６／１，２９６ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）伊達市→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．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０２月０２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１７９ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）伊達市全域 （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）３４５／４６５ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）伊達市→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．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】 蕨市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 蕨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７月） （表章）市区町村 

【経費】 ９４７千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１８０ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）蕨市全域 （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）１，２００／３，１４５ （配布）行

政連絡員により配布 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日

現在 （系統）蕨市→行政連絡員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１４日～０２月２

８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０２月０２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１８０ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）蕨市全域 （単位）世帯 （属性）小学校児童（小学１～６年

生）のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／３，３４２ （配布）行

政連絡員により配布 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日

現在 （系統）蕨市→行政連絡員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１４日～２８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】 武蔵村山市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 武蔵村山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２２～２７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３月） （表章）市区町村 

【経費】 ３３９千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１８１ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）武蔵村山市全域 （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）１，０００／４，４１２ （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）武蔵村山市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月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．学童ク

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０２月０２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１８１ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）武蔵村山市全域 （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）１，０００／４，９７８ （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）武蔵村山市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月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】 新発田市次世代育成支援行動計画（後期計画）策定のためのニーズ

調査 

【実施機関】 新発田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－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２２年３月） （表章）市区町村 

【経費】 １，２３０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１８２ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）新発田市全域 （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）１，９００／５，２４８ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）新

発田市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１０日～２３日 

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

保育の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－小学校児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１８２ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）新発田市全域 （単位）世帯 （属性）小学校児童（小学１～

６年生）のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，１００／５，５２０ （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）新発田市→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１０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】 上田市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 上田市こども未来部子育て・子育ち支援課 

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

援の後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

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

成２１年８月） （表章）市区町村 

【経費】 １，７２０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１８３ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）上田市全域 （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）２，１３０／８，５６２ （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）上田市

→報告者，上田市→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１６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０２月０２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１８３ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）上田市全域 （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）１，６３０／９，３２９ （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１６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 
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【調査名】 瀬戸市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 瀬戸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 ３－２０歳から３５

歳の者用調査票 

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

成２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 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０２月０２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１８４ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）瀬戸市全域 （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）２，０００／６，５００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）瀬

戸市→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～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０２月０２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１８４ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）瀬戸市全域 （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）１，０００／３，８００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）瀬

戸市→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～２８日 

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

児童クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－２０歳から３５歳の者用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０２日 
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【受理番号】 受理番号（新）１０９１８４ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）瀬戸市全域 （単位）世帯 （属性）市内在住で同一世帯に児

童がおらず，２０歳から３５歳までの者がいる世帯 （抽出枠）住民基

本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／１０，５００ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）

瀬戸市→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～２８日 

 【調査事項】 １．世帯の状況，２．結婚・子育てに関する考え方等 
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【調査名】 伊丹市次世代育成支援に関するアンケート調査 

【実施機関】 伊丹市総務部総務室総務課 

【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）「調査結果の概要」（平

成２１年５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０２月０２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１８５ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）伊丹市全域 （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）１，５００／９，４００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）伊

丹市→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 

 【調査事項】 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０２月０２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１８５ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）伊丹市全域 （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）有意抽出 （客体数）８００／６，０００ （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）伊丹市→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 

 【調査事項】 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

児童くらぶの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 美馬市次世代育成支援後期行動計画策定に伴う調査 

【実施機関】 美馬市保険福祉部 児童・障害福祉課 

【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】 ９５２千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１８６ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）美馬市全域 （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）１，５００ （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）美馬市→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．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０２月０２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１８６ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）美馬市全域 （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）１，０００ （配布）小学校を通じて配布 （取

集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系

統）美馬市→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．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】 嬉野市次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 嬉野市健康福祉部こども課 

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

援の後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

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

市ホームページにて公表（平成２２年４月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，３５２千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１８７ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）嬉野市全域 （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）１，０００／１，５００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）嬉

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，３．児童の妊娠時の状

況，４．保育サービスの利用について，５．児童の土・休日の保育につ

いて，６．児童の病児・病後児保育について，７．児童の一時預かりに

ついて，８．児童の宿泊を伴う一時預かりについて，９．放課後児童ク

ラブの利用の希望の有無，１０．児童のベビーシッターの利用について，

１１．地域子育て支援拠点事業について，１２．仕事と子育てについて，

１３．子育て支援サービスの認知度・利用意向について，１４．子育て

の不安と悩みについて，１５．子育てサークルへの参加について，１６．

健康・医療・安全について，１７．少子化問題，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０２月０２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１８７ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）嬉野市全域 （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）１，０００／１，５００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）嬉

野市→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，３．児童の放課後や休

日等の過ごし方等について，４．児童の病時・病後児について，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．仕事と子育てについて，

９．子育て支援サービスの認知度・利用意向について，１０．子育ての

不安と悩みについて，１１．子どもの教育と健全育成について，１２．

健康・医療について，１３．児童の地域活動への参加状況，１４．子育

て施策全般について，１５． 
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【調査名】 匝瑳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】 匝瑳市福祉課 

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

援の後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 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】 １，０２９千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０３日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１８８ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）匝瑳市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（保育園・幼

稚園の在園児）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）９００／１，３９５ （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）匝瑳市→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～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０２月０３日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１８８ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）匝瑳市全域 （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）１，６００／１，６１３ （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）匝瑳市→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～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】 鎌倉市次世代育成支援対策に係るニーズ調査 

【実施機関】 鎌倉市こども部こどもみらい課 

【目 的】 地域の子育て家庭等の生活実態や、サービスの利用実態等を把握し，分析す

ることにより，次世代育成支援の後期行動計画を策定するための評価指標を設

定する。 

【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－世帯主及び妻が

２５歳から４０歳未満で子がいない世帯用調査票 

【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５月） （表章）市区町村 

【経費】 ３，１５０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０３日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１８９ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）鎌倉市全域 （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）１，７５０／８，１００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）鎌

倉市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月から３月 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，３．母親の出産による

離職状況，４．父母の育児休業制度の利用について，５．子育てについ

ての考え等について，６．日常の育児に関して，７．児童の教育や保育

について，１０．，児童の一時預かり等について，１１．保育サービス等

の利用状況，利用希望等，１２．次世代育成支援（子育て支援）のあり

方について 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０３日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１８９ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）鎌倉市全域 （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）１，７５０／８，６８７ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）鎌

倉市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月から３月 
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 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．子育て

についての考え，４．児童の日常生活や育児等，５．児童を預けるサー

ビスについて，６．児童の放課後や休日の過ごし方について，７．学童

保育や育児に関するサービスの利用等，８．次世代育成支援（子育て支

援）のあり方について 

※ 

【調査票名】 ３－世帯主及び妻が２５歳から４０歳未満で子がいない世帯用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０３日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１８９ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）鎌倉市全域 （単位）世帯 （属性）世帯主及び妻が２５歳か

ら４０歳未満で子がいない世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５００／１，９２１ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）鎌倉市→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月から３月 

 【調査事項】 １．回答者自身について，２．本人と配偶者の就労状況，就労希望等，

３．子どもの状況，希望等，４．少子化についての考え，子どもを健や

かに育てるためにすべきことへの考え等 
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【調査名】 海津市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 海津市市民福祉部児童福祉課 

【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－就学児童・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】 ２，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童・就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０３日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１９０ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）海津市全域 （単位）世帯 （属性）０歳～小学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）２，７００ （配布）郵送及び幼稚園・保育

所・小学校を通じて配布 （取集）郵送及び幼稚園・保育所・小学校を

通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）海津市→

報告者，海津市→幼稚園・保育所・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，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】 常陸太田市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 常陸太田市保健福祉部福祉事務所子ども福祉課 

【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／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】 １，３５７千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１９１ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）常陸太田市全域 （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）８２４／１，６４４ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）常陸太田市

→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０２月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１９１ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）常陸太田市全域 （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）８４１／１，６８０ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）常陸太田市

→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】 前橋市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 前橋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－就学児童用調査票 ２－就学前児童用調査票 ３－中学生高校生用

調査票 

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

成２１年５月） （表章）市区町村 

【経費】 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０２月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１９２ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）前橋市及び富士見村全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小

学１～６年生）のいる世帯 （抽出枠）施設名簿 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／１７，２８９ （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）前橋市・富士見村→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 

※ 

【調査票名】 ２－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１９２ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）前橋市及び富士見村全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童

（０～５歳）のいる世帯 （抽出枠）施設名簿 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／１６，６９０ （配布）

施設・幼稚園・保育所を通じて配布 （取集）施設・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）前橋市・

富士見村→施設・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】 ３－中学生高校生用調査票 
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【受理年月日】 平成２１年０２月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１９２ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）前橋市及び富士見村全域 （単位）個人 （属性）中高生 （抽

出枠）施設名簿 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／９，１９５ （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）前橋市・富士見村→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２７日まで 

 【調査事項】 １．生徒及び世帯の状況，２．部活動の有無，３．親友の有無等 
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【調査名】 秩父市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 秩父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】 ３，２５１千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１９３ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）秩父市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年

生）のいる世帯 （抽出枠）小学校名簿 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３，０００ （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）

秩父市→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２０日～０３月１

３日 

 【調査事項】 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０２月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１９３ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）秩父市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳の

乳児保育園，保育所（園），幼稚園在籍者） （抽出枠）乳児保育園，保

育所（園），幼稚園名簿 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／２，５００ （配布）施

設・幼稚園・保育所を通じて配布 （取集）施設・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）秩父市→施

設・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２０日～０３月１

３日 

 【調査事項】 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】 近江八幡市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 近江八幡市子ども未来部子ども支援課 

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

援の後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学児童用調査票 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

７月） （表章）市区町村 

【経費】 １，９７０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１９４ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）近江八幡市全域 （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）２，０３４／３，０５１ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）近

江八幡市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月２０日 

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

児童クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１９４ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）近江八幡市全域 （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）２，３８８／３，４０５ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）近

江八幡市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年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 



 - 79 -

【調査名】 茨木市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 茨木市こども育成部こども政策課 

【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 

【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】 １，８０６千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１９５ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）茨木市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年

生）のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／１６，６７６ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）

茨木市→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．地域と

の関わり方，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 

※ 

【調査票名】 ２－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１９５ 受理番号（旧）－ 

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

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／１６，７０４ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）

