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新潟市子ども・子育て支援ニーズ調査実施状況の概要 

１ 調査票の種類 

①調査票「新潟市子ども・子育て支援ニーズ調査（就学前児童の保護者向け）」 

 調査対象者 就学前児童を持つ保護者 

 調査件数 6,000件 

 調査内容 

居住地，子どもと家族の状況，保護者の就労状況，平日の定期的な
教育・保育事業の利用状況，土曜・休日や長期休業中の定期的な教
育・保育事業の利用希望，病気の際の対応，不定期の教育・保育事
業や宿泊を伴う一時預かり事業の利用希望，地域の子育て支援事業
の利用状況，小学校就学後の放課後の過ごし方，育児休業等，満足
度や市への要望（自由記載） 

②調査票「新潟市子ども・子育て支援ニーズ調査（小学生の保護者向け）」 

 調査対象者 小学生を持つ保護者 

 調査件数 6,000件 

 調査内容 
小学校区，子どもと家族の状況，保護者の就労状況，放課後の過ご
し方，病気の際の対応，宿泊を伴う預かり事業の利用希望，満足度
や市への要望（自由記載） 

２ 調査の実施方法と配布・回収状況 

（１）調査時期と調査方法 

●実施時期：平成 25年 10 月２８日～1１月２5 日 

※当初１１月１５日を締め切りとしていましたが，目標回収率（５０％）を達成するため，

締め切りを延長し，お礼状兼締め切り延長のお知らせを発送しました。 

●調査方法：住民基本台帳から無作為に抽出し，郵送方式により配布・回収しました。 

（２）調査票の配布・回収状況 

調査対象者区分 就学前児童の保護者 小学生の保護者 

地域 配布数 回収数 回収率 配布数 回収数 回収率 

市全域 6,000人 3,353人 55.9％ 6,000人 3,323人 55.4％ 

北区 750  379  50.5  750  408  54.4  

東区 750  427  56.9  750  440  58.7  

中央区 750  446  59.5  750  428  57.1  

江南区 750  427  56.9  750  379  50.5  

秋葉区 750  454  60.5  750  422  56.3  

南区 750  380  50.7  750  383  51.1  

西区 750  440  58.7  750  436  58.1  

西蒲区 750  400  53.3  750  427  56.9  

無回答 ―  ―  ―  ―  ―  ―  
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各区別単純集計結果のまとめ 

①北区 

項目 調査結果状況 

子育て家庭環境 

○主な保育者として「主に母親」の割合が就学前児童（43.3％）で

他地域に比べて２番目に低く、小学生（42.4％）で 2 番目に高い

状況です。 

○就学前児童の保護者で、主な親族等協力者として「いずれもいな

い」（9.5％）が市平均値（11.2％）より少ない状況です。 

母親の就労状況 

○就学前児童の母親はフルタイム（39.6％）で他地域に比べて２番

目に高く、パートタイム（35.3％）でも他地域に比べて３番目に

高い状況です。 

○小学生の母親はフルタイム（36.0％）で市平均値（36.7％）よ

りやや少なく、パートタイム（46.3％）で他地域に比べて２番目

に高い状況です。 

定期的な教育・
保育事業の利用
率と利用希望率 

○定期的な教育・保育事業の利用割合は 7３.９％で市平均値（７１.

０％）よりやや多い状況です。 

○「幼稚園」（11.1％）は市平均値（13.9％）よりやや低く、「幼

稚園の預かり保育」（0.4％）は他地域に比べて最も低く、「保育園

（認可保育園）」（51.4％）は他地域に比べて３番目に低い状況で

す。 

○「認定こども園」（1.8％）は市平均値（2.6％）よりやや低い状

況です。 

○利用率（現状）から希望率（今後）の伸び率をみると、「幼稚園の

預かり保育」（12.4％）、「幼稚園」（10.8％）、「認定こども園」（7.

