Ⅳ

調査票（単純集計結果付）

Ⅳ

調査票（単純集計結果付）

家族と地域における子育てに関する意識調査
平成 25 年 10 月
【調査主体】内閣府
【調査実施】株式会社日本リサーチセンター

アンケート係

※数字は％
Ｑ１ 〔回答票１〕あなたにとって大切と思う人間関係やつながりはなんですか。あてはまるものを
いくつでも選んでください。（Ｍ.Ａ.）(n=1,639)
(96.9)（ア）家族

(33.1)（カ）趣味の友人

(55.1)（イ）親戚

( 0.5)

その他（

(49.4)（ウ）地域の人

( 0.3)

特にない

(37.0)（エ）仕事の仲間・上司・部下

( 0.2)

わからない

）

(M.T.=304.3)

(31.9)（オ）学校・出身校の友人

Ｑ２ 〔回答票２〕あなたが、家族の役割として重要だと思うものは何ですか。この中から、特に重要
だと思うものを３つまであげてください。（３Ｍ.Ａ.）(n=1,639)
(38.4) （ア）夫または妻との愛情をはぐくむ
(33.9) （イ）経済的に支えあう
(51.0) （ウ）生活面でお互いに協力し助け合う
(36.0) （エ）子どもを生み、育てる
(13.5) （オ）家を存続させる
(19.8) （カ）皆が共に成長する
(12.6) （キ）親の世話をする
(33.5) （ク）喜びや苦労を分かち合う
(21.7) （ケ）休息や心の安らぎを得る
( 9.9)

（コ）基本的な生活習慣や礼儀作法を身につける

( 9.8)

（サ）自分らしさや存在を認めてもらえる

(-)

その他（

( 0.4)

特にない

( 0.5)

わからない

）

(M.T.=280.9)
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【全員の方に】
Ｑ３ 〔回答票３〕あなたにとって、理想の家族の住まい方とは、どのようなものですか。この中から
あてはまるものを 1 つお選びください。(n=1,639)
( 3.7) （ア）ひとり暮らし
(18.6) （イ）夫婦のみの二人暮らし
(21.7) （ウ）親と子どもの世帯で、祖父母とは離れて住む
(17.3) （エ）親と子どもの世帯で、父方の祖父母（夫の親）と近居
(14.5) （オ）親と子どもの世帯で、母方の祖父母（妻の親）と近居
(16.2) （カ）親・子ども・父方の祖父母（夫の親）の三世代世帯（同居）
( 4.4) （キ）親・子ども・母方の祖父母（妻の親）の三世代世帯（同居）
( 1.0)

その他（

( 2.6)

わからない

）

Ｑ４ 〔回答票４〕日本では、若い世代で「未婚」
「晩婚」が増えていると言われています。その理由は
どんなことだと思われますか。
もっともあてはまると思われる理由を、いくつでも選んでください。
（Ｍ.Ａ.）

(n=1,639)

(41.9) （ア）結婚の必要性を感じていないから
( 6.5) （イ）同棲でよいと思っているから
(26.4) （ウ）仕事（または学業）に打ち込みたいから
(23.4) （エ）趣味や娯楽を楽しみたいから
(51.9) （オ）独身の自由さや気楽さを失いたくないから
(33.1) （カ）異性と知り合う（出会う）機会がないから
(28.6) （キ）希望の条件を満たす相手にめぐり会わないから
(17.9) （ク）異性とうまくつき合えないから
(47.4) （ケ）経済的に余裕がないから
(11.7) （コ）精神的に余裕がないから
( 4.9) （サ）結婚生活のための住居のめどがたたないから
( 1.9) （シ）親や周囲が結婚に同意しないから
(12.6) （ス）一生、結婚するつもりはない人がいると思うから
( 1.1)

その他（

( 0.9)

特にない

( 1.6)

わからない

）

(M.T.=311.9)
Ｑ５ａ（Ｆ１）
〔回答票５〕あなたは、現在結婚していらっしゃいますか。
この中から１つ選んでください。(n=1,639)
→ Ｑ６へ

(73.9)

（ア）結婚している

( 0.7)

（イ）結婚していないがパートナーと暮らしている

(11.3)