茨木市→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．地域と

の関わり方，４．子育ての現状，５．児童の保育の状況及び利用希望等 
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【調査名】 大東市次世代育成支援対策行動計画（後期計画）策定に係るニーズ

調査 

【実施機関】 大東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－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】 １，２９７千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１９６ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）大東市全域 （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）１，８００／５，８３２ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）大

東市→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．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０２月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１９６ 受理番号（旧）－ 

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

生）のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳，外国人登録台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）９００／３，２６１ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）大東市→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．放課後児童クラブの利用状況及び希望等 
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【調査名】 相生市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 相生市市民福祉部子育て支援室 

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

援の後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／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】 ２４６千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１９７ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）相生市全域 （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）５００／１，３７１ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）相生市→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年３月１９日まで 

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

保育の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１９７ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）相生市全域 （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）５００／１，６２１ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）相生市→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年３月１９日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．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】 宍粟市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 宍粟市福祉部社会福祉課 

【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８月） （表章）市区町村 

【経費】 １，６００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１９８ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）宍粟市全域 （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）１，８００ （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）宍粟市→報告

者，宍粟市→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月下旬～３月上旬まで 

 【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０２月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１９８ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）宍粟市全域 （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）１，６００ （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）宍粟市→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月下旬～３月上旬 

 【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】 新見市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 新見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／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】 ３３４千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１９９ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）新見市全域 （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）全数 （客体数）１，１４８ （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）新見市→報告者，新見市→

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２０日～０３月０

６日 

 【調査事項】 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０２月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９１９９ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）新見市全域 （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）７４１ （配布）小学校を通じて配布 （取

集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系

統）新見市→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２０日～０３月０

６日 

 【調査事項】 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 



 - 84 -

【調査名】 八幡浜市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 八幡浜市福祉事務所 

【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５月） （表章）市区町村 

【経費】 １，３６５千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２００ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）八幡浜市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／１，２９２ （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）八幡浜

市→報告者，八幡浜市→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～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０２月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２００ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）八幡浜市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６

年生）のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／１，４９７ （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）八幡浜市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１２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】 柳川市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 柳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）「行動計画冊子」及び

市ホームページにて公表（平成２１年７月頃） （表章）市区町村 

【経費】 １，９３７千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２０１ 受理番号（旧）－ 

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

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／３，８８３ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年４月１日現在 

（系統）柳川市→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】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２０１ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）柳川市全域 （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）１，０００／４，０４９ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年４月１日現在 

（系統）柳川市→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．父母の就労状況及び就労希望，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】 根室市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 根室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）「後期行動計画」において公表（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０２月０５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２０２ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）根室市全域 （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）５１０／１，６４７ （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）根室市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年３月２日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．児童会館及び留守家庭児童会の利用状況

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０２月０５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２０２ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）根室市全域 （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）４９０／１，６０３ （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）根室市→報

告者，根室市→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３月２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利用希望等 
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【調査名】 館林市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 館林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】 １，１５０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２０３ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）館林市全域 （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）１，２００／３，５６０ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）館

林市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月２０日～０３月０

４日 

 【調査事項】 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０２月０５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２０３ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）館林市全域 （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）１，２００／３，２８８ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）館

林市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月２０日～０３月０

４日 

 【調査事項】 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】 松阪市次世代育成支援行動計画（後期計画）ニーズ調査 

【実施機関】 松阪市福祉事務所こども未来課 

【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－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）市ホームページにて

公表（平成２１年６月頃） （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０２月０５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２０４ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）松阪市全域 （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）１，５００／９，４７２ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）松

阪市→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 

※ 

【調査票名】 ２－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２０４ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）松阪市全域 （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）１，５００／９，７４７ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）松

阪市→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 



 - 89 -

【調査名】 三豊市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 三豊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５月） （表章）市区町村 

【経費】 １，８０６千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２０５ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）三豊市全域 （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）２，０００／２，７０８ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）三

豊市→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１

３日 

 【調査事項】 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０２月０５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２０５ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）三豊市全域 （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）２，０００／２，５３６ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）三

豊市→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１

３日 

 【調査事項】 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】 嘉麻市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 嘉麻市福祉事務所こども育成課 

【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】 １，１８７千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２０６ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）嘉麻市全域 （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）１，１９７ （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）嘉麻市→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～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０２月０５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２０６ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）嘉麻市全域 （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）１，４７３ （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）嘉麻市→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～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】 館山市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 館山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 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９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０２月０６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２０７ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）館山市全域 （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）７００／２，４６３ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）館山市→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月下旬～３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】 ２－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２０７ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）館山市全域 （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）７００／２，５６２ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）館山市→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月下旬～３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 

※ 
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【調査票名】 ３－中学・高校生用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２０７ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）館山市全域 （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）８００／２，７０４ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）館山市→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月下旬～３月２３日ま

で 

 【調査事項】 家庭・学校・地域における生活実態や意識等 

※ 

【調査票名】 ４－一般市民用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２０７ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）館山市全域 （単位）個人 （属性）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）５００／４３，１８５ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）館山市

→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月下旬～３月２３日ま

で 

 【調査事項】 １．年代別の家庭観・子育て観，２．少子化対策に関する意識等 



 - 93 -

【調査名】 伊万里市次世代育成支援後期行動計画策定のためのアンケート調査 

【実施機関】 伊万里市市民部福祉課 

【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１２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０２月０６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２０７ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）伊万里市全域 （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）１，０００／３，３６１ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）伊

万里市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月２４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０２月０６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２０８ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）伊万里市全域 （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）１，０００／３，５９３ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）伊

万里市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月２４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】 小樽市次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 小樽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／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】 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０２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２０９ 受理番号（旧）－ 

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

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳，保育所・幼稚園在籍者名簿 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）９２０／４，９６２ （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）小樽市→報

告者，小樽市→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３月１４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０２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２０９ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）小樽市全域 （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，小学校在籍者名簿 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５９０／５，８４９ （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）小樽市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年３月１４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】 北広島市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 北広島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－小学校児童用調査票 ２－就学前児童用調査票 ３－中・高校生用

調査票 

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

成２１年４月） （表章）市区町村 

【経費】 １，６７３千円 

※ 

【調査票名】 １－小学校児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２１０ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）北広島市全域 （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 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）８５０／１，９００ （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）

北広島市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年３月４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０２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２１０ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）北広島市全域 （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 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０５０／２，５００ （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）北広島市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年３月４日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．児童の保育状況及び希望等 

※ 

【調査票名】 ３－中・高校生用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２１０ 受理番号（旧）－ 
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 【調査対象】 （地域）北広島市全域 （単位）個人 （属性）中高校生 （抽出枠）

住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２５０／２，６００ （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）

北広島市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年３月４日まで 

 【調査事項】 生活実態調査及び意識調査等 
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【調査名】 芦別市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 芦別市市民福祉部児童課 

【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－小学校児童保護者用調査票 ２－就学前児童保護者用調査票 

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

４月） （表章）市区町村 

※ 

【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０２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２１１ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）芦別市全域 （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）３３９ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）芦別市→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～２８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希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学前児童保護者用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２１１ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）芦別市全域 （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）全数 （客体数）４３０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）芦別市→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～２８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】 山形市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 山形市健康福祉部子育て推進課 

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

援の後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 ３－２０・３０歳代

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】 １，８００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２１２ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）山形市全域 （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）１，０００／１１，０００ （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）山形市→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０２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２１２ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）山形市全域 （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）１，０００／１１，０００ （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）山形市→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】 ３－２０・３０歳代調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０９日 
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【受理番号】 受理番号（新）１０９２１２ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）山形市全域 （単位）個人 （属性）２０・３０歳代市民 （抽

出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５００／６２，０００ （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）山形市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年３月３１日まで 

 【調査事項】 １．世帯の状況，２．就労状況，３．結婚・子育て観等 
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【調査名】 白山市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 白山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－中高生用調査票 

４－成人用調査票 

【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５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０２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２１３ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）白山市全域 （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，保育台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）７００／３，６２４ （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）白山市→報

告者，白山市→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０３月０５日～１９日 

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

保育の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２１３ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）白山市全域 （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）７００／８，６３７ （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）白山市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３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．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 
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【受理年月日】 平成２１年０２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２１３ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）白山市全域 （単位）個人 （属性）中学・高校生 （抽出枠）

住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５００／８，６３７ （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）白山市→中学校・高校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３月０５日 １９日 

 【調査事項】 １．本人の世帯状況，２．日常生活の状況，３．将来について，４．父

母との関わり，５．健康や生活習慣等 

※ 

【調査票名】 ４－成人用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２１３ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）白山市全域 （単位）個人 （属性）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）５００／３８，１３５ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）白山市

→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３月０５日～１９日 

 【調査事項】 １．本人の世帯状況，２．独身者対象に結婚観，既婚者対象に結婚観，

３．少子化問題について，４．児童虐待等 
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【調査名】 能美市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 能美市民生部福祉課 

【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】 ４，４００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２１４ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）能美市全域 （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）１，４００／３，１２５ （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）能美市

→報告者，能美市→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２５日～０３月１

１日 

 【調査事項】 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０２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２１４ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）能美市全域 （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）１，４００／３，８５２ （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）能美市→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２５日～０３月１

１日 

 【調査事項】 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】 大月市次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 大月市福祉保健課 

【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－小学生用調査票 

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

成２１年４月） （表章）市区町村 

【経費】 １，６８０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２１５ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）大月市全域 （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）１，０５５／２，００８ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）大

月市→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～２５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－小学生用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２１５ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）大月市全域 （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）１，４５６／２，５１１ （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）大月市→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～２５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】 宇治市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 宇治市政策室企画担当課 

【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６月） （表章）市区町村 

【経費】 ３，９４８千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２１６ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）宇治市全域 （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）１，５００／１０，７３５ （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）宇治市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年３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０２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２１６ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）宇治市全域 （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）１，５００／１１，５３９ （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）宇治市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年３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

育の利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 大竹市次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 大竹市市民生活部福祉課 

【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】 ９３８千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２１７ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）大竹市全域 （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）７５０／１，４３６ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）大竹市→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．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０２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２１７ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）大竹市全域 （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）５００／１，６２４ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）大竹市→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．放課後児童クラブの利用状況及び利用希

望等 
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【調査名】 竹原市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 竹原市民生部社会福祉課 

