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子育て支援に関するアンケート（就学前児童保護者）
　
　
　子どもたちの遊び場など、釜石市をより良くしていくためのアンケートです。
　当てはまるものに、鉛筆か黒のボールペンでマークまたは記入してください。
　
　
(1) この調査票にご回答いただく方はどなたですか。お子さんから見た関係でお答えください。

父親 母親 その他（　　　　　　　）

　
(2) お住まいの地区をお選びください。

釜石地区 中妻地区 小佐野地区 甲子地区 鵜住居地区 栗橋地区

平田地区 唐丹地区 釜石市外（　　　　　　　　　　）

　
(3) お子さんの年齢（令和４年４月１日現在）について、当てはまるものを全てお選びください。

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳以上

　
(4) 家族の形態について、当てはまるものを一つお選びください。

母子・父子のみの世帯 両親と子どもからなる世帯 三世代世帯 その他の世帯

　
　
＜情報発信プロジェクトについて＞
　
(5) 釜石市の子育てに関する情報について、興味・関心はありますか。

ある ない

　
(6) 釜石市の子育て情報について、あてはまるものをお選びください。

　
一つずつマークしてください。

見る たまに見る あまり見ない 見ない

1 広報かまいし

2 釜石市ホームページ

3 釜石市LINE

4 子育て応援ガイドブック

　
(7) (7)で「見る」、「たまに見る」、「あまり見ない」と答えた方に質問です。子育て情報の満足度はどのくらいですか。

当てはまるものを一つお選びください。また、その理由もお聞かせください。

満足（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

やや満足（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

やや不満（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

不満（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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(8) (7)で「見ない」と答えた方にお聞きします。見ない理由をお聞かせください。

　
(9) 釜石市からの情報以外で、子育てに関する情報はどこから知りますか。

教育・保育施設 子育て支援センター 知人、友人から

釜石市の担当者から その他（　　　　　　　　）

　
◆「広報かまいし」についてお聞きします。
(10) 広報かまいし内に隔月で掲載している子育て情報「こどもはぐくみ通信」について知っていますか。

知っている 知らない

　
(11) 「こどもはぐくみ通信」など、子育て支援情報の内容は充実していますか。

充実している やや充実している あまり充実していない 充実していない

　
(12) 「はぐくみ通信」など、今後広報に掲載してほしい情報がありましたらお聞かせください。

　
◆「釜石市LINE」についてお聞きします。
　
(13) 「釜石市LINE」を知っていますか。

知っている 知らない

　
(14) 「釜石市LINE」に登録していますか。

登録している 登録していない

　
(15) 子育て情報の内容は充実していますか。

充実している やや充実している あまり充実していない 充実していない

　
(16) 子育て情報の配信回数については、どのように思いますか。

多い ちょうど良い 少ない

　
(17) 子育て支援の質問機能（チャットボット）は活用していますか。

活用している まあまあ活用している あまり活用していない 活用していない
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(18) 「釜石市LINE」の情報があって助かったというエピソードがあれば教えてください。

　
(19) 「釜石市LINE」で配信してほしい情報（質問機能も含む）があれば教えてください。

　
◆釜石市ホームページ（子育て支援情報）についてお聞きします。
　
(20) 知りたい情報がすぐに出てきますか。（検索しやすいですか。）

すぐ出てくる まあまあ出てくる あまり出てこない 出てこない

　
(21) 子育て情報の内容は充実していますか。

充実している やや充実している あまり充実していない 充実していない

　
(22) 特に充実している情報があれば教えてください。

　
(23) 不足している情報があれば教えてください。

　
(24) 掲載してほしい情報、知りたい情報があれば教えてください。

　
　
＜遊び場開拓プロジェクトについて＞
　
(25) お子さんの遊び場として、どこを利用しますか。

市内の公園 市内の公共施設（場所：　　　　　　　　　　）

子育て支援センター 釜石市外の公園（名称：　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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(26) 釜石市内には様々な公園がありますが、主にどの地区にある公園を利用していますか。よく利用する地区３つまでお選
びください。

