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１ 実施概要 

〔１〕調査の目的 

本調査は、住み慣れた地域で誰もが安心して暮らせるまちづくりのための指針となる、

「匝瑳市地域福祉計画・地域福祉活動計画」の策定に向けて、地域福祉の現状、行政に対

する要望、市民の地域福祉に対する意識等を把握し、より市民の声を反映した計画づくり

や今後の福祉施策へ活かしていくことを目的として行いました。 
 

〔２〕調査対象者・調査方法等 

対象者 18 歳以上の市民から 2,000 名を住民基本台帳より、無作為抽出 

実施時期 平成 25 年 12 月 3 日～12 月 17 日 

配布・回収方法 郵送による発送・回収 

 

〔３〕調査項目 

項目 内容 

あなた自身のことについて 性別・年齢・家族構成・職業・居住地区・居住歴 

福祉について 
家庭状況・「福祉」への関心・「福祉」の充実と財源・団体・機関の

認知 

地域との関わりについて 

区会（町内会・自治会）への加入の有無・地域への愛着の程度・

地域が取り組むべき課題や問題・日々の生活での悩みや不安・

悩みや不安の相談先・地域の人にできること（してほしいこと）・地

域の暮らしやすさ・防災や緊急時の対策 

地域活動・ボランティア活動等について 
地域活動やボランティア活動などへの参加の有無・今後の参加意

向・地域活動やボランティア活動を広げていくために必要なこと 

福祉に関する情報について 福祉に関する情報の入手先 

地域福祉のあり方について 

福祉施策を今後、より充実していくための取り組み・地域における

支えあい、助けあい活動に重要なこと・匝瑳市社会福祉協議会及

び各地区社会福祉協議会（以下、「市社協」「地区社協」）の認知

度・市社協の事業（活動）の認知度・地区社協の事業（活動）の認

知度・今後、充実していくべき市社協の事業（活動） 
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〔４〕留意事項 

○ 質問には 1 つのみ答えるもの（シングルアンサー）と複数回答のもの（マルチアン

サー）があり、マルチアンサーの質問では、表記の割合の合計は 100.0％を超えます。 
○ 割合は選択肢ごとに小数第 2 位で四捨五入しているため、その割合の合計は 100.0％

にならないところがあります。 
○ 選択肢の語句が長い場合、本文や表・グラフ中では省略した表現を用いています。 
○ 本文中、回答選択肢を分類できるものについては、『』で表記しています。 
○ クロス集計結果のグラフや表について、F1~F7 の個々の「無回答」は掲載せず、F1~F7

の全てに「無回答」だった人数を、最下段に掲載しています。従って、表側のカテ

ゴリーの合計件数と全体の件数が一致しない場合があります。 
○ クロス集計結果の表について、表側となる質問の選択肢で最大回答数のものは網掛

けで示します。 
 
 

〔５〕集計・分析のための地域区分 

 

地区 該当行政区域（大字） 

中央地区 八日市場イ、八日市場ロ、八日市場ハ、八日市場ニ、八日市場ホ、若潮町 

豊栄地区 飯倉、時曽根、貝塚、新、亀崎、久方、木積、田久保、富岡、飯倉台 

須賀地区 横須賀、高、蕪里、高野、みどり平 

匝瑳地区 中台、松山、大浦、堀ノ内、長岡、長丘、山桑、生尾、宮本 

豊和地区 大寺、飯塚、米持、内山、内山新田、米持番外乙 

吉田地区 八辺、南神崎、南山崎、入山崎、山崎、吉田 

飯高地区 飯高、城下、公崎、片子、加多古、大堀、大保里、金原、安久山、小高、飯多香 

共興地区 吉崎、長谷、登戸、西小笹、東小笹 

平和地区 平木、川向、東谷、上谷中、荻野 

椿海地区 椿、春海 

野田地区 野手、今泉、新堀 

栄地区 川辺、栢田、堀川 
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0.9%

53.9%

45.2%

0.0% 15.0% 30.0% 45.0% 60.0% 75.0%

無回答

女

男

0.7%

16.6%

9.5%

11.7%

12.9%

17.9%

10.9%

11.2%

7.4%

1.2%

0.0% 4.0% 8.0% 12.0% 16.0% 20.0%

無回答

75歳以上

70～74歳

65～69歳

60～64歳

50～59歳

40～49歳

30～39歳

20～29歳

18～19歳

２ 結果概要 

〔１〕回収結果 

回収票 759 票 

回収率 38.0% 

 