（ウ）結婚したが今は死別または離婚している

(14.0)

（エ）結婚したことはない

( 0.1)

答えたくない

Ｑ８へ

→
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Ｑ８へ

【Ｑ５ａで「４結婚したことはない」と答えた方に】
Ｑ５ｂ〔回答票６〕あなたは、将来結婚したいと思いますか。この中から１つ選んでください。(n=229)
( 9.6)（ア）すぐにでも結婚したい
(10.0)（イ）２〜３年以内に結婚したい
(52.0)（ウ）いずれは結婚したい
(17.0)（エ）結婚するつもりはない
(11.4)

Ｑ８へ

わからない

【Ｑ５ｂで「１〜３結婚したい」と答えた方に】
Ｑ５ｃ〔回答票７〕あなたは、どのような状況になれば結婚すると思いますか。
ご自分にもっともあてはまると思われることを、いくつでも選んでください。
（Ｍ.Ａ.）(n=164)
(14.6) （ア）適当な年齢になること
(32.9) （イ）結婚の必要性を感じること
(28.0) （ウ）仕事（または学業）が落ち着くこと
( 8.5) （エ）まわりの友人が結婚しはじめること
(12.8) （オ）自分の自由になる時間があること
(30.5) （カ）異性と知り合う（出会う）機会があること
(37.8) （キ）希望の条件を満たす相手にめぐり会うこと
( 8.5) （ク）異性とうまくつき合えるようになること
(46.3) （ケ）経済的に余裕ができること
(25.6) （コ）精神的に余裕ができること
( 7.3) （サ）結婚生活のための住居のめどがたつこと
(11.0) （シ）親や周囲が結婚に同意すること
( 0.6)

その他（

( 0.6)

特にない

( 1.8)

わからない

）

(M.T.=267.1)
【Ｑ５ａで「１結婚している」と回答した 49 歳以下の方に】
Ｑ６ あなたは、全部で何人の子どもを欲しいですか。
すでにお子さんがいる場合には、そのお子さんも含めてお答えください。(n=420)
( 3.8)

０人

( 3.8)

４人

(10.0)

１人

( 1.7)

５人以上

(53.8)

２人

(-)

(26.9)

３人

わからない
平均：(2.2 人)
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【Ｑ５ａで「１結婚している」と回答した 49 歳以下の方に】
Ｑ７ 〔回答票８〕あなたが今後、子どもを持つ場合の条件としてはどんなことが考えられますか。
あてはまるものをいくつでも選んでください。（Ｍ.Ａ.）(n=420)
(51.9) （ア）教育にお金があまりかからないこと
(46.2) （イ）地域の保育サービスが整うこと（保育所や一時預かりなど）
(23.8) （ウ）出産・育児について相談できる人が地域にいること
(41.9) （エ）雇用が安定すること
(56.4) （オ）働きながら子育てができる職場環境であること
( 8.8) （カ）自分の昇進・昇格に差し支えがないこと
(14.3) （キ）家がある程度広いこと
(14.5) （ク）自分または配偶者が高齢でないこと
(47.4) （ケ）健康上の問題がないこと
(39.3) （コ）配偶者の家事・育児への協力が得られること
(22.4) （サ）配偶者以外の家族に、育児に協力してくれる人がいること
( 1.0)

その他（

( 3.1)

特にない

( 1.0)

わからない

）

(M.T.=371.9)
【全員の方に】
Ｑ８ 〔回答票９〕あなたは、家庭での育児や家事は、だれの役割だと思いますか。この中から１つ
選んでください。(n=1,639)
家庭での育児や家事を担うのは…
(15.7)（ア）妻の役割である

( 0.3)（エ）基本的に夫の役割であり、妻はそれ
を手伝う程度

(39.6)（イ）基本的に妻の役割であり、
夫はそれを手伝う程度
(32.3)（ウ）妻も夫も同様に行う

( 0.4)（オ）夫の役割である
(11.4)（カ）どちらか、できる方がすればよい
( 0.1)

その他（

( 0.2)

