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（調査票）「田川地域における住民の生活構造と地域生活に関する調査」

１９９６年３月

回答していただく際、特に指定のない場合は、選択肢の中から一つをお選びになり、その番号に○

をお付けください。全部で４ページあります。

最初に、田川市内でのあなたの毎日の生活のなかで、地域の住みやすさの評価に関係があると思わ

れる事柄について、あなたのお考えなどをおたずねいたします。

問１ 一週間の内にかならず何度か買わなければならない物（野菜、たまご、牛乳など）は、あなた、

またはあなたと同一世帯の人が、おもに次のどこで購入していますか。

(1) 自宅の近所 (2) 市の中心部にある商店街やスーパーなど

(3) 郊外の商店やスーパーなど (4) 職場の行き帰りに自宅とは離れたところで購入する

(5) その他（ ）

(6) わからない

問２ 田川市内における次のような施設や機関が、あなたやあなたの世帯の人にとって利用しやすい

距離のところにありますか。利用しやすい距離のところにあると思うものを、いくつでもお選び

になり、その番号に○をお付けください。

(1) 商店街やスーパーなどの商業施設 (2) 市役所

(3) 国や県の機関 (4) 中央公民館や図書館などの文化的施設

(5) 地区の公民館や集会所 (6) 体育館などのスポーツ施設

(7) 公園 (8) 医院（個人の開業医の経営する診療所)

(9) 公立や民間の病院 (10) 学校や塾などの教育機関

(11) 社会福祉関係の機関や団体 (12) 社会福祉関係の施設

(13) その他（ ）

問３ この地域（田川市）では、大都市に住んでいる人よりも、自然に親しむことができるとお思い

ですか、それとも、そうではないとお思いですか。

(1) 自然に親しむことができる (2) 自然に親しむことができない (3) どちらともいえ

ない（わからない）

問４ あなたの場合、この地域（田川市）は、大都市と比べて、生活がしやすいとお思いですか、そ

れとも、生活がしにくいとお思いですか。

(1) 生活がしやすい (2) 生活がしにくい (3) どちらともいえない（わからない）
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問５ あなたは、現在住んでいる地域（田川市）に何年住んでいることになりますか。（田川市生ま

れで一時的に離れたことのある人は、それが５年未満であれば(1)「生まれてからずっと」として

お答えください。）

(1) 生まれてからずっと同じ地域（田川市）に住んでいる→問６へ

(2) ５年以上離れたことがあるが、現在住んでいる地域（田川市）の生まれ→問６へ

(3) １年未満 (4) １年～４年 (5) ５年～９年 (6) １０年以上 →補問へ

補問 あなたが現在お住まいの地域（田川市）に住みはじめた最大の理由を次のうちから一つだけお

選びください。

(1) 仕事の事情 (2) 家族の事情 (3) 結婚・離婚・再婚 (4) 住宅の取得 (5) その他

あなたの毎日の生活のことなどについておたずねいたします。

６ あなたは、現在仕事（家事を除く）をなさったり、学校に通ったりしていますか。パートなど問

も含めてお答えください。

(1) 仕事をしている (2) 学校に通っている (3) 家事のみ (4) その他

(次の二つの補問は、問６で、(1)、(2)を選んだ方のみ、お答えください。）

補問１ あなたの仕事の場所（または学校）とお住まいは、片道でどのくらいかかる距離ですか。

(1) 住んでいる所と職場等が同じ (2) ３０分未満 (3) ３０分から１時間未満

(4) １時間から１時間半未満 (5) １時間半から２時間未満 (6) ２時間以上

補問２ あなたは、通常の場合、週に合計何時間ほど（家事以外で）働いていらっしゃいますか。

（ ）時間

問７ 田川市以外のところに、仕事や通学以外のために、どのくらいおでかけになりますか。

(1) ほぼ毎日 (2) 週に３、４日くらい (3) 週に１、２日くらい (4) 月に２、３回

(5) 月１回か、それより少ない (6) ほとんどでかけない

問８ 仕事や通学以外で外出のとき、最もよく利用する交通手段は次のうちのどれですか。

一つだけあげてください。田川市内への外出についてお答えください。

(1) 徒歩のみ (2) 自転車 (3) オートバイ (4) 自家用車 (5) バス (6) 鉄道 (7) その他
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あなたの毎日の生活の中で、とくに、近所づきあいなどの、地域での人間関係などについておたず

