長岡市 中学生・高校生用

中学生・高校生用
長岡市子育て・育ち“あい”プラン
策定のための意識調査票
中学生・高校生の皆さんへ

調査のお願い
学校や家庭生活等で充実した日々を送っておられることと思います。
さて、本市では、子どもの健やかな成長と子育て家庭への支援を推進するため、平
成 27 年度に「長岡市子育て・育ち“あい”プラン」を策定し、計画的な取り組みを実
施しています。来年度、この計画が最終年度を迎えることから、現行計画の見直しを
行い、次期計画を策定いたします。
計画策定にあたっては中学生・高校生の皆さんの声を反映し、より長岡市の実態に
合った計画とするために、皆さんに意識調査をお願いすることにいたしましたので、
どうかご協力くださるようお願いいたします。
平成 30 年●月
長岡市教育委員会

回答期限 ●月●日（●）まで
【 調査に関する問い合わせ先 】

長岡市教育委員会子ども未来部
子ども家庭課子育て支援係
電話：0258-39-2300 電話受付時間（平日 8：30－17：15）
FAX ：0258-39-2605
Mail：kodomo@city.nagaoka.lg.jp
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○アンケート調査について○
・この調査は、市内にお住まいの中高生の皆さんを各学校のクラス単位で抽
出し、ご協力をお願いするものです。
・ご回答いただいた内容は、子ども・子育て支援施策の検討のみに利用させ
ていただき、それ以外の目的には利用いたしません。また、学校の先生が
回答を見ることもありません。
・調査は無記名のため、個人が特定されることは決してありません。また、ご
回答いただいた内容は、実際の施設やサービスの利用の可否などには一切影
響ありません。

調査票のご記入にあたってのお願い
1.

あなたについてお聞きしますので、ご家族に相談せずにあなたの考えをご記
入ください。

2.

お父さんまたはお母さんがいない場合は、お父さんまたはお母さんについて
の質問には答える必要がありません。

3.

ご記入は、鉛筆または黒のボールペンでお願いします。

4.

お答えは調査票の該当する項目の番号を○印で囲んでください。
また、

には数字をご記入ください。

時間は、24 時間制（例：午後 8 時→20 時）でご記入ください。
5.

この調査票及び返信用封筒には、お名前を記入していただく必要はありません。

6.

調査票の記入が終わりましたら、

●月●日（●）までに以下の方法

でご提出ください。
○中学生の方

…

同封の返信用封筒に入れて封をし、担任の先生に提出

○高校生の方

…

同封の返信用封筒に入れて封をし、郵送にて提出
（切手は不要です）
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●
問１

あなた自身についておたずねします
あなたは何年生ですか。（○は 1 つ）
1. 中学１年生
2. 中学 2 年生
3. 中学 3 年生

問２

現在住んでいる地域はどちらですか。（○は 1 つ）
1.
2.
3.
4.

●
問３

4. 高校 1 年生
5. 高校 2 年生
6. 高校 3 年生

長岡地域
中之島地域
越路地域
三島地域

5.
6.
7.
8.

あなたは、家で手伝いをしますか。（○は１つ）
2. 時々手伝う

3. 手伝わない

問 4 で「1.」「2.」（手伝う）を選んだ方へおたずねします。
どんなことを手伝いますか｡（○は主なものを２つまで）
1.
2.
3.
4.

問５

9. 栃尾地域
10. 与板地域
11. 川口地域
12. 市外

あなたの日常生活についておたずねします

1. ほとんど毎日手伝う

問４

山古志地域
小国地域
和島地域
寺泊地域

食事の準備や後片付け
掃除
洗濯
介護

5.
6.
7.
8.