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

援の後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

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

成２１年５月） （表章）市区町村 

【経費】 ８９６千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２１８ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）竹原市全域 （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）７００／１，６３９ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）竹原市→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 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２１８ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）竹原市全域 （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）９００／１，６００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）竹原市→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．放課後

児童クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 土佐清水市次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 土佐清水市福祉事務所 

【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７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０２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２１９ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）土佐清水市全域 （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）４４９ （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）土佐清水市→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０３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０２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２１９ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）土佐清水市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～

６年生）のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）５６９ （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）土佐清水市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３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】 室戸市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 室戸市福祉事務所 

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

援の後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【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】 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０２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２２０ 受理番号（旧）－ 

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

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３８９ （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）室戸市→幼稚園・保育所→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年３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０２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２２０ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）室戸市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年

生）のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４７７ （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）室戸市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年３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】 北九州市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 北九州市子ども家庭局子ども家庭部子ども家庭政策課 

【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－中学生・高校生

用調査票 ４－１８歳以上４０歳未満用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）冊子及び市ホームペ

ージにて公表 （表章）市区町村 

【経費】 ８，９００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２２１ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）北九州市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，５００／４７，２６８ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）

北九州市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月下旬～３月１３日ま

で 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．保育サービスの利用，３．「特定保育」に

ついて，４．ほっと子育てふれあいセンターの利用について，５．児童

の生活状況について，６．子育て支援サービスの認知度・利用度につい

て，７．子育てに関する悩みや不安について，８．子育てに関する悩み

の相談相手について，９．子育てに関する情報の入手方法について，１

０．北九州市の子育て支援の現状について，１１．児童の父親の就労状

況について，１２．児童の母親の就労状況について，１３．生活の満足

度 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２２１ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）北九州市全域 （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）２，５００／５１，６４８ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）
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北九州市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月下旬～３月１３日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．児童の生活状況，３．放課後児童クラブ

の利用について，４．ほっと子育てふれあいセンターの利用について，

５．子育てに関する悩みや不安について，６．子育てに関する悩みの相

談相手等，７．児童の地域とのつながりについて，８．児童の居場所，

９．北九州市の子育て支援の現状について，１０．児童の父親の就労状

況について，１１．児童の母親の就労状況について，１２．生活の満足

度 

※ 

【調査票名】 ３－中学生・高校生用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２２１ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）北九州市全域 （単位）個人 （属性）中学生・高校生（１２

歳～１７歳）の親 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，５００／５３，６２２ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）

北九州市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月下旬～３月１３日 

 【調査事項】 １．生徒及び世帯の状況，２．生徒の生活状況について，３．子育てや

教育環境等について，４．学校生活について，５．生徒の父親の就労状

況について，６．生徒の母親の就労状況について，７．生活の満足度に

ついて 

※ 

【調査票名】 ４－１８歳以上４０歳未満用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２２１ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）北九州市全域 （単位）個人 （属性）１８歳～３９歳の男女 

（抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，５００／２６４，９６９ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）

北九州市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月下旬～３月１３日 

 【調査事項】 １．仕事のことについて，２．結婚や家族のことについて，３．出産や

子育てのことについて，４．本人について 
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【調査名】 南島原市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 南島原市福祉保健部地域福祉課 

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

援の後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

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

査票 ４－中学２年生保護者用調査票 ５－妊婦用調査票 

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

成２１年４月） （表章）市区町村 

【経費】 １，８２７千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２２２ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）南島原市全域 （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，外国人登録 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２３２／２，３００ （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）南島原

市→報告者，南島原市→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１８日～０３月０

４日 

 【調査事項】 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０２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２２２ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）南島原市全域 （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，外国人登録 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５１１／２，９００ （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）南島原市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１８日～０３月０

４日 

 【調査事項】 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－中学２年生用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２２２ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）南島原市全域 （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）全数 （客体数）５５０ （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）南島原市→中学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１８日～０３月０

４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．結婚へのイメージ等 

※ 

【調査票名】 ４－中学２年生保護者用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２２２ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）南島原市全域 （単位）個人 （属性）中学２年生の保護者 （抽

出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）５４７ （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）南島原市→中学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１８日～０３月０

４日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．保護者の就労状況，３．児童の日常生活

の状況，４．悩みや相談，５．情報入手，６．子どもの人権，７．少子

化社会について等 

※ 

【調査票名】 ５－妊婦用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２２２ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）南島原市全域 （単位）個人 （属性）初産の妊婦 （抽出枠）

母子手帳交付台帳 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）７１／１７１ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）南島原市→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１８日～０３月０

４日 

 【調査事項】 １．世帯の状況，２．結婚や子育てに関する考え方，３．少子化社会に

ついて 



 - 114 -

【調査名】 宮崎市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 宮崎市福祉部子ども課 

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

援の後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【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】 ４，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２２３ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）宮崎市全域 （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）１，５００／１７，５００ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）

宮崎市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１３日～０２月２

３日 

 【調査事項】 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０２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２２３ 受理番号（旧）－ 

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

生）のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／１０，２００ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）

宮崎市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１３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】 伊佐市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 伊佐市福祉事務所 

【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６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０２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２２４ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）伊佐市全域 （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）全数 （客体数）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）伊佐市→報告者，伊佐市→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～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０２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２２４ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）伊佐市全域 （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）全数 （客体数）１，１０１ （配布）小学校を通じて配布 （取

集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系

統）伊佐市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１６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】 恵庭市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 恵庭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－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

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

２１年１０月） （表章）市区町村 

【経費】 ５６５千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２２５ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）恵庭市全域 （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）１，２００／２，７５９ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）恵

庭市→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１

３日 

 【調査事項】 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０２月１２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２２５ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）恵庭市全域 （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）１，２００／３，１６９ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）恵

庭市→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１

３日 

 【調査事項】 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】 和光市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 和光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）「調査結果の概要」（平

成２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ４，８０６千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２２６ 受理番号（旧）－ 

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

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／４，８７３ （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）和光市→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～０３月０

２日 

 【調査事項】 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０２月１２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２２６ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）和光市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年

生）のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／４，５４３ （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）和光市→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～０３月０

２日 

 【調査事項】 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】 砺波市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 砺波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」及び市広報等に

て公表（平成２１年度内） （表章）市区町村 

【経費】 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０２月１２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２２７ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）砺波市全域 （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）８００／３，０４９ （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）砺波市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年３月１０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０２月１２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２２７ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）砺波市全域 （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）８００／２，８３９ （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）砺波市→報

告者，砺波市→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３月１０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】 中央市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 中央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）「調査結果の概要」（平成２１年

３月） （表章）市区町村 

【経費】 １，１７０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２２８ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）中央市全域 （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）４８０／１，９３０ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）中央市→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～０３月０

４日 

 【調査事項】 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０２月１２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２２８ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）中央市全域 （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）３６０／１，８８９ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）中央市→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～０３月０

４日 

 【調査事項】 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】 西脇市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 西脇市福祉生活部児童福祉課 

【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－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】 １，８００千円 

※ 

【調査票名】 １－小学校児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２２９ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）西脇市全域 （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）１，４４９／２，２２４ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）西

脇市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年３月２４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０２月１２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２２９ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）西脇市全域 （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）１，４９３／２，１７９ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）西

脇市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年３月２４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】 高梁市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 高梁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）「調査結果の概要」（平

成２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 １，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２３０ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）高梁市全域 （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）５００／１，０８６ （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）高梁市→報

告者，高梁市→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２３日～０３月０

６日 

 【調査事項】 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０２月１２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２３０ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）高梁市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１年～６

年生）のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５００／７４３ （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）高梁市→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２３日～０３月０

６日 

 【調査事項】 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】 新居浜市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 新居浜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－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」（平成２

１年８月），「行動計画」として公表（平成２２年３月末） （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０２月１２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２３１ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）新居浜市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，４００／７，５２７ （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）新居浜

市→報告者，新居浜市→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３月４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０２月１２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２３１ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）新居浜市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１年～

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）１，０００／７，１７６ （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）新居浜市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年３月４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】 須崎市次世代育成支援行動計画（後期）策定に関するニーズ調査 

【実施機関】 須崎市福祉事務所 

【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）「行動計画」として公

表（平成２２年３月） （表章）市区町村 

【経費】 １，８００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２３２ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）須崎市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１年～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）１，０００ （配布）小学校を通じて配布 （取

集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）平成２１年２月２

３日現在 （系統）須崎市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年３月１８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０２月１２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２３２ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）須崎市全域 （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）１，０００ （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）平成２１年２月２３日現在 （系統）須崎市→報

告者，須崎市→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３月１８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 



 - 124 -

【調査名】 福岡市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 福岡市こども未来局こども企画課 

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

援の後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学児童用調査票 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３月） （表章）市区町村 

【経費】 ６，８００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２３３ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）福岡市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１年～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）３，０００／７７，１５６ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）

福岡市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２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．留守家

庭子ども会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０２月１２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２３３ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）福岡市全域 （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）９，０００／７７，０１９ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）

福岡市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２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 



 - 125 -

【調査名】 東大和市次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 東大和市子ども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 

【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】 １，６５９千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１３日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２３４ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）東大和市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１年～

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）９００／４，８００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）東大和市→

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．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

育所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０２月１３日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２３４ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）東大和市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）９００／４，７００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）東大和市→

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．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】 妙高市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 妙高市こども教育課 

【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－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

６月） （表章）市区町村 

【経費】 ２５４千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１３日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２３５ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）妙高市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１年～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）１，９７６ （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）妙高市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年３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 

※ 

【調査票名】 ２－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１３日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２３５ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）妙高市全域 （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）１，６２５ （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）妙高市→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３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 
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【調査名】 飯田市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 飯田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－乳幼児用調査票 ２－小学生用調査票 ３－事業所用調査票 

【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】 ８００千円 

※ 

【調査票名】 １－乳幼児用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１３日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２３６ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）飯田市全域 （単位）世帯 （属性）乳幼児（平成２０年４月

２日現在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）１，８００／４，４４６ （配布）幼

稚園・保育所及び民生委員により配布 （取集）幼稚園・保育所及び民

生委員により取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）飯

田市→幼稚園・保育所又は民生委員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３月０６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－小学生用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１３日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２３６ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）飯田市全域 （単位）世帯 （属性）小学生（平成２０年４月

２日現在６～１１歳）のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，８００／４，６７０ （配布）小

学校を通じて配布 （取集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把

握時）調査日現在 （系統）飯田市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３月０６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 

