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１ 調査の目的 

 平成 28 年２月に策定した「第二次川越市教育振興基本計画」が令和２年度で計画期間を終える

ことから、小中学校の保護者、校長及び教員、市民の教育に関する意識やニーズを把握し、次期川

越市教育振興基本計画策定にあたっての基礎資料とするとともに、今後の教育施策の推進に活用す

ることを目的として、本調査を実施しました。 

 

２ 調査の対象 

種類 対象 

①保護者調査 市立小学校５年生及び中学校２年生の保護者 1,781人 

②教員調査 市立小学校及び中学校の校長及び教員 336人 

③市民調査 住民基本台帳から無作為抽出した市内在住の20歳以上の市民1,500人 

 

３ 調査の方法 

 「①保護者調査」、「②教員調査」は、学校を通じて配布・回収しました。 

 「③市民調査」は、郵送配布・郵送回収しました。 

 

４ 調査期間 

 令和元年 10月 23日～11月８日（令和元年 12月 16日到着分まで集計） 

 

５ 回収状況 

 
配布数 

（Ａ） 

回収数 

（Ｂ） 

有効回収数 

（Ｃ） 

有効回収率 

（Ｃ／Ａ） 

①保護者調査 1,781件 1,600件 1,595件 89.6％ 

②教員調査 336件 314件 314件 93.5％ 

③市民調査 1,500件 497件 497件 33.1％ 
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６ 集計方法 

① 集計した数値（％）は小数第２位を四捨五入し、小数第１位まで表示しています。そのため、

質問に対する回答の選択肢が１つだけの場合、選択肢の数値（％）をすべて合計しても、100.0％

にならない場合があります。 

② 回答者数を分母として割合（％）を計算しているため、複数回答の場合には、各選択肢の割合

を合計すると 100.0％を超えます。 

③ 表では、特別の表記がない限り、上段が実数、下段が％（少数第１位まで）を表示しています。 

④ 表に「－」と表示してあるのは回答者がいなかった場合、「＊」と表示してあるのは、対象者が

いなかった場合です。 

⑤ アンケート調査票の選択肢の文章が長い場合、図表の中では要約して表記している場合があり

ます。 

 

※ 各回答において、回答者が少数である場合の比率については、比率が動きやすく分析には適さ

ないため、参考値として掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


