
 

次のページにお進みください 

 

 

平成 29 年 2 月 守谷市 

ご回答にあたってのお願い 

・このアンケートには、世帯内の 18 歳以上の方がお答えください（お一方につき一部を回答）。 

・回答は選択肢の中から選び、番号に○をつけてください。○をつけていただく際、「ひとつ

に○」「すべてに○（いくつでも）」などと指定しています。その範囲内でお答え下さい。 

はじめに、みずき野での暮らしについてお伺いします。 

質問１. あなたは、次の目的でどれくらい外出をしますか。 

ほぼ 

毎日 

週に 

２・３回 

程度 

週に 

１回 

程度 

週に 

１回 

未満 

ア) 買いもの-------------------------------------------------------------- １―――２―――３―――４ 

イ) 会合・趣味の活動 -------------------------------------------------- １―――２―――３―――４ 

ウ) 病院・診療所 -------------------------------------------------------- １―――２―――３―――４ 

エ) 飲食店 ---------------------------------------------------------------- １―――２―――３―――４ 

オ) 公園や散歩 ----------------------------------------------------------- １―――２―――３―――４ 

質問２. あなたは、以下の交通手段をどれくらいお使いですか。 

ほぼ 

毎日使う 

週に 

２・３回 

程度使う 

週に 

１回程度 

使う 

ほとんど 

使わない 

まったく 

使わない 

ア) 自家用車（自分で運転） -------------------------- １―――２―――３―――４―――５ 

イ) 自家用車（家族や友人が運転） ----------------- １―――２―――３―――４―――５ 

ウ) 自転車 -------------------------------------------------- １―――２―――３―――４―――５ 

エ) バス ----------------------------------------------------- １―――２―――３―――４―――５ 

オ) タクシー ----------------------------------------------- １―――２―――３―――４―――５ 

カ) 電車 ----------------------------------------------------- １―――２―――３―――４―――５ 

質問３. あなたが次の目的で外出する際、主に用いる交通手段は何ですか。ア）～オ）のそれぞ

れについて、あてはまる番号ひとつに○をつけてください。 

ア）買いもの 
１．自動車（自分で運転） 

２．自動車（家族や友人の運転） 

３．自転車 

４．バス 

５．タクシー 

６．徒歩 

イ）会合・趣味の活動 
１．自動車（自分で運転） 

２．自動車（家族や友人の運転） 

３．自転車 

４．バス 

５．タクシー 

６．徒歩 

ウ）病院・診療所 
１．自動車（自分で運転） 

２．自動車（家族や友人の運転） 

３．自転車 

４．バス 

５．タクシー 

６．徒歩 

エ）飲食店 
１．自動車（自分で運転） 

２．自動車（家族や友人の運転） 

３．自転車 

４．バス 

５．タクシー 

６．徒歩 

オ）公園や散歩 
１．自動車（自分で運転） 

２．自動車（家族や友人の運転） 

３．自転車 

４．バス 

５．タクシー 

６．徒歩 

みずき野のこれからのまちづくりに関するアンケート（個人票） 

個人票 （ご家族全員が回答） 

ア）～オ）のそれぞれについて、 
あてはまる番号ひとつに○をつけてください。 

ア）～カ）のそれぞれについて、 
あてはまる番号ひとつに○をつけて 
ください。 

-1- 



質問４. あなたの外出頻度は、最近１年間で増えましたか、減りましたか。 

あてはまる番号ひとつに○をつけてください。 

１．増えた  ２．やや増えた  ３．変わらない  ４．やや減った  ５．減った 

質問５. あなたは、日中（８時～20 時の 12 時間）、自宅を含むみずき野地区のなかでどのくらい

の時間を過ごしますか。平日・休日それぞれについて、あてはまる番号ひとつに○をつ

けてください。 

ア) 平日 -----  １．大半の時間を地区内で過ごす   ２．朝晩だけを地区内で過ごす 

イ) 休日 -----  １．大半の時間を地区内で過ごす   ２．朝晩だけを地区内で過ごす 

質問６. あなたは、ふだんの生活で、１日に合計１時間以上体を動かすことがどれくらいありま

すか。あてはまる番号ひとつに○をつけてください。 

※ここでの「体を動かす」とは、スポーツだけでなく、歩く、犬の散歩、掃除、自転車に乗

る、子どもと活発に遊ぶ、農作業をする、階段を昇るなどと同じくらいの動きを指します。 