※ 

【調査票名】 ３－事業所用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１３日 
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【受理番号】 受理番号（新）１０９２３６ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）飯田市及び下伊那郡内の町村（松川町，高森町，阿南町，清内

路村，阿智村，平谷村，根羽村，下條村，売木村，天龍村，泰阜村，喬

木村，豊丘村，大鹿村）全域 （単位）事業所 （属性）飯田市または

下伊那郡地域に所在する従業員３０人以上の事業所 （抽出枠）Ｈ１８

事業所・企業統計調査調査区別民営事業所漢字リスト 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４００／４２４ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）飯田市→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３月０６日～１６日 

 【調査事項】 １．社員の育児休暇取得状況，２．結婚出産により退社する社員の状況，

３．小学生以下の児童を持つパート社員の勤務時間，４．地域への子育

て支援取組状況等 
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【調査名】 室蘭市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 室蘭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－就学前児童用調査票 ２－小学校児童用調査票 

【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】 ２，９１５千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２３７ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）室蘭市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０歳から５

歳）のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳，保育所・幼稚園入所状況 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０８０／３，２２０ （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）室蘭市

→報告者，室蘭市→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０３月０２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０２月１６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２３７ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）室蘭市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１から６

年生）のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳，小学校学年別児童数内訳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０６０／３，４７１ （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）室蘭市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３月０２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 
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【調査名】 つくばみらい市食と健康づくりに関するアンケート調査 

【実施機関】 つくばみらい市総務部企画政策課 

【目 的】 市民が生涯にわたって健全な心と体をつくり，豊かな人間性を育むための「つ

くばみらい市食育推進計画（仮称）」及び「つくばみらい市健康づくり推進計画

（仮称）」を策定するにあたり，市民の意向を把握し，計画策定の基礎資料とす

る。 

【調査の構成】 １－つくばみらい市食育・健康づくり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）「調査結果の概要」及び市ホーム

ページにて公表（平成２３年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ２４４千円 

※ 

【調査票名】 １－つくばみらい市食育・健康づくりに関するアンケート調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２３８ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）つくばみらい市全域 （単位）個人 （属性）１８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）１，５００／３６，５５９ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）

つくばみらい市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３月０２日～２４日 

 【調査事項】 １．対象者及び世帯の状況，２．食育についての認識，３．生活習慣，

４．健康管理状況等 
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【調査名】 太田市次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 太田市福祉こども部こども課 

【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 

【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４月） （表章）市区町村 

【経費】 ９９８千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２３９ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）太田市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０歳から５

歳）のいる世帯 （抽出枠）児童手当等の該当者名簿，幼稚園及び保育

園在園児名簿 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／１３，８８０ （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）太田

市→報告者，太田市→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２月２７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０２月１６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２３９ 受理番号（旧）－ 

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

年生）のいる世帯 （抽出枠）教科用図書給与児童名簿 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／１３，０５１ （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）太田市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月２７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 
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【調査名】 岡崎市次世代育成支援に関する市民意識調査 

【実施機関】 岡崎市福祉保健部こども育成室 

【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－教職員用調査票 

４－一般市民用調査票 ５－事業所用調査票 

【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４月） （表章）市区町村 

【経費】 ５，３５８千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２４０ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）岡崎市全域 （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）３，０００／２６，９５２ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）

岡崎市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月２０日～０３月０

２日 

 【調査事項】 １．本人と家族の状況，２．保護者の就労状況，３．保育サービスの利

用，４．休日の保育，５．病後時保育希望，６．一時預かり希望，７．

子育て支援サービス満足度，８．育児休業制度利用，９．仕事と家庭の

両立 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２４０ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）岡崎市全域 （単位）個人 （属性）就学児童（小学１～６年

生）の保護者 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／２３，６５７ （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）岡崎市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月２０日～０３月０

２日 

 【調査事項】 １．本人と家族の状況，２．保護者の就労状況，３．放課後児童クラブ
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の利用，４．病後時保育希望，５．一時預かり希望，６．子育て支援サ

ービス満足度，７．仕事と家庭の両立 

※ 

【調査票名】 ３－教職員用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２４０ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）岡崎市全域 （単位）個人 （属性）保育園幼稚園職員 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５８１／６７２ （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）岡崎市→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０２月２０日～０３月０

２日 

 【調査事項】 １．本人と勤務の状況，２．仕事や職場の環境，３．保護者との関係，

４．保育について 

※ 

【調査票名】 ４－一般市民用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２４０ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）岡崎市全域 （単位）個人 （属性）２０～５９歳の一般市民 

（抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／３７６，８９７ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）

岡崎市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月２０日～０３月０

２日 

 【調査事項】 １．本人について，２．少子化について，３．結婚や子どもの関する意

識，４．子どもへの虐待，５．仕事と家庭の両立，６．地域の中での子

育て 

※ 

【調査票名】 ５－事業所用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２４０ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）岡崎市全域 （単位）事業所 （属性）市内事業所 （抽出枠）

岡崎商工会議所名簿 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５００／４，１００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）岡崎市→報
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告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月２０日～０３月０

２日 

 【調査事項】 １．事業所の概要，２．従業員の状況，３．勤務の状況，４．管理職の

状況，５．企業における子育て支援制度等 
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【調査名】 美作市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 美作市保健福祉部健康づくり推進課 

【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－小学生用調査票 ２－就学前児童用調査票 ３－中学生用調査票 

【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２２年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ４００千円 

※ 

【調査票名】 １－小学生用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２４０ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）美作市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１年～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）１，５５７ （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）美作市→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２３日～０３月０

６日 

 【調査事項】 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０２月１６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２４１ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）美作市全域 （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）１，５２７ （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）美作市→報告者，美作市→

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２３日～０３月０

６日 

 【調査事項】 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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【調査票名】 ３－中学生用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２４１ 受理番号（旧）－ 

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

生）のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）８３６ （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）美作市→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２３日～０３月０

６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，３．児童の生活状況等 
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【調査名】 羽村市次世代育成支援行動計画・後期計画ニーズ調査 

【実施機関】 羽村市子ども家庭部児童青少年課 

【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）「調査結果報告書」（平

成２１年４月） （表章）市区町村 

【経費】 １，４８９千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２４２ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）羽村市全域 （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）８００／６，３２１ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）羽村市→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１８日～２８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０２月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２４２ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）羽村市全域 （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）８００／６，９８０ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）羽村市→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１８日～２８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】 瑞浪市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 瑞浪市市民福祉部子育て支援課 

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

援の後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

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

成２１年８月） （表章）市区町村 

【経費】 ７００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２４３ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）瑞浪市全域 （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）１，０００／１，６４２ （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）瑞浪市

→報告者，瑞浪市→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３月１３日まで 

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

保育の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２４３ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）瑞浪市全域 （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）１，５００／１，７４４ （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）瑞浪市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年３月１３日まで 

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

児童クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 東海市次世代育成支援に関する意向調査 

【実施機関】 東海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２２年４月） （表章）市区町村 

【経費】 ７０４千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２４４ 受理番号（旧）－ 

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

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／７，１４６ （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）東海市

→報告者，東海市→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～０３月０

３日 

 【調査事項】 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０２月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２４４ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）東海市全域 （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）１，０００／６，５５１ （配布）小

学校を通じて配布 （取集）小学校を通じて取集め （記入）自計 （把

握時）調査日現在 （系統）東海市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１９日～０３月０

３日 

 【調査事項】 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
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児童クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－中学・高校生用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２４４ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）東海市全域 （単位）個人 （属性）中高生等 （抽出枠）住

民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２００／４，０８５ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）東海市→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～０３月０

３日 

 【調査事項】 将来のこと等についての意識調査 
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【調査名】 五島市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 五島市企画課 

【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１２月） （表章）市区町村 

【経費】 １，０８６千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２４５ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）五島市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）

のいる世帯 （抽出枠）幼稚園・児童福祉施設の児童数一覧 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／２，０００ （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）五島市

→報告者，五島市→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０２月２３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０２月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２４５ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）五島市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年

生）のいる世帯 （抽出枠）小学校・児童福祉施設の児童数一覧 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／２，８０５ （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）五島市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月２３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】 鴨川市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 鴨川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 ３－中学・高校生階

層用調査票 ４－一般住民用調査票 

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

成２１年１０月） （表章）市区町村 

【経費】 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０２月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２４６ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）鴨川市長 （単位）個人 （属性）就学前児童（０～５歳）の

保護者 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５５０／１，８５３ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）鴨川市→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３月０３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－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２４６ 受理番号（旧）－ 

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

枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６００／１，６２６ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）鴨川市→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３月０３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・高校生階層用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２４６ 受理番号（旧）－ 
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 【調査対象】 （地域）鴨川市全域 （単位）個人 （属性）中学生（３１０人／９１

０人）・高校生階層（３４０人／９０５人） （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３１０／９１０ ３４０／９０５ （配

布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系

統）鴨川市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３月０３日～１９日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．普段の生活及び将来の希望等 

※ 

【調査票名】 ４－一般住民用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２４６ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）鴨川市全域 （単位）個人 （属性）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）１，０００／３１，１２７ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）

鴨川市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３月０３日～１９日 

 【調査事項】 １．自身及び世帯の状況，２．子育て及び少子化問題等 
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【調査名】 三鷹市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 三鷹市健康福祉部子育て支援室次世代育成担当課 

【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）「調査結果の概要」（平

成２２年６月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，４５０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２４７ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）三鷹市全域 （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）１，５００／３，２６２ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年３月１日現在 

（系統）三鷹市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３月０１日～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，４．子育てに関する相談等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２４７ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）三鷹市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１年生～

６年生）のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／３，８８７ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年３月１日現在 

（系統）三鷹市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３月０１日～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，４．子育てに関する相談等 

※ 

【調査票名】 ３－中学生用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２４７ 受理番号（旧）－ 
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 【調査対象】 （地域）三鷹市全域 （単位）個人 （属性）三鷹市内中学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）３４０／１，４７１ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年３月１日現在 （系統）

三鷹市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３月０１日～１０日 

 【調査事項】 １．世帯状況，２．学校生活状況，３．放課後の状況，４．日常生活状

況，５．進学・日常生活に関する相談等 
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【調査名】 平成２０年度三条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】 三条市教育委員会子育て支援課 

