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早稲田大学人間科学部人間基礎科学科 4 年

村上知佳

1992 年に育児休業法が施行され、男も女も育児休暇を取得できるようになりました。しかし、日本ではま
だまだ男性の家事時間は非常に短く、仕事の時間を削ってまで家事・育児をしようという男性はごく僅かしか
いないといえるでしょう。このアンケートでは、そんな中で積極的に家事・育児に取り組む男性のいる家庭で
は、夫婦がどのように協力し合い家事・育児に取り組んでいるのか、また、夫婦がお互いに、自分達の家事・
育児にどのような思いや考えを抱いているのかを調査することで、男性も家事・育児に積極的に参加する家庭
の全体的な家事・育児を捉えることを目的としています。
尚、お答えいただきましたアンケートは厳重に管理し、個人情報が公開されたり、目的以外に使用されるこ
とはありません。
＜回答方法＞
・ このアンケートは「
「夫用」
夫用」ですので、夫ご本人がお答えください。
・ お子さんが 2 人以上いらっしゃる方も、
、
現在小学校に
現在小学校に入学以前のお
入学以前のお子様
のお子様の
子様の育児についてお答えください。
育児
・ 回答は全て記述方式です。各設問の下、または（カッコ）の中にカーソルを合わせ、あなたの考えを自
由に、好きなだけ記入してください。回答に字数の制限はありません。
・ このアンケート調査に正しい答えなどありません。あなたの思うこと、考えることをありのままにお答
えください。
・ メールによる調査のため、やり取りが上手くいかないことも考えられますので、必
必ずご回答
ずご回答いただいた
回答いただいた
内容を
内容を保存しておいてください
保存しておいてください。
しておいてください。
・ ご回答いただいたアンケートは、○
○月△日(□
□)までに、下記のアドレスへご返信していただくよう、よ
ろしくお願いいたします。
・ また、このアンケートに関するお問い合わせも、下記のアドレスまでお願いいたします。
E-mail : ××××@××××××
それでは、以下のアンケートにご協力お願いいたします。

全ての質問に対し、あくまでも夫としての視点から、正直にお答えください。
【問 1】あなたが現在同居されている家族を、以下の例のような続柄と年齢でお答えください。
（ex. 自分 30 歳、妻 30 歳、長女 7 歳、長男 4 歳）
【問 2】現在、あなたの家庭では夫婦でどのように家事を協力し合っていますか？あなたはどんな家事をし、
妻はどんな家事をしているのかという分担や共同の様子、状況により分担や共同が違う場合は、ど
んな時に誰がどのような家事をするのかということも含めて、詳しく教えてください。
【問 3】「問 2」でお答えいただいたあなたがしている家事の中で、あなたの得意なものと苦手なものは何
ですか？その理由についてもそれぞれお答えください。
（複数回答可）
得意なもの （
その理由

）

苦手なもの （
その理由

）

付録 1

【問 4】現在、あなたの家庭では夫婦でどのように育児を協力し合っていますか？あなたはどんな育児をし、
妻はどんな育児をしているのかという分担や共同の様子、状況により分担や共同が違う場合は、ど
んな時に誰がどのような育児をするのかということも含めて、詳しく教えてください。
【問 5】｢問 4｣でお答えいただいたあなたがしている育児の中で、あなたの得意なものと苦手なものは何で
すか？その理由についてもそれぞれお答えください。（複数回答可）
得意なもの （
その理由

）

苦手なもの （
その理由

）

【問 6】現在、あなたの家庭では、全体として家事・育児を夫婦で何パーセントずつ分担していると思いま
すか？あなたが考える割合をお答えください。
＜家事＞

あなた
妻

（ ）％
（ ）％

＜育児＞

あなた
妻

（ ）％
（ ）％

【問 7】あなたが、家事・育児をするようになったのはいつ頃ですか？また、その際にきっかけとなった出
来事やエピソードなど、あなたが家事・育児をするようになった理由も教えてください。

【問 8】夫であるあなたが家事・育児を分担・共同することで、良かったことは何ですか？

【問 9】逆に、あなたが家事・育児を分担・共同することで、悪かったことは何ですか？

【問 10】現在、あなたは家事・育児にどんな悩みや問題を抱えていますか？どんなことでも良いので教え
てください。

【問 11】あなたは、｢問 10｣でお答えいただいた悩みや問題をどのようにして解決しようとしていますか？
妻はあなたの抱える悩みや問題について知っているのかということも含めて教えてください。