釜石地区 中妻地区 小佐野地区 甲子地区

鵜住居地区 栗橋地区 平田地区 唐丹地区

　
(27) 主に利用する公園名を記入してください。（複数回答可）

　
(28) 市内の公園の満足度とその理由をお聞かせください。

満足（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

やや満足（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

普通（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

あまり満足していない（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

満足していない（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　
(29) 市外の公園は利用しますか。

よく利用する まあまあ利用する あまり利用しない 利用しない

　
(30) 市外の公園を利用する方にお聞きします。市外の公園を利用するのはなぜですか。理由をお聞かせください。

　
(31) 子どもを連れて外出した際に、何か困ったことはありましたか。あった場合は記入をお願いします。

　
(32) 子どもの遊び場として、市内にある公共施設等は活用していますか。

よく活用している まあまあ活用している あまり活用していない 活用していない

　
(33) 市内にある公共施設等を活用する場合、主にどの公共施設等を活用していますか。

　
(34) 子育て支援として、各施設等にこんなものがあったら良いなというものがあれば教えてください。
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◆「赤ちゃんの駅」についてお聞きします。
　
(35) 釜石市では、乳幼児を連れた方が、外出中におむつ替え等のために立ち寄ることができる場所を「赤ちゃんの駅」とし

て認定していますが、この事業を知っていますか。

知っている 知らない

　
(36) 「赤ちゃんの駅」のロゴマークを市内で目にしたことがありますか。

ある ない 分からない、忘れた

　
(37) 「赤ちゃんの駅」を利用したことがありますか。

ある ない

　
(38) 「赤ちゃんの駅」を利用したことがある方にお聞きします。利用したことがあるものを教えてください。

授乳できる場所の提供 おむつ替えの場所の提供 ミルク用のお湯の提供

　
◆「子育て支援センター」についてお聞きします。
　
(39) 市内には、５つの子育て支援センターがありますが、子育て支援センターを知っていますか。

知っている 知らない

　
(40) 市内の子育て支援センターを利用したことがありますか。

ある ない

　
(41) 子育て支援センターを利用したことがある方にお聞きします。利用した際の満足度を教えてください。

満足 やや満足 普通 やや不満

不満

　
(42) (41)の理由をお聞かせください。

　
　
＜子どもと家庭を守るプロジェクトについて＞
　
(43) 釜石市は、妊娠期から子育て期にわたる様々なニーズに対して、保健師などの専門スタッフが関係機関と連携し、妊婦

さんやご家族のサポートを行う「子育て世代包括支援センター」を設置していますが 知っていますか。

知っている 知らない

　
(44) 釜石市では、子ども家庭支援全般に係る相談対応、虐待情報の収集、要支援児童等への支援、関係機関との連絡調整を

行う「子ども家庭総合拠点」を整備する予定ですが、このような相談体制は必要だと思いますか。

必要だと思う あまり必要だと思わない 必要ない 分からない
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＜その他子育て支援について＞
　
(45) 家庭の緊急の事情や仕事の都合、育児に疲れた時など、家庭での保育が困難になり、一時的にお子さんを教育・保育施

設においてお預かりするサービスがありますが、知っていますか。

知っている 知らない

　
(46) 上記サービス（一時保育、一時預かり）を利用したことがありますか。

ある ない

　
(47) 釜石市では、幼稚園・保育所等に入所していない未就園児が一時預かりや病後児保育、ファミリー・サポート・セン

ターを利用する際に利用できる「ホッとカード」を交付していますが、知っていましたか。

知っている 知らない

　
(48) 「ホッとカード」を利用したことがありますか。

ある ない

　
(49) 家庭の緊急の事情や仕事の都合等で、病気の回復期にある子どもを自宅で保育できない場合、保育所に敷設された専用

スペースで、看護師・保育士等の専門スタッフが一時的に保育する「病後児保育室」があるのを知っていますか。

知っている 知らない

　
(50) 上記の「病後児保育室」は、ピッコロ子ども倶楽部桜木園内で実施していますが、今後利用したいと思いますか。（対

象者はおおむね１歳から小学校３年生までで、利用料があります。）

ぜひ利用したい 機会があれば利用したい あまり利用したいと思わな
い

今後も利用しない

　
(51) 保護者の急用や病気、きょうだいの学校行事などの際の子どもの預かり、休日出勤などにお子さんを預けるサービスと

して、「ファミリー・サポート・センター事業」を実施しています。支援したい会員（サポーター）と支援を受けたい
会員（ユーザー）が相互に子育て支援を行う仕組みのサービスです。このサービスを知っていますか。