４％）、「保育園（認可保育園）」（7.1％）の順に増加しています。 

居住地域におけ
る子育て環境や
満足度 

○回答者の平均評価は就学前児童（2.７３）、小学生（2.82）で市

平均値（就学前児童 2.83、小学生 2.86）をともに下回っていま

す。 
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②東区 

項目 調査結果状況 

子育て家庭環境 

○主な保育者として「父母ともに」の割合が就学前児童（50.1％）

で他地域に比べて 3 番目に高く、小学生（56.8％）でも他地域に

比べて３番目に高い状況です。 

○就学前児童の保護者で、主な親族等協力者として「いずれもいな

い」（15.0％）が他地域に比べて２番目に多い状況です。 

母親の就労状況 

○就学前児童の母親はフルタイム（30.0％）で他地域に比べて最も

低く、パートタイム（34.6％）で市平均値（32.9％）よ高い状

況です。 

○小学生の母親はフルタイム（32.5％）で他地域に比べて３番目に

低く、パートタイム（45.9％）で他地域に比べて３番目に高い状

況です。 

定期的な教育・
保育事業の利用
率と利用希望率 

○定期的な教育・保育事業の利用割合は 70.7％で市平均値

（71.0％）とほぼ同数値の状況です。 

○「幼稚園」（15.9％）は市平均値（13.9％）よりやや高く、「幼

稚園の預かり保育」（3.6％）は他地域に比べて３番目に高く、「保

育園（認可保育園）」（54.0％）は市平均値（54.2％）とほぼ同

数値の状況です。 

○「認定こども園」（5.6％）は他地域に比べて最も高い状況です。 

○利用率（現状）から希望率（今後）の伸び率をみると、「保育園（認

可保育園）」（15.2％）、「幼稚園の預かり保育」（14.3％）、「幼稚

園」（11.7％）、「認定こども園」（10.1％）の順に増加していま

す。 

居住地域におけ
る子育て環境や
満足度 

○回答者の平均評価は就学前児童（2.81）、小学生（2.82）で市平

均値（就学前児童 2.83、小学生 2.86）をともに下回っています。 
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③中央区 

項目 調査結果状況 

子育て家庭環境 

○主な保育者として「主に母親」の割合が就学前児童（50.7％）、

小学生（44.4％）ともに、他地域に比べて最も高い状況です。 

○就学前児童の保護者で、主な親族等協力者として「いずれもいな

い」（20.4％）が他地域に比べて最も多い状況です。 

母親の就労状況 

○就学前児童の母親はフルタイム（31.8％）で他地域に比べて２番

目に少なく、パートタイム（26.0％）で他地域に比べて最も低い

状況です。 

○小学生の母親はフルタイム（31.5％）で他地域に比べて２番目に

少なく、パートタイム（40.4％）で他地域に比べて３番目に低い

状況です。 

定期的な教育・
保育事業の利用
率と利用希望率 

○定期的な教育・保育事業の利用割合は、69.5％で他地域と比べて

２番目に低い状況です。 

○「幼稚園」（21.9％）は他地域に比べて最も高く、「幼稚園の預か

り保育」（4.5％）は他地域に比べて２番目に多く、「保育園（認可

保育園）」（39.0％）は他地域と比べて最も低い状況です。 

○「認定こども園」（4.8％）は他地域と比べて３番目に高い状況で

す。 

○利用率（現状）から希望率（今後）の伸び率をみると、「幼稚園の

預かり保育」（14.3％）、「幼稚園」（13.9％）、「認定こども園」

（12.6％）「保育園（認可保育園）」（9.2％）の順に増加していま

す。 

居住地域におけ
る子育て環境や
満足度 

○回答者の平均評価は就学前児童（2.86）、小学生（2.88）で市平

均値（就学前児童 2.83、小学生 2.86）をともに上回っています。 
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④江南区 