１．ほぼ毎日  ２．週に２・３回程度  ３．週に１回程度  ４．週に１回未満 

質問７. あなたは、次のようなみずき野の活動に、どの程度参加していますか。 

必ず 

している 
できるだけ 

している 
あまり 

していない 
して 

いない 

ア) 町内会が主催するイベントへの参加（祭りなど） ------- １―――２―――３―――４ 

イ) サークル活動 ------------------------------------------------------- １―――２―――３―――４ 

ウ) 公園や道路の清掃や草とり ------------------------------------- １―――２―――３―――４ 

エ) 自主防災活動・避難訓練 ---------------------------------------- １―――２―――３―――４ 

オ) 防犯パトロール ---------------------------------------------------- １―――２―――３―――４ 

質問８. あなたは現在、次のような「みどり」と関わる活動をおこなっていますか。また、興味

はありますか。 

すでに 

おこなって 

いる 

おこなって 

いないが、 

興味はある 

おこなって 

おらず、 

興味もない 

ア) 家の庭やプランタでの花の栽培 ------------------------------ １―――――２―――――３ 

イ) 家の庭やプランタでの野菜づくり --------------------------- １―――――２―――――３ 

ウ) 公園での花だんづくり ------------------------------------------ １―――――２―――――３ 

エ) 道路沿いでの花だんづくり ------------------------------------ １―――――２―――――３ 

オ) 貸し農園での野菜づくり --------------------------------------- １―――――２―――――３ 

  

ア）～オ）のそれぞれについて、 
あてはまる番号ひとつに○をつけてください。 

ア）～オ）のそれぞれについて、 
あてはまる番号ひとつに○をつけてください。 
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次のページにお進みください 

質問９. あなたには、みずき野のなかに、次のような方はそれぞれ何人くらいいますか。家族や親せき

の方をのぞいてお答え下さい。 

１人 

いる 

２～５ 

人いる 

６人以 

上いる 
いない 

ア) 道で会えば、あいさつをする人 ------------------------------- １―――２―――３―――４ 

イ) 立ち話をする人 ---------------------------------------------------- １―――２―――３―――４ 

ウ) 家を訪問してつきあう人 ---------------------------------------- １―――２―――３―――４ 

エ) ものを貸してくれたり、届けものをしてくれたりする人 ----------- １―――２―――３―――４ 

オ) 病気で寝ていたら世話をしに来てくれる人 ---------------- １―――２―――３―――４ 

カ) 心配や悩みごとを聞いてくれる人 ---------------------------- １―――２―――３―――４ 

キ) 喜びや悲しみを共有できる人 ---------------------------------- １―――２―――３―――４ 

質問１０. あなたには、みずき野のなかで、次のような年代の人と立ち話をする程度、もしくは

それ以上の交流の機会がありますか（家族や親せきの方をのぞく）。あてはまる番号すべ

てに○をつけてください（いくつでも）。ない場合、「６．いずれとも交流の機会はな

い」に〇をつけてください。 

１．高校生以下   ３．40～50 歳代   ５．80 歳代以上 

２．20～30 歳代   ４．60～70 歳代   ６．いずれとも交流の機会はない 

質問１１. あなたには、日常生活を送るうえで、次のようなお困りごとはありますか。あてはま

る番号すべてに○をつけてください（いくつでも）。ない場合、「９．特に困りごとは

ない」に〇をつけてください。 

１． 大きな物や重い物の買い物や運搬 

２．目的地への移動 

３．自宅の屋内の清掃 

４．部品交換や補修などの作業 

５．ゴミ出し 

６．植木の剪定 

７．庭の雑草とりや道の清掃 

８．その他 

 

９．特に困りごとはない 

質問１２. 仮に、他のみずき野の住民から、次のようなお困りごとへの手助けを求められた場合、

あなたは、手伝いたいと思いますか。あてはまる番号すべてに○をつけてください（い

くつでも）。思わない場合、「９．思わない」に〇をつけてください。 

１．大きな物や重い物の買い物や運搬 

２．目的地への移動 

３．その住民宅の屋内の清掃 

４．部品交換や補修などの作業 

５．ゴミ出し 

６．植木の剪定 

７．庭の雑草とりや道の清掃 

８．その他 

 