わからない

）

【全員の方に】
おこな

Ｑ９ 〔回答票 10〕子どもが小学校に入学するまでの間、育児や家事の中で、夫も行 った方がよいと思
うことを、この中からいくつでも選んでください。
（Ｍ.Ａ.）(n=1,639)
(36.2)（ア）食事をつくる
(52.5)（イ）食事の後片付けをする
(48.0)（ウ）掃除をする
(35.5)（エ）洗濯をする
(44.0)（オ）日用品や食品の買い物をする
(66.9)（カ）子どもを入浴させる
(39.1)（キ）子どもを寝かしつける
(68.2)（ク）ふだん、子どもの話しや遊び相手
をする

(70.1)（ケ）休日に、子どもを屋外へ遊びに連れ
ていく
(58.5)（コ）日常生活上のしつけをする
(35.9)（サ）保育所・幼稚園等（日中預けている
場所）の送り迎えをする
( 0.5)
その他（
）
( 1.5)

特にない

( 0.7)

わからない
(M.T.=557.5)
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【全員の方に】
Q10 〔回答票 11〕では、子どもが小学校に入学するまでの間、子どもからみた祖父母が、育児や家事
の手助けをすることは望ましいと思いますか。この中から１つ選んでください。(n=1,639)
(46.9) （ア）とてもそう思う
(31.8) （イ）ややそう思う
(12.9) （ウ）どちらとも言えない
( 7.1) （エ）あまりそう思わない
( 0.9) （オ）まったくそう思わない
( 0.4)

わからない

Ｑ11 〔回答票 12〕一般的に、子どもが小学校に入学するまでの間、子どもからみた祖父母は、育児や
家事の中で、どんな手助けをしたらよいと思いますか。それぞれ、あてはまるものをいくつでも
あげてください。（Ｍ.Ａ.）(n=1,639)
a）祖母

b）祖父

↓

↓

（ア）食事の用意

(34.4)

( 5.2)

（イ）掃除・洗濯

(25.7)

( 5.5)

（ウ）日用品や食品の買い物をする

(15.5)

( 9.1)

（エ）子どもを入浴させる

(15.9)

(17.9)

（オ）子どもを寝かしつける

(15.4)

( 9.3)

（カ）子どもの話しや遊び相手をする

(63.4)

(60.5)

（キ）日常生活上のしつけをする

(44.0)

(39.4)

（ク）保育所・幼稚園等（日中預けている場所）の送り迎えをする

(30.6)

(31.6)

（ケ）子どもが病気のとき、病院に連れて行ったり看病したりする

(32.3)

(23.5)

（コ）教育費の支援をする

(10.9)

(17.7)

（サ）教育費以外の経済的支援をする

(19.6)

(22.5)

(53.4)

(51.9)

( 0.5)

( 0.5)

特にない

( 2.0)

( 2.9)

わからない

( 1.7)

( 1.8)

まず、ａ）祖母についてはいかがでしょうか。
…では、ｂ）祖父についてはいかがですか。

（おもちゃ、洋服、外食、旅行などのレジャー等）
（シ）子どもに自分の経験や知恵を伝える
その他（

）

(M.T.= 365.3

299.2)

Ｑ12 〔回答票 13〕子育てをする人にとって、地域の支えは重要だと思いますか。この中から１つ
選んでください。(n=1,639)
(57.1)（ア）とても重要だと思う

( 1.8)（エ）あまり重要ではないと思う

(33.8)（イ）やや重要だと思う

( 0.2)（オ）まったく重要ではないと思う

( 6.7)（ウ）どちらとも言えない

( 0.4)
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わからない

【全員の方に】
Ｑ13 〔回答票 14〕あなたは、地域で子育てを支えるために、どんなことが重要だと思いますか。
この中から特に重要だと思うものをいくつでもあげてください。
（Ｍ.Ａ.）(n=1,639)
(58.1) （ア）子育てに関する悩みについて気軽に相談できる人や場があること
(54.5) （イ）子育てをする親同士で話しができる仲間づくりの場があること
(45.1) （ウ）子育てに関する情報を提供する人や場があること
(24.6) （エ）子育て家庭の家事を支援する人や場があること
(40.7) （オ）不意の外出や親の帰りが遅くなった時などに子どもを預かる人や場があること
(42.0) （カ）子どもと一緒に遊ぶ人や場があること
(32.3) （キ）子どもにスポーツや勉強を教える人や場があること
(36.1) （ク）地域の伝統文化を子どもに伝える人や場があること
(24.5) （ケ）子どもに自分の職業体験や人生経験を伝える人や場があること
(28.8) （コ）小中学校の校外学習や行事をサポートする人がいること
(64.1) （サ）子どもの防犯のための声かけや登下校の見守りをする人がいること
(45.8) （シ）子どもと大人が一緒に参加できる地域の行事やお祭りなどがあること
( 0.2)

