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アンケート調査票 

 

福知山市住宅マスタープラン策定に向けてのアンケート調査（お願い） 

 
 
日頃から福知山市政の推進にご協力いただき、ありがとうございます。 
本市では、これからの住まいづくりの考え方を示す「福知山市住宅マスタープラン」を

平成１８年度に策定する予定をしています。 
つきましては、市民の皆様の住まいに対するお考えや、福知山市の住宅施策についての

ご意見などをお聞かせいただきたいと思います。 
お忙しいとは存じますが、本調査の趣旨をご理解のうえ、ご協力をお願いいたします。 
 
平成１８年１１月３０日 

福知山市長 髙日 音彦 

 
 
＜調査の方法＞ 

・この調査は、世帯主である市民の方の中から無作為に選ばせていただいた方に、調

査票をお送りしています。 

・無記名でお答えいただきますので、どなたのお答えかわからないようになっており

ます。また、お答えいただきました内容は、すべて統計的に処理し、調査以外の目

的では使用いたしませんので、ご迷惑をおかけすることはございません。 

＜記入上の注意＞ 

・あて名のご本人がお答えください。 

・アンケート用紙にも、返信用封筒にも、お名前を記入していただく必要はございま

せん。 

・ご記入いただきました調査票は、同封の返信用封筒に入れ、１２月１５日（金）ま

でに投函してください。 

・この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。 

 
 
 
 
 

福知山市土木建築部建築課 

〒620-8501 福知山市字内記 13 の 1 

電  話    0773-24-7058 

ＦＡＸ    0773-23-6537 
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問１ あなた（あて名のご本人）の現在お住まいの住宅についておたずねします。 

それぞれの質問について、あてはまるもの１つに○をつけてください。 

⑴ あなたが現在お住まいの住宅の種類は何ですか。 

１．持家（一戸建て、長屋建て）      ２．持家（マンションなど） 
３．民営の賃貸住宅（一戸建て）      ４．民営の賃貸住宅（アパート、マンション） 
５．社宅・公務員住宅など（給与住宅）   ６．公営住宅（市営住宅、府営住宅） 
７．その他（              ） 

 

⑵ あなたが現在お住まいの住宅の構造は何ですか。 

１．木造 ２．プレファブ造 ３．鉄骨造 
４．鉄筋コンクリート造 ５．その他（       ） ６．わからない 

 

⑶ あなたが現在お住まいの住宅の居住室の面積・設備の状況をお聞かせください。 

居住室の合計面積＊          （ 畳 ・ ㎡ ） 
専用の台所が    ある   ない 
専用の水洗便所が  ある   ない     いずれかに ○ をしてください。 
専用の洗面所が   ある   ない 
専用の浴室が    ある   ない 

＊居住室の面積には玄関、トイレ、浴室、廊下等の共用部の面積は含みません。 
 

⑷ あなたが現在お住まいの住宅の建築時期（建替えた場合は建替えの時期）はいつ頃ですか。 

１．昭和 20 年以前 ２．昭和 21 年～昭和 40 年 ３．昭和 41 年～昭和 55 年 
４．昭和 56 年～平成 11 年 ５．平成 12 年以降 ６．わからない 

 

⑸ あなたが現在お住まいの住宅に対する満足度をお聞かせ下さい。 

 満足 ほぼ 
満足 

やや 
不満 不満 

(1) 広さ・部屋数 １ ２ ３ ４ 
(2) 敷地の広さ（共同住宅の場合は住棟まわりの広さ） １ ２ ３ ４ 
(3) 浴室、便所や台所などの設備 １ ２ ３ ４ 
(4) 遮音性や断熱性 １ ２ ３ ４ 
(5) 廊下や階段、お風呂、便所の安全性（バリアフリー＊） １ ２ ３ ４ 
(6) 住宅の新しさ・きれいさ １ ２ ３ ４ 
(7) 住宅の火災や地震に対する備え １ ２ ３ ４ 
(8) 総合的にみた満足度 １ ２ ３ ４ 
＊バリアフリー： 段差解消や手すりの設置など、高齢の人や障がいのある人などが生活する 

上で妨げとなる障害がないこと。 

福知山市住宅マスタープラン策定に向けてのアンケート調査 



資料＿15 

 