【問 12】あなたが家事・育児をする以前と以後で、家事・育児・仕事に対する考え方にどんな変化があり
ましたか？
（ex.以前は～だったが、現在は～考えるようになった。
）

付録 2

【問 13】あなたは、自分の家事・育児を 100 点満点で何点くらいだと思いますか？また、どうしてそのよ
うな採点になるのか、その理由もお答えください。
＜家事＞ （ ）点

＜育児＞ （

）点

その理由
【問 14】あなたは、妻の家事・育児を 100 点満点で何点くらいだと思いますか？また、どうしてそのよう
な採点になるのか、その理由もお答えください。
＜家事＞ （ ）点

＜育児＞ （

）点

その理由
【問 15】｢問 13｣「問 14」を踏まえて、今後あなたは自分の家事・育児をどのようにしていきたいと思って
いますか。妻の家事・育児に対して今後どのようにしてほしいと思っているのかを含めて教えてく
ださい。
【問 16】家事・育児にまつわる出来事やエピソードで、何か強く心に残っているものがあれば、どんなこ
とでも良いので教えてください。
【問 17】お
お子様が
子様が 2 人以上いらっしゃる
人以上いらっしゃる方
いらっしゃる方に質問です
質問です。
です。
現在の家事・育児と、その他のご兄弟が小学校に入学する以前の時の家事・育児で大きく違った点
があれば教えてください。
【問 18】最後に、あなた自身のことについてお伺いいたします。
○ 現在のあなたの就業形態をお答えください。
（ex.会社経営者、会社役員、常勤会社員、自営業、臨時雇用、パート、アルバイト、在宅ワーカー、
公務員、etc……）

○あなたの通勤時間は往復およそ何時間ですか？

○あなたは平日平均何時間働いていますか？

○あなたの勤務先では、あなたが家事・育児のために利用できるどんな制度がありますか？

○あなたが、家事・育児のために利用した制度があれば、それは何ですか？また、制度を利用していなく
ても、仕事と家事・育児をやりくりするあなたなりの方法があれば、教えてください。

以上で質問は終了です。ご協力ありがとうございました。最後に、記入漏れがないかどうか、もう一度ご確
認の上、｢夫婦でする家事・育児アンケート｣というタイトルで返信してください。

付録 3

夫婦でする
夫婦でする家事
でする家事・
家事・育児に
育児に関するアンケート
するアンケート

＜妻用＞
妻用＞

早稲田大学人間科学部人間基礎科学科 4 年

村上知佳

1992 年に育児休業法が施行され、男も女も育児休暇を取得できるようになりました。しかし、日本ではま
だまだ男性の家事時間は非常に短く、仕事の時間を削ってまで家事・育児をしようという男性はごく僅かしか
いないといえるでしょう。このアンケートでは、そんな中で積極的に家事・育児に取り組む男性のいる家庭で
は、夫婦がどのように協力し合い家事・育児に取り組んでいるのか、また、夫婦がお互いに、自分達の家事・
育児にどのような思いや考えを抱いているのかを調査することで、男性も家事・育児に積極的に参加する家庭
の全体的な家事・育児を捉えることを目的としています。
尚、お答えいただきましたアンケートは厳重に管理し、個人情報が公開されたり、目的以外に使用されるこ
とはありません。
＜回答方法＞
・ このアンケートは「
「妻用」ですので、妻ご本人がお答えください。
・ お子さんが 2 人以上いらっしゃる方も、
、
現在小学校に
現在小学校に入学以前のお
入学以前のお子様
のお子様の
子様の育児についてお答えください。
育児
・ 回答は全て記述方式です。各設問の下、または（カッコ）の中にカーソルを合わせ、あなたの考えを自
由に、好きなだけ記入してください。回答に字数の制限はありません。
・ このアンケート調査に正しい答えなどありません。あなたの思うこと、考えることをありのままにお答
えください。
・ メールによる調査のため、やり取りが上手くいかないことも考えられますので、必
必ずご回答
ずご回答いただいた
回答いただいた
内容を
内容を保存しておい
保存しておいてください
しておいてください。
てください。
・ ご回答いただいたアンケートは、○
○月△日(□
□)までに、下記のアドレスへご返信していただくよう、よ
ろしくお願いいたします。
・ また、このアンケートに関するお問い合わせも、下記のアドレスまでお願いいたします。
E-mail : ××××@××××××
それでは、以下のアンケートにご協力お願いいたします。

