
 

 
 
 
 
 
 
 

Ⅱ 質問と回答 
 



 

13 

 

１．ご回答は対象となったご本人にお願いします。 

２．ご記入は、黒のボールペンまたは鉛筆でお願いします。 

３．ご回答は、最初から１問ずつ、最後までお答えください。 

４．ご回答は、あてはまる番号に○印をつけてください。 

５．質問によって、○をつける数を（１つ）（いくつでも）などと指定しておりますので、その

範囲内でお答えくださるようお願いします。 

６．質問によっては、回答していただく方が限られる場合がありますので、矢印（→）の指示や

（ ）内のことわり書きをよくお読みください。 

７.「その他」をお答えになった場合は、（ ）内に具体的な内容をご記入ください。 

                            

 

福生市 市政世論調査 
 

この調査用紙は、７月下旬から８月上旬にかけて、調査委託先である（社）新情報センターの調査員

が受け取りにうかがいますので、ご記入のほどよろしくお願い申し上げます。 

また、この調査に関する質問などは、下記の調査実施機関までお問い合わせくださいますようお願い

申し上げます。 

 

平成１８年７月                     

         福生市企画財政部秘書広報課市民相談係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご記入が終わりましたら・・・ 

 

 ご記入いただいた調査用紙は、市が委託した（社）新情報センターの調査員が７月下旬から８月上旬

の間に、回収にうかがいますので、その際に調査員にお渡しくださるようお願いいたします。 

 

【調査主体】 

  福生市企画財政部秘書広報課市民相談係 

○調査についてのお問い合わせは下記までお願いいたします。 

【調査実施】 

社団法人 新情報センター 管理部 

電話番号 ０１２０（７８）５２３１ 

（受付時間：月～金(祝日除く)午前９時～午後５時） 

 

地点№ 対象№  調査員氏名 

       

 

 

ご記入にあたってのお願い

●総数＝７５８票 

●回答肢の前の数値は％ 

●％の基数はその質問の該当者 

●(Ｍ.Ｔ.)は複数回答の場合の合計％ 
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【定住意識】 

問１ あなたは、福生市に住んで何年になりますか。次の中から１つだけ選んでください。（○は１つ） 

 

 

 

 

問２ あなたは、今後も福生市に住み続けたいと思いますか。それとも市外に移転したいと思いますか。 

次の中から 1 つだけ選んでください。（○は１つ） 

 

45.8 ずっと住み続けたい                                     1.8  無回答 

28.6 当分の間住みたい 

8.4 できれば、市外に移転したい 

2.1 移転する 

13.2 どちらともいえない 

 

（問２で「３ できれば、市外に移転したい」または「４ 移転する」とお答えの方に） 

問２-１ 移転したいというのは、どうしてでしょうか。次の中から２つまで選んでください。 

（○は２つまで） 

1.3 自然環境が悪い 27.5 騒音などの公害がある 

10.0 道路などの整備が遅れている 6.3  商業やその他事業に不利、不向き 

10.0 公共施設が不充分 13.8 仕事の都合 

18.8 交通が不便 16.3 住宅の都合 

21.3 買い物が不便 15.0 家族の都合 

23.8 子どもの教育環境が悪い 1.3 学校の都合 

2.5 友人・知人などがいない 6.3 その他（具体的に：         ） 

5.0 近隣との人間関係が悪い － 無回答 

 

（全員の方に） 

問３ あなたは、地域の住みよさについて、ふだんどのように感じていますか。次の(ア)から(シ)まで 

の各項目について、それぞれ１つずつ選んでください。（○はそれぞれ１つずつ） 

 満

足 

非

常

に 

満

足 

ま

あ 

普

通 

不

満 

や

や 

不

満 

非

常

に 

無

回

答 

(ア) 道路や排水の整備 4.7 29.4 44.6 15.0 3.4 2.8 

(イ) 騒音、振動、大気汚染などの公害 1.8 11.1 39.4 34.2 10.6 2.9 

(ウ) ごみの収集方法 10.7 30.6 37.2 14.9 3.7 2.9 

(エ) 住まいの日当たり、風通し 17.5 30.9 34.0 12.1 2.4 3.0 

(オ) 公園や子どもの遊び場 7.0 25.7 51.2 10.7 2.0 3.4 

(カ) 食料品、日用品の買い物の便 10.6 30.1 39.2 13.7 3.8 2.6 

(キ) 
通勤・通学や外出のときの交通の
便 

8.2 29.4 38.1 16.6 4.4 3.3 

(ク) 病院や診療所などの便利さ 4.6 20.2 47.1 19.5 6.1 2.5 

(ケ) 近所づきあい、人情味の豊かさ 4.1 18.1 63.3 9.8 2.2 2.5 

(コ) 緑や空気など自然環境 7.9 32.3 45.3 10.6 1.1 2.9 

(サ) スポーツや文化活動をする施設 3.2 17.5 58.0 15.4 2.1 3.7 

(シ) 老後の生活を送る場所として 2.5 15.6 52.2 20.6 6.9 2.2 

（問３へ) 

(問３へ）

 

(n=758)

(n=80)

2.4 １年未満        12.0  ５～10 年未満    21.0 20～30 年未満 

8.8 １～５年未満    17.8 10～20 年未満     37.1 30 年以上         0.9  無回答 

(n=758)

(n=758)

(M.T.＝178.8) 
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問４ いろいろおうかがいしましたが、一口に言って、福生市は住みよい所だと思いますか。それとも 

住みにくい所だと思いますか。次の中から１つだけ選んでください。（○は１つ） 

 

4.0 非常に住みやすい 

45.3 まあ住みやすい 

37.1 普通 

11.6 やや住みにくい 

1.5 非常に住みにくい       0.7  無回答 

 

【福生市の魅力と将来像】 

問５ 福生市内の施設や行事の中で、あなたが福生市らしい魅力を感じるものはどれですか。次の中か 

らいくつでも選んでください。（○はいくつでも） 

 