兄弟姉妹などの世話
買い物
家業を手伝う
その他（

平日の帰宅時間は何時頃ですか。（○は１つ）
1. 15 時以前
2. 15 時～17 時
3. 17 時～19 時

4. 19 時～21 時
5. 21 時以降
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問６

あなたは放課後どこにいることが多いですか。（○は主なものを 3 つまで）
1. 自宅
2. 友だちの家
3. 学校（部活動を含む）
4. ゲームセンター・カラオケ店
5. ファミリーレストラン・ファーストフード店
6. 大型ショッピングセンターや駅前等のショッピングできる場所
7. アオーレ、まちキャン、トモシアなどまちなかの公共施設
8. 図書館・児童館等の公共施設
9. 公園・広場
10. 学習塾・予備校
11. 学習塾以外の習い事
12. アルバイト先
13. その他（
）

問７

あなたは土日・祝日どこにいることが多いですか。
（○は主なものを３つまで）
1. 自宅
2. 友だちの家
3. 学校（部活動を含む）
4. ゲームセンター・カラオケ店
5. ファミリーレストラン・ファーストフード店
6. 大型ショッピングセンターや駅前等のショッピングできる場所
7. アオーレ、まちキャン、トモシアなどまちなかの公共施設
8. 図書館・児童館等の公共施設
9. 公園・広場
10. 学習塾・予備校
11. 学習塾以外の習い事
12. アルバイト先
13. その他（
）

問８

問 6、問 7 で「11.」（アルバイト先）と答えた方にお聞きします。
アルバイトで得た収入の使い道は何ですか。（○は１つ）
1. 家計など家族の生活費
2. 衣服や飲食費など自分の生活費
3. 貯蓄
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4. 進学費用
5. その他（

）
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問９

放課後や休日を過ごすにはどういう場所やサービスがあればよいと思います
か。（○は主なものを３つまで）
1. 一人でゆっくりと過ごせる場所
2. 読書や勉強ができる場所
3. 無料で勉強を教えてくれる場所
4. 仲の良い友だちと気軽におしゃべりできる場所
5. 友だちとダンスや音楽等の趣味を楽しめる場所
6. 体育館や運動場、スポーツジム等のスポーツができる場所
7. 学校以外の同年齢の仲間と交流し、友達になれる場所
8. 地域のいろいろな年代の人と交流できる場所
9. 悩みなどを話せたり、相談できる場所
10. 様々なボランティア活動や職業体験ができる場所
11. その他（
12. 必要ない

●

）

あなたのお考えや意識についていろいろとおたずねします

問１０

最近、よく考えることや困っていることはありますか。
（○は主なものを 3 つまで）
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

問１１

友人（異性）関係
将来（進路）について
勉強、成績、受験について
学校、先生について
遊びについて
部活動について
性について
人生、生活について

9. お金のことについて
10. 家族、きょうだいについて
11. 社会の出来事などについて
12. インターネット上の人間関係につ
いて
13. その他（
）
14. 特にない

あなたは、悩みや不安を誰に相談しますか。（○はいくつでも）
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

父親
母親
祖父母
兄弟姉妹
親戚
友人
学校の先生
習い事や塾の先生

9. 教育センター
10. 健康センター
11. 青少年育成センター
12. インターネットを利用した相談サ
ービス
13. 民間の電話相談
14. 相談しない
15. その他（
）
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問１２

問 11 で「14.」（相談しない）と答えた方にお聞きします。
→それ以外の方は問 14 へ
相談しないのはなぜですか。（○は１つ）
1. 特に悩みや不安は無いから
2. ひとりで解決できるから
3. そのうち解決するだろうから
4. 他人には理解してもらえないと思うから
5. 他人に知られるのがいやだから
6. 相談するのか恥ずかしいから
7. 相談するのが面倒だから
8. どこに相談したらよいかわからないから
9. 相談したい場所がないから
10. その他（

