
長計審⑪資料４－２ 

 

結婚・出産・子育て等に関する意識意向調査結果【速報値】 

 

 

１ 調査の目的 

平成 27年度に板橋区が人口ビジョンを策定するにあたり、区に在住、在勤又は在学す

る若年層の結婚、出産、子育て及び定住等に関する意向を把握し、策定の基礎資料とす

ることを目的とする。 

 

２ 調査概要 

⑴ 調査対象者 20歳以上 44歳以下である、 

①板橋区に居住する者 ②板橋区に在勤・在学する者 

 

⑵ 対象者数  1,200人 

調査対象者を年齢で３区分し、各区分で 400人ずつ 

※年齢区分(①20歳代 ②30歳代 ③40歳以上 44歳以下) 

 

⑶ 調査方法 調査方法 調査会社にモニター登録している者のうち、上記⑵の対象 

者に対し、調査への回答を依頼。 

⑷ 調査期間 平成27年６月９日(火)～６月22日(月) 

 

３ 調査項目 

⑴ 回答者属性 

⑵ 板橋区への転入理由と評価等 

⑶ 定住意向 

⑷ 結婚、出産、子育てについて 
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【概要】 

１ 属性等に関する質問【SC１～SC５】 

○ 回答者の居住地は、「板橋区」が最も多く(75.4%)、次いで「埼玉県」(9.7%)、「練馬区」（2.9%）、

と続く。 

○ 就業等の状況は、「正規社員」が最も多く(60.6%)、次いで「パート・アルバイト」(9.6%)、「派

遣社員・契約社員」(9.4%)と続く。 

○ 通勤・通学地域の状況は、「板橋区」が最も多く(39.3%)、「現在は、通勤・通学をしていない」

(9.6%)を挟んで、「千代田区」(9.5%)、「港区」(6.5%)と続く。 

○ 性別は、男性(50.3%)と女性(49.7%)とでほぼ均等となっている。 

 

２ 板橋区の転入理由と評価等【Ｑ１～Ｑ10】 

○ 回答者の居住の状況は、「区外から転入して板橋区に住んでいる」が最も多く、半数を超えて

いる(51.6%)。「生まれてからずっと板橋区に住んでいる」(17.3%)、「区内に住んでいたが、区外

に転出した後、再び区内に転入して板橋区に住んでいる」(6.6%)と合わせると、回答者の約 75%

が区内在住者となっている。 

○ 板橋区に転入する前の居住地は、「東京 23 区内(板橋区を除く)」が最も多く(48.0%)、次いで

その他「海外を含む」（16.9%）、「埼玉県内」(15.9%)と続く。 

○ 板橋区での居住年数別では、「１年以上５年未満」が最も多く(29.8%)、次いで「20 年以上」

(28.8%)と続く。 

○ 板橋区に転入したきっかけは、「結婚するため」が最も多く(21.1%)、次いで「ご自身の転勤・

転職・転業のため」(19.8%)と続く。 

○ 転入先として板橋区を選んだ理由は、「通勤・通学やくらしに便利な道路・交通網があるため」

が最も多く(37.5%)、次いで「職場・学校が近いため」(24.6%)、「不動産価格や家賃が手頃で良

質な物件があるため(19.2%)」と続く。区に関する情報を集めた手段として、「親族・友人」(29.4%)、

「住宅情報サイト」(28.7%)、「不動産会社の店頭」(23.1%)「区のホームページ」(21.3%)と続く。 

○ 区外在住者の板橋区への居住意向について、「区内に移り住みたい」は約３割となっており

(33.6%)、その理由は「職場・学校が近いため」(39.4%)、「出産・育児・教育への経済的支援が

充実しているため」(35.4%)、「通勤・通学や暮らしに便利な道路・交通網があるため」(26.3%)

と続く。一方で、「移り住む予定はない」(66.4%)の理由は、「(板橋区よりも他自治体の方が)通

勤・通学や暮らしに便利な道路・交通網があるため」(21.9%)、「親と同居するため」(18.4%)、

「(板橋区よりも他自治体の方が)治安が良く安心して暮らせるため」(16.8%)と続く。 

 

３ 定住意向【Ｑ11～Ｑ15】 

○ 区内在住者の今後の定住意向について、「今後も区内に住み続けたい」は約８割となっており

(80.8%)、その理由は「通勤・通学や暮らしに便利な道路・交通網があるため」(34.3%)、「職場・

学校が近いため」(20.7%)、「消費生活が便利(買い物の便が良い・物価が安い)なため」(17.9%)

