
     まちづくりアンケート 

（地域・市民活動、協働に関する意識調査） 
 

(1)調査目的 

このアンケート調査は、羽咋市民の地域社会に対する意識・行動について質問するもので、「暮らし

やすい」「生きやすい」地域社会を目指すための基礎資料とするために実施した。 

 

(2)調査の概要 

 調査の概要は、以下のとおりである。 

• 調査対象者：市内に居住する満 18歳以上 79 歳以下 の住民 

• 調査対象者数：3,000 人  

• 抽出方法：層化無作為抽出法 

• 調査期間：2009年 9月 30日～10月 3１日  

• 回収率：1625／3000（54.2％） 有効回収率：1594／3000（53.1％）  

 

(3)調査票の内容 

問番号 質問項目 

問１～問４ 住んでいる地域（地区）について 

問５～問６ 町会活動について 

問７～問９ 公民館活動について 

問１０～問１４ 市民活動について 

問１５～問１８ 市民と行政との協働について 

問１９～問２４ 地域コミュニティについて 

 

(4)地区別回収率 

 有効回収数 配票数 有効回収率 全体％ 

1.羽咋地区  278 500 55.60% 17.4 

2.千里浜地区  161 300 53.70% 10.1 

3.粟ノ保地区  155 300 51.70% 9.7 

4.富永地区  148 300 49.30% 9.3 

5.邑知地区  163 300 54.30% 10.2 

6.神子原地区  63 150 42.00% 4 

7.余喜地区  159 300 53.00% 10 

8.鹿島路地区  88 150 58.70% 5.5 

9.越路野地区  144 250 57.60% 9 

10.一ノ宮地区  127 250 50.80% 8 

11.上甘田地区  108 200 54.00% 6.8 

合計  1594 3000 平均 53.1%  100 
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＊あなたのお住まいの地域についておうかがいします。＊＊＊ 

問１ あなたがお住まいの地域（地区）はどこですか。あてはまるものを１つお選びください。 

あなたのお住まいの地域（地区）とは、公民館のある範囲とお考えください。 

問２ あなたが現在の地域（地区）に住んで今年で通算何年目になりますか。 

 

 

 

問３ あなたのお住まいの地域（地区）の生活環境は良いですか。 

ａ～ｍのそれぞれに、次の１～４の中から 1 つお選びください。 

 １． 

良い 

２． 

やや良い 

３． 

やや悪い 

４． 

悪い 

ａ．自然の豊かさ 
    

（50.4） （42.9） （5.4） （1.3） 

ｂ．通勤・通学の便利さ 
    

（25.3） （35.2） （24.4） （15.0） 

ｃ．買い物の利便性 
    

（23.0） （31.6） （27.5） （17.8） 

ｄ．医療サービス（病院） 
    

（13.9） （36.2） （30.3） （19.5） 

ｅ．働く場所 
    

（5.8） （20.0） （33.3） （40.9） 

ｆ．子育て環境 
    

（15.6） （54.0） （23.5） （6.8） 

ｇ．高齢者や障がいのある人への福祉サービス 
    

（8.6） （51.3） （32.3） （7.8） 

ｈ．防犯・防災体制 
    

（8.1） （51.7） （32.8） （7.4） 

ｉ．教育環境 
    

（13.0） （59.0） （22.1） （5.9） 

ｊ．スポーツ・レクリェーションの環境 
    

（10.9） （47.1） （32.6） （9.4） 

ｋ．道路網の整備 
    

（12.8） （47.4） （28.4） （11.4） 

ｌ．インターネットや携帯電話の接続状態 
    

（22.6） （46.4） （20.2） （10.8） 

ｍ．地域住民のふれあい・助け合い 
    

（18.8） （59.5） （17.9） （3.8） 

１．羽咋地区  ２．千里浜地区  ３．粟ノ保地区   ４．富永地区  

５．邑知地区  ６．神子原地区  ７．余喜地区    ８．鹿島路地区  

９．越路野地区 10．一ノ宮地区   11．上甘田地区   

通算                 年 目    
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問４ あなたのお住まいの地域（地区）では、町内会、子ども会、老人会、消防団などの「地