その他（

( 1.0)

特にない

( 0.7)

わからない

）

(M.T.=498.5)
Ｑ14 〔回答票 15〕地域社会における子育てに関する活動の支え手として、あなたが参加したいと思う
活動はありますか。この中からいくつでもあげてください。
（Ｍ.Ａ.）(n=1,639)
(17.9) （ア）子育てに関する悩みについて相談にのる活動
(25.1) （イ）子育てをする親同士で話しができる仲間づくりの活動
(18.6) （ウ）子育てに関する情報を提供する活動
( 8.2) （エ）子育て家庭の家事を支援する活動
(20.0) （オ）不意の外出や親の帰りが遅くなった時などに子どもを預かる活動
(32.1) （カ）子どもと一緒に遊ぶ活動
(23.7) （キ）子どもにスポーツや勉強を教える活動
(18.1) （ク）地域の伝統文化を子どもに伝える活動
(16.2) （ケ）子どもに自分の職業体験や人生経験を伝える活動
(16.8) （コ）小中学校の校外学習や行事をサポートする活動
(41.4) （サ）子どもの防犯のための声かけや登下校の見守りをする活動
(36.3) （シ）子どもと大人が一緒に参加できる地域の行事やお祭りなどを行う活動
( 0.2)

その他（

(12.0)

特にない

( 1.5)

わからない

）

(M.T.=288.2)
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【全員の方に】
まちなか

Ｑ15ａ〔回答票 16〕街中や電車・バスなどの公共の場で、ベビーカーや子ども連れの親が困っている
場面を見かけたら、あなたは手助けをしたり、話しかけたりすると思いますか。(n=1,639)
(92.1)（ア）すると思う

( 5.5)（イ）しないと思う

( 2.4)わからない

【Ｑ15ａで「１すると思う」と答えた方に】
まちなか

Ｑ15ｂ〔回答票 17〕では、街中や電車・バスなどの公共の場で、ベビーカーや子ども連れの親が困って
いる場面を見かけたら、どんなことをしたいと思いますか。したいと思うことをこの中から
いくつでもあげてください。（Ｍ.Ａ.）(n=1,510)
(83.0)
(61.4)
(82.2)
(73.4)
(71.9)
(28.8)
(38.1)
( 0.3)
( 0.3)

（ア）席をゆずる
（イ）階段などで、荷物やベビーカーを代わり（一緒）に持つ
（ウ）ドアをあけて、押さえておく
（エ）エレベーターで、先をゆずる
（オ）子どもが落としたおもちゃや靴などをひろう
（カ）子どもをあやす
（キ）はげましの笑顔を向ける、話しかける
その他（
）
わからない
(M.T.=439.2)

【Ｑ15ａで「２しないと思う」と答えた方に】
まちなか

Ｑ15ｃ〔回答票 18〕街中や電車・バスなどの公共の場で、ベビーカーや子ども連れの親が困っている
場面を見かけたとき、手助けをしたり話しかけたりしないと思う理由はなんですか。
あてはまるものをこの中からいくつでもあげてください。（Ｍ.Ａ.）(n=90)
(18.9)（オ）親が自分で解決すべきと思うから
( 2.2)（ア）他の人が助けてくれると思うから
(12.2)（イ）子どもにどう接していいかわからない

(13.3)（カ）人ごみなどに子どもを連れてくるべき
ではないと思うから

から
(35.6)（ウ）何をすればいいかわからないから

(11.1)

その他（

(47.8)（エ）いやがられたり、断られたりするかも

( 2.2)

