
平成 30 年度子ども・子育て支援ニーズ調査について【概要】 
 
１ 目的 
  平成 31 年度に現行の子ども・子育て支援事業計画が終了する。子ども・子育て支援法

第 61 条に基づき、平成 32 年度を始期とした新たな 5 か年の計画を策定しなければなら

ない。計画策定の基礎資料とするため、区民の教育・保育事業等の意向や生活状況の把

握を目的に調査を実施する。 
 
２ 調査内容 
（１）調査地域：墨田区全域 
（２）調査対象 

調査対象 標本数 （参考）区内対象者数 
就学前の子を持つ保護者 2,000 人 13,705 人 
小学生の子を持つ保護者 1,486 人 10,568 人 
区立中学２年生の方 355 人 1,266 人 
成人前の方（16～18 歳） 300 人 5,299 人 

（３）抽出方法 
ア 就学前・小学生の子を持つ保護者及び成人前の方について 

層化二段無作為抽出（層化 → 地域別（町別）→ 対象者抽出） 

  イ 区立中学２年生について 
    区立中学校から２年生学級のうち、1 クラスを抽出 
（４）調査期間 

ア 就学前・小学生の子を持つ保護者及び成人前の方について 
平成 30 年 9 月 14 日～ 平成 30 年 9 月 30 日 

  イ 区立中学２年生の方について 
    平成 30 年 9 月 14 日～ 平成 30 年 10 月 12 日 
（５）調査方法：郵送配布・郵送回収（9 月 25 日、御礼兼回答督促の旨のハガキを送付） 
 
３ 回収状況 
（１）回収状況 

下の表１のとおり。 
表１ 回収状況（平成 30 年 10 月 26 日現在） 

 配布数 回収数 回収率 （参考）前回回収率 
就学前 2,000 件 1,171 件 58.4％ 55.0％ 
小学生 1,486 件 796 件 53.4％ 48.6％ 
成人前 655 件 382 件 58.3％ 68.7％ 

 中２ 355 件 283 件 79.7％ 100.0％ 

 16～18 歳 300 件 99 件 33.0％ 34.0％ 
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（２）標準誤差 
表２～４のとおり。表中の“%”は、「問○○の回答者が 1,171 人で、選択肢の回答

比率 70%であったとき、誤差の範囲は、大きくても±3.5%である。」という意味である。 
 
  ア 就学前の子の保護者向け 

下の表２のとおり。 
表２ 就学前の子の保護者向け（平成 30 年 10 月 26 日現在） 
 回答比率 

回答者数 90%または 10%前後 80%または 20%前後 70%または 30%前後 60%または 40%前後 50%前後 

1,171 ±2.3% ±3.1% ±3.5% ±3.8% ±3.9% 

1,000 ±2.5% ±3.4% ±3.9% ±4.1% ±4.2% 

800 ±2.9% ±3.8% ±4.4% ±4.7% ±4.8% 

500 ±3.7% ±4.9% ±5.5% ±6.0% ±6.1% 

200 ±5.8% ±7.8% ±8.9% ±9.5% ±9.7% 

100 ±8.3% ±11.1% ±12.7% ±13.5% ±13.8% 

 
イ 小学生の子の保護者向け 

下の表３のとおり。 
表３ 小学生の子の保護者向け（平成 30 年 10 月 26 日現在） 
 回答比率 

回答者数 90%または 10%前後 80%または 20%前後 70%または 30%前後 60%または 40%前後 50%前後 

796 ±2.8% ±3.8% ±4.3% ±4.6% ±4.7% 

600 ±3.3% ±4.4% ±5.0% ±5.4% ±5.5% 

400 ±4.1% ±5.4% ±6.2% ±6.7% ±6.8% 

200 ±5.8% ±7.8% ±8.9% ±9.5% ±9.7% 

100 ±8.3% ±11.0% ±12.6% ±13.5% ±13.8% 

 
ウ 成人前の方向け 

下の表４のとおり。 
表４ 成人前の方向け（平成 30 年 10 月 26 日現在） 
 回答比率 

回答者数 90%または 10%前後 80%または 20%前後 70%または 30%前後 60%または 40%前後 50%前後 

382 ±4.1% ±5.5% ±6.3% ±6.7% ±6.9% 

300 ±4.7% ±6.3% ±7.2% ±7.7% ±7.8% 

200 ±5.8% ±7.7% ±8.8% ±9.5% ±9.7% 

100 ±8.3% ±11.0% ±12.6% ±13.5% ±13.8% 

50 ±11.7% ±15.62% ±17.9% ±19.1% ±19.5% 

 


