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市民アンケート調査票（調査項目）案 

＝総合計画に関する設問＝ 

■回答者の属性情報 

 

【一般・中学生共通】 ・性別  ①男性 ②女性 

 

【一般のみ】 ・年齢（H27.4.1 現在） 

 ①15～19 歳 ②20～29 歳 ③30～39 歳 ④40～49 歳 ⑤50～59 歳  

⑥60～69 歳 ⑦70 歳以上 

 

【一般のみ】 ・配偶者の有無 

 ①配偶者あり  配偶者なし（②未婚 ③死別 ④離別） 

 

【一般のみ】 ・18 歳以下の子どもとの同居 

 ①同居している ②同居していない 

 

【一般・中学生共通】 ・居住地 

 【能生地域】 ①磯部 ②能生 ③小泊 ④西能生 ⑤中能生 ⑥上南 ⑦木浦 

 【糸魚川地域】①浦本 ②下早川 ③上早川 ④大和川 ⑤西海 ⑥大野 

        ⑦根知 ⑧小滝 ⑨今井 ⑩糸魚川 

 【青海地域】 ①田沢（須沢・今村新田・八久保・田海・高畑） 

②青海（寺地・名引・東町・西町・中央・大沢） 

③歌外波（歌・外波） 

④市振（市振・玉ノ木・上路） 

 

【一般のみ】 ・職業 

 ①農業、林業、漁業（第一次産業） 

    ②鉱工業、建設業、製造業（第二次産業） 

    ③商業、飲食店、金融保険業、不動産業、運輸・通信業、電気業、 

サービス業、公務員（第三次産業） 

    ④家事 

    ⑤無職 

    ⑥学生 

    ⑦その他 

 

【一般のみ】 ・出身地 

 ①糸魚川市（旧能生町・旧糸魚川市・旧青海町） ②糸魚川市以外

資料№１ 
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■設問項目 

 

【一般・中学生共通】 

問１ あなたは、糸魚川市に関する次の項目についてどのように感じていますか。そ

れぞれあてはまる番号を１つ選び、○をつけてください。 

【回答】 ①そう思う ②少し思う ③どちらともいえない 

④あまり思わない ⑤そう思わない 

 

( 1)自然が豊かである 

( 2)地域が清潔できれいである 

( 3)高齢者が安心して暮らしやすい 

( 4)子どもが暮らしやすい 

( 5)成人が暮らしやすい 

( 6)子どもの教育環境がよい 

( 7)子育てがしやすい 

( 8)健康づくりが活発である 

( 9)医療体制が整備されている 

(10)ふるさととして愛着を感じる 

(11)地域の活動が積極的に行われている 

(12)慣習にとらわれず自由に意見が言える 

(13)文化芸術活動が活発である 

(14)スポーツ・レクリエーション活動が活発である 

(15)防災体制が整い災害に強い 

(16)道路や鉄道など交通の便がよい 

(17)観光施設が整備されている 

(18)働く場に恵まれている 

(19)買い物が便利である 

(20)物価が安い 

 

 

【一般・中学生共通】 

問２ あなたは、糸魚川市が住みよいまちだと思いますか。あてはまる番号を１つ選

び、○をつけてください。 

【回答】 ①そう思う ②少し思う ③どちらともいえない 

④あまり思わない ⑤そう思わない 
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【一般・中学生共通】 

問３ あなたは、これからも糸魚川市に住み続けたいと思いますか。あてはまる番号

を１つ選び、○をつけてください。 

【回答】 ①これからも糸魚川市に住み続けたい 

②糸魚川市の近隣市町村（上越市・妙高市・小谷村・朝日町等） 

に移りたい 

③糸魚川市・近隣市町村以外に移りたい 

④わからない 

 

 

【一般・中学生共通】 

問４ あなたはジオパークについて、どの程度知っていますか。あてはまる番号を１

つ選び、○をつけてください。 

【回答】 ①よく知っている ②少し知っている 

③名前程度は聞いたことがある ④全く知らない 

 

 