ねします。

９ あなたの家族や親類が、歩いていける範囲に住んでいますか。現在同居している人以外につい問

てお答えください。

(1) 歩いていける範囲に住んでいる (2) 歩いていける範囲ではないが、いる

(3) そのような人はいない (4) その他（ ）

問10 あなたの場合、家族や親類以外で、日頃気軽に訪問しあったりしていて、簡単なことを頼める

ような親しい人が、歩いて行ける範囲の近所に住んでいますか。

(1) 歩いていける範囲に住んでいる (2) 歩いていける範囲ではないが、親しい人がいる

(3) そのような親しい人はいない (4) その他（ ）

問11 あなたの場合、他の人には話せないことでも安心して話せるような、本当に親しい友人が、歩

いていける範囲に住んでいますか。その方が近所の人（隣人）であってもかまいません。

(1) 歩いていける範囲に住んでいる (2) 歩いていける範囲ではないが、親しい友人がいる

(3) そのような人はいない (4) その他（ ）

問12 あなたの場合、隣近所のつきあいで、得ることと失うことのどちらが多いと思いますか。

(1) 得ることの方が多い (2) 失うことの方が多い (3) どちらともいえない

(4) わからない

問13 あなたは、地域での人間関係に満足していますか、それとも満足していませんか。

(1) 満足している (2) 満足していない (3) どちらともいえない（わからない）

次に、町内会についてのお考えなどをおたずねいたします。

14 あなた（あなたの世帯）は、町内会（または団地自治会など）に加入していますか。問

(1) 加入している (2) 加入していない (3) わからない

＜町内会に加入している方も、加入していない方も、以下の各問にお答えください。＞

問15 あなたは、毎日の生活で「町内」を意識していますか、意識していませんか。

(1) いつも意識している (2) ある程度意識している (3)あまり意識していない

(4) まったく意識していない (5) わからない
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問16 次にあげるもののうちで、あなたの地域の町内会が積極的に取り組むべきだと思うのはどれ

ですか。重要だと思うものをいくつでもお選びになり、その番号に○をつけてください。

(1) 住民の間で交流をふかめ、親しい関係をつくりあげること

(2) 日常的な場面で助けあうこと (3) 祭りなど

(4) 子供や老人、障害者の福祉に関すること (5) 住民の安全や秩序をたもつこと

(6) 保健や衛生に関する活動 (7) 地域環境の維持や改善など

(8) 学習活動など (9) 市役所との結びつきや協力関係を深めること

(10) その他（ ）

(11) とくになし

問17 あなたの地域の町内会の活動は活発ですか。それとも、そうではありませんか。

(1) 非常に活発 (2) やや活発 (3) どちらともいえない (4) やや不活発

(5) 非常に不活発 (6) わからない

最後に、あなたの年齢などをおたずねいたします。当てはまるものの番号に○をおつけください。

あなたの年齢＞ 去年（平成７年）の４月１日のときの年齢でお答えください。＜

(1) ３０～３９才 (2) ４０～４９才

＜あなたの職業＞

(1)農林業・漁業 (2)自営業 (3)勤め人 (4)その他 (5)無職（家事のみ、学生を含む）

（兼業の場合は、収入の多い方を一つ）

＜世帯主との、あなたの続き柄＞

(1)世帯主本人 (2)世帯主の妻 (3)世帯主の母 (4)世帯主の子 (5)その他

＜あなたの子供（２０歳未満）の有無＞（当てはまるものをいくつでも）

(1)小学校入学前 (2)小学生、中学生 (3)その他（２０歳未満） (4) なし

＜７５歳以上の方との同居＞

(1) ７５歳の人が世帯にいる (2) いない

＜あなたの居住形態＞

(1)持ち家（１戸建て） (2)持ち家（共同住宅、マンションなど）

(3)公営住宅、公団・公社の賃貸住宅 (4)民間の賃貸住宅

(5)給与住宅（社宅・社員寮など） (6)その他（ ）

お忙しいところを調査票にご記入をいただき、どうもありがとうございました。この調査について

（こちらからのごのご意見や、日頃お考えになっていることがありましたら、ぜひ、お書き下さい。

返事を必要とする場合には、お名前等もお書きください。）
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（調査票）「田川地域（添田町）における住民の生活構造と地域生活に関する調査」