と続く。 

○ 反対に、「板橋区外に移り住みたい」は２割未満となっており(19.2%)、その理由は、板橋区よ

りも他自治体の方が「通勤・通学や暮らしに便利な道路・交通網があるため」(29.3%)、「職場・

学校が近いため」(17.8%)などとなっている。また、転出先の希望については「文京区」(26.4%)、

「豊島区」(18.4%)、「世田谷区」(17.2%)と続く。 

○ 住居の状況については「マンション・アパート(賃貸)」が最も多く(42.1%)、「一戸建(持ち家)」

(27.1%)、「マンション(持ち家)」(20.6%)と続く。 
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４ 結婚・出産・子育て等【Ｑ16～Ｑ36】 

○ 婚姻の状況は、「未婚」(49.1%)と「現在結婚している」(47.2%)がほぼ均等となっている。 

○ 夫婦の稼働状況は、「夫婦とも働いている」が約６割となっている(60.1%)。 

○ 同居の状況は、約７割が「同居人がいる」と回答しており(70.4%)、同居者の種類として、「配

偶者・パートナー」(65.6%)、「子ども」(44.1%)、「母親」(33.4%)と続く。 

○ 子どもの人数は、「１人」が最も多く（55.0%）、次いで「２人」（33.5%）であり、両者で８割

強を占めている。また、子どもの年齢は「３歳～小学校入学前」(38.3%)が最も多く、次いで「小

学生」（37.5%）となっている。一番下の子どもの年齢についても「３歳～小学校入学前」が最も

多く（27.9%）、「１～２歳」（26.3%）、「小学生」（22.5%）と続く。 

○ 世帯収入は「400万円～800万円未満」(42.3%)と「100万円～400万円未満」(27.6%)で約７割

となっている。 

○ 「未婚」「離婚・死別」の場合の今後の結婚に関する希望は、「いずれ結婚したいと思っている」

が約７割となっており(68.5%)、結婚の希望は高い。結婚にあたっての不安や障害については「経

済的な問題」が最も多い(63.9%)。また、理想の子どもの数については、「２人」が半数を占めて

いる(52.5%)。 

○ 既婚者に対し、理想的な子どもの数と、予定している子どもの総数を聞いたところ、いずれも

「２人」が最も多くなっている。(理想：52.5%)(予定：47.3%) 

○ 予定している子どもの数が、理想とする子どもの数より尐ない理由は、「出産・子育て・教育

にお金がかかりすぎるから」が最も多く(66.7%)、次いで「高年齢で産むのは負担だから」(40.3%)

と続く。 

○ 理想の子どもの数とするために板橋区の環境で重要なものは、「出産・育児・教育への経済的

支援が充実していること」が過半を超えている(52.2%)。 

○ 子育てするうえでの不安や悩みは「子育てで出費がかさみ経済的負担を感じること」(55.9%)

が最も多く、次いで「子育てによる身体の疲れが大きいこと」(39.4%)と続く。 

○ 子育て支援に関して欲しい情報は「保育園や幼稚園など定期的に利用できる施設の情報」が最

も多く(52.3%)、次いで「医療・健診に関する情報」(44.9%)、「手当や助成などの情報」(42.8%)

と続く。 

○ 板橋区での子育ての希望について、「そう思う(板橋区で子育てをしたいと思う)」が４割を超

えており(42.5%)、その理由は「乳幼児の子育て支援が充実している」(30.6%)、「緑・自然にふ

れることができる環境が保全されている」(27.8%)、「保育施設が整備されている」(25.5%)と続

く。 

○ 反対に、板橋区で子育てをしたいと「思わない」は１割半ばであり(16.4%)、区が改善した方

がよいと思うものは「治安(の改善)」(26.4%)、「保育施設の整備」(23.4%)と続く。 

○ 板橋区での子どもへの教育(幼児期を含む)の希望については、「わからない」が一番多いもの

の(45.6%)、教育を受けさせたいと思う割合(38.9%)は、受けさせたくないと思う割合(15.5%)の

２倍を超えている。 

○ 板橋区で教育を受けさせたい理由は、「地域による学校支援が充実している」(33.0%)が最も多

く、「特色のある学校教育が推進されている」(24.0%)、「安心・安全な学校づくりが推進されて

いる」(21.8%)と続く。 

○ 反対に、板橋区が改善した方がよいとする点は、「教員の指導力向上」、「基礎学力向上」、「安

心・安全な学校づくりの推進」(いずれも 28.0%)と並ぶ。 

 



質問と主な回答 

(  )内は% 

 質問 主な回答 

SC1 あなたの居住地 

(１つだけ) 

