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１．調査の概要 

１ 調査実施の目的 
松戸市では、平成 27年から令和２年度までを計画期間とした「松戸市社会教育計画」のもと、「自ら

学び、学び合う、人と人とがつながるまち ～学習成果を生かすことができるまち・松戸を目指して

～」を基本理念として各種取組を推進しているところである。現在、令和３年度が計画期間の初年度と

なる次期計画の策定を進めており、現計画の達成状況や、生涯学習の現状、ニーズ等について、松戸市

在住の市民や社会教育関係団体の皆様のご意見を把握し、計画策定に役立てることを目的として本調

査を実施した。 

 

２ 調査方法と回収状況 
調査方法と回収状況は以下の通りである。 

 

【市民意識調査】 

項目 内容 

調査対象 松戸市に居住する 18 歳以上の男女 3,000 人 

抽出方法 住民基本台帳による無作為抽出 

調査方法 郵送配布・郵送回収 

調査時期 令和元年９月 17 日から 10 月４日まで 

回収結果 有効回収数 1,235 票（返戻 18 件）、有効回収率 41.4％ 

 

【団体アンケート調査】 

項目 内容 

調査対象 松戸市内で活動する社会教育関係団体（490 団体） 

抽出方法 令和元年８月 20 日時点の登録団体 

調査方法 郵送配布・郵送回収 

調査時期 令和元年９月 17 日から 10 月４日まで 

回収結果 有効回収数 410 票（返戻４件）、有効回収率 84.4％ 
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３ 調査の内容 
調査は以下の内容で実施した。 

 

【市民意識調査】 

１．「生涯学習活動」に対する考え方について 

２．「生涯学習活動」に関する情報、相談について 

３．「生涯学習活動」の成果の活用について 

４．地域の子どもたちに対する考えについて 

５．松戸市内の社会教育施設等について 

６．あなたご自身のことについて 

 

【団体アンケート調査】 

１．貴団体の概況について 

２．貴団体の「生涯学習活動」の状況について 

３．貴団体が「生涯学習活動」をする上で収集、発信する情報ニーズ等について 

４．貴団体の「生涯学習活動」の成果の活用について 

５．地域の子どもたちとの関わりについて 

６．松戸市内の社会教育施設等について 

 

４ 報告書の見方 
報告書の見方は以下の通りである。 

（１）調査結果の数値は原則として回答率（％）で表記している。回答率（％）の母数は、その質問項

目に該当する回答者の数であり、N=と表記している。また、複数回答についても回答者の数を母

数としている。 

（２）集計は小数点以下第２位を四捨五入し、小数点以下第１位までを表記している。このため、各回

答率（％）を足しあげても 100.0％とならない場合がある。 

（３）属性別集計の際に用いている属性が記入漏れとなっている場合に関しては、全体の回答数には含

むが、属性別集計の回答数には含まない。従って、全体の回答数と属性ごとの回答数の合計が一

致しない場合がある。 

（４）複数回答のグラフについては回答割合が高い項目を上から順に掲載している。属性別集計表にお

ける項目は左から順に調査票の選択肢順どおりとしている。 

（５）属性別集計表における回答割合が濃いグレーで示されている箇所は全体の回答割合より 10 ポイン

ト以上多い項目となっており、薄いグレーで示されている箇所は全体の回答割合より 10 ポイント

以上少ない項目となっている。属性別集計表に関するコメントとしては、こうした全体との差が

見られるものについて特筆している。 
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５ 標本誤差について 
調査結果の比率から母集団（18 歳以上の市民全体）の傾向を推測するには、統計上の誤差（標本誤

差）を考慮する必要がある。この誤差は回答者数と各設問の回答割合から、以下の式により求められ

る。 

 

 

標本誤差= ±2√2N−n
N−1

× p(1−p)
n

 

 

 

各回答比率における標本誤差早見表（信頼度 95％） 

回答の比率（p） 

 

基数（n） 

10％または

90％前後 

20％または

80％前後 

30％または

70％前後 

40％または

60％前後 
50％前後 

1,600 ±2.1％ ±2.8％ ±3.2％ ±3.5％ ±3.5％ 

1,400 ±2.3％ ±3.0％ ±3.5％ ±3.7％ ±3.8％ 

1,235 ±2.4％ ±3.2％ ±3.7％ ±3.9％ ±4.0％ 

1,000 ±2.7％ ±3.6％ ±4.1％ ±4.4％ ±4.5％ 

800 ±3.0％ ±4.0％ ±4.6％ ±4.9％ ±5.0％ 

 

【早見表の見方】 

今回の調査の回答者数（1,235 人）で、ある設問の回答率が 50％であった場合、松戸市（18 歳以上

の市民全体）のこの設問に対する回答の誤差は±4.0％の範囲内であると考えられる。 

  

N=母集団数 

n=比率算出の基数（サンプル数） 

p=回答の比率 