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

援の後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－小学校児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「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】 １，８９０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２４８ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）三条市全域 （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）１，５００／５，０７０ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）三

条市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１８日～０３月０

２日 

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

ービスの利用について，４．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．ベビーシッターの利用について，７．子育て支

援センターの利用について，８．育児休業制度の利用について，９．家

庭での子育てや就労との両立の考えについて，１０．子育て支援サービ

スの認知度，利用意向について，１１．子育て環境について 

※ 

【調査票名】 ２－小学校児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２４８ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）三条市全域 （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）７５０／２，９０７ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）三条市→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１８日～０３月０

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

児童クラブの利用について，４．病児・病後児学童保育について，５．

ベビーシッターの利用について，６．家庭での子育てや就労との両立の

考えについて，７．子育て支援サービスの認知度，利用意向について，

８．子育て環境について 
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【調査名】 御殿場市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 御殿場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－小学校児童用調査票 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２２年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ５００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２４９ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）御殿場市全域 （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）１，０００／４，２００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）御

殿場市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３月０６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，３．地域

との関わり・子育てに関する自信感・負担感・不安感等 

※ 

【調査票名】 ２－小学校児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２４９ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）御殿場市全域 （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）１，０００／５，４００ （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）御殿場市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３月０６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，３．地域との関わり・子育てに関する自信感・負担感・不安感等 

※ 

【調査票名】 ３－中高生用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１８日 
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【受理番号】 受理番号（新）１０９２４９ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）御殿場市全域 （単位）世帯 （属性）御殿場市内に通う中高

生 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／４，９００ （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）御殿場市→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０３月０６日～１９日 

 【調査事項】 １．日常生活や就労意識について等，２．結婚・育児に対する意識につ

いて等 
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【調査名】 常滑市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 常滑市福祉部民生児童課 

【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／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】 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０２月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２５０ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）常滑市全域 （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）５００／２，９３８ （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）常滑市→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０３月０２日～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０２月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２５０ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）常滑市全域 （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）５００／３，０９５ （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）常滑市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３月０２日～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】 亀岡市次世代育成支援行動計画（後期計画）策定に係るニーズ調査 

【実施機関】 亀岡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】 １，３８４千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２５１ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）亀岡市全域 （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）１，６００／４，０７２ （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）亀岡市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１９日～０３月０

９日 

 【調査事項】 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０２月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２５１ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）亀岡市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年

生）のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳及び外国人登録原票 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，４００／４，３８５ （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）亀岡市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月１９日～０３月０

９日 

 【調査事項】 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】 井原市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 井原市健康福祉部社会福祉事務所 

【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６月） （表章）市区町村 

【経費】 １，６００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２５２ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）井原市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１．３．

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）１，２００／２，４９５ （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）井原市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３月０１日～１３日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．子どもの病気や事故の対応，３．父母の

就労状況，就労希望，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０２月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２５２ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）井原市全域 （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）１，０００／１，９２３ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）井

原市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３月０１日～１３日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．妊娠中のニーズや子どもの病気や事故の

対応，３．父母の就労状況，就労希望，４．児童の保育の状況及び利用

希望等 
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【調査名】 白河市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 白河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】 ８３８千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２５３ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）白河市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年

生）のいる世帯 （抽出枠）小学校児童名簿及び地域子育て支援事業利

用者等名簿 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／４，２０２ （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）白河市→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２３日～０３月０

２日 

 【調査事項】 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０２月１９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２５３ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）白河市全域 （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）１，０００／２，３３５ （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）白河市

→報告者，白河市→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２３日～０３月０

２日 

 【調査事項】 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】 伊勢崎市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 伊勢崎市福祉部保育課 

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

援の後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学児童用調査票 ２－就学前児童用調査票 

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

章）市区町村 

【経費】 １，４７０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２５４ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）伊勢崎市全域 （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）１，７１０／９，７８０ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）伊

勢崎市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３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－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２５４ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）伊勢崎市全域 （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）１，７１０／１０，２１８ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）

伊勢崎市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３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 
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【調査名】 青梅市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 青梅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／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０２月１９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２５５ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）青梅市全域 （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）１，７５０／８，７００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）青

梅市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月２５日～０３月１

６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０２月１９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２５５ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）青梅市全域 （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）１，７００／８，５００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）青

梅市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月２５日～０３月１

６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利用希望等 
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【調査名】 島田市次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 島田市市民福祉部児童課 

【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】 １，２２０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２５６ 受理番号（旧）－ 

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

生）のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／２，９０６ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）島

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２７日～０３月０

９日 

 【調査事項】 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０２月１９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２５６ 受理番号（旧）－ 

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

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／４，４１０ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）島

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２７日～０３月０

９日 

 【調査事項】 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】 橿原市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 橿原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－就学児童用調査票 ２－就学前児童用調査票 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４月下旬） （表章）市区町村 

【経費】 １，０７０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２５７ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）橿原市全域 （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）１，５００／７，５７３ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）橿

原市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３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．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０２月１９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２５７ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）橿原市全域 （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）１，５００／６，８５７ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）橿

原市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３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】 ３－中高生用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２５７ 受理番号（旧）－ 
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 【調査対象】 （地域）橿原市全域 （単位）個人 （属性）橿原市に在住又は通学す

る中学生（９００人／３４８３人），高校生（３００人／１７７０人） （抽

出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）９００／３４８３ ３００／１，７７

０ （配布）中学校・高校にて配布 （取集）中学校・高校にて取集 （記

入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）橿原市→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０３月０１日～１６日 

 【調査事項】 日常生活の状況，感情，結婚，子育てへの意識等 
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【調査名】 新庄市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 新庄市福祉事務所児童支援室 

【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８月） （表章）市区町村 

【経費】 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０２月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２５８ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）新庄市全域 （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）９００／１，８０５ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）新庄市→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３月０２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 

※ 

【調査票名】 ２－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２５８ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）新庄市全域 （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）８００／１，５９５ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）新庄市→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３月０２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】 南房総市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 南房総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 ３－中学生用調査票 

４－高校生用調査票 ５－一般市民用調査票 

【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９月） （表章）市区町村 

【経費】 ３，２５０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２５９ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）南房総市全域 （単位）個人 （属性）就学児童（小学１～６

年生）の保護者 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，８９０ （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）南房総市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３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 

※ 

【調査票名】 ２－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２５９ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）南房総市全域 （単位）個人 （属性）就学前児童（０～５歳）

の保護者 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）８１１ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）南房総市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３月０３日～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】 ３－中学生用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２５９ 受理番号（旧）－ 
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 【調査対象】 （地域）南房総市全域 （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）全数 （客体数）４０２／４０２ （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）南房総市→中学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３月０３日～１６日 

 【調査事項】 家庭や学校における生活実態や意識等 

※ 

【調査票名】 ４－高校生用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２５９ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）南房総市全域 （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）全数 （客体数）４１１ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）南房総市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３月０３日～１８日 

 【調査事項】 家庭や学校における生活実態や意識等 

※ 

【調査票名】 ５－一般市民用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２５９ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）南房総市全域 （単位）個人 （属性）市民（２０歳から６０

歳） （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／２３，７８０ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）

南房総市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３月０３日～１８日 

 【調査事項】 １．年代別の家庭観や子育て観，２．少子化対策に関する意識等 
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【調査名】 郡上市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 郡上市健康福祉部児童家庭課 

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

援の後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

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

成２１年５月） （表章）市区町村 

【経費】 １，３１３千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２６０ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）郡上市全域 （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）無作為抽出 （客体数）１，３００／２，１２２ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）郡

上市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月２８日～０３月１

３日 

 【調査事項】 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

の関わり方，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０２月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２６０ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）郡上市全域 （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）１，４００／２，５８０ （配布）小

学校を通じて配布 （取集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把

握時）調査日現在 （系統）郡上市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月２８日～０３月１

３日 

 【調査事項】 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

の関わり方，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】 中津川市次世代育成支援対策行動計画（後期計画）策定に係るニー

ズ調査 

【実施機関】 中津川市教育委員会子育て支援課 

【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－乳幼児・保育園児・幼稚園児用調査票 ２－小学生用調査票 

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

成２１年４月） （表章）市区町村 

【経費】 １，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－乳幼児・保育園児・幼稚園児用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２６１ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）中津川市全域 （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）有意抽出 （客体数）１，８００／４，３５８ （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）中津川市

→報告者，中津川市→幼稚園・保育所→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３月０３日～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－小学生用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２６１ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）中津川市全域 （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，クラス名簿 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００／４，６７７ （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０３月０３日～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】 知立市次世代育成支援に係る市民意識調査 

【実施機関】 知立市福祉子ども部子ども課 

【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 ３－一般世帯用調査

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２２年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，３３１千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２６２ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）知立市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年

生）のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／４，３４７ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）知

立市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３月０２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．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０２月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２６２ 受理番号（旧）－ 

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

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／４，９５３ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）知

立市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３月０２日～１９日 

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

保育の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－一般世帯用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月２０日 
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【受理番号】 受理番号（新）１０９２６２ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）知立市全域 （単位）世帯 （属性）一般世帯 （抽出枠）住

民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／２１，２９２ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）

知立市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３月０２日～１９日 

 【調査事項】 １．世帯の状況，２．結婚感や理想とする子どもの数，３．児童虐待，

４．子育てに対する希望・要望等 
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【調査名】 香南市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 香南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－児童育成・子育て支援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）「調査結果の概要」（平

成２１年９月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，０９５千円 

※ 

【調査票名】 １－児童育成・子育て支援に関するアンケート調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２６３ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）香南市全域 （単位）世帯 （属性）０歳～小学校３年生まで

の児童のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，８７４ （配布）郵送及び幼稚園・保育

所・小学校を通じて配布 （取集）郵送及び幼稚園・保育所・小学校を

通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）香南市→

報告者，香南市→幼稚園・保育所・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２４日～０３月１

０日 

 【調査事項】 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（就学前児童），４．放課後児童クラブの利用状

況及び利用希望（就学児童） 等 
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【調査名】 豊見城市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 豊見城市福祉部児童家庭課 

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

援の後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

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

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

成２２年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ３，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２６４ 受理番号（旧）－ 

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

年生）のいる世帯 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３，０００ （配布）小学校を通じて配布 （取

集）小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系

統）豊見城市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３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，勤労希望，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０２月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２６４ 受理番号（旧）－ 