35.0  玉川上水 29.9  横田基地 

38.5  多摩川 58.7  七夕まつり（８月） 

5.5 柳山公園 25.3  さくら祭り 

29.9 多摩川中央公園 29.7  ほたる祭り 

47.9 多摩川沿いのサクラ並木 17.3  夏祭り 

5.7 みずくらいど公園・日光橋公園 8.8  ふれあいフェスティバル 

20.7 中央図書館・郷土資料室 6.5  輝きフェスティバル 

8.8 中央体育館・地域体育館 1.6  野外彫刻 

12.3 市民会館・公民館 7.1  市民文化祭 

7.9 福祉センター 3.4  市民総合体育大会 

3.0 茶室（福庵） 1.3  その他（具体的に：        ） 

14.0  熊川神社・神明神社 6.2  特にない 

23.0  国道 16 号線沿いの商店街             0.8  無回答   (M.T.=448.9) 

 

問６ 将来の福生市はどのようなまちであってほしいと思いますか。あなたが希望するまちを次の中か 

ら２つまで選んでください。（○は２つまで） 

 

39.1  災害や交通安全に配慮した安心して生活できるまち 

26.4  安心して子育てができるまち 

49.6  高齢者や障害者が安心して生活できるまち 

10.0  ごみ減量・リサイクル化が進んだ環境に配慮したまち  

9.2  多くの人が集まるにぎわいのあるまち 

35.1  緑豊かな美しい景観のまち 

6.3  文化活動やスポーツ活動が盛んなまち 

8.7  地域の活動やボランティア活動をはじめ、様々な交流が盛んなまち 

3.2  その他（具体的に：                    ） 

2.2  今のままでよい 

0.7   無回答                          (M.T.=190.5) 

     

 

(n=758)
 

(n=758)

(n=758)
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【環境問題】 

問７ 市では平成 18 年４月から、新たに容器包装プラスチック（お菓子の袋、卵のパックなどのやわ 

らかいプラスチック）を資源として分別収集するようになりました。容器包装プラスチックの収集

回数についてあなたのお考えに最も近いものを次の中から１つだけ選んでください。なお、容器包

装プラスチックの現在の収集回数は、３週間に１回となっています。（○は１つ） 

 

17.5 可燃ごみの収集日を週３回から週２回と減らし、容器包装プラスチックの収集を週１回 

にする 

31.3 可燃ごみの収集日を少し減らして、その分を容器包装プラスチックの収集に振り分け 

２週間に１回の収集とする 

38.3 可燃ごみの収集日は減らしてもらいたくないので、現行の３週間に１回の収集でよい 

10.0 その他（具体的に：                    ） 

2.9 無回答 

 

問８ あなたがごみ減量やリサイクルを進める上で、日常心がけていることは何ですか。次の中からい 

くつでも選んでください。（○はいくつでも） 

 

51.2 不要なものや使い捨て商品は買わない、過剰包装は断る 

28.9 食料品の買い過ぎや食事の作り過ぎに注意している 

35.8 買い物袋を持参している 

4.4  生ごみ処理機や生ごみ堆肥化容器を使っている 

26.3 丈夫なものを選び長く使う、修理して使う 

82.2 洗剤やシャンプーなどは詰め替え用を買う 

17.8 不用でも使える物は他人に譲ったり、ガレージセールに出したりする 

9.9 ビール瓶や酒瓶は酒屋に返せるように、繰り返し使えるものを選ぶ 

41.2 繰り返して使えなくなった物は，分別して資源としてリサイクルする 

42.7 再生紙の商品（トイレットペーパーなど）を利用している 

18.2 エコマークなど環境に配慮した商品を利用している 

1.1 その他（具体的に：                    ） 

4.2 特に考えていない 

0.8 無回答                         (M.T.=364.5) 

         

問９ あなたは環境問題について、最近どのような事柄に関心がありますか。関心のあるものを次の中 

からいくつでも選んでください。（○はいくつでも） 

 

81.0 地球温暖化 24.0 自動車騒音 

29.6 ダイオキシンの発生 22.2 酸性雨 

42.7 オゾン層の破壊 20.4 近隣騒音 

23.0 自動車・工場などからの大気汚染 29.7 アスベスト 

40.9 水質汚染  2.0 その他（具体的に：       ） 

48.5 自然破壊 2.9 特に関心はない 

18.2 環境ホルモンの発生 1.2  無回答 

                                (M.T.=386.3) 

(n=758)

(n=758)

(n=758)



 

17 

【福祉社会】 

問 10 子どもが健やかに生まれ育つための社会環境づくりのためには、どのような施策が必要だと思い 

ますか。次の中から２つまで選んでください。（○は２つまで） 

 

24.9 受験戦争の緩和など、ゆとりのある教育環境の確保 

59.8 子育てに対する経済的な負担を軽くするための施策 

23.0 世帯人員に応じたゆとりある住宅確保等のための住環境の整備 

27.0 一時保育などの保育サービスの充実 

32.7 身近な地域で子育ての相談や支援が気軽にできる養育環境の推進 

4.4 その他（具体的に：                    ） 

4.2  無回答                                (M.T.=176.0) 

 

 

問 11 あなたは、老後をどのように暮らしていきたいと思いますか。次の中からあなたのお考えに最も 

近いものを１つだけ選んでください。（○は１つ） 

20.4 自分に適した仕事を持ちたい 

31.9 趣味を深めたり、新しい知識を身につけたい 

5.3 老人クラブ、サークル活動に参加したい 

31.4 毎日の生活の中で、家族や友人などとの接触を深めながら暮らしたい 

7.1 元気な限り、同じ高齢者で手助けを必要とする人の力となりたい 

2.1 その他（具体的に：                    ） 

1.7  無回答 

 

問 12 お年寄りや心身に障害のある人々のために、地域でボランティア活動が行われていますが、今 

までに、あなたはボランティア活動に参加したことがありますか。（○は１つ） 

 

25.5 したことがある                     73.6 したことがない 

0.9  無回答 

 

問 13 今後、ボランティア活動をしたいと思いますか。（○は１つ） 

 

56.9 したいと思う                       39.8 したいとは思わない 

3.3  無回答 

 

【横田基地】 

問 14 次に、横田基地についてうかがいます。次の中から、日頃あなたが考えていることに最も近いも 

のを１つだけ選んでください。（○は１つ） 

 