⑹ あなたのお住まいを取り巻く周辺の居住環境に対する満足度をお聞かせ下さい。 

 
満足 ほぼ 

満足 
やや 
不満 不満 

(1) 周辺の緑や空気などの自然環境 １ ２ ３ ４ 
(2) 周辺の町並みの美しさや快適性 １ ２ ３ ４ 
(3) 買い物などの日常の利便性 １ ２ ３ ４ 
(4) 周辺の公共交通機関の利便性 １ ２ ３ ４ 
(5) 病院や福祉施設などの利便性 １ ２ ３ ４ 
(6) 教育環境 １ ２ ３ ４ 
(7) 防犯などの地域の安全・安心性 １ ２ ３ ４ 
(8) 火災・地震・水害などに対する安全・防災性 １ ２ ３ ４ 
(9) 自治会活動や近所づきあいなど １ ２ ３ ４ 
(10) 総合的にみた満足度 １ ２ ３ ４ 

 

 

問２ 定住意向や暮らし方の意向についておたずねします。 

それぞれの質問について、あてはまるもの１つに○をつけてください。 

 
⑴ あなたは、現在の住宅に住み続けることをどのようにお考えですか。 

１．ずっと住み続けたい ２．しばらくの間は住み続けるつもり 
３．市内で引っ越したい ４．市外に引っ越したい 
５．どちらともいえない ６．その他（               ） 

 

⑵ 「引っ越したい」とお考えの方におたずねします。その理由はなんですか。 

１．現在の住宅が狭いため ２．子ども世帯や親世帯の近くに住むため 

３．道路・交通が不便なため ４．買い物に不便なため 

５．より子育てしやすい環境のため ６．子どもの教育環境のため 

７．高齢の人・障がいのある人の福祉環境のため ８．現在の住環境が雑然としているため 

９．防犯・防災面で安心できないため 10．近所づきあいが面倒なため 

11．転勤や転職など仕事のため 12．その他（               ） 

 

⑶ あなたが望む暮らし方は次のうちどれですか。 

１．都市的な環境で暮らしたい ２．農村的な環境で暮らしたい 
３．都市的な環境での暮らしを基本に、週末などを農村的な環境で暮らしたい 
４．農村的な環境での暮らしを基本に、週末などを都市的な環境で暮らしたい 
５．その他（                                    ） 
６．わからない 
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問３ 世帯分離と子世帯の居住についておたずねします。 

それぞれの質問について、あてはまるもの１つに○をつけてください。 

 

⑴ あなたのお宅では、家を離れているお子さんはおられますか。 

１．市内に住んでいる ２．市外に住んでいる ３．いない 
 

⑵ ⑴で１または２とお答えの方におたずねします。 

お子さんが家を離れて暮らしている理由は何ですか。 

１．現在の住宅が狭いため ２．職場・学校への通勤・通学のため 
３．結婚し独立して住んでいるため ４．子世帯との同居を望んでいないため 
５．もっと便利な地域に住むため ６．市内に適当な職場がないため 
７．その他（              ） ８．わからない 

 

⑶ 現在は別居している子世帯との将来的な暮らし方について、どのようにお考えですか。 

１．家庭や仕事の都合なので、親は何もいわない ２．市内に住んでいるので問題ない 
３．できれば家に帰ってきてほしい ４．せめて市内に住んでほしい 
５．せめて近隣市町に戻ってきてほしい ６．その他（              ） 
７．わからない 

 

⑷ あなたのお宅では、同居しているお子さんはおられますか。 

１．家族のある子世帯がいる ２．未婚の子がいる ３．いない 
 

⑸ ⑷で１または２とお答えの方におたずねします。 

同居している子世帯との将来的な暮らし方について、どのようにお考えですか。 

１．今のまま同居してほしい ２．住宅を増改築して同居してほしい 
３．別居でも近所に暮らしてほしい ４．別居でも市内に暮らしてほしい 
５．できれば別居したい ６．子の判断にまかせる 
７．その他（              ） ８．わからない 

 

 

 

問４ 親世帯との同居についておたずねします。 

それぞれの質問について、あてはまるもの１つに○をつけてください。 

 

⑴ あなたは、親世帯と同居していますか。 

１．同居している ２．同居していない 
３．親世帯はいない ４．その他（              ） 
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⑵ 同居していない方におたずねします。 

将来的な暮らし方について、どのようにお考えですか。 

１．親の住む住宅に同居したい ２．親世帯を呼び寄せて同居したい 
３．親の住む近くで暮らしたい ４．同居・近居するつもりはない 
５．その他（              ） ６．わからない 

 

 
問５ 住宅の高齢者・障がいのある人向け住宅改善（バリアフリー化）についておたずねします。 

それぞれの質問について、あてはまるもの１つに○をつけてください。 

 

⑴ あなたのお宅では、高齢の人・障がいのある人が暮らしやすいように住宅改善（バリアフリー化工

事）を実施される予定はありますか。 

１．既にバリアフリー化されている 
２．バリアフリー化工事を行う予定である 
３．バリアフリー化工事を考えたいが、どうしたらよいかがわからない 
４．バリアフリー化されていないが、当面改善予定はない 
５．その他（                                    ） 
６．わからない 