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

のいる世帯 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３，２００ （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）豊見城市→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０３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，勤労希望，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０２月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２６４ 受理番号（旧）－ 
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 【調査対象】 （地域）豊見城市全域 （単位）個人 （属性）中学１年～３年生 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，９００ （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）豊見城市→中学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３月０１日～１６日 

 【調査事項】 １．本人や世帯の状況，２．生活の状況，３．相談できる相手や場所等 
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【調査名】 能代市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 能代市市民福祉部子育て支援課 

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

援の後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／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】 ３５５千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月２４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２６５ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）能代市全域 （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）８００／２，３５７ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）能代市→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３月１０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０２月２４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２６５ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）能代市全域 （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）４００／２，９３６ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）能代市→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３月１０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】 鎌ヶ谷市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 鎌ヶ谷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６月） （表章）市区町村 

【経費】 ７００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月２４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２６６ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）鎌ヶ谷市全域 （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）１，３００／５，５４５ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）鎌

ヶ谷市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３月１３日～３１日 

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

保育の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月２４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２６６ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）鎌ヶ谷市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６

年生）のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００／６，８０６ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）鎌

ヶ谷市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３月１３日～３１日 

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

児童クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 日野市次世代育成支援にかかるニーズ調査 

【実施機関】 日野市子ども部子育て課 

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

援の後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

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

４－高校生用調査票 ５－子どものいない２０～３０歳代成人男女用調

査票 

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

成２１年３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０２月２４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２６７ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）日野市全域 （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）１，０００／１０，９１６ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）

日野市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３月１０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０２月２４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２６７ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）日野市全域 （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）１，５００／９，３５８ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）日

野市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３月１０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．学童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－中学生用調査票 
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【受理年月日】 平成２１年０２月２４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２６７ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）日野市全域 （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）５００／４，４３４ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）日野市→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３月１０日～２３日 

 【調査事項】 １．生徒の状況，家族について，２．学校や友人について，３．放課後

や休日の状況及び将来について等 

※ 

【調査票名】 ４－高校生用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月２４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２６７ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）日野市全域 （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）２５０／４，３１３ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）日野市→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３月１０日～２３日 

 【調査事項】 １．生徒の状況，家族について，２．学校や友人について，３．放課後

や休日の状況及び将来について等 

※ 

【調査票名】 ５－子どものいない２０～３０歳代成人男女用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月２４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２６７ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）日野市全域 （単位）個人 （属性）子どものいない２０～３

０代の男女 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５００／５１，４２９ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）日野市

→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３月１０日～２３日 

 【調査事項】 １．あなたと家族の状況，２．結婚・出産の意識，３．家庭と仕事の両

立及び家庭や地域の教育力について等 
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【調査名】 かほく市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 かほく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３月） （表章）市区町村 

【経費】 ３，４４３千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月２４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２６８ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）かほく市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６

年生）のいる世帯 （抽出枠）支援センター利用者名簿，小学校児童・

生徒一覧表 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２，３１０ （配布）小学校・子育て支援セ

ンター等を通じて配布 （取集）小学校・子育て支援センター等を通じ

て取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）かほく市→小

学校・子育て支援センター→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年３月１３日まで 

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

児童クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月２４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２６８ 受理番号（旧）－ 

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

のいる世帯 （抽出枠）支援センター利用者名簿，保育園・幼稚園入園

児童数一覧表 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１，５９０／１，９７０ （配布）幼稚

園・保育所・子育て支援センターを通じて配布 （取集）幼稚園・保育

所・子育て支援センターを通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査

日現在 （系統）かほく市→幼稚園・保育所・子育て支援センター→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年３月１３日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の
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保育状況及び利用希望等 
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【調査名】 下呂市次世代育成支援行動計画に係るニーズ調査 

【実施機関】 下呂市教育委員会子育て支援課 

【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】 １，３００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月２４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２６９ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）下呂市全域 （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）１，２００／１，４６７ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）下

呂市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月下旬～３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０２月２４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２６９ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）下呂市全域 （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）１，２００／１，２７９ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）下

呂市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月下旬～３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

保育状況及び利用希望等 
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【調査名】 田原市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 田原市福祉部児童課 

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

援の後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

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

成２１年５月） （表章）市区町村 

【経費】 ８８０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月２４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２７０ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）田原市全域 （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）１，５００／３，９７７ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）田

原市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３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０２月２４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２７０ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）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）１，５００／３，９１９ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）田

原市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３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

児童クラブ利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 宇陀市次世代育成支援対策行動計画策定ニーズ調査 

【実施機関】 宇陀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２１年７月） （表章）市区町村 

【経費】 １，８９０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月２４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２７１ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）宇陀市全域 （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）６００／７１１ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年３月１日現在 （系統）

宇陀市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年３月１９日まで 

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

保育の状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月２４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２７１ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）宇陀市全域 （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）４００／１，６５０ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年３月１日現在 （系統）

宇陀市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年３月１９日まで 

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

育の利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 桜井市次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 桜井市福祉保健部児童福祉課 

【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３月） （表章）市区町村 

【経費】 １，０１９千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月２４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２７２ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）桜井市行政管内全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学

１～６年生）のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／３，５１１ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）桜

井市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３月０２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 

※ 

【調査票名】 ２－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月２４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２７２ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）桜井市行政管内全域 （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）１，０００／３，５１８ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）桜

井市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３月０２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】 八代市次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 八代市総務部文書統計課 

【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８月） （表章）市区町村 

【経費】 １，６８０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月２４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２７３ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）八代市全域 （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）８００／３，７７１ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）八代市→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月２４日～０３月０

９日 

 【調査事項】 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０２月２４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２７３ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）八代市全域 （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）１，２００／４，５６０ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）八

代市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月２４日～０３月０

９日 

 【調査事項】 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】 昭島市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 昭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 ３－青少年意識調査 

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

成２１年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０２月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２７４ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）昭島市全域 （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）８００／４，１００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）昭島市→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３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０２月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２７４ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）昭島市全域 （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）１，２００／４，５６９ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）昭

島市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３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－青少年意識調査 

【受理年月日】 平成２１年０２月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２７４ 受理番号（旧）－ 
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 【調査対象】 （地域）昭島市全域 （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）１，０００／４，９４４ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）昭

島市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３月１０日～２４日 

 【調査事項】 １．青少年及び世帯の状況，２．父母の就労状況，３．生活状況，４．

学校生活状況等 
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【調査名】 彦根市次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 彦根市福祉保健部子育て支援課子ども未来室長 

【目 的】 彦根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 ３－２０歳代調査票 

【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】 ２，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２７５ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）彦根市全域 （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）１，５００／５，２２５ （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）彦根市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３月０３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 

※ 

【調査票名】 ２－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２７５ 受理番号（旧）－ 

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

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／５，４２５ （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）彦根市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３月０３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利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－２０歳代調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２７５ 受理番号（旧）－ 
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 【調査対象】 （地域）彦根市全域 （単位）世帯 （属性）２０歳代男女 （抽出枠）

住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５００／１３，００５ （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）彦根市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３月０３日～１８日 

 【調査事項】 １．本人及び世帯の状況，２．結婚観及び子育ての意識等 
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【調査名】 名寄市次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 名寄市生活福祉部福祉事務所社会福祉課 

【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－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／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】 ２９７千円 

※ 

【調査票名】 １－小学校児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２７６ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）名寄市全域 （単位）個人 （属性）小学校１～３年生の保護

者 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）７４８ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）名寄市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３月１６日～３１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０２月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２７６ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）名寄市全域 （単位）個人 （属性）０歳～６歳未満の児童の

保護者 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２５９／１，６８９ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）名

寄市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３月１６日～３１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況及び希望等 
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【調査名】 四日市市次世代育成戦略プラン後期計画策定に係るニーズ調査 

【実施機関】 四日市市福祉部児童福祉課 

【目 的】 四日市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

育成戦略プラン後期計画を策定するための基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学児童用調査票 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年度中） （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０２月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２７７ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）四日市市全域 （単位）世帯 （属性）小学生児童（１年生～

６年生）のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／１４，５５０ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）

四日市市全域 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月２３日～０３月１

２日 

 【調査事項】 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０２月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２７７ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）四日市市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／８，７８５ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）四

日市市全域 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０２月２３日～０３月１

２日 

 【調査事項】 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】 安芸市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 安芸市健康福祉事務所 

【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２２年３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０２月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２７８ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）安芸市全域 （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）５０２／７０５ （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）安芸市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０３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．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０２月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２７８ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）安芸市全域 （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）５９１ （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）安芸市→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０３月０５日～１９日 

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

保育の状況及び利用希望等 
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【調査名】 大阪市次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 大阪市こども青少年局企画部企画担当課 

【目 的】 子育て世帯のニーズや意識等を把握し，次世代育成支援行動計画後期計画（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／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－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月２７日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２７９ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）大阪市全域 （単位）個人 （属性）大阪市在住の小学校１～

３年生の児童の保護者 （抽出枠）住民基本台帳・外国人登録原票 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）８，０００／６４，１３４ （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０３月０６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．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０２月２７日 

【受理番号】 受理番号（新）１０９２７９ 受理番号（旧）－ 

 【調査対象】 （地域）大阪市全域 （単位）世帯 （属性）大阪市在住の就学前児童

（０～５歳）の保護者 （抽出枠）住民基本台帳・外国人登録原票 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１０，０００／１２７，７４０ （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０３月０６日～１９日 

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

保育の状況及び利用希望等 
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（２）変更 

【調査名】 新潟市景況調査 

【実施機関】 新潟市経済・国際部産業政策課 

【目 的】 新潟市内の民営事業所について景気動向を把握し，地域産業の振興施策を検討す

るうえでの基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－新潟市景況調査 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「調査結果報告書」平成２１年４月３

０日公表、調査結果をＨＰでも公開 （表章）市区町村 

※ 

【調査票名】 １－新潟市景況調査 

【受理年月日】 平成２１年０２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）２０９００８ 受理番号（旧）２０７０３６ 

 【調査対象】 （地域）新潟市全域 （単位）事業所 （属性）新潟市内の民営事業所。対

象となる事業所は，建設業，製造業，情報通信業，運輸業，卸売・小売業，

飲食店，宿泊業，サービス業（他に分類されないもの）に属する民営事業所。 

（抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調査 漢字リストテープ 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／３１，７１１ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年１０月～平成２１年３