8.2  国の防衛政策上のための施設であり、あって当然である 

19.7   国政上の問題であり、あってもやむを得ない 

52.9  あってもやむを得ないが、騒音対策や生活環境整備に力を入れるべきだ 

3.6  必要な施設だと思うが、福生市にあるのは困る 

8.3  市の発展に影響しているので、ない方がいい 

4.4  その他（具体的に：                    ） 

3.0   無回答 

(n=758)

(n=758)

(n=758)

(n=758)

(n=758)
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問 15 横田基地はどうあるべきだと思いますか。（2010 年に自衛隊との共同使用が決定しています） 

次の中から 1 つだけ選んでください。（○は１つ） 

 

30.3 米軍と自衛隊とで共同使用するべきだ 

2.2 自衛隊が米軍に代わって使用すべきだ 

17.0 民間空港にすべきだ 

40.0 日本に返還して福生市など関係市町のまちづくりにも使えるようにすべきだ 

5.7 その他（具体的に：                    ） 

4.7  無回答 

 

【防災対策】 

問 16 火災や地震などの防災対策について家族あるいは近所の人と話し合っていますか。次の中から 1つ 

だけ選んでください。（○は１つ） 

 

3.4  よく話し合っている  

33.1 たまに話し合っている  

37.6 あまり話し合っていない 

24.9 まったく話し合っていない 

0.9  無回答 

 

問 17 自宅近くの避難場所をいくつ知っていますか。次の中から 1 つだけ選んでください。（○は１つ） 

 

35.6 ２箇所以上知っている 

53.0 １箇所は知っている 

10.4 まったく知らない 

0.9  無回答 

 

問 18 自宅の消火器についてお聞きします。次の中から 1 つだけ選んでください。（○は１つ） 

 

39.2 備えてあり、使い方も良くわかっている 

17.8 備えてあるが、使い方はあまり良くわからない 

41.7 備えていない 

1.3  無回答 

 

【国際化社会】 

問 19 今後、外国との交流がすすむ中で、あなたは、どのようなことに参加したり、自分でしたいと思 

いますか。次の中から 1 つだけ選んでください。（○は１つ） 

 

2.0 留学生などのホームステイを受け入れる 

12.0 外国人と一緒にレクリエーションやスポーツを通した交流をする 

1.3 通訳やボランティアに参加する 

7.0 日本の言葉や習慣などを教える 

1.1 経済的・物質的な援助をする  

35.2 外国人に対して、差別をしたり、特別視をしない 

14.6  外国語や外国に関する勉強をする 

0.5 その他（具体的に：                    ） 

25.2 特にない 

1.1  無回答 

 

(n=758)

(n=758)

(n=758)

(n=758)

(n=758)
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問 20 市が国際化を進めていく上で、特に力を入れるべきだと思うことを、次の中から３つまで選んで 

ください。（○は３つまで） 

 

12.8 国際交流センターなどの国際化を進める施策を整備する 

12.9 外国の都市と姉妹都市の提携をする 

10.3 交換留学生や研修生の派遣などの事業を盛んにする 

9.1 外国人の留学やホームステイなどの受け入れを盛んにする 

17.5 外国の特産品の展示会を開くなどの経済交流を盛んにする 

6.2 スポーツ施設団を派遣したり、各国のスポーツ大会を開催する 

41.3 横田基地を利用して、アメリカの情報や文化の交流を盛んにする 

7.1 国際交流を目的とした市民団体を育成する 

9.9 市民の国際感覚を高めるようにＰＲする 

14.1 外国の情報や資料を収集し、市民が利用できるようにする 

35.4 小・中学校などに外国人教師を招き、外国語教育に力を入れる 

28.5 福生市独特の国際色豊かなまち並みをつくる 

1.8  その他（具体的に：                    ） 

13.3 特にない 

2.0  無回答                            (M.T.=222.3) 

 

【男女共同参画】 

問 21 「男女共同参画」に関する動きや推進についてどの程度関心をお持ちですか。次の中から 1 つだ 

け選んでください。（○は１つ） 

 

4.9  大変関心がある  

24.3 まあ関心がある  

32.8 どちらともいえない 

27.8 あまり関心はない 

8.7 まったく関心はない 

1.5  無回答 

 

問 22 あなたの身近なそれぞれの場において、男女の地位は平等になっていると思いますか。その場に 

いない場合でもまわりを見て、最も近いと感じるものをお選びください。(ア)から(オ)までの各項

目について、それぞれ１つずつ選んでください。（○はそれぞれ１つずつ） 

 

 遇
さ
れ
て
い
る 

女
性
の
方
が
優 

い
る 

が
優
遇
さ
れ
て

や
や
女
性
の
方

平

等 

い
る 

が
優
遇
さ
れ
て

や
や
男
性
の
方

遇
さ
れ
て
い
る 

男
性
の
方
が
優 

 

わ
か
ら
な
い 

  

無
回
答 

(ア) 家庭生活では 3.7 8.6 46.0 23.1 9.1 7.5 2.0 

(イ) 職場では 1.6 6.2 33.1 26.5 13.7 15.3 3.6 

(ウ) 教育の場では 0.4 2.1 59.5 9.5 2.5 22.7 3.3 

(エ) 社会通念や習慣では 0.8 5.3 23.7 39.7 16.6 10.9 2.9 

(オ) 社会全体では 1.3 6.1 20.4 40.8 18.5 10.2 2.8 

(n=758)

(n=758)

(n=758)
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問 23 次にあげる用語・法律･事業などを知っていますか。(ア)から(サ)までの各項目について、 それ 

ぞれ１つずつ選んでください。（○はそれぞれ１つずつ） 

 っ
て
い
る 

内
容
ま
で
知 

 

知
っ
て
い
る 

名
称
だ
け
は 

ら
な
い 

ま
っ
た
く
知 

無
回
答 

 セクシャルハラスメント 73.2 18.9 5.5 2.4 

(イ) 
 

男女雇用機会均等法：「雇用の分野におけ
る男女の均等な機会及び待遇の確保等に
関する法律」 

41.2 44.5 11.7 2.6 

(ウ) 男女共同参画社会基本法 12.1 49.2 34.8 3.8 

(エ) 
ストーカー規制法：「ストーカー行為等の規
制等に関する法律」 

47.9 42.9 6.2 3.0 

(オ) 
 