知っている 知らない

　
(52) 今後、上記サービスを利用したいと思いますか。（対象者は乳幼児から小学校６年生までで、利用料は１時間あたり

500円です。）

ぜひ利用したい 機会があれば利用したい あまり利用したいと思わな
い

今後も利用しない

　
(53) 釜石市は、安心して子育てしやすいまちだと思いますか。

子育てしやすいまちだと思う 子育てしやすいまちだと思わない

どちらともいえない その他（　　　　　　　　　　　　）

　
(54) (53)の理由をお聞かせください。
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子育て支援に関するアンケート（教育・保育施設、児童館、学童育成クラブな
ど）
　
　
　子育てに関する情報発信など、釜石市の子育て支援についてより良くしていくためのアンケートです。
　当てはまるものに、鉛筆か黒のボールペンでマークまたは記入してください。
　
　
(1) 職場についてお聞きします。

認定こども園 保育所 小規模保育事業所 認可外保育施設

幼稚園 児童館 学童育成クラブ 子育て支援センター

　
＜情報発信プロジェクトについて＞
　
(2) 釜石市の子育て情報について、施設の運営上あてはまるものをお選びください。

　
一つずつマークしてください。

よく参考にする まあまあ参考にするあまり参考にしない 全く参考にしない

1 広報かまいし

2 釜石市ホームページ

3 釜石市LINE

4 子育て応援ガイドブック

　
(3) (2)で「よく参考にする」、「まあまあ参考にする」、「あまり参考にしない」と答えた方に質問です。子育て情報の満

足度はどのくらいですか。その理由もお聞かせください。

満足（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

やや満足（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

やや不満（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

不満（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　
(4) (2)で「全く参考にしない」と答えた方にお聞きします。参考にしない理由をお聞かせください。

　
(5) 釜石市からの情報以外で、子育てに関する情報はどこから知りますか。

教育・保育施設 子育て支援センター 児童館

学童育成クラブ 知人、友人から 釜石市の担当者から

医療機関 その他（　　　　　　　　）
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(6) 子育てに関する情報について、保護者等へ情報提供していますか。

情報提供している 情報提供していない

　
◆「広報かまいし」についてお聞きします。
　
(7) 広報かまいし内に隔月で掲載している子育て情報「こどもはぐくみ通信」について知っていますか。

知っている 知らない

　
(8) 「こどもはぐくみ通信」など、子育て支援情報の内容は充実していますか。

充実している やや充実している あまり充実していない 充実していない

　
(9) 「はぐくみ通信」など、今後広報に掲載してほしい情報がありましたらお聞かせください。

　
◆「釜石市LINE」についてお聞きします。
　
(10) 「釜石市LINE」を知っていますか。

知っている 知らない

　
(11) 「釜石市LINE」について、施設の職員は登録していますか。

全員登録している おおかた登録している あまり登録していない 把握していない

　
　※以下(12)～(16)の質問は、登録している職員が多数いる施設にお聞きします。（職員から聞き取り等をして
お答えください。）
　
(12) 子育て情報の内容は充実していますか。

充実している やや充実している あまり充実していない 充実していない

　
(13) 子育て情報の配信回数については、どのように思いますか。

多い ちょうど良い 少ない

　
(14) 子育て支援の質問機能（チャットボット）は活用していますか。

活用している まあまあ活用している あまり活用していない 活用していない

　
(15) 「釜石市LINE」の情報があって助かったというエピソードがあれば教えてください。

　
(16) 「釜石市LINE」で配信してほしい情報（質問機能も含む）があれば教えてください。
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◆釜石市ホームページ（子育て支援情報）についてお聞きします。
　
(17) 知りたい情報がすぐに出てきますか。（検索しやすいですか。）