９．思わない 

  

ア）～キ）のそれぞれについて、 
あてはまる番号ひとつに○をつけてください。 
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 みずき野の環境に関することについてお伺いします。 

質問１３. あなたは、現在お住まいの住宅のまわりの環境の次の点に、満足されていますか。 

満足 
まあ 

満足 

多少 

不満 

非常に 

不満 

１ 火災・地震・水害などの安全 --------------------------------- １―――２―――３―――４ 

２ 敷地やまわりのバリアフリー化の状況 --------------------- １―――２―――３―――４ 

３ まわりの道路の歩行時の安全 --------------------------------- １―――２―――３―――４ 

４ 治安・犯罪発生の防止 ------------------------------------------ １―――２―――３―――４ 

５ 騒音・大気汚染などの少なさ --------------------------------- １―――２―――３―――４ 

６ 通勤・通学などの利便 ------------------------------------------ １―――２―――３―――４ 

７ 日常の買い物・医療・福祉・文化施設等の利便 --------- １―――２―――３―――４ 

８ 子どもの遊び場・公園など ------------------------------------ １―――２―――３―――４ 

９ 緑・水辺など自然とのふれあい ------------------------------ １―――２―――３―――４ 

10 敷地の広さや日当たり、風通しなど空間のゆとり ------ １―――２―――３―――４ 

11 まちなみ、景観 --------------------------------------------------- １―――２―――３―――４ 

12 親や親せきの住宅との距離 ------------------------------------ １―――２―――３―――４ 

13 近隣の人たちやコミュニティとの関わり ------------------ １―――２―――３―――４ 

14 福祉等の生活支援サービスの状況 --------------------------- １―――２―――３―――４ 

15 子育て支援サービスの状況 ------------------------------------ １―――２―――３―――４ 

質問１４. 質問１３の１～15 のうち、将来のみずき野にとって重要と思うものとそれほど重要で

ないと思うものをそれぞれ３つずつあげてください。（１～15 を記入） 

重要と 

思うもの１ 
 

重要と 

思うもの２ 
 

重要と 

思うもの３ 

 

      

それほど重要でない

と思うもの１ 
 

それほど重要でない 

と思うもの２ 
 

それほど重要でない 

と思うもの３ 

 

質問１５. あなたは、ふだんの生活の中で、次の犯罪被害にあうことをどの程度心配に思ってい

ますか。 

とても 

心配だ 

やや 

心配だ 

どちら 

でもない 

あまり心

配でない 

全く心配

でない 

ア)自宅への泥棒（空き巣など） ----------------------------- １―――２―――３―――４―――５ 

イ)自宅や自動車などが落書きされる・壊される ------ １―――２―――３―――４―――５ 

ウ)自分の乗り物や持ち物が盗まれる --------------------- １―――２―――３―――４―――５ 

エ)屋外での犯罪（ひったくり、恐喝、ちかんなど） ------ １―――２―――３―――４―――５ 

オ)振り込め詐欺や悪質商法 --------------------- １―――２―――３―――４―――５ 

１～15 のそれぞれについて、あてはまる番 
号ひとつに○をつけてください。 

ア）～オ）のそれぞれについて、 
あてはまる番号ひとつに○をつけて
ください。 
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次のページにお進みください 

質問１６. あなたは、今後、みずき野の地区内でどのような問題が起きると思いますか。あては

まる番号すべてに○をつけてください（いくつでも）。 

１．家の建替えによってまちなみが変わる  ７．知らない人が増える 

２．敷地が分割され小さな家が増える    ８．住民の高齢化が進む 

３．手入れが不十分な建物が増える     ９．住民の数が減る 

４．空き家が増える            10．公共交通が不便になる 

５．手入れが不十分な庭が増える      11．その他 

６．空き地が増える 

質問１７. 今後、みずき野でも増えていくかもしれない、空き家や空き地の地域のための活用例

に、次のようなものがあります。仮に、みずき野地区の空き家や空き地が以下のよう

に活用されるとしたら、あなたが賛成するものはどれですか。あてはまる番号すべて

に○をつけてください。（いくつでも） 

（空き家を活用する目的として） 

１．地域住民の集会場 

２．高齢者向けの福祉施設 

３．子ども向けの保育施設 

４．アートのためのギャラリーや工房 

５．地域住民向けのカフェ 

 

