
麻生区区民会議 若者が住みたくなる魅力あるまちづくり部会       平成 25 年 2 月 2 日

「子育てしやすい環境づくり」についてのアンケート 

あなたの情報を教えてください。 

 ■性別   □男性  □女性 

 ■年齢   □22 歳未満  □23～29 歳 □30～39 歳 □40 歳以上 

 ■職業   □(専業)主婦・主夫 □自営業 □勤め人（フルタイム） □パート・アルバイト 

       □その他 （       ） 

 ■居住地  □麻生区 （町名→     ）  □麻生区外 （市名→      ） 

 ■居住年数 □1 年未満  □2～5 年未満 □５～10 年未満 □11～２０年未満 □２0 年以上 

問１. あなたが麻生区を居住地として選ばれた理由を教えてください。（複数選択可） 

□以前から住んでいた □実家が近い □地域の治安が良い □子どもの遊び場が充実・安全である 

□交通機関（バス・鉄道など）が利便 □買い物に便利 □自然・緑が多い □医療機関が充実している 

□芸術・文化のまちだから □文化施設（市民館、図書館、ホール・劇場）が充実している 

□スポーツ・娯楽施設が利用しやすい □教育に関心が高い地域だから □その他 （            ） 

問２. 現在お住まいの地域の子育て環境をどう思いますか。（１つ選択） 

□満足 □どちらかといえば満足 □どちらかといえば満足していない □満足していない □どちらともいえない  

問 3. 子育てをしていて特に困ること、困ったことは何ですか。（複数選択可） 

□子育てに関する情報がどこで得られるかわからない  □子育てについて相談する場所がわからない 

□父親の十分な協力が得られない        □いざというときに子どもを預かってくれる人がいない  

□育児と仕事の両立が難しい          □自由な時間が持てない 

□親自身が子育て仲間を作れる場や機会がない  □育児について気軽に相談できる人がいない 

□安心して子どもを自由に遊ばせる場所がない  □駅や道路でベビーカーでの移動が不自由である 

□保育料や養育費の経済的負担が大きい     □子育てに関する経済的支援が少ない 

□保育園が定数いっぱいで入所できない     □地域で子どもが参加できる行事・活動がない 

□地域で子育てを見守る繋がりがない      □その他 （            ）

問 4. 子育てにやさしい環境を作るために、行政・地域が今後何に取り組んでいけば良いと思いますか。 

１．＜行政に対して求めるもの＞（複数選択可）

□医療機関・子育て支援施設などの情報提供充実  □子育ての不安や悩みを相談出来る窓口の充実  

□仲間を作れる機会（両親学級など）の提供  □安心して子どもを産み育てられる医療体制の充実、整備 

□近くで遊べる公園や広場の充実       □子どもを連れて安全に歩けるよう、交通安全とバリアフリー強化 

□児童手当などの経済的支援の強化      □子どもと参加できるスポーツ・芸術・文化の各施設や活動の充実 

□保育園の受入定数の拡大          □保育園間のサービス・費用の平準化 

□学童保育などの充実            □その他 （               ） 

２．＜地域に対して求めるもの＞（複数選択可）

□気軽に参加できる子育て支援グループ活動  □地域で参加できる子ども関連イベントや行事の充実 

□地域パトロール等防犯の充実   □相談相手や友人  □休日に親子で過ごせる場所・活動 

□親が集まれる場所（例：親同士で談笑できるカフェ）   □子どもたちが集まれる場所 

□地域のコミュニティ内での助け合い（ご近所の繋がり）  □身近な買い物環境の充実 

□その他 （              ） 

アンケートにご協力いただき、ありがとうございました。

麻生区区民会議（第４期）の「若者が住みたくなる魅力あるまちづくり部会」では、現在「子育てしや

すい環境づくり」を地域課題テーマの１つとして審議調査を進めております。 

麻生区民の皆さまの「生の声」を是非お聞かせ下さい。よろしくお願いします。 



麻生区区民会議 若者が住みたくなる魅力あるまちづくり部会 

アンケート結果 

【上位５位】 