ＤＶ(ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸ･ﾊﾞｲｵﾚﾝｽ)防止法：「配偶者
からの暴力の防止及び被害者の保護に関
する法律」 

42.1 43.8 11.2 2.9 

(カ) 
 

育児･介護休業法：「育児休業、介護休業
等育児又は家族介護を行う労働者の福祉
に関する法律」 

28.6 52.0 16.2 3.2 

(キ) 
児童虐待防止法：「児童虐待の防止等に関
する法律」 

34.7 52.6 9.5 3.2 

(ク) 次世代育成支援対策推進法 3.8 32.3 60.4 3.4 

(ケ) 福生市女性悩みごと相談 7.4 37.5 51.8 3.3 

(コ) 
福生市男女共同参画情報誌「あなたとわ
たし」 

4.7 23.5 69.1 2.6 

(サ) 福生市男女共同参画行動計画 2.2 21.1 73.7 2.9 

 

【行政改革】 

問 24 あなたは、市にどのような行政改革を求めますか。あなたのお考えに近いものを次の中から３つ 

まで選んでください。（○は３つまで） 

 

29.0 市の施設を利用したり、サービスを受ける場合、受益者がある程度の費用を負担 

するのは当然である 

71.6 市の職員は、民間企業並みのコスト意識を持って事務事業を実施し、無駄をなく 

した効率的な運営に努めるべきである 

21.1 市が新しい事業や施策に取り組んでいくためには、現在の事務事業の見直しや補 

助金・交付金などの見直しもやむを得ない  

24.5 近隣自治体との施設等の広域利用などをもっと進めるべきである 

50.8 市役所、その他市の施設の職員数はなるべく増やさないようにし、事業の委託化 

や臨時職員の採用など、工夫して事務事業を行うべきである 

10.9 ＯＡ化、情報化にもっと力を入れるべきである 

4.0 その他（具体的に：                    ） 

7.4 特にない 

2.2  無回答                             (M.T.=221.6) 

 

(n=758)

 

(n=758)

(ア) 
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問 25 地方分権を進めるためには、市町村の合併を促進すべきだという意見がありますが、福生市が近 

隣の市や町と合併するとしたら、これに賛成ですか。それとも反対ですか。次の中から１つだけ選

んでください。（○は１つ） 

 

17.0 賛成である 18.9 反対である 

30.2 どちらかといえば賛成である 2.9  その他（具体的に：        ） 

25.7 どちらかといえば反対である           5.3  無回答 

 

【インターネット】 

問 26 あなたはインターネットを利用しています。（○は１つ） 

 

48.3 は い           50.4 いいえ                 1.3  無回答 

                      問 27 へ 

 

問 26-１ 最も利用している機器は何ですか。次の中から１つだけ選んでください。（○は１つ） 

 

84.4パソコン  15.3携帯電話・ＰＨＳ   0.3ゲーム機  － その他  － 無回答 

 

問 26-２ それはどこで利用していますか。次の中から１つだけ選んでください。（○は１つ） 

 

79.8自宅    15.6会社    1.4公共施設    3.3その他       － 無回答 

 

問 26-３ 回線の種類は何ですか。次の中から１つだけ選んでください。（○は１つ） 

 

16.7 光     8.7 ＩＳＤＮ  4.9 アナログ回線    2.7その他（具体的に： ） 

41.8 ＡＤＳＬ  7.7 ＣＡＴＶ  13.1 携帯電話・ＰＨＳ  4.4 無回答 

 

（全員の方に） 

問 27 市では現在、ホームページ（アドレス http://www.city.fussa.tokyo.jp/）を開設しております 

が、ご覧になったことはありますか。次の中から１つだけ選んでください。（○は１つ） 

 

0.3 ほぼ毎日見ている 23.6 過去何回か見たことがある 

0.7 週１回以上見ている 70.6 見たことはない 

3.0 月１回以上見ている 1.8 無回答 

 

 

(n=366) 

(n=758)

(n=758)

(n=366)

(n=366)

(n=758)
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問 28 市では、ホームページの活用･充実を進めているところですが、市の情報（業務）で、あなたの 

知りたいことまたはホームページの情報を充実してほしいことはありますか。次の中から３つまで

選んでください。（○は３つまで） 

44.7 市民生活に関する情報（各種届出、環境、清掃、福祉等の情報） 

18.7 市の各種施策についての情報 

27.3 市がこれから始めようとする計画の内容の紹介 

4.4 市の調査・統計資料の情報  

1.6 市の商工振興情報 

20.8 市の防災情報 

5.3 市会議についての情報 

15.2 市内施設予約サービス 

11.1 提案などが書き込める意見欄 

8.0 利用者が意見や情報を交換できる交流コーナー 

10.3 電子申請などホームページを利用した手続き 

4.2 よくある質問（ＦＡＱ） 

1.6 その他（具体的に：                    ）                       

26.3 特になし 

4.7  無回答                            (M.T.=204.2) 

 

【市税等の納入】 

問 29 市税、水道料金などを納入する際に何か不便を感じていることがありますか。次の中から１つだ 

け選んでください。（○は１つ） 

 

4.0 金融機関が近くにないので納めるのに不便を感じる  

4.0 市役所が遠いために納めるのに不便を感じる  

14.1  コンビニ、ＡＴＭ、パソコン端末、携帯電話端末で納めることができないので不便 

を感じる 

1.2 その他（具体的に：                    ） 

75.2  不便を感じていない               1.6 無回答 

 

【広   報】 

問 30 市では、『広報ふっさ』を毎月１日と 15 日に発行していますが、あなたはどの程度読んでいます 

か。次の中から１つだけ選んでください。（○は１つ） 

 

17.3 くわしく読む 

48.7 ざっと目を通す 

17.3 必要なところだけ読む 

12.5 ほとんど読まない 

3.7  見たことがない                                          0.5  無回答 

 

（問 30 で｢１｣～｢３｣のいずれかをお答えの方に） 
問30-１ 主にどのような内容に関心を持って読まれますか。次の中から１つだけ選んでください。（○は１つ） 

 

6.8 税金関係         10.6  保健・衛生関係                     2.2 予算・決算関係 

9.0 教育・文化関係   32.5  催しもの関係（市の行事・案内等）   1.3 その他 

13.9 福祉関係           7.4  市の大きな行事                     1.3 無回答 

10.3 ごみ関係          4.6  まちの話題       

（問 31 へ) 