縁団体」「地縁活動」は盛んだとお感じになりますか。 

あてはまるものを 1 つお選びください。 

 

１．非常に盛んであると思う   （14.2） 

２．ある程度は行われていると思う  （80.0） 

３．ほとんど活動は行われていないと思う  （5.9） 

 

＊町会活動についておうかがいします。 ＊＊＊ 

 

問５ 町会の行事や活動にどの程度参加していますか。 

ａ～ｉのそれぞれに、次の１～４の中から 1 つお選びください。そのような活動がない場

合は８をお選びください。 

 

 

 

 

 1.よく参

加する 

２．ある

程度参加

する 

３．あま

り参加し

ない 

4．まった

く参加し

ない 

８ . その

ような活

動がない 

ａ．親睦・レクリエーション活動（新年会・親

睦旅行・バザー・お祭りなど） 

     

（13.0） （39.7） （25.5） （18.2） （3.6） 

ｂ．環境美化活動（道路、公園の清掃など） 
     

（18.8） （39.5） （19.7） （19.4） （2.6） 

ｃ．防災訓練 
     

（5.6） （15.6） （27.7） （31.0） （20.1） 

ｄ．防犯・交通安全などの地域安全活動 
     

（4.2） （18.0） （29.8） （34.1） （13.8） 

ｅ．青少年健全育成活動  
     

（1.9） （10.6） （29.0） （39.0） （19.5） 

ｆ．福祉活動（乳幼児・高齢者・障がいのある

人への支援・募金） 

     

（5.5） （25.7） （27.2） （29.1） （12.6） 

ｇ．伝統芸能の保存（獅子舞・太鼓など） 
     

（7.6） （15.6） （23.2） （42.9） （10.8） 

ｈ．会合（総会など） 
     

（17.1） （34.2） （20.6） （25.9） （2.1） 

ｉ．地域のまちづくりの方向性や計画を考える

活動（研修会や意識醸成のための講座の開催

など） 

     

（4.5） （13.9） （29.3） （35.2） （17.2） 
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問６ 以下にあげる町会活動はどの程度重要だと思いますか。 

ａ～ｊのそれぞれに、次の１～４の中から１つお選びください。 

 

＊地域（地区）の公民館についておうかがいします。＊＊＊ 

 

問７ あなたは、あなたの地域（地区）の公民館を身近に感じていますか。 

  あてはまるものを１つお選びください。 

 

問８ あなたは、あなたの地域（地区）の公民館の行事に参加していますか。 

あてはまるものを１つお選びください。 

 

 

 1.重要であ

る 

２．やや重

要である 

3．あまり重

要でない 

4．重要で

はない 

ａ．住民が使用する街路灯や集会所などの維

持管理 

    

（66.3） （30.6） （2.5） （0.7） 

ｂ．地域の安全や安心に関する活動 
    

（64.6） （31.6） （3.3） （0.5） 

ｃ．青少年の健全育成 
    

（52.2） （40.7） （6.2） （0.9） 

ｄ．高齢者などを対象にした福祉活動 
    

（53.7） （41.3） （4.4） （0.6） 

ｅ．騒音やごみ捨てのルール違反などの近隣

苦情への対応 

    

（53.8） （40.3） （5.4） （0.5） 

ｆ．伝統行事の存続 
    

（43.1） （46.3） （9.2） （1.4） 

ｇ．レクリエーションや祭りなどの町内の親

睦の充実 

    

（38.8） （50.1） （9.8） （1.4） 

ｈ．積極的な会合の開催や会報などの発行 
    

（23.5） （55.1） （19.2） （2.2） 

ｉ．行政に対する陳情や協力活動 
    

（33.9） （51.7） （12.7） （1.8） 

ｊ．各種団体に対する補助金の交付 
    

（26.3） （47.7） （20.5） （5.5） 

１．とても感じる   （12.6）      ２．ある程度感じる  （43.5） 

３．あまり感じない   （31.9）     ４．まったく感じない  （12.0） 

１．よく参加している   （7.2）   ２．ある程度参加している  （27.4） 

３．あまり参加していない  （34.3）   ４．まったく参加していない  （31.2） 
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問９ 以下にあげる公民館行事・事業について、今後どの程度必要だと思いますか。 