第１位：自然・緑が多い（43.1％） 

第２位：地域の治安が良い（34.7％） 

第３位：交通機関（バス・鉄道）などが便利

              （33.3％） 

第４位：実家が近い（27.8％） 

第５位：以前から住んでいた（18.1％） 

【下位項目】 

第６位：買物に便利（18.1％） 

第７位：子どもの遊び場が充実・安心である（11.1%） 

第８位：芸術・文化のまちだから（8.3％） 

第９位：文化施設が充実している（6.9％） 

第 10位：教育に関心が高いまちだから（2.8％） 

第 11位：医療機関が充実している（1.4％） 

第 12位：スポーツ・娯楽施設が利用しやすい（0.0％） 

・「満足」が 18.1%、「どちらかと言えば満足」が

58.3%で、計約76.4％が｢満足｣と回答。 

・一方、「どちらかと言えば満足していない」「満足し

ていない」がともに9.7%,で、計約19.4％が「満

足していない」と回答。 

【上位５位】 

第１位：近くで遊べる公園や広場の充実（43.1%） 

第２位：子どもと遊べるスポーツ・芸術・文化

の各施設や活動の充実（41.7％） 

第３位：保育園の受入定数の拡大 （38.9％） 

第４位：児童手当などの経済的支援の強化（37.5％） 

第５位：子どもを連れて安全に歩けるよう、交

通安全とバリアフリー強化（34.7％） 

【上位３位】第１位：保育園がいっぱいで入所できない（33.3％） 

第２位：いざというときに子供を預かってくれる人がいない（27.6％） 

保育料や教育費の経済的負担が大きい（27.6％） 

【属性】 

１．性別：（女性）70.8％ （男性）26.4％  

２．年代：①30歳～39歳：63.9%  ②40歳以上：30.6％ ③23～29歳：2.8％  

３．職業：①専業主婦（主夫）：51.4％ ②勤め人（フルタイム）：38.9％ ③パートアルバイト：2.8％ 

４．居住地：①麻生区：97.2%  ②麻生区外：0.0％ 

５．居住年数：①2～5年未満：37.5％ ②5～10年未満：31.9％  ③11～20年未満：9.7％ 

問１ 麻生区の居住理由 

問２ 麻生区の満足度 

●自然・緑が多い、地域の治安が良い、交通機関が便利、実家が近い、以前から住んでいたが上位５位。 

●買物の利便性、子どもの遊び場、芸術・文化のまち、文化施設、教育への関心等は下位。 

問３ 子育てで困っていること 

●約８割が「満足」と回答 

●約２割が「満足していない」と回答 

問４－１） 行政に期待すること 

【上位５位】 

第１位：地域で参加できるこども関連イベントや行事

の充実（50.0％） 

第２位：休日に親子で過ごせる場所・活動（44.4％） 

子どもたちが集まれる場所（44.4％） 

第４位：気軽に参加できる子育て支援グループ活動

（27.8％） 

第５位：身近な買物環境の充実（25.0％） 

問４－2） 地域に期待すること 

資料２－２
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11.1%

31.9%

9.7%

6.9% 2.8%

37.5%

1年未満 2～5年未満 5～10年未満

11～20年未満 20年以上 無回答

97.2%

2.8%
0.0%

麻生区 麻生区外 無回答

51.4%

0.0%

38.9%

6.9%
2.8%

（専業）主婦・主夫 自営業
勤め人（フルタイム） パート・アルバイト
無回答

0.0%

63.9%

30.6%

2.8%2.8%

22歳未満 23～29歳 30～39歳 40歳以上 無回答

26.4%

70.8%

2.8%

男性 女性 無回答

問１ 麻生区の居住理由 

11.1%

0.0%

1.4%

2.8%

6.9%

8.3%

11.1%

18.1%

18.1%

27.8%

33.3%

34.7%

43.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

その他

スポーツ・娯楽施設が利用しやすい

医療機関が充実している

教育に関心が高い地域だから

文化施設（市民館、図書館、