(n=758)

(n=631)

(n=758)

(n=758)
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（全員の方に） 

問 31 あなたは『福生市議会だより』をどの程度読んでいますか。次の中から１つだけ選んでください。 

（○は１つ） 

 

3.8 くわしく読む 

37.2  ざっと目を通す 

14.6  必要なところだけ読む 

36.9  ほとんど読まない 

6.2 見たことがない       1.2 無回答 

 

（問 31 で｢１｣～｢３｣のいずれかをお答えの方に） 

問 31-１ 主にどのような内容に関心を持って読まれますか。次の中から１つだけ選んでください。 

     （○は１つ） 

9.2  本会議の経過          11.4  委員会の活動状況 

35.5 可決された案件や陳情       6.9  予算・決算の内容  

32.7 一般質問について                 0.5  その他（具体的に：       ）       

                                           3.8   無回答  

（全員の方に） 

【市民と市政】 

問 32 「市政への市民参加」ということが言われていますが、あなたは、どのような方法で市政に参加 

したいと思いますか。次の中から３つまで選んでください。（○は３つまで） 

 

28.1 市の各種世論調査 

18.6 まちづくりモニター制度 

9.9 手紙などによる提案制度 

10.6 市長との懇談会や対話集会 

10.9 議員との懇談会 

11.1 公聴会 

16.6 環境保護活動など市民活動 

8.7 まちづくり市民会議等 

4.1 事業実施のための実行委員会 

4.6 公募による審議会などの委員 

0.9 その他（具体的に：                    ） 

32.8 参加したくない          3.8  無回答             (M.T.=160.8)        

 

（問 32 へ) 

(n=758)

(n=422)

(n=758) 



 

24 

問 33 これからの市政に対して、あなたが特に力を入れてほしいことがありましたら、次の中から３つ 

まで選んでください。（○は３つまで） 

 

13.7  道路や排水の整備 9.4 生涯学習のための施策の充実 

3.3  国際交流など国際化の施策          3.6 商工業の振興対策 

13.9  地球温暖化などの環境対策 17.4  健康診査などの保健対策 

19.4  騒音などの公害対策 4.1 自転車駐輪場対策 

21.6  地震などの防災対策 6.5  スポーツ施策や内容の充実 

14.5  歩道や信号機などの交通安全対策 4.5 文化・芸術施策の充実  

9.8  公営住宅などの住宅対策 7.3 違法駐車対策 

7.3  公園の整備充実 10.8  ごみ減量や資源のリサイクル対策 

12.4  樹木や緑地保全などの緑化対策 3.6 市街地再開発の推進 

11.5  児童福祉対策の推進 5.8 行財政改革の推進 

35.2  高齢福祉対策の推進 2.5 その他（具体的に：       ） 

7.0  障害者福祉対策の推進 4.2 特にない 

16.8  学校教育の充実                    0.9  無回答         (M.T.=266.8) 

 

【フェイスシート】 

Ｆ１ あなたの性別はどちらですか。（○は１つ） 

 

50.5 男 性            49.5 女 性            

 

Ｆ２ あなたの年齢はいくつですか。（○は１つ） 

 

5.4  20～24 歳 7.8 40～44 歳      11.7  60～64 歳 

6.6  25～29 歳 7.5 45～49 歳       7.7  65～69 歳 

7.7  30～34 歳 8.4 50～54 歳       6.7  70～74 歳 

9.0  35～39 歳 11.5 55～59 歳      10.0  75 歳以上 

 

Ｆ３ あなたのお仕事は何ですか。次の中から１つだけ選んでください。（○は１つ） 

 

7.9  自営業主 

2.2  家族従事（家業手伝い） 

26.4  事務・技術系勤め人  

10.6  労務系勤め人 

1.6  学生 

14.9  パート・アルバイト  

21.5  主婦 

14.2  その他の無職                                       0.7  無回答             

 

（Ｆ３で｢１｣～｢６｣のいずれかをお答えの方に） 

Ｆ３-１ 通勤・通学地はどちらですか。次の中から １つだけ選んでください。（○は１つ） 

25.1 福生市内 46.5 23 区以外の都内 

11.8 都内 23 区 14.7 その他                 1.9  無回答 

（Ｆ４へ) 

(n=758)

(n=482)

(n=758)

(n=758)

(n=758)
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（全員の方に） 

Ｆ４ 人間の一生には様々な段階がありますが、現在のあなた自身はこの中のどれにあたりますか。 

次の中から１つだけ選んでください。（○は１つ） 

 

1.2  学生 

3.8  一人住まいの独身（20 代・30 代）  

9.2  親と同居の独身（20 代・30 代）  

2.1  子どものいない夫婦（20 代・30 代）  

6.7  一番上の子どもが小学校入学前 

10.6  一番上の子どもが小学生・中学生  

7.1  一番上の子どもが高校生以上の学生 

9.8 一番上の子が独立（学校卒業・就職・結婚など）  

18.1  子ども全員が独立（学校卒業・就職・結婚など）  

5.3  子ども夫婦と同居（男 65 歳以上、女 60 歳以上） 

4.5  子ども夫婦と別居（男 65 歳以上、女 60 歳以上、高齢者のみを含む） 

3.0  子どものいない夫婦（男 40 歳～64 歳、女 40 歳～59 歳） 

4.1  一人住まいの独身（男 40 歳～64 歳、女 40 歳～59 歳） 

1.8  親と同居の独身（男 40 歳～64 歳、女 40 歳～59 歳） 

10.4  その他（具体的に：                    ） 

2.2   無回答 

 

Ｆ５ お宅のお住まいは、次の中のどれですか。次の中から１つだけ選んでください。（○は１つ） 

 

49.3 持ち家（一戸建） 15.7 民間のアパート、マンション 

9.9 持ち家（マンション・アパート） 2.4 社宅・寮  

6.6 民間の借家（一戸建） 0.5 同居・間借り  

14.2 公団・公社・公営の賃貸住宅 0.3 その他（具体的に：        ） 

1.1  無回答 

 

Ｆ６ あなたの家のペットについてお聞きします。 

あなたの家ではペットを飼っていますか。（○は１つ） 

 