すぐ出てくる まあまあ出てくる あまり出てこない 出てこない

　
(18) 子育て・教育情報の内容は充実していますか。

充実している やや充実している あまり充実していない 充実していない

　
(19) 特に充実している情報があれば教えてください。

　
(20) 不足している情報があれば教えてください。

　
(21) 掲載してほしい情報、知りたい情報があれば教えてください。

　
＜遊び場開拓プロジェクトについて＞
　
(22) 施設に通う園児の遊び場として、市内の公園を利用していますか。

活用している 活用していない

　
(23) 釜石市内には様々な公園がありますが、主にどこの公園を利用していますか。公園名を教えてください。

　
(24) 市内の公園の満足度とその理由をお聞かせください。

満足（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

やや満足（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

普通（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

あまり満足していない（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

不満（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　
(25) 市内の公園について、安全安心に利用できるように整備と管理（遊具点検、花壇管理、見回り等）は行き届いています

か。

十分に行き届いている まあまあ行き届いている あまり行き届いていない 全く行き届いていない

　
(26) 市内の公園にこんなものがあったら良いなと思うものがあれば教えてください。
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(27) 既存の市内の公共施設を活用した園外活動は実施していますか。

実施している 実施していない

　
(28) 園外の活動場所として、主にどのような場所を活用していますか。

　
(29) 市内の公共施設の利用満足度とその理由をお聞かせください。

満足（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

やや満足（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

普通（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

あまり満足していない（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

不満（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　
(30) 今後、園外活動の場所として利用したい場所があれば教えてください。

　
(31) 釜石市では、乳幼児を連れた方が、外出中におむつ替え等のために立ち寄ることができる場所を「赤ちゃんの駅」とし

て認定していますが、この事業を知っていますか。

知っている 知らない

　
(32) 子育て関連で、各公共施設等でこんなのものがあったら良いなと思うものがあれば教えてください。

　
＜子どもと家庭を守るプロジェクトについて＞
　
(33) 釜石市は、妊娠期から子育て期にわたる様々なニーズに対して、保健師などの専門スタッフが関係機関と連携し、妊婦

さんやご家族のサポートを行う「子育て世代包括支援センター」を設置していますが 知っていますか。

知っている 知らない

　
(34) 釜石市では、子ども家庭支援全般に係る相談対応、虐待情報の収集、要支援児童等への支援、関係機関との連絡調整を

行う「子ども家庭総合拠点」を整備する予定ですが、このような相談体制は必要だと思いますか。

必要だと思う あまり必要だと思わない 必要ない 分からない

　
(35) 保護者からの相談について、職場内で情報共有などを行っていますか。

行っている 行っていない

　
(36) 児童虐待や貧困が疑われる家庭について、相談内容によっては子ども課や関係機関等へ連絡し、情報共有等を行ったこ

とがありますか。

行ったことがある 行ったことがない 今までそういう事例がない
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子育て支援に関するアンケート（ＬＩＮＥ用） 

 

1.性別について 

 ・男性  ・女性  ・その他  

 

２.お住まいの地区について 

 ・釜石地区  ・中妻地区  ・小佐野地区  ・甲子地区  ・鵜住居地区 

 ・栗橋地区  ・平田地区  ・唐丹地区  ・岩手県内  ・岩手県外 

 

３.年代ついて 

 ・10代 ・20代 ・30代  40代 ・50代 ・60代 ・70代以上 

   

4.既婚・未婚について 

 ・既婚  ・未婚  ・その他（離別等） ・未回答 

 

5.お子さんの人数について 

 ・０人 ・1人 ・2人 ・3人 ・4人 ・5人以上  

 

6.世帯構成について  

 ・一人 ・夫婦のみ ・二世帯家族（子どもと同居） ・二世帯家族（親と同居） 

 ・三世代以上 ・その他 

 

＜情報発信プロジェクトについて＞ 

7.釜石市の子育てに関する情報については興味・関心はありますか 

 ・ある   ・少しある ・あまりない  ・全くない 

 

8.「広報かまいし」に掲載している子育て情報は見ますか。 

 ・見る  ・たまに見る  ・あまり見ない  ・見ない 

 

9．釜石市ホームページに掲載している子育て情報は見ますか。 

 ・見る  ・たまに見る  ・あまり見ない  ・見ない 

 

10.「かまいし子育て応援ガイドブック」は見ますか 

 ・見る  ・たまに見る  ・あまり見ない  ・見ない 
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11.釜石市 LINE（子育て情報）の配信回数については、どのように思いますか。 

  ・多い  ・ちょうどいい  ・少ない 

 