１９９７年３月

回答していただく際、特に指定のない場合は、選択肢の中から一つをお選びになり、その番号に○

をお付けください。全部で４ページあります。

最初に、あなたの毎日の生活のなかで、地域の住みやすさの評価に関係があると思われる事柄につ

いて、あなたのお考えなどをおたずねいたします。

問１ 一週間の内にかならず何度か買わなければならない物（野菜、たまご、牛乳など）は、あなた、

またはあなたと同一世帯の人が、おもに次のどこで購入していますか。

(1) 自宅の近所 (2) 町の中心部にある商店街やスーパーなど

(3) 郊外の商店やスーパーなど (4) 職場の行き帰りに自宅とは離れたところで購入する

(5) その他（ ）

(6) わからない

問２ 次のような施設や機関が、あなたやあなたの世帯の人にとって利用しやすい距離のところにあ

りますか。利用しやすい距離のところにあると思うものを、いくつでもお選びになり、その番号

に○をお付けください。

(1) 商店街やスーパーなどの商業施設 (2) 町役場

(3) 国や県の機関 (4) 公民館や図書館などの文化的施設

(5) 地区の公民館や集会所 (6) 体育館などのスポーツ施設

(7) 公園 (8) 医院（個人の開業医の経営する診療所)

(9) 公立や民間の病院 (10) 学校や塾などの教育機関

(11) 社会福祉関係の機関や団体 (12) 社会福祉関係の施設

(13) その他（ ）

問３ この地域（添田町）では、大都市に住んでいる人よりも、自然に親しむことができるとお思い

ですか、それとも、そうではないとお思いですか。

(1) 自然に親しむことができる (2) 自然に親しむことができない (3) どちらともいえ

ない（わからない）

問４ あなたの場合、この地域（添田町）は、大都市と比べて、生活がしやすいとお思いですか、そ

れとも、生活がしにくいとお思いですか。

(1) 生活がしやすい (2) 生活がしにくい (3) どちらともいえない（わからない）
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問５ あなたは、現在住んでいる地域（添田町）に何年住んでいることになりますか。（添田町生ま

れで一時的に離れたことのある人は、それが５年未満であれば(1)「生まれてからずっと」として

お答えください。）

(1) 生まれてからずっと同じ地域（添田町）に住んでいる→問６へ

(2) ５年以上離れたことがあるが、現在住んでいる地域（添田町）の生まれ→問６へ

(3) １年未満 (4) １年～４年 (5) ５年～９年 (6) １０年以上 →補問へ

補問 あなたが現在お住まいの地域（添田町）に住みはじめた最大の理由を次のうちから一つだけお

選びください。

(1) 仕事の事情 (2) 家族の事情 (3) 結婚・離婚・再婚 (4) 住宅の取得 (5) その他

あなたの毎日の生活のことなどについておたずねいたします。

６ あなたは、現在仕事（家事を除く）をなさったり、学校に通ったりしていますか。パートなど問

も含めてお答えください。

(1) 仕事をしている (2) 学校に通っている (3) 家事のみ (4) その他

(次の二つの補問は、問６で、(1)、(2)を選んだ方のみ、お答えください。）

補問１ あなたの仕事の場所（または学校）とお住まいは、片道でどのくらいかかる距離ですか。

(1) 住んでいる所と職場等が同じ (2) ３０分未満 (3) ３０分から１時間未満

(4) １時間から１時間半未満 (5) １時間半から２時間未満 (6) ２時間以上

補問２ あなたは、通常の場合、週に合計何時間ほど（家事以外で）働いていらっしゃいますか。

（ ）時間

問７ 仕事や通学以外のために、添田町以外のところに、どのくらいおでかけになりますか。

(1) ほぼ毎日 (2) 週に３、４日くらい (3) 週に１、２日くらい (4) 月に２、３回

(5) 月１回か、それより少ない (6) ほとんどでかけない

問８ 仕事や通学以外で外出のとき、最もよく利用する交通手段は次のうちのどれですか。

一つだけあげてください。添田町内への外出についてお答えください。

(1) 徒歩のみ (2) 自転車 (3) オートバイ (4) 自家用車 (5) バス (6) 鉄道 (7) その他
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あなたの毎日の生活の中で、とくに、近所づきあいなどの、地域での人間関係などについておたず