項目 調査結果状況 

子育て家庭環境 

○主な保育者として「祖父母」の割合が就学前児童（2.6％）で他地

域に比べて３番目に高く、小学生では「父母ともに」（57.5％）

の割合が他地域に比べて２番目に高い状況です。 

○就学前児童の保護者で、主な親族等協力者として「いずれもいな

い」（11.5％）が平均値（11.2％）よりやや多い状況です。 

母親の就労状況 

○就学前児童の母親はフルタイム（37.3％）で市平均値（36.4％）

よりやや高く、パートタイム（38.2％）で他地域に比べて最も高

い状況です。 

○小学生の母親はフルタイム（34.8％）で市平均値（36.7）より

やや少なく、パートタイム（49.3％）で他地域に比べて最も高い

状況です。 

定期的な教育・
保育事業の利用
率と利用希望率 

○定期的な教育・保育事業の利用割合は 73.5％で他地域に比べて 2

番目に高い状況です。 

○「幼稚園」（10.5％）は他地域と比べて３番目に低く、「幼稚園の

預かり保育」（1.3％）は他地域と比べて３番目に低く、「保育園（認

可保育園）」（60.8％）は他地域に比べて２番目に高い状況です。 

○「認定こども園」（0.6％）は他地域に比べて２番目に低い状況で

す。 

○利用率（現状）から希望率（今後）の伸び率をみると、「保育園（認

可保育園）」（12.6％）、「認定こども園」（9.８％）、「幼稚園」

（9.1％）、「幼稚園の預かり保育」（8.7％）の順に増加していま

す。 

居住地域におけ
る子育て環境や
満足度 

○回答者の平均評価は就学前児童（2.84）で、市平均値（2.83）

をやや上回り、小学生（2.84）で市平均値（2.86）をやや下回

っています。 
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⑤秋葉区 

項目 調査結果状況 

子育て家庭環境 

○主な保育者として「主に母親」の割合が就学前児童（47.8％）で

他地域に比べて３番目に高く、小学生（38.4％）で他地域に比べ

て３番目に低い状況です。 

○就学前児童の保護者で、主な親族等協力者として「いずれもいな

い」（8.８％）が他地域に比べて３番目に少ない状況です。 

母親の就労状況 

○就学前児童の母親はフルタイム（36.8％）で他地域に比べて３番

目に低く、パートタイム（30.0％）でも他地域に比べて 3 番目に

少ない状況です。 

○小学生の母親はフルタイム（36.7％）で他地域に比べて３番目に

高く、パートタイム（43.6％）で市平均値（43.1％）とほぼ同

数値の状況です。 

定期的な教育・
保育事業の利用
率と利用希望率 

○定期的な教育・保育事業の利用割合は 68.1％で他地域と比べて最

も低い状況です。 

○「幼稚園」（16.2％）は他地域と比べて３番目に高く、「幼稚園の

預かり保育」（1.3％）は他地域に比べて３番目に低く、「保育園（認

可保育園）」（54.7％）は市平均値とほぼ同数値（54.2％）の状

況です。 

○「認定こども園」は利用者がいない状況です。 

○利用率（現状）から希望率（今後）の伸び率をみると、「幼稚園の

預かり保育」（13.2％）、「保育園（認可保育園）」（12.3％）、「幼

稚園」（9.5％）、「認定こども園」（8.8％）の順に増加しています。 

居住地域におけ
る子育て環境や
満足度 

○回答者の平均評価は就学前児童（2.83）で市平均値（2.83）と

同数値、小学生（2.89）で市平均値（2.86）を上回っています。 
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⑥南区 

項目 調査結果状況 

子育て家庭環境 

○主な保育者として「主に母親」の割合が就学前児童（44.7％）で

他地域に比べて３番目に低く、小学生では「祖父母」（5.０％）の

割合が他地域に比べて２番目に高い状況です。 

○就学前児童の保護者で、主な親族等協力者として「いずれもいな

い」（6.6％）が他地域に比べて２番目に少ない状況です。 

母親の就労状況 

○就学前児童の母親はフルタイム（40.6％）で他地域に比べて最も

高く、パートタイム（36.9％）で他地域に比べて２番目に高い状

況です。 

○小学生の母親はフルタイム（43.6％）で他地域に比べて２番目に

高く、パートタイム（38.4％）で他地域に比べて２番目に低い状

況です。 

定期的な教育・
保育事業の利用
率と利用希望率 

○定期的な教育・保育事業の利用割合は 71.8％で他地域に比べて 3

番目に高い状況です。 

○「幼稚園」（5.1％）は他地域と比べて最も低く、「幼稚園の預かり

保育」（1.1％）は他地域と比べて２番目に低く、「保育園（認可保

育園）」（70.7％）は他地域と比べて最も高い状況です。 

○「認定こども園」（1.8％）は市平均値（2.6％）よりやや低い状

況です。 

○利用率（現状）から希望率（今後）の伸び率をみると、「認定こど

も園」（10.5％）、「保育園（認可保育園）」（8.7％）、「幼稚園」

（7.6％）、「幼稚園の預かり保育」（6.6％）、の順に増加していま

す。 

居住地域におけ
る子育て環境や
満足度 

○回答者の平均評価は就学前児童（2.97）で市平均値（2.83）を

上回り他の地域に比べて最も高く、小学生（2.77）で市平均値

（2.86）を下回り他の地域に比べて最も低い状況です。 
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⑦西区 