わからない

）

しれないから
(M.T.=143.3)
【全員の方に】
まちなか

Ｑ15ｄ〔回答票 19〕街中や電車・バスなどの公共の場で、ベビーカーや子ども連れの親を見かけたとき
おこな

（Ｍ.Ａ.）
に、実際にあなたが行 ったことがあるものを、この中からいくつでもあげてください。
(n=1,639)
(65.8) （ア）席をゆずる
(34.0) （イ）階段などで、荷物やベビーカーを代わり（一緒）に持つ
(68.5) （ウ）ドアをあけて、押さえておく
(61.0) （エ）エレベーターで、先をゆずる
(53.6) （オ）子どもが落としたおもちゃや靴などをひろう
(26.1) （カ）子どもをあやす
(29.5) （キ）はげましの笑顔を向ける、話しかける
特にない
( 5.7)
その他（
）
( 0.2)
わからない
( 0.1)
(M.T.=344.4)
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＜フェースシート＞
【全員の方に】
最後に、ご回答を統計的に分析するために、失礼ですが、あなたご自身のことについて伺います。
Ｆ２

〔性〕(n=1,639)
(44.1) 男性

(55.9) 女性

Ｆ３ 〔年齢〕 あなたの年齢は満でおいくつですか。(n=1,639)
( 8.2)

２０〜２９歳

(17.8)

５０〜５９歳

(13.7)

３０〜３９歳

(24.0)

６０〜６９歳

(17.2)

４０〜４９歳

(19.2)

７０〜７９歳
平均値:(53.8 歳)

Ｆ４ 〔回答票 20〕
〔従業上の地位〕あなたのお仕事についてお伺いします。あなたは、この中のどれに
あたりますか。(n=1,639)
(45.5)（ア）雇用者（役員を含む）

(24.2)（エ）主婦

( 9.6)（イ）自営業主（家庭内職者を含む）

( 1.6)（オ）学生

( 2.7)（ウ）家族従業者

(16.2)（カ）その他無職

Ｆ５へ
無回答：( 0.1)

【Ｆ４で「１雇用者（役員を含む）」「２自営業主（家庭内職者を含む）」「３家族従業者」と答えた方に】

Ｆ４ＳQ１〔職業〕あなたのお仕事の内容は何ですか｡(n=948)
（調査員注：具体的に記入して、下の該当する項目に○をする。）

( 7.8) 管理職

(31.4) 販売・サービス・保安職

(18.9) 専門・技術職

( 3.5) 農林漁業職

(17.1) 事務職

(21.2) 生産・輸送・建設・労務職
無回答：( 0.1)

【Ｆ４で「１雇用者（役員を含む）
」と答えた方に】
Ｆ４ＳＱ２ 〔回答票 21〕
〔雇用形態〕 あなたは、この中のどれにあたりますか。(n=746)
( 3.8) （ア）役員
(61.5) （イ）正規の職員・従業員
(33.4) （ウ）非正規の職員・従業員（契約社員、労働者派遣事業所の派遣社員を含む）
無回答：( 1.3)
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【Ｑ５ａ（Ｆ１）で「１結婚している」、
「２パートナーと暮らしている」と答えた方に】
Ｆ５ 〔回答票 22〕
〔配偶者従業上の地位〕あなたの配偶者・パートナーのお仕事についてお伺いします。
あなたの配偶者・パートナーは、この中のどれにあたりますか。(n=1,223)
(45.3)（ア）雇用者（役員を含む）

(22.6)（エ）主婦

( 9.5)（イ）自営業主（家庭内職者を含む）

( - ) （オ）学生

( 3.2)（ウ）家族従業者

(18.6)（カ）その他無職

Ｆ６へ

無回答：( 0.7)
【Ｆ５で「１雇用者（役員を含む）」「２自営業主（家庭内職者を含む）」「３家族従業者」と答えた方に】

Ｆ５ＳQ１〔配偶者職業〕あなたの配偶者・パートナーのお仕事の内容は何ですか｡(n=709)
（調査員注：具体的に記入して、下の該当する項目に○をする。）

(10.7) 管理職

(25.7) 販売・サービス・保安職

(16.4) 専門・技術職

( 5.1) 農林漁業職

(20.6) 事務職

(21.2) 生産・輸送・建設・労務職
無回答：( 0.4)