６．若者やひとり親家庭など一般住宅を借りにくい

人向けの住まい 

７．個人向けの共同オフィス 

８．観光客向けの宿泊所（民泊） 

９．その他の空き家の用途（         ） 

（空き地を活用する目的として） 

10．震災時等の避難場所 

11．高齢者向けの健康増進の場 

12．子ども向けの遊び場 

13．地区のお祭りやイベントの場 

14．住民向けの農園や菜園 

15. その他の空き地の用途（         ） 

 みずき野のまちづくりについてお伺いします。 

質問１８. 守谷市は、地区中心部の商業施設跡地（旧エクセル）に、多機能施設を建設すること

を検討しています。この施設に、あなたがあったら良いと思う機能はありますか。あ

てはまる番号すべてに〇をつけてください（いくつでも）。 

１．高齢者用のマンション ６．子供の保育施設    11．トレーニングジム 

２．高齢者用のグループホーム ７．子供の遊び場     12．室内プール 

３．高齢者デイサービス ８．学習塾        13．地元野菜の直売所 

４．医療施設 ９．飲食店（レストラン） 14．その他 

５．集会場 10．喫茶店（カフェ） 
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質問

１．

２．

３．

質問

 

質問

質問１９. 守谷

てい

とができます

をつけてください

１． 内容まで知ってい

２． 取り組みの存在は知ってい

るが内容は知らない

３． 知らな

った）

質問２０. あなたは

  

質問２０
その理由
てに〇をつけてください

１． 空き家が

２． 地域が

３． 学生と

４． 地域づくりの

５． 地域の

６． その他

→回答後、

質問２０

１．祭りなど地域行事の

２．地域の清掃活動への参加

３．地域の花壇づくりへの参加

４．防犯・交通安全活動への参加

５．みずき野のまちづくりへの提案

質問２１. 今後

はまる

１．祭りなど地域行事の

２．地域の清掃活動への参加

３．地域の花壇づくりへの参加

４．防犯や交通安全活動への参加

５．みずき野のまちづくりへの提案

守谷市は、現在

ています。大学生

とができます

をつけてください

内容まで知ってい

取り組みの存在は知ってい

るが内容は知らない

知らない（今回初めて知

った） 

あなたは、この

  １．賛成

２０－１．（「１．賛成」
理由は何ですか

をつけてください

空き家が有効に活用されるから

地域が活性化する

学生との交流の機会が増え

地域づくりの担い手が

地域のイメージが

その他（           

→回答後、問２０

２０－３．（「１．賛成」
する
ださい

１．祭りなど地域行事の

２．地域の清掃活動への参加

３．地域の花壇づくりへの参加

４．防犯・交通安全活動への参加

みずき野のまちづくりへの提案

今後、あなたがみずき

はまる番号すべてに

１．祭りなど地域行事の

２．地域の清掃活動への参加

３．地域の花壇づくりへの参加

４．防犯や交通安全活動への参加

５．みずき野のまちづくりへの提案

現在、みずき

大学生は、

とができます。あなたは

をつけてください。 

内容まで知っている 

取り組みの存在は知ってい

るが内容は知らない 

（今回初めて知

この取り組

１．賛成    

「１．賛成」
ですか。あてはまる

をつけてください（いくつでも

有効に活用されるから

活性化するから 

の交流の機会が増え

担い手が増える

イメージが良くなるから

         

２０－３にお進みください

「１．賛成」
する地域への
ださい（いくつでも

１．祭りなど地域行事の運営    

２．地域の清掃活動への参加       

３．地域の花壇づくりへの参加

４．防犯・交通安全活動への参加

みずき野のまちづくりへの提案

あなたがみずき

すべてに○

１．祭りなど地域行事の運営    

２．地域の清掃活動への参加       

３．地域の花壇づくりへの参加

４．防犯や交通安全活動への参加

５．みずき野のまちづくりへの提案

みずき野地区

、みずき野

あなたは、この

 