23.5 は い        75.5 いいえ                     1.1  無回答 

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。 

 

Ｆ６-１ ペットの種類はなんですか。（○はいくつでも） 

 

55.1イヌ（平均 1.2 匹）  41.6ネコ（平均 1.8 匹）    12.4 その他 

                 Ｆ６-３へ            1.7  無回答   

     

 

Ｆ６-２ イヌを飼っている方にお聞きします。市にイヌの登録をしていますか。（○は１つ） 

 

88.8 は い             11.2 いいえ        － 無回答 

(n=758) 

(n=98) 

(n=758) 

 

(n=178) 

(n=758) 

(M.T.=110.7)
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Ｆ６-３ ネコを飼っている方にお聞きします。ネコはどこで飼っていますか。（○は１つ） 

 

62.2 室内のみで飼っている 

31.1 屋外にも出している 

6.8  屋外のみで飼っている 

         －  無回答 

 

Ｆ６-４ ネコを飼っている方にお聞きします。不妊・去勢手術はしていますか。（○は１つ） 

 

89.2 は い    6.8 いいえ   1.4 その他（具体的に： ）  2.7 無回答 

 

 

 

 

ご協力いただきましてありがとうございました。 

 

 

 

 

(n=74)

(n=74)



 

 
 
 
 
 
 
 

Ⅲ 結果のあらまし 
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１．定住意識 
  福生市に住んで何年になるかについては、「30 年以上」（37.1％）が最も多く、4 割弱となっている。

次いで、「20～30 年未満」（21.0％）が約 2 割となっている。以下、「10～20 年未満」（17.8％）、「５～

10 年未満」（12.0％）、「１～５年未満」（8.8％）、「1 年未満」（2.4％）と続く。 
 定住意向については、「ずっと住み続けたい」（45.8％）が 4 割台半ばと最も多く、これに「当分の間

住みたい」（28.6％）を合わせると《住み続けたい》（74.4％）の割合は、7 割台半ばを占める。一方、

「できれば市外に移転したい」（8.4％）と「移転する」（2.1％）を合算した《移転したい》（10.6％）は

約 1 割にとどまっている。 
 移転したい人にその理由を尋ねたところ、「騒音などの公害がある」（27.5％）が 3 割弱と最も高くな

っている。次いで「子どもの教育環境が悪い」（23.8％）、「買い物が不便」（21.3％）が高く、それぞれ

２割台となっている。 

２．生活環境評価 
 生活環境に関する 12 項目の評価を尋ねたところ、「非常に満足」と「まあ満足」を合わせた《満足》

の割合が最も高いのは、「住まいの日当たり、風通し」（48.4％）で約 2 人に 1 人が満足している。次い

で「ごみの収集方法」（41.3％）、「食料品、日用品の買い物の便」（40.6％）、「緑や空気など自然環境」

（40.2％）が約 4 割と高くなっている。一方、「やや不満」と「非常に不満」を合わせた《不満》の割

合が最も高いのは、「騒音、振動、大気汚染などの公害」（44.7％）で 4 割台半ばを占める。次いで「老

後の生活を送る場所として」（27.4％）、「病院や診療所などの便利さ」（25.6％）、「通勤・通学や外出の

ときの交通の便」（21.0％）が 2 割台と高い。 
 生活環境の評価を比率でみるのとは別に、その比較をより明確にするために加重平均値による数量化

を試みた。これは「非常に満足」に２点、「まあ満足」に１点、「普通」に０点、「やや不満」に－１点、

「非常に不満」に－２点のように、評価それぞれ点数を与え、評価点を算出する方法である。 この算

出方法では、評価点は＋2.00 点～－2.00 点の間に分布し、中間点の 0.00 点を境に、＋2.00 点に近いほ

ど評価は高く、逆に－2.00 点に近いほど評価は低いことになる。 
  これによると、最も評価点が高い項目は「住まいの日当たり、風通し」（0.51）となっている。次

いで、「緑や空気など自然環境」（0.37）、「ごみの収集方法」（0.31）、「食料品、日用品の買い物の便」（0.31）
が続いている。一方、最も評価が低い項目は「騒音、振動、大気汚染などの公害」（－0.42）、次いで「老

後の生活を送る場所として」（－0.14）、「病院や診療所などの便利さ」（－0.02）がマイナスの評価点と

なっている。 
 生活環境の総合評価については、「非常に住みやすい」（4.0％）と「まあ住みやすい」（45.3％）を合

わせた《住みやすい》（49.2％）が約半数となっている。一方、「やや住みにくい」（11.6％）、「非常に住

みにくい」（1.5％）を合わせた《住みにくい》（13.1％）は 1 割強にとどまる。また、「普通」は 37.1％
となっている。 

３．福生市の魅力と将来像 
福生市の施設や行事で、福生らしいものを尋ねたところ、「七夕まつり」（58.7％）の割合が最も高く、

６割弱を占める。次いで「多摩川沿いサクラ並木」（47.9％）が 5 割弱、「多摩川」（38.5％）、「玉川上

水」（35.0％）が 3 割台、「多摩川中央公園」（29.9％）、「横田基地」（29.9％）、「ほたる祭り」（29.7％）
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が約３割と続く。 
福生市の将来像について尋ねたところ、「高齢者や障害者が安心して生活できるまち」（49.6％）の割