①板橋区(75.4) 

②埼玉県(9.7) 

③その他東京都(1.8) 

SC2 あなたの就業等の状況 

(1つだけ) 

①正規社員(60.6) 

②パート・アルバイト(9.6) 

③派遣社員・契約社員(9.4) 

SC3 あなたの通勤・通学地域 

(1つだけ) 

①板橋区(39.3) 

②現在は、通勤・通学をしていない(産休・育休・介護休業中は

除く)(9.6)  

③千代田区(9.5) 

④港区(6.5) 

⑤新宿区(4.7) 

SC4 あなたの年齢 

(1つだけ) 

①40歳～44歳(33.3) 

②25歳～29歳(17.7) 

③35歳～39歳(17.2) 

④30歳～34歳(16.2) 

⑤20歳～24歳(15.7) 

SC5 あなたの性別 

(1つだけ) 

①男性(50.3) 

②女性(49.7) 

Ｑ１ あなたの居住の状況 

(1つだけ) 

①区外から転入して板橋区に住んでいる(51.6) 

②生まれてからずっと板橋区に住んでいる(17.3) 

③板橋区外に居住している(板橋区に住んだことは

一度もない)(15.8) 

Ｑ２ あなたがお住まいの地域 

(1つだけ) 

①板橋地域(29.6) 

②赤塚地域(22.5) 

③志村地域(18.8) 

④高島平地域(16.0) 

⑤常盤台地域(13.0) 

Ｑ３ 板橋区に転入する前の住所 

(1つだけ) 

①東京 23区内(板橋区を除く)(48.0) 

②埼玉県内(15.9) 

③千葉県・神奈川県内(10.2) 

④東京都内の他市町村(9.0) 

⑤その他(海外を含む)(16.9) 

Ｑ４ 板橋区の居住年数(区外から転入の

場合は、最後に板橋区に移り住んで

からの年数) (1つだけ) 

①１年以上５年未満(29.8) 

②20年以上(28.8) 

③５年以上 10年未満(18.7) 

Ｑ５ 板橋区に転入したきっかけ 

(1つだけ) 

①結婚するため(21.1) 

②ご自身の転勤・転職・転業のため(19.8) 

③その他 (14.5) 
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(  )内は% 

 質問 主な回答 

Ｑ６ 

転入先として板橋区を選んだ理由

(５つまで) 

①通勤・通学や暮らしに便利な道路・交通網があるため

(37.5) 

②職場・学校が近いため(24.6) 

③不動産価格や家賃が手頃で良質な物件があるため

(19.2) 

④親や兄弟が近くに住んでいるため(13.2) 

⑤消費生活が便利(買い物の便が良い・物価が安い)

なため(12.9) 

Ｑ７ 

転入先として板橋区を選ぶ際に情

報を集めた手段 

(いくつでも) 

①親族・友人(29.4) 

②住宅情報サイト(28.7) 

③不動産会社の店頭(23.1) 

④区のホームページ(21.3) 

⑤住宅情報誌(14.6) 

Ｑ８ 
今後の板橋区への居住意向(SC1 で

区外在住と回答した人)(１つだけ) 

①移り住む予定はない(66.4) 

②区内に移り住みたい(33.6) 

Ｑ９ 

■Ｑ８で「板橋区内に移り住みた

い」の回答者を対象 

 

そう考える理由(５つまで) 

①職場・学校が近いため(39.4) 

②出産・育児・教育への経済的支援が充実している

ため(35.4) 

③通勤・通学や暮らしに便利な道路・交通網がある

ため(26.3) 

④子どもの教育環境が充実しているため(21.2) 

⑤不動産価格や家賃が手頃で良質な物件があるため

(17.2) 

Ｑ10 

■Ｑ８で「板橋区に移り住む予定は

ない」の回答者を対象 

 

そう考える理由(５つまで) 

①通勤・通学や暮らしに便利な道路・交通網があるため

(21.9) 

②親と同居するため(18.4) 

③治安が良く安心して暮らせるため(16.8) 

④その他(16.8) 

⑤緑や公園など自然環境に恵まれているため(11.7) 

⑥消費生活が便利(買い物の便が良い・物価が安い)

なため(11.2) 

Ｑ11 
今後の板橋区への居住状況 

(１つだけ) 

①今後も区内に住み続けたい(80.8) 

②区外に移り住みたい(19.2) 
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(  )内は% 

 質問 主な回答 

Ｑ12 

■Ｑ11で「今後も板橋区内に住み続

けたい」の回答者を対象 

 

そう考える理由(５つまで) 