【一般のみ】 

問５ あなたは次の項目について、現状の満足度や今後の重要度についてどのように

感じていますか。あなたの考えに近いものをそれぞれ１つ選び、○をつけてくだ

さい。 

【回答】現状の満足度 ①満足している ②やや満足している ③やや不満である 

           ④不満である ⑤わからない 

【回答】今後の重要度 ①重要である ②ある程度重要である 

③あまり重要でない ④重要ではない ⑤わからない 

 

【健康福祉分野】 

( 1)寝たきりや一人暮らしの高齢者に対する訪問福祉サービスの充実 

( 2)特別養護老人ホームなどの入所施設の充実 

( 3)デイサービスやショートステイなどの在宅支援サービスの充実 

( 4)高齢者の社会参加などいきがいづくり対策の推進 

( 5)地域福祉を支える市民のボランティア活動への支援 

( 6)障害のある人の自立・社会参加の支援と施設整備 

( 7)障害のある人、高齢者などが安全・安心に生活できるバリアフリー整備 

( 8)疾病予防及び各種健診事業の充実 

( 9)健康づくり・介護予防の充実 

(10)自殺予防対策の推進 

(11)地域医療体制の維持・充実 

(12)救急医療体制の維持・充実 

(13)３歳未満児保育、延長保育、学童保育など保育サービスの充実 
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(14)保育料の軽減 

(15)育児休業など家庭と両立できる職場環境づくりの促進 

 

【教育分野】 

(16)保育園・幼稚園施設の整備・充実 

(17)保育園、幼稚園などの保育・教育内容の充実 

(18)小学校、中学校、高等学校の教育内容の充実 

(19)学校教育施設の整備・充実 

(20)地域学習や教養を高める生涯学習の推進 

(21)生涯学習施設の整備・充実 

(22)芸術・文化活動の振興 

(23)芸術・文化施設の整備・充実 

(24)文化財の保存活用と継承支援 

(25)スポーツ、レクリエーション活動の振興 

(26)スポーツ施設の整備・充実 

 

【生活基盤分野】 

(27)国道・県道・地域高規格道路などの幹線道路の整備 

(28)市道など身近な生活道路の整備 

(29)鉄道やバスなどの利便性の向上 

(30)新幹線の利便性の向上 

(31)インターネットやケーブルテレビなどの情報通信基盤の整備 

(32)土地区画整理事業などによる優良な市街地の形成 

(33)公営住宅の整備や持家支援など住環境の整備 

(34)地区公園・緑地・子どもの遊び場の整備 

(35)安全で安定した水道水の供給 

(36)下水道などの生活排水処理施設の整備 

(37)安全な都市ガスの供給 

(38)災害に強い河川整備、治山・治水対策の推進 

(39)きれいな海岸の保全と海辺の活用 

 

【産業分野】 

(40)働きやすい雇用環境の整備 

(41)地元就職促進や職業能力開発などの人材の確保と育成 

(42)既存企業の振興 

(43)新規企業の誘致 

(44)既存商店街の振興 

(45)起業や事業継承への支援 

(46)ジオパークを活用した観光資源の連携と魅力づくり 

(47)誘客宣伝活動やイベントの実施 
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(48)観光客の受け入れ体制の充実 

(49)農業・林業・漁業の担い手の確保や育成、販売力の強化 

(50)中山間地域の農業の振興 

(51)農業用水や農道など農村地域の基盤整備 

(52)森林整備と林業の活性化 

(53)水産業の振興 

(54)特産物の開発と地産地消の推進 

 

【生活環境分野】 

(55)自然環境に配慮したまちづくりの推進 

(56)清潔な地域環境の維持 

(57)ごみの減量化とリサイクルの推進 

(58)太陽光発電など新エネルギーの推進 

(59)大気や水質・騒音などの公害対策の推進 

(60)道路除排雪などを中心とする雪に強いまちづくりの推進 

(61)美しい街並みや景観の形成 

(62)火災、水害、地震、火山災害などへの防災・危機管理の充実 

(63)消防・救急体制の充実 

(64)防犯対策の充実 

(65)空き家安全管理の推進 

(66)交通安全対策の充実 

(67)消費者保護対策の充実 

(68)多文化共生社会の実現（国籍を問わず、全ての人が地域の一員として共に

生きていくこと） 

 