合が最も高く約半数となっている。次いで「災害や交通安全に配慮した安心して生活できるまち」

（39.1％）、「緑豊かな美しい景観のまち」（35.1％）が 3 割台、「安心して子育てができるまち」（26.4％）

が２割台で続いている。 

４. 環境問題 

容器包装プラスチックの収集について尋ねたところ、「可燃ごみの収集日は減らしてもらいたくない

ので、現行の３週間に 1 回の収集でよい」（38.3％）が最も割合が高く 4 割弱となっている。「可燃ごみ

の収集日を少し減らしてその分を容器包装プラスチックの収集に振り分け 2 週間に 1 回の収集とする」

（31.3％）は約３割、「可燃ごみの収集日を週３回から週２回に減らし、容器包装プラスチックの収集

を週１回にする」（17.5％）２割弱となっており、それらを合わせると《容器包装プラスチック収集の

増加希望》者（48.8％）は約半数である。 
ごみ減量やリサイクルで心がけていることについて尋ねたところ、「洗剤やシャンプーなどは詰め替

え用を買う」（82.2％）の割合が 8 割を占め、最も高くなっている。次いで「不要なものや使い捨て商

品は買わない、過剰包装は断る」（51.2％）が約半数、「再生紙の商品を利用している」（42.7％）、「繰り

返して使えなくなった物は分別して資源としてリサイクルする」（41.2％）が 4 割台である。以下、「買

い物袋を持参している」（35.8％）、「食料品の買い過ぎや食事の作りすぎに注意している」（28.9％）、「丈

夫なものを選び長く使う、修理して使う」（26.3％）と続く。 
環境問題について、最近どのような事柄に関心があるか尋ねたところ、「地球温暖化」（81.0％）の割

合が最も高く、約 8 割となっている。次いで、「自然破壊」（48.5％）、「オゾン層の破壊」（42.7％）、「水

質汚染」（40.9％）が 4 割台で、「アスベスト」（29.7％）、「ダイオキシンの発生」（29.6％）が約 3 割で

続く。 

５．福祉社会 
 子どもの健全育成に必要な施策について尋ねたところ、「子育てに対する経済的な負担を軽くするた

めの施策」（59.8％）の割合が最も高く 6 割となっている。次いで、「身近な地域で子育ての相談や支援

が気軽にできる養育環境の推進」（32.7％）が 3 割台で続いている。以下、「一時保育などの保育サービ

スの充実」（27.0％）、「受験戦争の緩和など、ゆとりある教育環境の確保」（24.9％）、「世帯人員に応じ

たゆとりある住宅確保等のための住環境の整備」（23.0％）となっている。 
 老後をどのように暮らしていきたいと思うか尋ねたところ、「趣味を深めたり、新しい知識を身につ

けたい」（31.9％）と「毎日の生活の中で、家族や友人などとの接触を深めながら暮らしたい」（31.4％）

が 3 割台と高くなっている。「自分に適した仕事を持ちたい」（20.4％）は 2 割台となっている。 
 ボランティア活動への参加経験については、「したことがある」（25.5％）は 4 人に 1 人となっている。 
今後のボランティア活動への参加意向については、「したいと思う」（56.9％）が半数を超えている。

一方、「したいとは思わない」（39.8％）は 4 割となっている。 
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６．横田基地 
横田基地の賛否について尋ねたところ、「あってもやむを得ないが、騒音対策や生活環境整備に力を

入れるべきだ」（52.9％）が最も多く、半数を上回る。これに「国政上の問題であり、あってもやむを

得ない」（19.7％）、「国の防衛政策上のための施設であり、あって当然である」（8.2％）をあわせた《肯

定派》（80.7％）が約 8 割となっている。 
横田基地のあり方について尋ねたところ、「日本に返還して福生市など関係市町のまちづくりにも使

えるようにすべきだ」（40.0％）が最も高く、4 割を占めている。次に共同使用に賛同する「米軍と自衛

隊とで共同使用するべきだ」（30.3％）は 3 割であった。 

７. 防災対策 
火災や地震などの防災対策について家族あるいは近所の人と話し合っているかどうか尋ねたところ、

「よく話し合っている」（3.4％）はごく僅かで、「たまに話し合っている」（33.1％）と合わせても、《話

し合っている》（36.5％）は、約 3 人に 1 人である。一方、「あまり話し合っていない」（37.6％）は 4
割弱、「まったく話し合っていない」（24.9％）は 2 割台半ばで、それらを合わせた《話し合っていない》

（62.5％）は 6 割を占める。 
避難場所の認知度について、「2 箇所以上知っている」（35.6％）は約３人に１人、「１箇所は知ってい

る」（53.0％）は約２人に１人となっており、それらを合わせる自宅近くの避難場所を《知っている》

（88.7％）は、9 割弱を占める。 
自宅の消火器について、「備えてあり、使い方もよくわかっている」（39.2％）は約 4 割、「備えてあ

るが、使い方はあまり良くわからない」（17.8％）は 2 割弱で、それらを合わせると 6 割弱が自宅に消

火器を《備えている》（57.0％）。一方、「備えていない」（41.7％）は 4 割強である。 

８．国際化社会 
今後、外国との交流がすすむ中で、どのようなことができると思うか尋ねたところ、「外国人に対し

て差別をしたり、特別視をしない」（35.2％）が最も多く 3 割台半ばとなっている。以下、「外国語や外

国に関する勉強をする」（14.6％）、「外国人と一緒にレクリエーションやスポーツを通した交流をする」

（12.0％）と続く。 
 国際化を進めていく上で、重点をおくべきことについて尋ねたところ、「横田基地を利用して、ア

メリカの情報や文化の交流を盛んにする」（41.3％）の割合が最も高く 4 割強、次いで、「小・中学校な

どに外国人教師を招き、外国語教育に力を入れる」（35.4％）が 3 割台半ば、「福生市独特の国際色豊か

なまち並みをつくる」（28.5％）が 3 割弱で高くなっている。以下、「外国の特産品の展示会を開くなど

の経済交流を盛んにする」（17.5％）、「外国の情報や資料を収集し、市民が利用できるようにする」

（14.1％）、「外国の都市と姉妹都市の提携をする」（12.9％）、「国際交流センターなどの国際化を進める

施策を整備する」（12.8％）と続く。 

９．男女共同参画 
男女共同参画の関心度については、「大変関心がある」（4.9％）と「まあ関心がある」（24.3％）を合

わせた《関心がある》（29.2％）の割合は、約 3 割である。一方、「あまり関心はない」（27.8％）と「ま

ったく関心はない」（8.7％）を合わせた《関心がない》（36.5％）の割合は 3 割台半ばを占める。また、
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「どちらともいえない」（32.8％）は 3 割強となっている。 
男女の地位について身近な場における評価を尋ねたところ、「平等」の割合が最も高かったのは『教