ねします。

９ あなたの家族や親類が、歩いていける範囲に住んでいますか。現在同居している人以外につい問

てお答えください。

(1) 歩いていける範囲に住んでいる (2) 歩いていける範囲ではないが、いる

(3) そのような人はいない (4) その他（ ）

問10 あなたの場合、家族や親類以外で、日頃気軽に訪問しあったりしていて、簡単なことを頼める

ような親しい人が、歩いて行ける範囲の近所に住んでいますか。

(1) 歩いていける範囲に住んでいる (2) 歩いていける範囲ではないが、親しい人がいる

(3) そのような親しい人はいない (4) その他（ ）

問11 あなたの場合、他の人には話せないことでも安心して話せるような、本当に親しい友人が、歩

いていける範囲に住んでいますか。その方が近所の人（隣人）であってもかまいません。

(1) 歩いていける範囲に住んでいる (2) 歩いていける範囲ではないが、親しい友人がいる

(3) そのような人はいない (4) その他（ ）

問12 あなたの場合、隣近所のつきあいで、得ることと失うことのどちらが多いと思いますか。

(1) 得ることの方が多い (2) 失うことの方が多い (3) どちらともいえない

(4) わからない

問13 あなたは、地域での人間関係に満足していますか、それとも満足していませんか。

(1) 満足している (2) 満足していない (3) どちらともいえない（わからない）

次に、町内会（または団地自治会など）についてのお考えなどをおたずねいたします。

14 あなた（あなたの世帯）は、町内会（または団地自治会など）に加入していますか。問

(1) 加入している (2) 加入していない (3) わからない

＜町内会などに加入している方も、加入していない方も、以下の各問にお答えください。＞

問15 あなたは、毎日の生活で「町内」を意識していますか、意識していませんか。

(1) いつも意識している (2) ある程度意識している (3)あまり意識していない

(4) まったく意識していない (5) わからない
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問16 次にあげるもののうちで、あなたの地域の町内会などが積極的に取り組むべきだと思うのはど

れですか。重要だと思うものをいくつでもお選びになり、その番号に○をつけてください。

(1) 住民の間で交流をふかめ、親しい関係をつくりあげること

(2) 日常的な場面で助けあうこと (3) 祭りなど

(4) 子供や老人、障害者の福祉に関すること (5) 住民の安全や秩序をたもつこと

(6) 保健や衛生に関する活動 (7) 地域環境の維持や改善など

(8) 学習活動など (9) 町役場との結びつきや協力関係を深めること

(10) その他（ ）

(11) とくになし

問17 あなたの地域の町内会などの活動は活発ですか。それとも、そうではありませんか。

(1) 非常に活発 (2) やや活発 (3) どちらともいえない (4) やや不活発

(5) 非常に不活発 (6) わからない

最後に、あなたの年齢などをおたずねいたします。当てはまるものの番号に○をおつけください。

あなたの年齢＞ 今年（平成９年）の１月１日のときの年齢でお答えください。＜

(1) ３０～３９才 (2) ４０～４９才 (3) ５０～５９才

＜あなたの職業＞

(1)農林業・漁業 (2)自営業 (3)勤め人 (4)その他 (5)無職（家事のみ、学生を含む）

（兼業の場合は、収入の多い方を一つ）

＜世帯主との、あなたの続き柄＞

(1)世帯主本人 (2)世帯主の妻 (3)世帯主の母 (4)世帯主の子 (5)その他

＜あなたの子供（２０歳未満）の有無＞（当てはまるものをいくつでも）

(1)小学校入学前 (2)小学生、中学生 (3)その他（２０歳未満） (4) なし

＜７５歳以上の方との同居＞

(1) ７５歳の人が世帯にいる (2) いない

＜あなたの居住形態＞

(1)持ち家（１戸建て） (2)持ち家（共同住宅、マンションなど）

(3)公営住宅、公団・公社の賃貸住宅 (4)民間の賃貸住宅

(5)給与住宅（社宅・社員寮など） (6)その他（ ）

お忙しいところを調査票にご記入をいただき、どうもありがとうございました。この調査について

（こちらからのごのご意見や、日頃お考えになっていることがありましたら、ぜひ、お書き下さい。

返事を必要とする場合には、お名前等もお書きください。）