【地域づくり・自治分野】 

(69)広報紙やホームページなど市民にわかりやすい行政情報の提供 

(70)市民参画のまちづくりの推進（各種委員会への公募市民の登用やパブリッ

クコメントの実施など） 

(71)人権教育・人権啓発の推進 

(72)男女共同参画社会の実現 

(73)各地区自治会やコミュニティ団体等への活動支援 

(74)出会いの創出などの結婚支援 

(75)行政改革による効率的・効果的な行財政運営 

(76)移住やＵターン、地元定着の促進 

(77)空き家の利活用の推進 

(78)産業団体、行政機関、教育機関、金融機関、労働団体などの各種団体との

連携・協働による事業推進 
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【一般・中学生共通】 

問６ 現在の行政サービス（市が行う窓口業務や公共事業など）を維持するため、経

費の節減や職員数の削減などに取り組んでいますが、今後、市の財政状況が厳し

くなることが予想される中で、市民の費用負担に影響を及ぼすことも考えられま

す。行政サービスと市民の負担のあり方について、次の中から、あなたの考えに

最も近いものを１つ選び、番号に○をつけてください。 

【回答】 

①市民の費用負担が多少増えてもよいので、行政サービスを充実させる 

②市民の費用負担は現状くらいで、現在の行政サービスを維持する 

③市民の費用負担を減らすため、行政サービスが低下してもやむをえない 

④どちらともいえない 

 

 

【一般・中学生共通】 

問７ これからのまちづくりには、行政と市民の役割分担が必要になりますが、役割

分担のあり方について、あなたの考えに最も近いものを１つ選び、番号に○をつ

けてください。 

【回答】 

①市民の役割分担が増えてもよいので、さらによりよいまちづくりを進める 

  ②現状の市民の役割分担の範囲内でまちづくりを進める 

  ③市民の役割分担は最小限にとどめてまちづくりを進める 

  ④どちらともいえない 

 

 

【一般・中学生共通】 

問８ 当市に訪れる人を増やす交流人口拡大の取組について、ご意見、ご提案があり

ましたらご自由にお書きください。(箇条書きでお願いいたします。) 

 

 

【一般・中学生共通】 

問９ これからのまちづくりについて、ご意見、ご提案がありましたらご自由にお書

きください。(箇条書きでお願いいたします。) 

 

 

【一般・中学生共通】 

問 10 当市の人口は昭和 30 年頃から減少が続いており、今後も減少する見込みとな

っています。持続可能なまちづくりに向けて、人口の減少を抑える（または増加

させる）ためには、どのような取組が必要だと思いますか。ご意見、ご提案があ

りましたらご自由にお書きください。（箇条書きでお願いいたします。） 
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＝国土利用計画に関する設問【一般のみ】＝ 

 

問 11 現在の土地利用において、特にどのような点が課題だと思いますか。次の中か

ら、あなたの考え方に最も近いものを３つ以内で選び番号に○をつけてください。 

土地利用とは、農地、山林、住宅、道路、河川、商店、工場、レジャー施設、

公園など土地の使われ方をいいます。 

【回答】 

①豊かな自然環境、美しい景観、貴重な動植物や生態系が失われている 

②農業が衰退し、農地の荒廃が進んでいる 

③森林や里地・里山が荒廃している 

④地震や火災、風水害などの防災施設の整備が不十分である 

⑤市街地の商業などが衰退し、中心市街地の賑わいがなくなっている 

⑥道路、公園、下水道など都市基盤施設の整備が進んでいない 

⑦商業施設が身近になく、買物が不便になっている 

⑧まちなみ・景観の調和、美しさが失われている 

⑨住宅地が不足している 

⑩管理が不適切な空き家が多くなっている 

⑪歴史的・文化的資源が失われている 

⑫特に大きな課題はない 

⑬わからない 

⑭その他（     ） 

 

 