ホール・劇場）が充実している

芸術・文化のまちだから

子供の遊び場が充実・安心である

買い物に便利

以前から住んでいた

実家が近い

交通機関（バス・鉄道など）が利便

地域の治安が良い

自然・緑が多い

6.9%

2.8%

11.1%

16.7%

23.6%

25.0%

27.8%

44.4%

44.4%

50.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

その他

相談相手や友人

地域のコミュニティ内での助け合い
（ご近所の繋がり）

地域パトロール等防犯の充実

親が集まれる場所
（例：親同士で談笑できるカフェ）

身近な買い物環境の充実

気軽に参加できる
子育て支援グループ活動

子どもたちが集まれる場所

休日に親子で過ごせる場所・活動

地域で参加できる子供関連イベントや
行事の充実

問３ 子育てで困っていること 

5.6%

12.5%

15.3%

19.4%

23.6%

23.6%

29.2%

34.7%

37.5%

38.9%

41.7%

43.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

その他

子育ての不安や悩みを相談できる窓口の充実

仲間を作れる機会（両親学級など）の提供

保育園間のサービス・費用の平準化

学童保育などの充実

医療機関・子育て支援施設などの情報提供充実

安心して子供を産み育てられる
医療体制の充実、整備

子供を連れて安全に歩けるよう、
交通安全とバリアフリー強化

児童手当などの経済的支援の強化

保育園の受入定数の拡大

子供と参加できるスポーツ・芸術・
文化の各施設や活動の充実

近くで遊べる公園や広場の充実

8.3%

1.4%

1.4%

2.8%

4.2%

8.3%

13.9%

13.9%

18.1%

19.4%

20.8%

20.8%

23.6%

27.8%

27.8%

33.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

その他

育児について気軽に相談できる人がいない

子育てについて相談する場所が
わからない

親自身が子育て仲間を作れる場や
機会がない

父親の十分な協力が得られない

子育てに関する情報が
どこで得られるかわからない

地域で子育てを見守る繋がりがない

地域で子供が参加できる行事・活動がない

育児と仕事の両立が難しい

安心して子供を自由に
遊ばせる場所がない

子育てに関する経済的支援が少ない

駅や道路でベビーカーでの移動が
不自由である

自由な時間が持てない

保育料や養育費の経済的負担が大きい

いざというときに子供を
預かってくれる人がいない

保育園が定数いっぱいで入所できない

(N=72) 

問 1その他の意見
・社宅入居なので

・家の値段（が安い）

・ゴミ処理がしやすい

・夫の職場があるから

問２ 麻生区の満足度 

(N=72) 

(N=72) 

問４－１）行政に期待すること 問４－２）地域に期待すること 

(N=72) 

(その他の意見) 
・シングルマザーでも参加

可能なイベントや継続活動

・気軽にカフェできるとこ

ろがほしい

・インフラの整備

・シニアとのつながり

（その他の意見）

・子供同士が楽しく集まれて、

オープンな雰囲気の公園（がな

い）。法律上作らなきゃいけない

小さな公園ばかりで、本当の意

味での公園がない。万福寺地域

には新しい家族子どもがいっぱ

いです。家族が楽しく遊べる、

広くて、本当に（利用者のこと

を考えた）公園がほしい。

(N=72) 【属性】 

◆性別 ◆年代 ◆職業 

◆居住地 ◆居住年数 

（その他の意見）

・子供を遊ばせながら食事できる

ところ（がない）

・小学校の児童数が施設（規模）

に対して多いのではないかと心

配（麻生小）

・遊具のない公園が多い

・遊び場所が少ない

・特に柿生周辺の道路（に困って

いる）

・渋滞

18.1%

9.7%

9.7%

58.3%

2.8%1.4%

満足 どちらかといえば満足

どちらかといえば満足していない 満足していない

どちらともいえない 無回答


