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第１章 調査の概要 
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１ 調査の目的 

子育てサービスのニーズや子育ての現状を把握し、目黒区子ども総合計画改定の基礎資料とす

るため。 

 

２ 調査対象 

小学校就学前児童保護者調査：区内在住の就学前児童を持つ保護者を無作為抽出 3,000人 

小学生保護者調査：区内在住の就学児童を持つ保護者を無作為抽出 3,000人 

子どもの生活と意識に関する調査：区内在住の小学５年生全員 

10代の生活と意識に関する調査：区内在住の平成 31年 4 月 1日現在 14歳・17歳全員 

 

３ 調査期間 

平成 30年 10月 10日から平成 30年 11月１日 

 

４ 調査方法 

郵送による配布・回収 

 

５ 回収状況 

 配 布 数 有効回答数 有効回答率 

小学校就学前児童保護者調査 3,000通 1,469通 49.0％ 

小学生保護者調査 3,000通 1,641通 54.7％ 

子どもの生活と意識に関する調査（小5） 1,874通 901通 48.1％ 

10代の生活と意識に関する調査（14歳） 1,704通 673通 39.5％ 

10代の生活と意識に関する調査（17歳） 1,767通 504通 28.5％ 

 

６ 調査結果の表示方法 

・回答者数について 

図表中の「ｎ」は、各設問に該当する回答者の総数であり、回答率（％）の母数をあらわして

います。 

・図表の単位について 

本報告書に掲載した図表の単位は、特にことわりのない限り「％」（回答率）をあらわしていま

す。また、回答率は小数点第２位を四捨五入して掲載しているため、合計が 100％にならない

場合があります。 

・図表における選択肢等の記載について 

図表の記載にあたっては、調査票の選択肢等の文言を一部簡略化している場合があります。 

・クロス集計の図表については、表側になる設問に「無回答」がある場合、これを表示しない場

合があります。ただし、全体の件数には含めているので各分析項目件数の合計が全体の件数と

一致しないことがあります。 
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・複数回答について 

複数回答のグラフにおいては、傾向をよりわかりやすくするために、選択肢を回答率（％）の

高いものから低いものへと並び換えて表示している場合があります。また、複数の選択肢の比

率の合計は、件数を合計して算出しているので比率の計と一致しないことがあります。 

 

７ 標準誤差 

・小学校就学前児童保護者調査、小学生保護者調査については、標本調査を行ったため、調査

結果には統計上の誤差（標本誤差）が生じることがあります。無作為抽出法を用いた場合の

標本誤差（信頼度を 95％とした場合）以下の数式により求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎはｎより非常に大きいため      ≒１とみなすことができるため、調査結果の標本

誤差範囲は、以下の標本誤差早見表の通り求められます。 

 

標本誤差早見表（信頼度：95％） 

回答比率(P) 

回答者数(n) 

10%または 

90%前後 

20%または 

80%前後 

30%または 

70%前後 

40%または 

60%前後 
50%前後 

小
学
校
就
学
前
児
童
保
護
者
調
査 

1,469 ±1.45 ±1.93 ±2.21 ±2.37 ±2.41 

1,000 ±1.79 ±2.39 ±2.73 ±2.92 ±2.98 

800 ±2.02 ±2.69 ±3.08 ±3.29 ±3.36 

600 ±2.35 ±3.13 ±3.58 ±3.83 ±3.91 

400 ±2.90 ±3.86 ±4.42 ±4.73 ±4.83 

小
学
生
保
護
者
調
査 

1,641 ±1.34 ±1.79 ±2.05 ±2.20 ±2.24 

1,000 ±1.78 ±2.37 ±2.71 ±2.90 ±2.96 

800 ±2.01 ±2.67 ±3.06 ±3.28 ±3.34 

600 ±2.34 ±3.12 ±3.57 ±3.82 ±3.90 

400 ±2.89 ±3.85 ±4.41 ±4.72 ±4.81 

 

※この表の見方 

例えば、小学校就学前児童保護者調査におけるある設問の回答者数（ｎ）が 1,469人であ

り、その設問中の選択肢の回答比率（Ｐ）が 30％であった場合、その回答比率の誤差は±

2.21％となり、27.79％～32.21％の範囲にあることが 95％の信頼度でいえることになります。 

標本誤差＝±２ 

Ｎ－ｎ Ｐ（1－Ｐ） 

ｎ Ｎ－１ 

× 

Ｎ＝母集団数（小学校就学前児童保護者調査、小学生保護者調査） 

ｎ＝回答者数 

Ｐ＝回答比率(０≦Ｐ≦１) 

Ｎ－ｎ 

Ｎ－１ 
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