組みに賛成ですか

 ２．反対

「１．賛成」と答えた方
あてはまる番号すべ

いくつでも）。

有効に活用されるから 

の交流の機会が増えるから 

増えるから 

なるから 

         ）

３にお進みください

「１．賛成」と答えた
への貢献は何
いくつでも）。

       

       

３．地域の花壇づくりへの参加      

４．防犯・交通安全活動への参加     

みずき野のまちづくりへの提案    

あなたがみずき野に住む

○をつけてください

       

       

３．地域の花壇づくりへの参加      

４．防犯や交通安全活動への参加     

５．みずき野のまちづくりへの提案  

地区内の空き家を借り、大学生に貸し出す取り組み

野に貢献する

この取り組みをご

ですか、反対

２．反対   

方）
すべ
）。 

 質問
その
てに

 

 

） 

３にお進みください 

１．

２．

３．

４．

５．

６．

えた方）あなたが
何ですか。あてはまる
）。 

   ６．住民と共同でのガーデニングや農園活動

       ７．住民との会話

      ８．地区に住む子供の学習支援

     ９．高齢者の

    10．その他（

む学生と一緒

をつけてください。（

   ６．学生と共同でのガーデニングや農園活動

       ７．学生との会話

      ８．地区に住む子供の学習支援

     ９．高齢者の

    10．その他

空き家を借り、大学生に貸し出す取り組み

するかわりに

みをご存知で

反対ですか（

     

質問２０－
その理由は
てに〇をつけてください

１． 学生は

２． 学生とは生活時間が合わないから

３． 騒音問題が

４． 見知らぬ

５． 学生は

６． その他

→回答後、

あなたが、今後
あてはまる

住民と共同でのガーデニングや農園活動

７．住民との会話

８．地区に住む子供の学習支援

９．高齢者の日常

．その他（         

一緒に行って

。（いくつでも

学生と共同でのガーデニングや農園活動

学生との会話

．地区に住む子供の学習支援

．高齢者の日常生活の

．その他（         

空き家を借り、大学生に貸し出す取り組み

かわりに、家賃負担

ですか。あてはまる

（ひとつに

    ３．わからない

－２．（「２．反対」
は何ですか。

をつけてください

学生は近所づきあいをしなさそう

学生とは生活時間が合わないから

騒音問題が生じるから

見知らぬ人が増えるから

はすぐ引っ越してしまう

その他（           

回答後、問２１

今後みずき野に
あてはまる番号すべてに

住民と共同でのガーデニングや農園活動

７．住民との会話 

８．地区に住む子供の学習支援

日常生活の支援

         

っていきたい活動

いくつでも） 

学生と共同でのガーデニングや農園活動

学生との会話 

．地区に住む子供の学習支援

日常生活の支援

         

空き家を借り、大学生に貸し出す取り組み

家賃負担なしでその

あてはまる番号

ひとつに○）。 

３．わからない 

「２．反対」と
。あてはまる

をつけてください（いくつでも

近所づきあいをしなさそう

学生とは生活時間が合わないから

生じるから 

人が増えるから 

すぐ引っ越してしまう

          

２１にお進みください

に住む学生
すべてに〇をつけて

住民と共同でのガーデニングや農園活動

８．地区に住む子供の学習支援 

支援 

             

活動はありますか

学生と共同でのガーデニングや農園活動

．地区に住む子供の学習支援 

支援 

            

空き家を借り、大学生に貸し出す取り組みを行

なしでその家に住むこ

番号ひとつに

 →問２１へ

と答えた方
あてはまる番号すべ

いくつでも）。

近所づきあいをしなさそうだから 

学生とは生活時間が合わないから 

 