12.釜石市 LINE（子育て情報）の内容は充実していますか。 

  ・充実している  ・まあまあ充実している  ・あまり充実していない 

  ・充実していない 

 

13.子育て関連情報の LINEの質問機能（チャットボット）は活用していますか 

  ・活用している   ・活用していない 

 

14.13 で「活用している」と答えた方にお聞きします。質問機能（チャットボット）は充

実していますか 

  ・充実している  ・まあまあ充実している  ・あまり充実していない 

  ・充実していない 

 

15.LINE の子育て情報の配信があって助かったというエピソードがあったら教えてくださ

い。 

  （自由回答） 

 

16.子育てに関する情報で、LINE で配信してほしい情報（質問機能も含む）があれば教え

てください 

 （自由回答） 
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小学校1～3年生

あそびばにかんするアンケート（しょうがっこう１～３ねんせい）
　
　みなさんのあそびばを、もっとよくしていくためのアンケートです。
　あてはまるものに、くろのマーカーなどで、ていねいにぬりつぶしてください。
　
(1) あなたはなんねんせいですか。

１ねんせい ２ねんせい ３ねんせい

(2) あなたがかようがっこうはどこですか。

かまいししょうがっこう ふたばしょうがっこう はくさんしょうがっこう へいたしょうがっこう

こさのしょうがっこう かっししょうがっこう うのすまいしょうがっこう くりばやししょうがっこう

とうにしょうがっこう

　
(3) ちかくであそぶばしょはどこですか。３ついないでマークしてください。

こうえんやひろば がっこうのこうていやうんどうじょ
う

たいいくかん

じぶんのいえ じどうかんやがくどう こうみんかん

ほうかごこどもきょうしつ コンビニやきんじょのおみせ としょかん

うみ、やま、かわなどのしぜん とくにない、わからない そのた（　　　　　　　）

　
(4) (3)でマークしたあそぶばしょでは、なにをしてあそびますか。３ついないでマークしてください。

おにごっこやかくれんぼ ゆうぐなどであそぶ スポーツ ゲーム

べんきょう ほんをよむ たべる かいもの

しぜんにあるものであそぶ そのた（　　　　　　）

(5) あそぶときはだれとあそびますか。（いちばんおおくあそぶひとにマークしてください。）

ひとり ともだち かぞく かぞくいがいのおとな

　
(6) ちかくのこうえんであそぶときは、どこのこうえんであそびますか。よくあそぶこうえんをかいてください。（いくつ

でもかいてください。）

(7) ちかくのこうえんであそぶことはたのしいですか。

とてもたのしい まあまあたのしい あまりたのしくない たのしくない

(8) こうえんに、こんなものがあったらいいなとおもうものがあればかいてください。

(9) がっこうがやすみのとき、かぞくであそびにでかけるときはどこにでかけますか。（３ついないでマークしてくださ
い。）

こうえん プール アスレチックじょう としょかん

ゲームセンター えいがかん たいいくかん スポーツしせつ

れきしかんやしりょうかん おんがくしせつ かんこうしせつ キャンプなどのやがいかつ
どう

ショッピングセンター たべものやさん でかけない そのた（　　　　　　　）
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小学校4～6年生

あそび場にかんするアンケート（小学校４～６年生）
　
　みなさんのあそび場を、もっとよくしていくためのアンケートです。
　あてはまるものに、黒のマーカーなどで、ていねいにぬりつぶしてください。
　
(1) あなたは何年生ですか。