〔２〕基本属性 

■ 性別 

項目 人数 構成比 

男性 343 45.2% 

女性 409 53.9% 

無回答 7 0.9% 

合計 759 100.0% 

 
■ 年齢 

項目 人数 構成比 

18～19 歳 9 1.2% 

20～29 歳 56 7.4% 

30～39 歳 85 11.2% 

40～49 歳 83 10.9% 

50～59 歳 136 17.9% 

60～64 歳 98 12.9% 

65～69 歳 89 11.7% 

70～74 歳 72 9.5% 

75 歳以上 126 16.6% 

無回答 5 0.7% 

合計 759 100.0% 
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1.3%

9.1%

26.5%

40.2%

17.7%

5.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

無回答

その他

祖父母と親と子（三世代）

親と子（二世代）

夫婦のみ

ひとり暮らし

0.9%

2.4%

24.1%

2.4%

9.5%

13.4%

6.2%

19.0%

7.2%

3.3%

0.1%

11.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

無回答

その他

無職

学生

専業主婦・主夫

パート、アルバイト、内職

公務員

会社員・団体職員（役員含む）

自営業（商業・サービス業）

自営業（工業・建設業）

水産業

農林業

 
■ 家族構成 

項目 人数 構成比 

ひとり暮らし 40 5.3% 

夫婦のみ 134 17.7% 

親と子（二世代） 305 40.2% 

祖父母と親と子（三世代） 201 26.5% 

その他 69 9.1% 

無回答 10 1.3% 

合計 759 100.0% 

 
 
 
 

■ 職業 

項目 人数 構成比 

農林業 87 11.5% 

水産業 1 0.1% 

自営業（工業・建設業） 25 3.3% 

自営業（商業・サービス業） 55 7.2% 

会社員・団体職員（役員含む） 144 19.0% 

公務員 47 6.2% 

パート、アルバイト、内職 102 13.4% 

専業主婦・主夫 72 9.5% 

学生 18 2.4% 

無職 183 24.1% 

その他 18 2.4% 

無回答 7 0.9% 

合計 759 100.0% 
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0.7%

6.5%

8.7%

9.4%

7.0%

6.3%

6.9%
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9.1%

9.1%
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0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

無回答

栄地区

野田地区

椿海地区

平和地区

共興地区

飯高地区

吉田地区

豊和地区

匝瑳地区

須賀地区

豊栄地区

中央地区

0.8%

6.1%

32.3%

19.1%

41.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

無回答

匝瑳市出身ではなく居住歴は10年未満

匝瑳市出身ではないが居住歴は10年以上

匝瑳市出身だが、一時、市外に居住

生まれてからずっと匝瑳市に居住

 
■ お住まいの地区 

項目 人数 構成比 

中央地区 73 9.6% 

豊栄地区 69 9.1% 

須賀地区 69 9.1% 

匝瑳地区 84 11.1% 

豊和地区 57 7.5% 

吉田地区 63 8.3% 

飯高地区 52 6.9% 

共興地区 48 6.3% 

平和地区 53 7.0% 

椿海地区 71 9.4% 

野田地区 66 8.7% 

栄地区 49 6.5% 

無回答 5 0.7% 

合計 759 100.0% 

 

 

 

■ 居住歴  

項目 人数 構成比 

生まれてから 

ずっと匝瑳市に居住 317 41.8% 

匝瑳市出身だが、 

一時、市外に居住 145 19.1% 

匝瑳市出身ではないが 

居住歴は 10 年以上 245 32.3% 

匝瑳市出身ではなく 

居住歴は 10 年未満 46 6.1% 

無回答 

 6 0.8% 

合計 759 100.0% 
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