月 （系統）新潟市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）半年 （実施期日）平成２１年０２月２７日～平成２１年０３月

１６日 

 【調査事項】 １．業況，２．受注状況，３．生産・売上，４．生産能力，５．出荷状況，

６．在庫水準，７．価格，８．採算，９．資金繰り，１０．雇用，１１．設

備投資，１２．経営上の問題、１３、経済状況の悪化による影響、１４、経

済状況悪化への対応姿勢、１５、経済状況の影響期間 
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【調査名】 神戸市内景況・雇用動向調査 

【実施機関】 神戸市産業振興局庶務課 

【目 的】 神戸市内経済の景況及び雇用動向を把握するため 

【調査の構成】 １－第８回神戸市内景況・雇用動向調査票 

【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２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ６８０千円 

※ 

【調査票名】 １－第８回神戸市内景況・雇用動向調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０９日 

【受理番号】 受理番号（新）２０９００９ 受理番号（旧）２０８０４０ 

 【調査対象】 （地域）神戸市全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類の製

造業，建設業，卸売業，小売業，運輸・通信業，サービス業に属する従

業員５名以上の神戸市内に本社が所在する企業 （抽出枠）委託事業者

が保有する企業名簿に産業振興局が規模・業種等の情報を基に訂正を加

えたもの 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１，０００／１６，５３９ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年１月 （系統）

神戸市→委託事業者→報告者 

 【周期・期日】 （周期）半年 （実施期日）平成２１年０２月 

 【調査事項】 １．事業所の景況雇用動向について（四半期の実績と予想、従業員構成），

２．ワーク・ライフ・バランスについて（１）考え方、（２）導入してい

る制度及び導入予定の制度等、（３）制度導入のメリット、（４）制度導

入が困難な理由、（５）推進するために必要な支援制度等、３．貴社の事

業計画について（１）経営上の問題点、（２）今後の事業拠点の拡張・増

設等の検討の有無、（３）神戸市の産業団地や各種優遇制度の情報提供の

希望の有無、４．フェイス事項 
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【調査名】 鉱工業生産動態調査 

【実施機関】 京都府政策企画部調査統計課 

【目 的】 京都府における鉱工業生産の状況を把握し、府鉱工業指数作成のための基礎

資料を得る 

【調査の構成】 １－京都府鉱工業指数用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「京都府鉱工業指数」調査翌々月

下旬に公表 （表章）都道府県 

【経費】 ６３千円 

※ 

【調査票名】 １－京都府鉱工業指数用調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月２４日 

【受理番号】 受理番号（新）２０９０１０ 受理番号（旧）２０６１２４ 

 【調査対象】 （地域）京都府内全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に

よる製造業を営む事業所のうち、要領で指定した品目を製造する事業所

及び要領で指定した品目の生産動態を集計する機関 （抽出枠）工業統

計調査名簿、中小企業団体名簿、商工業関係任意団体名簿 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）３７／１，０７３ （配布）郵送・オン

ライン・調査員 （取集）郵送・オンライン・電話による聞き取り （記

入）自計 （把握時）毎月末日 （系統）京都府→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）翌々月１０日 

 【調査事項】 １．月間生産高の数量及び金額、２．月間出荷高の数量及び金額、３．

月末在庫高の数量 

 



 - 191 -

（３）中止 

【調査名】 同和地区実態把握等調査（地区概況調査） 

【実施機関】 鳥取県総務部人権局同和対策課 

【目 的】 地域改善（同和）対策事業の効果測定，実態把握を行うことにより，今後の

同和行政の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－同和地区実態把握調査地区概況調査票（地区票） ２－同和地区実

態把握調査地区概況調査票（市町村票） 

【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」 （表

章）都道府県 

※ 

【調査票名】 １－同和地区実態把握調査地区概況調査票（地区票） 

【受理年月日】 平成２１年０２月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）３０９００２ 受理番号（旧）２０５０２５ 

 【調査対象】 （地域）鳥取県全域 （単位）世帯 （属性）地域改善対策特定事業に

係る国の財政上の特別措置に関する法律第２条第１項に規定する対象地

域（同和地区） 

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

計 （把握時）調査日現在 （系統）鳥取県→報告者（市町村） 

 【周期・期日】 （周期）不定期 

 【調査事項】 １．人口構造，２．混住率，３．生活保護需給状況，４．農林漁業共同

利用施設の運営状況，５．隣保館の運営状況，６．教育委員会、教育集

会所主催事業の実施状況，７．土地改良事業の整備状況，８．林道の整

備状況，９．農林業近代化施設の整備状況，１０．市町村道の整備状況，

１１．下水道の整備状況，１２．住宅地区改良事業又は小集落地区等改

良事業の整備状況，１３．建築基準法第３９条に基づく災害危険区域内

又は同法第４０条に基づくがけ条例に該当する住宅の数 

※ 

【調査票名】 ２－同和地区実態把握調査地区概況調査票（市町村票） 

【受理年月日】 平成２１年０２月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）３０９００２ 受理番号（旧）２０５０２５ 

 【調査対象】 （地域）鳥取県全域 （単位）同和地区 （属性）地域改善対策特定事

業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第２条第１項に規定する対

象地域（同和地区） 

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

計 （把握時）調査日現在 （系統）鳥取県→報告者（市町村） 

 【周期・期日】 （周期）不定期 
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 【調査事項】 １．対象地域数，２．人口構造，３．生活保護需給状況，４．農林漁業

共同利用施設の運営状況，５．隣保館の運営状況，６．土地改良事業の

整備状況，７．林道の整備状況，８．農林業近代化施設の整備状況，９．

市町村道の整備状況，１０．下水道の整備状況，１１．建築基準法第３

９条に基づく災害危険区域内又は同法第４０条に基づくがけ条例に該当

する住宅の数 
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【調査名】 同和地区実態把握等調査（生活実態調査） 

【実施機関】 鳥取県総務部人権局同和対策課 

【目 的】 地域改善（同和）対策事業の効果測定，実態把握を行うことにより，今後の同和

行政の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－同和地区実態把握等調査（生活実態調査票） 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「調査結果の概要」 (表彰)都道府県 

【経費】 

※ 

【調査票名】 １－同和地区実態把握等調査（生活実態調査票） 

【受理年月日】 平成２１年０２月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）３０９００２ 受理番号（旧）２０５０２６ 

【調査対象】 （地域）鳥取県全域 （単位）世帯 （属性）地域改善対策統計事業に係る国

の財政上の特別措置に関する法律第２条第１項に規定する対象地域（同和地

区）の同和関係世帯 （抽出枠）同和関係世帯主名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）６６００ （配布）調査員 （取集）調査員 （記

入）他計 （把握時）調査日現在 （系統）鳥取県→市町村→調査員→報告

者 

【周期・期日】 （周期）不定期 

  

【調査事項】 １．世帯員用（１）世帯主との続き柄，（２）．年齢，（３）．性別，（４）．配偶

者の有無及び出生地，（５）．年金の加入状況，（６）．健康の状況，（７）．身

体介護の状況（在宅の６歳以上の 人のみ），（８）．身体障害の状況，（９）．

就学の状況等，（１０）．識字，（１１）．免許・資格の保有状況等（１５歳以

上の人のみ），（１２）．就労の有無等（１５歳以上の人のみ），（１３）．就労

の状況，（１４）．就労の状況等，（１５）．被差別の状況，（１６）．結婚の状

況，２．世帯用，（１）．住居の状況，（２）．経済状況等，（３）．在宅福祉サ

ービスの状況，（４）．転出者の状況（３０歳未満の転出者のみ），（５）．事業

経営の状況，（６）．農業経営の状況，（７）．漁業経営の状況 
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【調査名】 同和問題に関する県民意識調査 

【実施機関】 鳥取県総務部人権局同和対策課 

【目 的】 県民の同和問題に関する意識を把握し，今後の啓発活動のための基礎資料を

得る。 

【調査の構成】 １－同和問題についての県民意識調査票 

【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」 （表

章）都道府県 

※ 

【調査票名】 １－同和問題についての県民意識調査票 

【受理年月日】 平成２１年０２月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）３０９００２ 受理番号（旧）１０００２７ 

 【調査対象】 （地域）鳥取県全域 （単位）個人 （属性）有権者（満２０歳以上の

成人男女） （抽出枠）選挙人名簿 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数） （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （系統）鳥取県→民間調査機関→報告者 

 【周期・期日】 （周期）不定期 

 【調査事項】 １．社会習慣，人権についての考え方，２．同和地区，同和問題などに

ついての考え方，３．啓発事業への参加状況，４．同和教育についての

意見，５．同和問題の解決に向けての意見 
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【調査名】 宍道湖・中海圏域交通実態調査 

【実施機関】 鳥取県生活環境部景観まちづくり課 

【目 的】 宍道湖・中海圏域の都市交通の実態を総合的に把握するため，都市圏の人の動き

について多面的に捉え，都市交通の基本的な特性を把握することにより，総合的な

都市交通施策の企画・立案の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－交通実態調査世帯票 ２－交通実態調査自動車票 ３－交通実態調査個

人票（平日・休日） 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （表章）市区町村 

※ 

【調査票名】 １－交通実態調査世帯票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）３０９００３ 受理番号（旧）１９９０６７ 

 【調査対象】 （地域）米子市，境港市，淀江町，西伯町，岸本町，日吉津村 （単位）個

人 （属性）地域内に居住する個人 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１６，０００／１８９，０００ （配布）

調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成１１年１０月１日

現在 （系統）鳥取県→民間調査機関→報告者 

 【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成１１年１０月から１１月の平日１日間 

 【調査事項】 各世帯員の個人属性（性別，年齢，続柄，職業，保有運転免許，自由に使え

る自動車等） 

※ 

【調査票名】 ２－交通実態調査自動車票 

【受理年月日】 平成２１年０２月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）３０９００３ 受理番号（旧）１９９０６７ 

 【調査対象】 （地域）米子市，境港市，淀江町，西伯町，岸本町，日吉津村 （単位）個

人 （属性）地域内に居住する個人 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１６，０００／１８９，０００ （配布）