ａ～ｅのそれぞれに、次の 1～4の中から１つお選びください。 

 

 

＊市民活動についておうかがいします。＊＊＊ 

 

問１０ あなたは、次にあげるような市民活動をしていますか。 

次の中のあてはまるものすべてに○をつけてください。 

 

１．子育て支援に関する活動    （7.2） 

２．高齢者の支援に関する活動   （12.8） 

３．障がいのある人の支援に関する活動   （7.0） 

４．地域の清掃、緑化、ごみの減量化など環境保全に関する活動   （38.4） 

５．芸術、文化、教養、スポーツの振興に関する活動   （18.0） 

６．児童や青少年の健全育成に関する活動   （8.2） 

７．防災や災害支援など地域の安全に関する活動   （11.6） 

８．国際交流に関する活動   （2.1） 

９．観光、産業の振興に関する活動   （4.9） 

10．被災者・被災地の救援、支援に関する活動   （4.3） 

11．平和・人権問題・女性の地位向上等に関する活動   （3.0） 

12．その他（                                ） 

13．活動していない   （46.6） 

 

 

 

 

 

 

 1． 

必 要 

２． 

やや必要 

3． 

やや不要 

4． 

不 要 

ａ．文化的事業（文化祭など） 
    

（29.1） （55.0） （10.9） （5.0） 

ｂ．スポーツ・レクリエーション事業 

 （盆踊り・歩こう会・ボーリング大会など） 

    

（30.2） （54.0） （11.4） （4.4） 

ｃ．各種講座 

（俳句・料理・手芸など）  

    

（23.1） （58.1） （14.7） （4.1） 

ｄ．高齢者などを対象にした福祉事業 

 （敬老会・介護予防教室など） 

    

（42.2） （49.0） （6.2） （2.6） 

ｅ．地域のリーダー養成・地域づくり関係事業 
    

（29.2） （54.8） （11.4） （4.5） 
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問１１ 問１０で「１３. 活動していない」に○をつけた方におうかがいします。 

   市民活動に参加しない理由にもっともあてはまるものを１つお選びください。 

 

 

問１２ 問１０で「１３. 活動していない」に○をつけた方におうかがいします。 

あなたは、今後市民活動をしたいと思いますか。あてはまるものを１つお選びください。 

 

問１３ 問１２で、「1または２に○をつけた方」におうかがいします。 

あなたが今後参加してみたい市民活動の内容はどのようなものですか。次の中のあて

はまるものすべてに○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．できれば活動したい   （9.8） 

２．積極的ではないが、場合によっては活動してもよい   （62.8） 

３．今後活動するつもりはない   （27.4） 

 １. 

必要 

２. 

やや必要 

３. 

やや不要 

４.  

不要 

１．参加する時間がない  （24.9） 

２．参加するきっかけや機会がない  （16.1） 

３．どこでどのような活動をしているのかわからない（12.6） 

４．一緒に活動する仲間がいない  （2.9） 

５．興味や関心がない  （8.1） 

６．健康上の理由などから  （12.0） 

７．家族や職場の理解が得られない  （1.1） 

８．マイナスのイメージ（過去にいやな経験したなど）があるから  （1.7） 

９．特に理由はない  （17.5） 

10．その他（                               

１．子育て支援に関する活動    （17.4） 

２．高齢者の支援に関する活動   （24.0） 

３．障がいのある人への支援に関する活動    （17.4） 

４．地域の清掃、緑化、ごみの減量化など環境保全に関する活動   （39.8） 

５．芸術、文化、教養、スポーツの振興に関する活動   （39.6） 

６．児童や青少年の健全育成に関する活動   （11.4） 

７．防災や災害支援など地域の安全に関する活動   （16.0） 

８．国際交流に関する活動   （6.2） 

９．観光、産業の振興に関する活動   （14.5） 

10．被災者・被災地の救援、支援に関する活動   （7.0） 

11．平和・人権問題・女性の地位向上等に関する活動   （3.1） 

12．その他（                            ） 
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問１４ あなたは、市民活動を盛んにするために何が必要だと思いますか。ａ～ｈのそれぞれに、 