４年生 ５年生 ６年生

(2) あなたがかよう学校はどこですか。

釜石小学校 双葉小学校 白山小学校 平田小学校 小佐野小学校

甲子小学校 鵜住居小学校 栗林小学校 唐丹小学校

　
(3) ちかくであそぶばしょはどこですか。３ついないでマークしてください。

公園（こうえん）やひろば 学校のこうていやうんどう場 たいいくかん

じぶんの家 じどうかんやがくどう こうみんかん

ほうかご子どもきょうしつ コンビニやきんじょのお店 としょかん

海、山、川などのしぜん とくにない、わからない そのた（　　　　　　　）

　
(4) (3)でマークしたあそぶばしょでは、なにをしてあそびますか。３ついないでマークしてください。

おにごっこやかくれんぼ ゆうぐなどであそぶ スポーツ ゲーム

べんきょう 本をよむ たべる かいもの

しぜんにあるものであそぶ そのた（　　　　　　）

　
(5) あそぶときはだれとあそびますか。（いちばん多くあそぶ人にマークしてください。）

ひとり ともだち かぞく かぞくいがいのおとな

　
(6) ちかくの公園であそぶときは、どこの公園であそびますか。よくあそぶ公園をかいてください。（いくつでもかいてく

ださい。）

(7) ちかくの公園であそぶことは楽しいですか。

とても楽しい まあまあ楽しい あまり楽しくない 楽しくない

(8) 公園に、こんなものがあったらいいなと思うものがあればかいてください。

　
(9) 学校が休みのとき、かぞくであそびに出かけるときはどこに出かけますか。（３ついないでマークしてください。）

公園 プール アスレチックじょう としょかん

ゲームセンター えいがかん たいいくかん スポーツしせつ

れきしかんやしりょうかん おんがくしせつ かんこうしせつ キャンプなどのやがいかつ
どう

ショッピングセンター たべものやさん でかけない そのた（　　　　　　　）
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中学生アンケート

遊び場等に関するアンケート（中学生）
　
　みなさんの遊び場について、より良くしていくためのアンケートです。
　当てはまるものに、鉛筆か黒のボールペンで、ていねいにマークしてください。
　書くところは、鉛筆か黒のボールペンで書いてください。
　
(1) あなたは何年生ですか。

１年生 ２年生 ３年生

(2) あなたのお住まいの地域をおしえてください。

釜石地区 中妻地区 小佐野地区 甲子地区 鵜住居地区 栗橋地区

平田地区 唐丹地区 釜石市外（　　　　　　　　　　）

　
(3) 釜石市内において遊ぶ場所（活動場所）はどこですか。主にあてはまるもの３つにマークしてください。）

公園や広場 学校の校庭や運動場 体育館 自分の家

友達の家 運動施設 公民館や児童館 体育施設

文化施設 コンビニや近所のお店 自然（海、山、川など） その他（　　　　　　）

特にない

(4) (3)でマークした遊ぶ場所では、何をして遊びますか。（何の活動をしますか。）

勉強 読書 ゲーム 会話 スポーツ

食事 買い物 野外活動 その他（　　　　
　　）

(5) 釜石市内の公園で遊びますか。

よく遊ぶ まあまあ遊ぶ あまり遊ばない 遊ばない

(6) 釜石市内にある公園の利用について、満足していますか。

とても満足している まあまあ満足している あまり満足していない 満足していない

(7) 主にどこの公園を利用していますか。

(8) 釜石市内の公園にあったらいいなと思うものがあれば教えてください。

　
(9) 小学生・中学生・高校生が集まれるような場所がとしてあったらいいな思う遊び場や施設は何ですか。（当てはまるも

の全てにマークしてください。）

公園や広場 体育館 運動施設

図書館 公民館 遊び道具があって自由に遊べる施設

海や川など自然とふれあうことがで
きる場

動物とふれあうことができる場 雨の日でも遊べる場

物作りや料理ができる施設 ダンスや演劇、楽器を演奏できる施
設

インターネットが使える施設

静かに宿題、勉強ができる場 大人が遊びや勉強を教えてくれる場 子どもの意見が言える場

ごはんをみんなで食べる場所 悩みの相談ができる場所 自由に使える友達とのたまり場

その他（　　　　　　　　　　　） 特にない
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高校生アンケート

情報発信・遊び場等に関するアンケート（高校生）
　
　皆さんの遊び場など、釜石市をより良くしていくためのアンケートです。
　当てはまるものに、鉛筆か黒のボールペンで、丁寧にマークしてください。
　記入するところについても、鉛筆か黒のボールペンで記入してください。
　
(1) あなたは何年生ですか。