調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成１１年１０月１日

現在 （系統）鳥取県→民間調査機関→報告者 

 【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成１１年１０月から１１月の平日１日間 

 【調査事項】 自動車保有状況（世帯における自動車等の保有台数，ナンバープレート，車

種，所有者，保管場所，主な運転者） 

※ 

【調査票名】 ３－交通実態調査個人票（平日・休日） 

【受理年月日】 平成２１年０２月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）３０９００３ 受理番号（旧）１９９０６７ 
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 【調査対象】 （地域）米子市，境港市，淀江町，西伯町，岸本町，日吉津村 （単位）個

人 （属性）地域内に居住する個人 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１６，０００／１８９，０００ （配布）

調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成１１年１０月１日

現在 （系統）鳥取県→民間調査機関→報告者 

 【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成１１年１０月から１１月の平日１日間 

 【調査事項】 １．出発地・到着地，出発時刻・到着時刻，２．目的，３．交通手段，所要

時間，出発地から到着地までの距離，４．自動車乗車人数，駐車場所等 
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５ 参   考 



承認統計調査の実施機関別・年次別承認件数（報告様式単位）(1)

昭和 平成

41～ 46～ 51～ 56～ 61～ ３～ ８～ 合計

45年 50年 55年 60年 H2年 ７年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年

(4) (4) (4) (4) (4) (16)

83 59 81 67 58 71 115 25 35 11 4 6 8 7 508

(3) (1) (4)

22 18 10 5 5 5 11 3 6 3 6 2 1 4 86

(3) (4) (4) (5) (4) (4) (20)

105 77 91 72 63 76 126 28 41 14 10 8 9 11 720

(1) (1) (2)

26 33 43 77 68 73 120 12 8 3 10 6 22 12 381

(1) (1)

8 7 31 52 55 110 197 33 30 14 23 15 26 15 404

(1) (1) (1) (2)

34 40 74 129 123 183 317 45 38 17 33 21 48 27 1102

2 2 0 0 0 1 1 6

(11) (3) (1)  (4) (4) (5) (4) (4) (32)

22 10 16 13 14 35 51 8 6 2 3 9 4 3 142

(1) (1)

1 1 2 1 5

(11) (3) (2) (4) (4) (5) (4) (4) (33)

23 11 18 13 15 35 51 8 6 2 3 9 4 3 198

(1) (1) (1) (1) (1) (5)

102 106 101 108 142 139 190 23 7 6 14 14 9 19 961

308 298 312 278 193 216 292 41 44 44 50 39 39 55 1862

5 2 7 10 3 4 1 1 1 1 30

3 2 12 2 2 2 4 1 15

(2) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (8)

380 355 321 358 299 355 403 70 41 66 90 46 58 64 2439

(2) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (8)

688 661 635 643 502 576 711 114 87 113 141 89 97 121 5057

(注)１．この表は、統計報告調整法により承認された統計報告を、調査票の様式単位で示したものである。

２．上段（　）は、他府省との共管調査で、その数は外数である。

小 計

厚
　
生
　
労
　
働
　
省

大 臣 官 房
統 計 情 報 部

社 会 保 険 庁

中 央 労 働
委 員 会

そ の 他

そ の 他

小 計

本 省

法 務 省

財
　
務
　
省

国 税 庁

小 計

年（月）

実施機関名

文 部 科 学 省

内
　
閣
　
府

総
　
務
　
省

経 済 社 会
総 合 研 究 所

そ の 他

小 計

統 計 局
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承認統計調査の実施機関別・年次別承認件数（報告様式単位）(2)

昭和 平成

41～ 46～ 51～ 56～ 61～ ３～ ８～

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) 　 (3)

384 425 435 374 379 330 346 90 53 37 56 70 25 11 2658

(2) (2) (1) (5)

102 71 77 72 54 79 110 17 17 29 6 17 15 1 556

82 49 25 18 14 7 4 2 3 3 4 207

3 4 3 5 5 8 1 1 1 1 2 26

(15) (21) (10) (20) (20) (4) (19) (2) (2) (1) (2) (2) (97)

143 182 226 154 80 91 117 25 24 13 17 14 43 23 1012

(15) (24) (10) (20) (20) (4) (19) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (105)

711 730 767 621 532 512 585 135 95 82 80 105 89 35 5044

(2) (6) (2) (2) (1) (1) (13)

209 157 128 119 106 67 125 5 26 2 27 24 25 37 895

11 1 7 11 27 4 10 10 60

(1) (3) (4) (2) (1) (11)

61 56 90 63 103 73 84 9 15 11 3 3 3 4 490

(17) (18) (23) (35) (32) (17) (31) (12) (3) (12) (3) (4) (3) (5) (179)

309 249 272 212 186 166 191 9 13 14 9 15 16 15 1470

(18) (20) (32) (41) (36) (18) (32) (12) (4) (12) (3) (4) (3) (5) (203)

579 462 490 394 395 306 411 24 61 38 66 46 54 66 2915

(30) (49) (22) (27) (9) (18) (1) (1) (139)

126 202 176 175 218 215 289 55 30 11 38 43 12 21 1301

(19) (35) (62) (25) (26) (23) (15) (1) (2) (193)

223 243 179 172 124 131 121 15 34 28 54 15 36 17 1254

(19) (65) (111) (47) (53) (32) (33) (1) (1) (1) (2) (332)

349 445 355 347 342 346 410 70 64 39 92 58 48 38 2555

(4) (12) (14) (11) (11) (9) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (59)

2 1 4 11 1 1 1 2 2 4 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

2591 2532 2533 2328 2118 2173 2814 449 400 312 440 353 361 320 16590

2621 2584 2617 2389 2179 2202 2866 457 405 325 448 362 369 332 16958

環 境 省

合
　
計

共
管
調
査

延 件 数

実 数
(1)

単 独 調 査
(2)

総 承 認 件 数

(1)＋(2)

国
土
交
通
省

総 合 政 策 局
情 報 管 理 部

そ の 他

小 計

経
　
済
　
産
　
業
　
省

経済産業政策局
調 査 統 計 部

資 源
エネルギー庁

中 小 企 業 庁

そ の 他

小 計

農
　
林
　
水
　
産
　
省

大 臣 官 房
統 計 部

総 合 食 料 局
（旧食糧庁）

林 野 庁

水 産 庁

そ の 他

小 計

年（月）

実施機関名
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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）

１２月

2

3

2

1

年（月）

実施機関名

平成20年

1

3

1

1

8

00 0 0

(4)

0 (4)

0 0 400 1 1

１4 3

1

総

務

省

統 計 局

小 計

そ の 他

8

12 0

11
(4)
3

1 0 0

1

(4)
3

1

1

内

閣

府

経 済 社 会
総合研究所

そ の 他

小 計

３ 月 ４ 月 ９ 月８ 月５ 月 ６ 月 ７ 月

２

財

務

省

本 省

国 税 庁

小 計

4

１9 7 1315

２1

1

1 1

法 務 省

社会保険庁

文 部 科 学 省

2

20

2 1 23

4

318

厚

生

労

働

省

大 臣 官 房
統計情報部

そ の 他

中 央 労 働
委 員 会

4 ３3 117 10 30 14小 計

備考

1

1

2

3

1

1

１１月１０月

2

2

2

平成21年
２ 月１ 月

１

１

1

2

３

1
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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）（2）

1

平成20年
１２月

4

７ 月

13

1

年（月）

実施機関名

合

計

共
管
調
査

延件数

実 数
（ ）(1)

単 独 調 査
(2)

(1)＋(2)
総承認件数

48 3347 8 1149 1218 6

49

35 15

48 3339 35 13 118 1216

8

4

22

2 3

1

2

2

1

8 3

2 1 1

1

環 境 省 2 1

農

林

水

産

省
経

済

産

業

省

経済産業政策局
調 査 統 計 部

資 源
エネルギー庁

中小企業庁

そ の 他

小 計

林 野 庁

そ の 他

総合食料局

水 産 庁

小 計 2

1

国

土

交

通

省

総合政策局 1

そ の 他 1

1

1

４

32

036

2

１ 月

11

大 臣 官 房
統 計 部

４ 月 ５ 月 ６ 月３ 月

1

3
(2)
6

1 6

7
(2)
6

0 1 6 3 2

1

3

1 2

0

(5)
3

1

8

(5)
3

8 1小 計

11 1

4

1 3

3

4

3

1

4

2

0 8 1

1

2

2

2

備考
１１月

1

１０月

2

９ 月８ 月

1

1

6

平成21年
２ 月

1

1

1

3

1

15

15
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昭和 平成

41～ 46～ 51～ 56～ 61～ ３～ ８～ 合　計

45年 50年 55年 60年 ２年 ７年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年

新 規 58 54 43 39 32 27 16 8 8 4 4 8 6 5 312

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 規 358 282 367 354 355 389 461 63 67 72 80 63 64 42 3017

変 更 329 299 199 140 177 210 306 29 74 62 54 87 35 59 2060

中 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

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 0 28

新 規 2 6 2 1 0 11

変 更 10 9 10 16 16 9 5 2 2 1 1 3 84

中 止 2 3 1 1 2 1 1 0 11

新 規 523 424 495 517 528 543 634 99 315 447 114 109 109 319 5176

変 更 539 445 363 313 342 412 546 78 121 90 98 133 67 104 3651

中 止 13 4 14 11 31 19 84 10 6 10 10 29 9 15 265

国

合
　
計

日
　
銀
　
等

市

都
道
府
県

届出統計調査の実施機関別・年次別受理件数

年（月）

実施機関名
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届出統計調査の実施機関別・月次別受理件数

175

1

６月 ７月 ８月

1

９月３月

1

2

1

都
道
府
県

新規

中止

国

新規

変更

中止

2 6

変更 7 4

73 2

6 1 2 72

1 1 2

2

変更 1 2

2

市

新規 7

中止

5

変更
日
銀
等

新規

2

25

7 2

3

2

6

2

3

1

中止

0 9 9 8

2

合
計

新規

変更 5

43中止 31 01 2

4 13 10

10

12

1

備考

6

6

32

年（月）

実施機関名

1

平成20年
１２月

4

１０月４月

12 5

５月

0

38

7

1

1

55

3

3

19

2

93 122

18

12799

34

１１月

1

7

1

2

178

7

1

平成21年
２月１月

3

1

2

101

2

101

3

‐204‐