次の１～４の中から１つお選びください。 

  

＊市民と行政との協働についておうかがいします。＊＊＊  

 

問１５ あなたは、「協働」という言葉をご存知でしたか。あてはまるものを１つお選びくだ

さい。 

 

問１６ あなたは、今後のまちづくりについて「市民と行政の協働」が重要であると思います

か。あてはまるものを１つお選びください。 

 

問１７ あなたは、以下のことがらは、市民と行政どちらが責任を持って行うことが望ましい

と考えますか。ａ～ｈのそれぞれに、次の１～５の中から 1 つお選びください。 

 

ａ．市民活動のリーダー育成のための学習の機会

があること 

    

（29.6） （54.0） （11.9） （4.5） 

ｂ．自分を活かす方法を学ぶ学習の機会があるこ

と 

    

（30.7） （54.4） （11.0） （3.9） 

ｃ．現在活動している市民活動等を知ること 
    

（38.3） （51.4） （6.9） （3.4） 

ｄ．専門家からの指導や助言があること 
    

（30.8） （53.2） （12.0） （4.0） 

ｅ．市民活動の拠点となる場があること 
    

（40.6） （49.2） （6.5） （3.7） 

ｆ．全国の先進事例紹介や活動者との交流の機会

があること 

    

（20.5） （55.6） （19.1） （4.8） 

ｇ．市民のまちづくり活動のための資金を確保す

ること 

    

（32.2） （49.6） （13.9） （4.3） 

ｈ．同じ思いをもった人たちのネットワークをつ

くること 

    

（36.0） （51.0） （9.9） （3.1） 

市民と行政との協働
きょうどう

とは 

 地域のさまざまな問題や課題を解決するために、市民と行政がそれぞれの特性を活かし

ながら、パートナーとして協力し合い、住みよいまちづくりを目指すことです。 

１．知っている     ２．聞いたことはあるが内容はわからない ３．知らない  

     （22.4）               （25.7）            （51.9） 

１．とても重要である    （38.2）２．ある程度重要である     （54.8） 

３．あまり重要ではない   （5.3） ４．まったく重要ではない    （1.6） 
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※市民が行うという場合は、民間活力や市民の自助努力による活動を指します。 

 

問１８ あなたは、市民と行政とが協働でまちづくりを進めるために、以下のことが必要であ

ると考えますか。ａ～ｄのそれぞれに、次の 1～４の中から１つお選びください。 

 

 

 

 

＊地域コミュニティについておうかがいします。＊＊＊ 

 

問１９ あなたは、今後も現在のお住まいの地域（地区）に住みたいですか。 

 １ . 行政

が行う 

２どちら

かといえ

ば行政が

行う 

３ . 行政

と市民の

協働で行

う 

４ . どち

らかとい

えば市民

が行う 

５ . 市民

が行う 

ａ．地域の高齢者や障がいのある

人に対する福祉サービス 

     

（24.8） （25.7） （46.4） （2.1） （0.9） 

ｂ．子どもの学校外の活動の支援

や見守り 

     

（3.8） （5.3） （56.6） （24.7） （9.6） 

ｃ．文化活動の開催や生涯学習な

どの講座の開講 

     

（8.5） （22.2） （54.7） （11.3） （3.4） 

ｄ．生活道路の除雪・排雪 
     

（26.7） （20.6） （46.6） （3.8） （2.3） 

ｅ．地域の清掃活動 
     

（2.9） （4.5） （49.4） （29.8） （13.4） 

ｆ．地域の公園や広場の整備・管 

 理 

     

（15.1） （20.0） （47.5） （11.7） （5.8） 

ｇ．地域の防災・防火・防犯活動 
     

（8.4） （14.4） （63.8） （9.3） （4.1） 

ｈ．まちづくりの方向やルールの

策定 

     