１年生 ２年生 ３年生

　
(2) あなたはの性別を教えてください。

男子 女子 その他

　
(3) あなたのお住まいの地区を教えてください。

釜石地区 中妻地区 小佐野地区 甲子地区 鵜住居地区 栗橋地区

平田地区 唐丹地区 釜石市外（　　　　　　　　　　）

　
　
＜情報発信プロジェクトについて＞
　
(4) 自分専用のものはありますか。（当てはまるもの全てに記入してください。）

携帯電話 スマートフォン パソコン タブレット端末

ゲーム機 テレビ その他（　　　　　　） 持っていない

　
(5) (4)で持っている人におききします。インターネットを使って何を利用していますか。（当てはまるもの全てに記入して

ください。）

電話 メール（LINE） SNS（Twitter、Facebook、ｲﾝｽﾀｸﾞﾗﾑ、Tiktok）

音楽や動画 オンラインゲーム ネットショッピング

　
(6) (5)の回答で利用しているものは、1日何時間利用していますか。

30分以内 1時間以内 2時間以内 2時間以上

　
(7) 釜石市の下記の情報について見たことがありますか。（見たことがあるもの全てに記入してください。）

広報かまいし 釜石市ホームページ 釜石市ＬＩＮＥ

　
(8) 釜石市のことで知りたいと思う情報は何ですか。
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＜遊び場開拓プロジェクトについて＞
　
(9) 釜石市内において遊ぶ場所（集まる場所）はどこですか。当てはまるものに３つまでマークしてください。

公園や広場 学校 体育館 自分の家

友達の家 運動施設 公民館 児童館

ゲームセンター ショッピングセンター 文化施設 コンビニや近所のお店

自然（海・山・川など） 図書館 カラオケ その他（　　　　　）

特にない

　
(10) (9)で選択した場所で何をしますか。（何の活動をしますか。）

勉強 読書 ゲーム 会話 スポーツ

食事 買い物 野外活動 その他（　　　　）

　
(11) 釜石市内の公園で遊びますか。

よく遊ぶ まあまあ遊ぶ あまり遊ばない 遊ばない

　
(12) 市内の公園で遊ぶ方にお聞きします。公園の利用については満足していますか。

とても満足している まあまあ満足している あまり満足してないない 満足していない

　
(13) 市内の公園は、主にどこの公園を利用していますか。よく利用する公園を記入してください。いくつでも記入してくだ

さい。

　
(14) 公園にあったらいいなと思うものがあれば記入してください。

　
(15) 児童館とは、0歳から18歳まで利用できる施設で専門の職員を配置して、子どもたちの遊びを通じた健全育成を支援し

ている場所です。市内には児童館が４つありますが、児童館があることを知っていますか。

知っている 知らない

　
(16) 市内において、児童館以外に小学生・中学生・高校生が集まれる場所があればいいと思いますか。

絶対に必要だ あればいいと思う なくても困らない いらない
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高校生アンケート

　
(17) 小学生・中学生・高校生が集まれるような場所としてあったらいいな思う遊び場や施設は何ですか。当てはまるもの全

てにマークしてください。

公園や広場 体育館 運動施設

図書館 公民館 遊び道具があって自由に遊べる施設

海や川など自然とふれあうことがで
きる場

動物とふれあうことができる場 雨の日でも遊べる場

物作りや料理ができる施設 ダンスや演劇、楽器を演奏できる施
設

インターネットが使える施設

静かに宿題、勉強ができる場 大人が遊びや勉強を教えてくれる場 子どもの意見が言える場

ごはんをみんなで食べる場所 悩みの相談ができる場所 自由に使える友達とのたまり場

その他（　　　　　　　　　　　） 特にない

　
　
＜不安や悩みについて＞
　
(18) あなたが最近、悩んだり心配しているのは、どのようなことについてですか。（当てはまるもの全てに記入してくださ

い。）

自分の健康のこと 外見や体形のこと 自分の性格やくせのこと 体力や運動能力のこと

勉強のこと 将来や進路のこと クラブ活動や部活動のこと いじめのこと

家族のこと 学校の先生のこと 同性の友達のこと 異性の友達のこと

その他（　　　　　　　） 悩んだり心配なことはない

　
(19) あなたは、悩みや心配ごとを誰に相談しますか。（当てはまるもの全てにマークしてください。）

父 母 祖父母 友人

親戚 学校の先生 近所の人 クラブ活動や部活動の先生

インターネットや携帯電話
で知り合った人

その他（　　　　　　） 相談できる人がいない 誰にも相談しない

相談しなくてもいい