育の場』（59.5％）で約 6 割を占める。次いで、『家庭生活』（46.0％）は 4 割台半ば、『職場』（33.1％）

は 3 割台半ば、『社会通念や習慣』（23.7％）、『社会全体』（20.4％）は 2 割台となっている。また、「女

性の方が優遇されている」と「やや女性の方が優遇されている」を合わせた《女性優遇》は、ほとんど

の項目で 1 割にも満たないが、『家庭生活』（12.3％）では１割強であった。一方、「男性の方が優遇さ

れている」と「やや男性の方が優遇されている」を合わせた《男性優遇》は、『社会全体』（59.2％）で

は約 6 割、『社会通念や習慣』（56.3％）では 5 割台半ばである。 
男女平等に関する用語・法律・事業の認知度については、 「内容まで知っている」と「名称だけは知

っている」を合わせた《知っている》の割合は、『セクシャルハラスメント』（92.1％）、『ストーカー規

正法』（90.8％）で高く 9 割を超えている。また、『セクシャルハラスメント』では「内容まで知ってい

る」（73.2％）が 7 割強と高い割合を示している。一方、「まったく知らない」では『福生市男女共同参

画行動計画』（73.７％）と『福生市男女共同参画情報誌「あなたとわたし」』（69.1％）が 7 割前後、『次

世代育成支援対策推進法』（60.4％）が 6 割、『福生市女性悩み事相談』（51.8％）が 5 割強となってい

る。 

10．行政改革 
福生市に求める行政改革について尋ねたところ、「民間企業並みのコスト意識を持って事務事業や効

率的運営に努める」（71.6％）の割合が最も高く 7 割強となっている。次いで、「職員数を増やさず、事

業の委託化や臨時職員の採用等工夫する」（50.8％）が約 5 割と高くなっている。以下「施設利用やサ

ービスを受ける場合、ある程度の費用負担するのは当然」（29.0％）、「近隣自治体との施設等の広域利

用などをもっと進めるべき」（24.5％）、「新しい事業や施策のためには、補助金・交付金等の見直しも

やむを得ない」（21.1％）と続く。 
近隣の市や町との合併の賛否については、「賛成である」（17.0％）と「どちらかといえば賛成である」

（30.2％）を合わせた《賛成派》（47.2％）の割合は 5 割弱を占める。一方、「どちらかといえば反対で

ある」（25.7％）と「反対である」（18.9％）を合わせた《反対派》（44.6％）は 4 割台半ばで、《賛成派》

と《反対派》は拮抗している。 

11．インターネット 
インターネットを利用しているかどうか尋ねたところ、「はい」（48.3％）と「いいえ」（50.4％）はと

もに約 5 割とほぼ同率となっている。 
インターネットを利用している人に、利用している機器について尋ねたところ、「パソコン」（84.4％）

が 8 割台半ばを占め、「携帯電話・ＰＨＳ」（15.3％）は 1 割台半ばと僅かである。 
インターネットを利用している人に、どこで利用しているか尋ねたところ、「自宅」（79.8％）が 8 割

を占め、「会社」（15.6％）は 1 割台半ばと僅かである。 
インターネットを利用している人に、回線の種類を尋ねたところ、「ＡＤＳＬ」（41.8％）が 4 割強と

最も多く、「光」（16.7％）、「携帯電話・ＰＨＳ」（13.1％）は 1 割台となっている。 
市のホームページの閲覧状況は、「過去何回か見たことがある」（23.6％）が 2 割強であるものの、7

割の人が「見たことはない」（70.6％）と回答しており、多くの人が市のホームページを見ていない状

況にある。 
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市のホームページに期待する情報について尋ねたところ、「市民生活に関する情報」（44.7％）の割合

が最も高く、4 割台半ばとなっている。次いで、「市がこれから始めようとする計画の内容の紹介」

（27.3％）が 3 割弱と高い。以下、「市の防災情報」（20.8％）、「市の各種施策についての情報」（18.7％）、

「市内施設予約サービス」（15.2％）と続く。 

12．市税等の納入 
市税、水道料金などを納入する際に不便を感じていることについて尋ねたが、「不便を感じていない」

（75.2％）人が 7 割台半ばを占めており、多数の人が現状で不自由していないと言える。不便を感じて

いる中では、「コンビニ、ＡＴＭ、パソコン端末、携帯電話端末で納めることができないので不便を感

じる」（14.1％）が多いが、1 割台半ばである。 

13．広報 
『広報ふっさ』の閲読度については、約 2 人に 1 人が「ざっと目を通す」（48.7％）と回答しており、

これに「くわしく読む」（17.3％）と「必要なところだけ読む」（17.3％）を合わせると《読む》人（83.2％）

の割合は、8 割強を占めている。一方、「ほとんど読まない」（12.5％）と「見たことがない」（3.7％）

を合わせた《読まない》人（16.2％）は 1 割台半ばにとどまる。 
『広報ふっさ』を読んでいる人に関心のある記事を尋ねたところ、「催しもの関係」（32.5％）が最も

多く、約 3 人に 1 人となっている。以下、「福祉関係」（13.9％）、「保健・衛生関係」（10.6％）、「ごみ

関係」（10.3％）と続く。 
『福生市議会だより』の閲読度については、「ざっと目を通す」（37.2％）が最も高く 4 割弱となって

いる。これに「くわしく読む」（3.8％）と「必要なところだけ読む」（14.6％）を合わせると《読む》人

（55.7％）は半数以上となっている。一方、「ほとんど読まない」（36.9％）と「見たことがない」（6.2％）

を合わせた《読まない》人（43.1％）は 4 割強となっている。 
『福生市議会だより』を読んでいる人に関心のある記事を尋ねたところ、「可決された案件や陳情」

（35.5％）と「一般質問について」（32.7％）が 3 割台半ばと高くなっている。以下、「委員会の活動状

況」（11.4％）、「本会議の経過」（9.2％）、「予算・決算の内容」（6.9％）となっている。 

14．市民と市政 
市政への市民参加について尋ねたところ、「市の各種世論調査」（28.1％）の割合が最も高く 3 割弱と

なっている。次いで、「まちづくりモニター制度」（18.6％）、「環境保護活動など市民活動」（16.6％）が

高い。以下、「公聴会」（11.1％）、「議員との懇談会」（10.9％）、「市長との懇談会や対話集会」（10.6％）、

「手紙などによる提案制度」（9.9％）、「まちづくり市民会議等」（8.7％）と続く。 
 
 