①通勤・通学や暮らしに便利な道路・交通網がある

ため(34.3) 

②職場・学校が近いため(20.7) 

③消費生活が便利(買い物の便が良い・物価が安い)な

ため(17.9) 

④出産・育児・教育への経済的支援が充実しているため

(17.5) 

⑤緑や公園など自然環境に恵まれているため(17.5) 

Ｑ13 ■Ｑ11 で「板橋区外に移り住みた

い」の回答者を対象 

 

そう考える理由(５つまで) 

①通勤・通学や暮らしに便利な道路・交通網がある

ため(29.3) 

②職場・学校が近いため(17.8) 

③消費生活が便利(買い物の便が良い・物価が安い)な

ため(16.1) 

④その他(15.5) 

⑤緑や公園など自然環境に恵まれているため(13.2) 

⑥出産・育児・教育への経済的支援が充実している

ため(10.9) 

⑥治安が良く安心して暮らせるため(10.9) 

⑥まちなみや景観が美しいため(10.9) 

Ｑ14 ■Ｑ11 で「板橋区外に移り住みた

い」の回答者を対象 

 

区外へ転出する場合、転出先の希望

(いくつでも) 

①文京区(26.4) 

②豊島区(18.4) 

③世田谷区(17.2) 

④その他(海外を含む)(14.4) 

⑤新宿区(12.1) 

Ｑ15 住居の状況 

(１つだけ) 

①マンション・アパート(賃貸)(42.1) 

②一戸建(持ち家)(27.1) 

③マンション(持ち家)(20.6) 

Ｑ16 婚姻の状況 

(１つだけ) 

①未婚(49.1) 

②現在結婚している(47.2) 

③離別・死別(3.8) 

Ｑ17 夫婦の稼働状況 

(１つだけ) 

①夫婦とも働いている(60.1) 

②夫婦のいずれかが働いている(39.9) 

Ｑ18 同居人の有無 

(１つだけ) 

①同居している人がいる(70.4) 

②同居している人はいない(29.6) 
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(  )内は% 

 質問 回答 

Ｑ19 同居の状況 

(いくつでも) 

①配偶者・パートナー(65.6) 

②子ども(44.1) 

③母親(33.4) 

④父親(27.0) 

⑤兄弟姉妹(17.4) 

⑥祖母(3.8) 

⑦祖父(1.8) 

⑧その他(0.9) 

Ｑ20 ■Ｑ19で「子ども」を選んだ回答者

を対象 

子どもの数(1つだけ) 

①1人(55.0) 

②2人(33.5) 

③3人(8.6) 

④5人以上(1.6) 

⑤4人(1.3) 

Ｑ21 ■Ｑ19で「子ども」を選んだ回答者

を対象 
項目 年齢 一番下 

子どもの年齢 

(あてはまるものす

べて) 

一番下の子ども 

(1つだけ) 

1歳未満 (14.5) (14.5) 

1～2歳 (27.6) (26.3) 

3歳～小学校入学前 (38.3) (27.9) 

小学生 (37.5) (22.5) 

中学生 (13.1) (4.3) 

高校生 (6.7) (2.9) 

短大生・専門学校生・大学

生・大学院生 

(1.3) (0.8) 

社会人 (0.8) (0.8) 

Ｑ22 世帯収入 

(1つだけ) 

①400万円～800万円未満(42.3) 

②100万円～400万円未満(27.6) 

③800万円～1,200万円未満(17.2) 

Ｑ23 ■Ｑ16で「未婚」「離婚・死別」の

回答者を対象 

結婚の希望(１つだけ) 

①いずれ結婚したいと思っている(68.5) 

②結婚したいとは思わない(24.0) 

③結婚の予定がある(7.6) 

Ｑ24 ■Ｑ16で「未婚」「離婚・死別」の

回答者を対象 

結婚にあたっての不安や障害 

(３つまで) 

①経済的な問題(63.9) 

②住居の問題(31.1) 

③職業や仕事上の問題(29.7) 

Ｑ25 ■Ｑ16で「未婚」「離婚・死別」の

回答者を対象 

理想の子どもの数 

(1つだけ) 

①２人(52.5) 

②０人(18.9) 

③１人(13.2) 

④３人(13.1) 

⑤４人(1.7) 

⑥５人以上(0.5) 
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(  )内は% 

 質問 回答 

 

Ｑ26 

 人数 理想 総数 

■Ｑ16で「現在結婚している」の回

答者を対象 

理想的な子どもの数 

予定している子どもの数(総数) 

(それぞれ 1つだけ) 

０人 

１人 

２人 

３人 

４人 

５人以上 

(5.7) 

