
※本調査では、未就学児がいる当事者層と子どもがいない非当事者層に対して、共通または異なる設問を設定した。ページ中央に配置された設問（Q から始まる

設問）は当事者層・非当事者層共通の設問、ページ左寄りに配置された設問は当事者層対象の設問（AQ から始まる設問）、ページ右寄りに配置された設問

（BQ から始まる設問）は非当事者層対象の設問である。
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※調査設計上、Q9 は存在しない。
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【当事者層】 【非当事者層】 
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設問なし
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（３歳未満の子どもがいる場合）

（未就学児がいる（３歳未満の子どもはいない）場合）

（子どもがいない場合）

【当事者層】 【非当事者層】 

設問なし
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設問なし
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設問なし
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設問なし
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