（7.6） （12.3） （65.0） （9.7） （5.3） 

 １.必要で

ある 

２.どちらか

といえば必

要である 

３.どちらか

といえば必

要ではない 

４.必要でな

い 

ａ．行政による協働の取組について

の情報提供 

    

（50.4） （45.0） （3.4） （1.2） 

ｂ．行政と市民が、まちづくりにつ

いて検討する機会を設ける 

    

（42.8） （51.9） （4.2） （1.2） 

ｃ．行政による市民への活動支援や

資金援助 

    

（39.3） （51.1） （6.7） （2.9） 

ｄ．行政の事業を積極的に市民に委

託する 

    

（20.0） （48.2） （25.1） （6.8） 
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あてはまるものを１つお選びください。 

 

１．できれば他の地域に移りたい   （13.2） ２．しばらくは住み続けたい   （27.5） 

３．できればずっと住み続けたい   （59.3） 

 

問２０ あなたは、あなたの住む地域（地区）を暮らしやすくするために、自分のできる範囲

で何か役に立ちたいと思いますか。あてはまるものを１つお選びください。 

 

１．そう思う     （26.8）    ２．ある程度そう思う      （56.1）  

３．あまりそう思わない    （13.9）４．まったくそう思わない    （3.2）  

 

問２１ あなたは、あなたのお住まいの地域（地区）に対して愛着を感じますか。あてはまる

ものを１つお選びください。 

１．強く感じる ２．ある程度感じる ３．あまり感じない ４．まったく感じない 

    （24.0）      （55.3）     （18.1）      （2.6） 

 

問２２ あなたは、あなたのお住まいの地域（地区）の人は信頼できると思いますか。それと

も信頼できないと思いますか。あてはまるものを１つお選びください。 

 

１．非常に信頼できる   （12.5）２．ある程度信頼できる     （71.4） 

３．あまり信頼できない  （13.4）４．まったく信頼できない    （2.7） 

 

問２３ あなたは、一般的に人は信頼できると思いますか。それとも信頼できないと思います

か。あてはまるものを１つお選びください。 

 

１．非常に信頼できる     （5.5）    ２．ある程度信頼できる   （74.5） 

３．あまり信頼できない    （17.7）   ４．まったく信頼できない  （2.3） 

 

問２４ あなたは、今後の生活をする上で、どのようなことに重きを置いていきたいと思って

いますか。あてはまるものを 1 つお選びください。 

 

１．とにかく心の豊かな生活   （28.6） ２．どちらかといえば心の豊かな生活  （59.6）  

３．どちらかといえば物の豊かな生活   （9.1）４．とにかく物の豊かな生活  （2.8）  

 

 

＊あなたやあなたのご家族についておうかがいします。＊＊＊ 

 

問２５ あなたの性別をお選びください。  
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問２６ あなたの年齢をお書きください。 

 

 

 

問２７ 現在、居住をともにしているご家族の人数（あなたご自身を含めて）をお書きくださ

い。 

         人 

 

問２８ 現在、居住をともにしているご家族の構成について、あてはまるものを１つお選びく

ださい。 

 

 

 

 

 

問２９ あなたのご職業は何ですか。あてはまるものを１つお選びください。 

問３０ 「暮らしやすいまちづくり」のためのご意見を、なんでもお書きください。 

記載あり   （32.2） 

記載なし   （67.8） 

 

１． 男性      （43.4）  ２． 女性      （56.6） 

   満              歳 

１．夫婦のみ       （24.4） ２． 親と未婚の子供        （40.7）                        

３．親と子供夫婦      （9.9）  ４． 親と子供と孫     （16.8）  

５．ひとり暮らし      （5.3）       ６． その他（具体的に：     （2.9）            ）            

１． 勤め人（正規）   （34.3）２． 勤め人（非正規）   （11.5） ３． 自営業、自由業    （13.7）      

４. 家事専業    （10.4）        ５.  学生    （2.6）        ６． 無職     （26.0）  

７. その他（                                ）      （1.5） 

 