(14.0) 

(54.5) 

(22.6) 

(1.7) 

(1.5) 

(12.2) 

(27.2) 

(47.3) 

(11.5) 

(1.3) 

(0.6) 

Ｑ27  理由 理由 重要 

■Ｑ26で「予定している子どもの数

が理想とする子どもの数より尐な

い」の回答者を対象 

出産・子育て・教育にお金がか

かりすぎるから (66.7) (41.9) 

予定している子

どもの数が理想

とする子どもの

数より尐ない理

由(いくつでも) 

その中で最も重

要なもの 

(１つだけ) 

収入が不安定だから (21.0) (9.1) 

一番末の子が夫婦どちらかの定

年退職までに成人してほしいから 
(13.4) (2.7) 

家が狭いから (19.9) (2.2) 

高年齢で産むのは負担だから (40.3) (19.4) 

健康上の理由から (14.5) (9.1) 

今いる子どもに手がかかるから 
(14.0) (2.2) 

夫婦どちらかの家事・育児への

協力が得られないから 
(7.5) (1.1) 

自分や夫婦の生活を大切にした

いから 
(6.5) (1.6) 

仕事との両立が難しいから (29.0) (3.2) 

家事・育児の協力者が周りにい

ないから 
(18.8) (2.2) 

保育所など子どもの預け先がな

いから 
(14.5) (0.5) 

若者の就労機会が十分でないから  (3.2) (0.5) 

その他 (4.3) (4.3) 

Ｑ28 理想の子どもの数とするための板

橋区の環境で重要なもの 

(３つまで) 

①出産・育児・教育への経済的支援が充実している

こと(52.2) 

②保育施設や育児相談など育児支援にかかる施設・

③サービスが充実していること(39.2) 

④幼児教育・学校教育が充実していること(23.1) 
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(  )内は% 

 質問 回答 

Ｑ29 

 

子育てをするうえでの不安や悩み

(５つまで) 

(子どもがいない場合は、現時点で抱いて

いる子育てに関する不安等) 

①子育てで出費がかさみ経済的負担を感じること

(55.9) 

②子育てによる身体の疲れが大きいこと(39.4) 

③仕事や自分のやりたいことが十分できないこと

(30.0) 

④子育ての方法がよくわからないこと(17.3) 

⑤子どもが事故や犯罪にあうこと(17.1) 

Ｑ30 子育て支援に関する欲しい情報 

(いくつでも) 

(子どもがいない場合は、現時点で欲しい

と思う情報) 

①保育園や幼稚園など定期的に利用できる施設の情

報(52.3) 

②医療・健診に関する情報(44.9) 

③手当や助成などの情報(42.8) 

Ｑ31 板橋区での出産・育児の希望 

(１つだけ) 

(子どもがいない場合は、板橋区が子育て

しやすい環境かという観点で回答) 

①そう思う(42.5) 

②わからない(41.1) 

③そう思わない(16.4) 

Ｑ32 ■Ｑ31で「板橋区で子どもを産み育

てたいと思う」の回答者を対象 

そう思う理由(３つまで) 

①乳幼児の子育て支援が充実している(30.6) 

②緑・自然にふれることができる環境が保全されて

いる(27.8) 

③保育施設が整備されている(25.5) 

Ｑ33 ■Ｑ31で「板橋区で子どもを産み育

てたいと思わない」の回答者を対象

板橋区が改善すべき施策(３つまで) 

①治安の改善(26.4) 

②保育施設の整備(23.4) 

③その他 具体的に(16.8) 

④乳幼児の子育て支援の充実(16.2) 

Ｑ34 板橋区での子どもへの教育(幼児期

を含む)の希望(１つだけ) 

(子どもがいない場合は、板橋区が子ども

の教育を受けさせたい環境かという観点

で回答) 

①わからない(45.6) 

②そう思う(38.9) 

③そう思わない(15.5) 

Ｑ35 ■Ｑ34 で「板橋区で子どもに教育

(幼児期を含む)を受けさせたいと

思う」の回答者を対象 

そう思う理由(３つまで) 

①地域による学校支援が充実している(33.0) 

②特色のある学校教育が推進されている(24.0) 

③安心・安全な学校づくりが推進されている(21.8) 

Ｑ36 ■Ｑ34 で「板橋区で子どもに教育

(幼児期を含む)を受けさせたいと

思わない」の回答者を対象 

板橋区が改善すべき施策(３つまで) 

①教員の指導力向上(28.0) 

②基礎学力向上(28.0) 

③安心・安全な学校づくりの推進(28.0) 

 