 

⑵ 市では介護保険法や障害者自立支援法に基づく認定を受けた方を対象に、段差解消等の住宅改修費

の給付制度の助成制度があります。あなたはこのような制度をご存じですか。 

１．制度を活用したことがある ２．制度について知っている 
３．制度のことは知らなかった ４．その他（              ） 

 

 

問６ 現在の住宅の耐震改修についておたずねします。 

それぞれの質問について、あてはまるもの１つに○をつけてください。 
 

⑴ 現在お住まいの住宅の耐震診断についてどのようにお考えですか。 

１．耐震診断を受けたい 
２．既に耐震診断を受けた、あるいは、耐震改修を実施した 
３．耐震診断を受けるべきかわからない 
４．耐震診断を受けるつもりはない 
５．その他（                                    ） 
６．わからない 
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⑵ 現在お住まいの住宅の耐震性能や、今後の耐震改修工事の予定についてどのようにお考えですか。 

１．現状で問題はないと思う 
２．耐震補強をすでに実施した 
３．問題と感じており、耐震改修を実施したい 
４．問題と感じているが、耐震改修の予定はない 
５．その他（                                    ） 
６．わからない 

 

 

 

問７ 福知山市の今後の住まいづくりの施策についてあなたのお考えをおたずねします。 

 
 あなたは今後の住まいづくりについて、福知山市としてどのような施策に力を入れていけば 

よいとお考えですか。あてはまるもの上位３つに○をつけてください。 

１．比較的安価な分譲住宅や宅地の供給 

２．住宅の増改築や設備改善への支援 

３．新婚世帯や子育て世帯が快適に住むことのできる賃貸住宅の整備 

４．高齢の人や障がいのある人等が入居しやすく、安心して住み続けられる賃貸住宅の整備 

５．高齢の人や障がいのある人等のための福祉施設と連携した住宅の整備 

６．住宅に困っている人が、安心して公的賃貸住宅等に入居できる仕組みづくり 

７．耐震診断や耐震改修など災害に強い住宅への改善に対する支援の充実 

８．自然エネルギーを活用した環境と共生できる住宅整備に対する支援 

９．Ｕターン者など都市部からの移住ニーズに対応する仕組みづくり 

10．就農希望者に対する市内定住の支援 

11．地域の自然や歴史文化資源と調和した美しい街なみ景観づくり 

12．市民・行政・事業者の協働による、地域特性をいかした各地域独自のまちづくりの推進 

13．安全・安心な住宅地に向けての市民と行政の協働の取組 

14．その他（                                    ） 

15．わからない 
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問８ あなたの世帯についてお伺いします。 

それぞれの質問について、あてはまるもの１つに○をつけてください。 

 
⑴ あなたがお住まいの地域（中学校区）をお答えください。 

１．桃映 ２．南陵 ３．成和 ４．六人部 ５．川口 

６．北陵 ７．日新 ８．三和 ９．夜久野 10．大江 

※わからない場合は、自治会名をお答えください。（                 ） 

 

⑵ あなたの年齢をお答えください。 

１．20 歳未満 ２．20～29 歳 ３．30～39 歳 ４．40～49 歳 
５．50～59 歳 ６．60～64 歳 ７．65～69 歳 ８．70 歳以上 

 

⑶ あなたの世帯の世帯人員をお答えください。 

１．1 人 ２．2 人 ３．3 人 ４．4 人 
５．5 人 ６．6 人以上  

 

⑷ あなたの世帯の家族構成はどのようになっていますか。 

１．単身世帯（世帯主 65 歳以上） ２．単身世帯（世帯主 65 歳未満） 
３．夫婦のみの世帯（世帯主 65 歳以上） ４．夫婦のみの世帯（世帯主 65 歳未満） 
５．親子の世帯 ６．親子三代の世帯 
７．その他（                                    ） 

 

⑸ 世帯主の方の勤務地をお聞かせください。 

１．福知山市内 ２．綾部市 ３．舞鶴市 ４．上記以外の京都府内 
５．丹波市・篠山市 ６．上記以外の兵庫県内 ７．大阪府 ８．その他（     ） 

 

⑹ 昨年１年間の世帯全体の総収入はおよそいくらでしたか。 

１．100 万円未満 ２．100 万円～300 万円未満 
３．300 万円～500 万円未満 ４．500 万円～700 万円未満 
５．700 万円～1,000 万円未満 ６．1,000 万円～1,500 万円未満 
７．1,500 万円以上 
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◆ 最後に、あなたが住まいづくりについてのお考えをご自由にご意見をお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートにご協力いただきまして、ありがとうございました。 
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