項目 調査結果状況 

子育て家庭環境 

○主な保育者として「主に母親」の割合が就学前児童（48.0％）で

他地域に比べて２番目に高く、小学生では「父母ともに」（57.6％）

の割合が他地域に比べて最も高い状況です。 

○就学前児童の保護者で、主な親族等協力者として「いずれもいな

い」（11.6％）が他地域に比べて３番目に多い状況です。 

母親の就労状況 

○就学前児童の母親はフルタイム（38.4％）で他地域に比べて３番

目に高く、パートタイム（28.6％）で他地域に比べて 2 番目に低

い状況です。 

○小学生の母親はフルタイム（29.8％）で他地域に比べて最も低く、

パートタイム（45.9％）で他地域に比べて 3 番目に高い状況です。 

定期的な教育・
保育事業の利用
率と利用希望率 

○定期的な教育・保育事業の利用割合は 70.2％で他地域に比べて３

番目に低い状況です。 

○「幼稚園」（19.4％）は他地域に比べて２番目に高く、「幼稚園の

預かり保育」（5.8％）は他地域に比べて最も高く、「保育園（認可

保育園）」（45.3％）は他地域に比べて 2 番目に低い状況です。 

○「認定こども園」（4.9％）は他地域に比べて２番目に高い状況で

す。 

○利用率（現状）から希望率（今後）の伸び率をみると、「幼稚園の

預かり保育」（13.9％）、「保育園（認可保育園）」（12.0％）、「幼

稚園」（11.6％）、「認定こども園」（10.７％）の順に増加してい

ます。 

居住地域におけ
る子育て環境や
満足度 

○回答者の平均評価は就学前児童（2.82）で市平均値（2.83）を

やや下回り、小学生（2.99）で市平均値（2.86）上回り他の地

域に比べて最も高い状況となっています。 
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⑧西蒲区 

項目 調査結果状況 

子育て家庭環境 

○主な保育者として「主に母親」の割合が就学前児童（43.0％）、

小学生（36.1％）で他地域に比べて最も低い状況です。一方「祖

父母」の割合は、未就学児童（3.8％）で他地域に比べて２番目に

高く、小学生（5.9％）で最も高い状況です。 

○就学前児童の保護者で、主な親族等協力者として「いずれもいな

い」（5.0％）が他地域に比べて最も少ない状況です。 

母親の就労状況 

○就学前児童の母親はフルタイム（38.0％）で市平均値（36.4％）

よりやや高く、パートタイム（35.0％）で市平均値（32.9％）

より高い状況です。 

○小学生の母親はフルタイム（49.4％）で他地域に比べて最も高く、

パートタイム（34.6％）では他地域に比べて最も低い状況です。 

定期的な教育・
保育事業の利用
率と利用希望率 

○定期的な教育・保育事業の利用割合は 71.3％で市平均値

（71.0％）とほぼ同数値の状況です。 

○「幼稚園」（9.5％）は他地域に比べて２番目に低く、「幼稚園の預

かり保育」（1.8％）は市平均値（2.5％）よりやや低く、「保育園

（認可保育園）」（59.3％）は他地域と比べて３番目に高い状況で

す。 

○「認定こども園」（1.1％）は市平均値（2.6％）よりやや低い状

況です。 

○利用率（現状）から希望率（今後）の伸び率をみると、「保育園（認

可保育園）」（11.8％）、「認定こども園」（10.8％）、「幼稚園」

（9.5％）、「幼稚園の預かり保育」（6.5％）の順に増加していま

す。 

居住地域におけ
る子育て環境や
満足度 

○回答者の平均評価は就学前児童（2.81）、小学生（2.83）で市平

均値（未就学児童 2.83、小学生 2.8６）をともに下回っています。 

 

 