問 12 これからの土地利用の規制のあり方について、どのようにしていくべきだとお

考えですか。次の中から、あなたの考え方に最も近いものを１つ選び、番号に○

をつけてください。 

【回答】 

①農地や森林などの自然環境を保全するため、開発による都市的土地利用への転

換を厳しく規制･誘導するべきである。 

②良好な自然環境や優良農地を積極的に保全するとともに、新たに開発できる地

区を明確に位置づけ、都市的土地利用の調和を進める。 

③規制･誘導は必要なく、むしろ開発を促進し、市街地の拡大に向けて都市的土地

利用への転換が容易にできるように配慮すべきである。 

④現状のままでよい。 

⑤わからない 

⑥その他（     ） 
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問 13 あなたは、土地利用について、どんな取り組みが重要だと思いますか。次の中

から、あなたの考え方に最も近いものを２つ以内で選び番号に○をつけてくださ

い。 

【回答】 

①山林や河川など恵まれた自然環境を保全する 

②自然環境を生かしたリゾート開発やスポーツ・レクリエーションなどの場を整

備する 

③田畑など農地を計画的に確保するとともに、農業のやりやすい環境の整備を進

める 

④市街地にある利用されていない土地の有効利用を進めるとともに、農業のやり

やすい環境の整備を進める。 

⑤土地区画整理事業を行い、市街地周辺の面的な整備を行う 

⑥中心市街地の再開発を積極的に進める 

⑦無秩序な開発を防止する 

⑧中心市街地等への住居や拠点施設の移転を促す 

⑨わからない 

⑩その他（     ） 

 

 

問 14 あなたは、これからの住宅地域の整備についてどう思いますか。次の中から、

あなたの考え方に最も近いものを１つ選び番号に○をつけてください。 

【回答】 

①住宅地の需要動向を見据えながら、適正な宅地開発や土地区画整理などを進め

る 

②住宅地は現状のままでよく、周辺住環境の向上を進める 

③空き家の有効活用などにより、新たな住宅地の開発は最小限とする。 

④わからない 

⑤その他（     ） 

 

 

問 15 あなたは、これからの商業地域の整備についてどう思いますか。次の中から、

あなたの考え方に最も近いものを１つ選び番号に○をつけてください。 

【回答】 

①既存商店街の活性化を図るべきである 

②自動車での利便性が高い幹線道路の沿線に、商業･業務機能を積極的に誘導する

べきである 

③上記以外の地域に、商業･業務機能を有する新たな拠点を創出するべきである 

④住宅地の周辺にコンビニエンスストアなどの中小規模店舗があればよい 

⑤わからない   

⑥その他（     ） 
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問 16 あなたは、これからの工業用地の整備についてどう思いますか。次の中から、

あなたの考え方に最も近いものを１つ選び番号に○をつけてください。 

【回答】 

①現在ある産業団地への立地促進を優先し、新たな産業団地の整備は必要ない 

②産業団地の整備を行わず、必要に応じて市街地から郊外への工場移転を促進す

る 

③郊外への移転や企業誘致を積極的に行うため、新たな産業団地を整備する  

④わからない 

⑤その他（     ） 

 

 

問 17 あなたは、これからの農地のあり方についてどう思いますか。次の中から、あ

なたの考え方に最も近いものを１つ選び番号に○をつけてください。 

【回答】 

①保全する区域を拡大し、農地の保全を更に進める 

②現状のまま、農地保全を進める 

③営農意欲の高い農家の農地利用を中心に農地の集約化や活用を図る 

④開発の必要に応じて、部分的に農地転用を認めてゆく 

⑤積極的に農地転用を行い、他の土地利用を進めていく 

⑥農地のもつ機能を生かして、観光・交流等に活用していく 

⑦わからない 

⑧その他（     ） 

 

 

問 18 あなたは、これからの山林のあり方についてどう思いますか。次の中から、あ

なたの考え方に最も近いものを１つ選び番号に○をつけてください。 

【回答】 

①保全する区域を拡大し、森林保全を更に進める 

②現状のまま、森林保全を進める 

③森林のもつ機能を生かして、自然資源として活用する 

④山林の自然環境を生かして、観光施設やレクリエーションの場として活用する 

⑤開発の必要に応じて部分的に伐採して、他の土地利用に転換を進めていく 

⑥わからない 

⑦その他（     ） 