【Ｆ５で「１雇用者（役員を含む）
」と答えた方に】
Ｆ５ＳＱ２〔回答票 23〕
〔配偶者雇用形態〕あなたの配偶者・パートナーは、この中のどれに
あたりますか。(n=554)
( 6.7) （ア）役員
(66.1) （イ）正規の職員・従業員
(26.2) （ウ）非正規の職員・従業員（契約社員、労働者派遣事業所の派遣社員を含む）
無回答：( 1.1)
【全員の方に】
Ｆ６ 〔子どもの有無〕あなたにはお子さんがいらっしゃいますか。同居している、していない、独立
している場合も含めてお子さんの人数をお答えください。(n=1,639)
(14.6) 1 人

(42.6) 2 人

(18.1) 3 人

( 2.7) 4 人

( 0.5) 5 人以上

(21.0) 子どもはいない
無回答：( 0.4)

【Ｆ６で１〜５と答えた子どものいる方に】
Ｆ６ＳＱ 〔回答票 24〕
〔子どもの成長段階〕あなたのお子さんはこの中のどれにあてはまりますか。
同居の有無を問わず、あてはまるものをすべてあげてください。
（Ｍ.Ａ.）(n=1,289)
( 7.4)
(10.6)
( 9.4)
(10.0)
( 8.5)
(14.0)
(67.6)

（ア）３歳未満
（イ）３歳以上小学校入学前
（ウ）小学校低学年（１〜３年生）
（エ）小学校高学年（４〜６年生）
（オ）中学生
（カ）高校、大学、大学院生（高専、短大、専門学校を含む）
（キ）学校は卒業した（中退を含む）
(M.T.= 127.5)
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【全員の方に】
Ｆ７ 〔回答票 25〕
〔世帯構成〕あなたが一緒に暮らしている人は、どなたですか。
あてはまる方をすべて選んでください。
（Ｍ.Ａ.）(n=1,639)
( 8.9) （ア）ひとり暮らし（自分のみ）

( 2.0) （ク）配偶者（パートナー）の父親

(73.4) （イ）配偶者（パートナー）

( 4.2) （ケ）配偶者（パートナー）の母親

(50.5) （ウ）子

( 6.1) （コ）兄弟姉妹

( 3.8) （エ）子の配偶者（パートナー）

( 1.0) （サ）祖父

( 5.2) （オ）孫

( 2.4) （シ）祖母

(11.8) （カ）父親

( 0.8) （ス）その他（

(16.8) （キ）母親

( 0.1)

）

わからない
(M.T.= 187.1)

Ｆ８ 〔回答票 26〕
〔最終学歴〕あなたが最後に卒業された学校は、この中のどれにあてはまりますか。
(n=1,639)
(11.6) （ア）中学校
(40.4) （イ）高等学校
( 8.4) （ウ）専門学校
( 2.6) （エ）高等専修学校
(14.5) （オ）高等専門学校・短期大学
(22.2) （カ）大学・大学院
( - ) （キ）その他（
( 0.3)

）

わからない

Ｆ９ 〔回答票 27〕〔個人年収〕あなたご自身の年収（税込）は、この中のどれにあてはまりますか。
(n=1,639)

Ｆ10

(13.8) （ア）収入なし

(10.5) （カ）400 万円〜600 万円未満

(18.7) （イ）100 万円未満

( 4.1) （キ）600 万円〜800 万円未満

(16.5) （ウ）100 万円〜200 万円未満

( 2.0) （ク）800 万円〜1,000 万円未満

(15.4) （エ）200 万円〜300 万円未満

( 1.3) （ケ）1,000 万円以上

(10.3) （オ）300 万円〜400 万円未満

( 7.6)

わからない

〔回答票 28〕あなたは、お宅の現在の暮らしむきについてどのように感じています
か。
この中から１つ選んでください。(n=1,639)
( 6.8) （ア）大変苦しい
(20.1) （イ）やや苦しい
(59.8) （ウ）普通
(11.5) （エ）ややゆとりがある
( 1.4) （オ）大変ゆとりがある
( 0.5)

わからない
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