すぐ引っ越してしまうから 

          ）

にお進みください

学生に期待
をつけてく

住民と共同でのガーデニングや農園活動 

    ） 

はありますか。あて

学生と共同でのガーデニングや農園活動 

   ） 

-

行っ

むこ

ひとつに○

へ 

方）
すべ
）。 

） 

にお進みください 

あて
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次のページにお進みください 

質問２２. みずき野地区には、良好な環境を守るため定められたみずき野地区計画があります。

あなたは、この地区計画をご存知ですか。 

１．知っている          →質問２２-１にお進み下さい 

２．知らない（今回初めて知った） →質問２３にお進み下さい 

質問２２－１．（「１．知っている」と答えた方）地区計画ではどのような内容が定められてい

ると思いますか。あてはまる番号すべてに○をつけてください。（いくつでも） 

１．建物の用途         ６．建物の高さ・形状  

２．建物の大きさ（容積率）   ７．建物の色彩・デザイン・意匠 

３．建物の面積（建ぺい率）   ８．垣・柵の種類や形状 

４．敷地の最低規模       ９．庭の大きさ・形状・植栽・デザイン 

５．壁面の位置         10．その他（                ） 

 最後に、あなたご自身のことについてお伺いします。 

質問２３. お住まいの地区（丁目）はどちらですか。（数字をご記入ください） 

守谷市みずき野 
 

丁目 

質問２４. あなたの性別と年齢をお答えください。（それぞれ、ひとつに○） 

性別 
１．男性 

２．女性 
年齢 

 １．18～29 歳  ４．50～59 歳  ７．80～89 歳 

 ２．30～39 歳  ５．60～69 歳  ８．90 歳以上 

 ３．40～49 歳  ６．70～79 歳 

 

質問２５. あなたのお仕事は、次のどれにあたりますか。（ひとつに〇） 

１．会社員・公務員などの常勤の仕事（管理職）      ６．自営業・自由業 

２．会社員・公務員など常勤の仕事（専門・技術職）     ７．学生 

３．会社員・公務員など常勤の仕事（事務職など上記以外） ８．その他（          ） 

４．パート・アルバイトなどの非常勤の仕事（学生除く）    ９．現在は仕事をしていない 

５．会社の嘱託や顧問など 

質問２６. あなたが現在の暮らしに対して感じる「ゆとり」はいかがですか。 

非常に 

ある 

やや 

ある 
ふつう 

あまり 

ない 

まったく 

ない 

ア) モノの面でのゆとり --------------------------------- １―――２―――３―――４―――５ 

イ) 時間の面でのゆとり --------------------------------- １―――２―――３―――４―――５ 

ウ) お金の面でのゆとり --------------------------------- １―――２―――３―――４―――５ 

エ) 精神的なゆとり --------------------------------------- １―――２―――３―――４―――５ 

ア）～エ）のそれぞれについて、 
あてはまる番号ひとつに○をつけて
ください。 
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質問２７. あなたは、みずき野地区に何年間くらいお住まいでしょうか（地区内で転居した場合、

地区にお住まいの合計年数をお答えください）。 

  
年 ※１年未満の場合は、「０」とお答えください。 

質問２８. あなたは、みずき野の次の点についてどのように思われますか。 

とても 

そう思う 

少し 

そう思う 

あまり 

思わない 

全く 

思わない 

ア) みずき野には思い出がある --------------------------------------- １―――２―――３―――４ 

イ) みずき野にはいつまでも変わってほしくないものがある ------- １―――２―――３―――４ 

ウ) みずき野にお気に入りの場所がある --------------------------- １―――２―――３―――４ 

エ) みずき野に自分の居場所がある気がする --------------------- １―――２―――３―――４ 

オ) みずき野を歩くのは気持ちが良い ------------------------------ １―――２―――３―――４ 

カ) みずき野にはなくなってしまうと悲しいものがある ------ １―――２―――３―――４ 

キ) みずき野にずっと住み続けたい --------------------------------- １―――２―――３―――４ 

質問２９. あなたは、全体として、現在の生活にどのくらい満足していますか。あてはまる番号

ひとつに○をつけてください。 

１．満足している  ２．まあ満足している  ３．やや不満だ  ４．不満だ 

質問３０. あなたの現在の健康状態はいかがですか。あてはまる番号ひとつに○をつけてくださ

い。 

１．よい  ２．まあよい  ３．ふつう  ４．あまりよくない  ５．よくない 

質問３１. みずき野を元気にするための今後の市の取り組みやあなたができる貢献について、 

ご意見がありましたらお聞かせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
質問は以上です。お忙しいところ、ご協力いただき大変ありがとうございました。 

記入漏れがないかご確認のうえ、世帯票（クリーム色のアンケート）および他の家族
の皆様の回答（白色のアンケート）とともに、同封の封筒に入れてご返送下さい。  

ア）～キ）のそれぞれについて、 
あてはまる番号ひとつに○をつけてください。 
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