全ての質問に対し、あくまでも妻としての視点から、正直にお答えください。
【問 1】あなたが現在同居されている家族を、以下の例のような続柄と年齢でお答えください。
（ex. 自分 30 歳、夫 30 歳、長女 7 歳、長男 4 歳）
【問 2】現在、あなたの家庭では夫婦でどのように家事を協力し合っていますか？あなたはどんな家事をし、
夫はどんな家事をしているのかという分担や共同の様子、状況により分担や共同が違う場合は、ど
んな時に誰がどのような家事をするのかということも含めて、詳しく教えてください。
【問 3】「問 2」でお答えいただいたあなたがしている家事の中で、あなたの得意なものと苦手なものは何
ですか？その理由についてもそれぞれお答えください。
（複数回答可）
得意なもの （
その理由

）

苦手なもの （
その理由

）

付録 4

【問 4】現在、あなたの家庭では夫婦でどのように育児を協力し合っていますか？あなたはどんな育児をし、
夫はどんな育児をしているのかという分担や共同の様子、状況により分担や共同が違う場合は、ど
んな時に誰がどのような育児をするのかということも含めて、詳しく教えてください。
【問 5】｢問 4｣でお答えいただいたあなたがしている育児の中で、あなたの得意なものと苦手なものは何で
すか？その理由についてもそれぞれお答えください。（複数回答可）
得意なもの （
その理由

）

苦手なもの （
その理由

）

【問 6】現在、あなたの家庭では、全体として家事・育児を夫婦で何パーセントずつ分担していると思いま
すか？あなたが考える割合をお答えください。
＜家事＞

あなた
夫

（ ）％
（ ）％

＜育児＞

あなた
夫

（ ）％
（ ）％

【問 7】あなたの夫が、家事・育児をするようになったのはいつ頃ですか？また、その際にきっかけとなっ
た出来事やエピソードなど、夫が家事・育児をするようになった理由も教えてください。

【問 8】夫が家事・育児を分担・共同することで、良かったことは何ですか？

【問 9】逆に、夫が家事・育児を分担・共同することで、悪かったことは何ですか？

【問 10】現在、あなたは家事・育児にどんな悩みや問題を抱えていますか？どんなことでも良いので教え
てください。

【問 11】あなたは、｢問 10｣でお答えいただいた悩みや問題をどのようにして解決しようとしていますか？
夫はあなたの抱える悩みや問題について知っているのかということも含めて教えてください。

【問 12】夫が家事・育児をするようになる以前と以後で、あなたの家事・育児・仕事に対する考え方にど
んな変化がありましたか？
（ex.以前は～だったが、現在は～考えるようになった。
）

付録 5

【問 13】あなたは、自分の家事・育児を 100 点満点で何点くらいだと思いますか？また、どうしてそのよ
うな採点になるのか、その理由もお答えください。
＜家事＞ （ ）点

＜育児＞ （

）点

その理由
【問 14】あなたは、夫の家事・育児を 100 点満点で何点くらいだと思いますか？また、どうしてそのよう
な採点になるのか、その理由もお答えください。
＜家事＞ （ ）点

＜育児＞ （

）点

その理由
【問 15】｢問 13｣「問 14」を踏まえて、今後あなたは自分の家事・育児をどのようにしていきたいと思って
いますか。夫の家事・育児に対して今後どのようにしてほしいと思っているのかを含めて教えてく
ださい。
【問 16】家事・育児にまつわる出来事やエピソードで、何か強く心に残っているものがあれば、どんなこ
とでも良いので教えてください。
【問 17】お
お子様が
子様が 2 人以上い
人以上いらっしゃる方
らっしゃる方に質問です
質問です。
です。
現在の家事・育児と、その他のご兄弟が小学校に入学する以前のときの家事・育児で大きく違った
点があれば教えてください。
【問 18】最後に、あなた自身のことについてお伺いいたします。
○ 現在のあなたの就業形態をお答えください。
（ex.会社経営者、会社役員、常勤会社員、自営業、臨時雇用、パート、アルバイト、在宅ワーカー、
公務員、etc……）

○あなたの通勤時間は往復およそ何時間ですか？

○あなたは平日平均何時間働いていますか？

○あなたの勤務先では、あなたが家事・育児のために利用できるどんな制度がありますか？

○あなたが、家事・育児のために利用した制度があれば、それは何ですか？また、制度を利用していなく
ても、仕事と家事・育児をやりくりするあなたなりの方法があれば、教えてください。

以上で質問は終了です。ご協力ありがとうございました。最後に、記入漏れがないかどうか、もう一度ご確
認の上、｢夫婦でする家事・育児アンケート｣というタイトルで返信してください。

付録 6