問１３

）

問 12 で「9.」（相談したい場所がない）と答えた方にお聞きします。
どのような所だったら、相談しやすいと思いますか。（○は３つまで）
1. 匿名で相談できる
2. 個別の相談室で安心して話ができる
3. オープンな場所や窓口で気軽に相談できる
4. 予約制できっちり話ができる（希望する予約方法：
5. 予約なしで相談ができる
6. 電話で相談できる
7. 直接会って相談できる
8. メールで相談できる
9. LINE等のメッセージアプリで相談できる
10. 放課後に相談できる（希望する時間帯：
11. 土日に相談できる（希望する曜日と時間帯：
12. 公共交通機関が充実した駅周辺にある
13. その他（
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●

未来のあなたについておたずねします

問１４

あなたは、自分の人生における仕事や家庭を持つ・持たないなどの将来を
思い描くことがありますか。（○は１つ）
1. ある
2. 多少ある

問１５

問 14 で「1.」「2.」「3.」（ない以外）と答えた方にお聞きします。
将来のあなたを思い浮かべたとき、次のどれに最も近いと思いますか｡
「4.」
（子どもがいる）と思う場合は人数をご記入ください。
（○は１つ）
1.
2.
3.
4.
5.

問１６

3. あまりない
4. ない

独身で今の家族と一緒に暮らしている
独立してひとり暮らしをしている
結婚しているが、子どもはいない
結婚して子どもがいる
わからない

人

問 15 で「4.」（子どもがいる）と答えた方にお聞きします。
あなたは、将来どんな家庭を作りたいですか｡（○は１つ）
1. 夫も妻も働いて、一緒に家事や育児をする家庭
2. 子どもが小さいときだけどちらか一方が家にいて、子どもが大きくなっ
たら夫も妻も働いて、一緒に家事や育児をする家庭
3. 夫が働いて、妻が家事や育児をする家庭
4. 妻が働いて、夫が家事や育児をする家庭
5. 特に考えたことはない

問１７

将来つきたい職業は何ですか。
（○は１つ）
1. 公務員
2. 会社員
3. 教師・教員
4. 保育士・幼稚園教諭
5. 医者
6. 看護師
7. プロスポーツ選手
8. ＩＴエンジニア・プログラマー
9. 学者・研究者
10. 社長などの会社経営者・起業家
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11. カウンセラー・臨床心理士
12. デザイナー
13. ゲームクリエイター
14. 歌手・俳優・声優などの芸能人
15. 漫画家・イラストレーター
16. 作家・ライター
17. 運転手・パイロット
18. マスコミ関係
19. YOUTUBERなどの動画投稿者
20. その他（
）
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問１８

将来長岡市で就職したいと思いますか。
（○は１つ）
1. 長岡市で就職したい
2. 長岡市外で就職したい
3. わからない

●

成人式についておたずねします

長岡市の成人式は現在、満年齢２０歳のときに地域ごとに実施していますが、
２０２２年から成人年齢が２０歳から１８歳に引き下げられることを踏まえてお
答えください。
問１９

成人式は、いつ開催するのがよいですか。（○は１つ）
1. 成人したとき（現在は 20 歳、2022 年以降は 18 歳）
2. 20 歳になったとき（「二十歳の集い」（仮称）として）
3. 開催しなくてよい

※成人年齢が１８歳になっても、飲酒、喫煙等については２０歳になるまで法律
で禁じられています。

問２０

成人式は、どのように開催するのがよいですか。（○は１つ）
1.
2.
3.
4.
5.

市内１か所でゴールデンウィークに
市内１か所でお盆に
地域ごとにゴールデンウィークに
地域ごとにお盆に
現在の開催方法（地域ごとにゴールデンウィーク（5/3･･･長岡、越路、
栃尾、川口、小国）またはお盆（8/14･･･山古志、8/15･･･与板、中之
島、和島、三島、寺泊）に開催）
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● 市に対し、「長岡市がこんなまちになったらいいな」など、市の施策に関するご
意見やご要望がありましたら自由にご記入ください。

調査にご協力いただき、大変ありがとうございました。
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