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　Ⅰ　調査内容





１．調査の概要

（１）目的

（２）調査対象者

（３）調査対象者数 約６００人

（４）選考方法

（５）任期

（６）調査方法 郵送，または電子メール

（７）調査主体 福岡市　市長室　広聴課

平成２８年度 市政アンケート調査結果報告書

①本市の施策や事業に関するアンケートを実施し，施策
推進のための参考とする。

②アンケート調査を通じ，市民の市政への関心や理解を
深める。

福岡市内に居住する満２０歳以上の男女

住民基本台帳から無作為に抽出した市民の中から承諾を
得て依頼

平成２８年４月１３日から平成２９年３月３１日まで
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２．標本構成（就任時）

(１) 全体 合計 構成比 男性 構成比 女性 構成比

618人 100% 281人 45.5% 337人 54.5%

(２) 行政区別 計 構成比 男性 構成比 女性 構成比

118人 19.1% 50人 8.1% 68人 11.0%

94人 15.2% 43人 7.0% 51人 8.3%

83人 13.4% 43人 7.0% 40人 6.5%

102人 16.5% 52人 8.4% 50人 8.1%

52人 8.4% 22人 3.6% 30人 4.9%

87人 14.1% 33人 5.3% 54人 8.7%

82人 13.3% 38人 6.1% 44人 7.1%

(３) 年代別 計 構成比 男性 構成比 女性 構成比

95人 15.4% 48人 7.8% 47人 7.6%

123人 19.9% 54人 8.7% 69人 11.2%

114人 18.4% 52人 8.4% 62人 10.0%

90人 14.6% 39人 6.3% 51人 8.3%

87人 14.1% 39人 6.3% 48人 7.8%

109人 17.6% 49人 7.9% 60人 9.7%

(４) 職業別 計 構成比 男性 構成比 女性 構成比

219人 35.4% 135人 21.8% 84人 13.6%

15人 2.4% 10人 1.6% 5人 0.8%

25人 4.0% 9人 1.5% 16人 2.6%

86人 13.9% 17人 2.8% 69人 11.2%

34人 5.5% 24人 3.9% 10人 1.6%

105人 17.0% 1人 0.2% 104人 16.8%

20人 3.2% 14人 2.3% 6人 1.0%

94人 15.2% 60人 9.7% 34人 5.5%

20人 3.2% 11人 1.8% 9人 1.5%

区別

区別

東区

全区

６０代

博多区

中央区

南区

城南区

早良区

西区

職業区分

会社員・団体職員

公務員

契約社員・派遣社員

パート・アルバイト

年代区分

２０代

３０代

４０代

５０代

自営業

主婦・主夫

学生

無職

７０歳以上

その他
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(５) 構成比グラフ

（１） 各設問の母数（調査の元になる数）は，（Ｎ＝），または（ｎ＝）で表記しています。

ただし，グラフ中に特に表記がないものについての母数は，各テーマ横にある（Ｎ＝）の数字と

なります。

（２） 小数点第２位を四捨五入しているため，百分率の合計が１００％にならない場合があります。

（３） 複数回答ができる設問では，回答率の合計が１００％を超えることがあります。

（４） 今回の調査結果の詳細についてのお問い合わせは，各事業の所管課にお願いします。

注意点

東区 

19.1% 

博多区 

15.2% 

中央区 

13.4% 
南区 

16.5% 

城南区 

8.4% 

早良区 

14.1% 

西区 

13.3% 

２０代 

15.4% 

３０代 

19.9% 

４０代 

18.4% 

５０代 

14.6% 

６０代 

14.1% 

７０歳以上 

17.6% 

【 年 代 別 】 

【 男 女 別 】 【 行政区別 】 

男性 

45.5% 
女性 

54.5% 

会社員・ 

団体職員 

35.4% 

主婦・ 

主夫 

17.0% 

無職 

15.2% 

パート・ 

アルバイト

13.9% 

自営業 

5.5% 

契約社員・ 

派遣社員 

4.0% 

学生 

3.2% 
公務員 

2.4% 
その他 

3.2% 

【 職 業 別 】 
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 ３．実施状況
 実施時期 平成２８年５月２５日～平成２８年６月８日

 対象者数 ６１７人

 回収結果 有効回答数 ５６８人　　有効回答率 ９２．１ ％

 設問数 ２６問（補足質問除く）

 調査テーマ１ 「熱中症対策」について

環境局　環境監理部　環境保全課
℡７３３－５３８６　FAX７３３－５５９２　Mail：k-hozen.EB@city.fukuoka.lg.jp

 調査テーマ２ 「地下鉄七隈線延伸事業」について 

交通局　総務部　経営企画課
℡７３２－４１０７・４１０８　FAX７２１－０７５４　Maiｌ：kikaku.TB@city.fukuoka.lg.jp

 調査テーマ３ 「エネルギー」について

環境局　環境政策部　エネルギー政策課
℡７１１－４９２６　FAX７３３－５５９２　Maiｌ：energy.EB@city.fukuoka.lg.jp

 調査テーマ４ 「福岡アジア文化賞」について

総務企画局　国際部　国際連携課
℡７１１－４０２８　FAX７３５－４１３０　Maiｌ：kokusairenkei.GAPB@city.fukuoka.lg.jp

 調査テーマ５ 「環境保全の意識」について

環境局　環境政策部　環境政策課
℡７３３－５３８１　FAX７３３－５５９２　Maiｌ：k-seisaku.EB@city.fukuoka.lg.jp

 実施時期 平成２８年６月２７日～平成２８年７月１１日

 対象者数 ６１４人

 回収結果 有効回収数 ５４９人　　有効回収率 ８９．４％

 設問数 ２７問（補足質問除く）

 調査テーマ１ 「『食』の安全・安心」について

保健福祉局 生活衛生部 食品安全推進課
℡７１１－４２７７　FAX７３３－５５８８　Mail：shokuhinanzen.PHWB@city.fukuoka.lg.jp

 調査テーマ２ 「福岡市の国際交流事業と姉妹都市交流事業」について

総務企画局　国際部　国際交流課
℡７１１－４０２３　FAX７３３－５５９７　Mail：kokusaikoryu.GAPB@city.fukuoka.lg.jp

 調査テーマ３ 「情報通信の利用状況」について

総務企画局　ICT戦略室　ICT戦略課
℡７１１－４１０５　FAX７３３－５５９４ 　Mail：ictstrategy.GAPB@city.fukuoka.lg.jp

 実施時期 平成２８年７月２５日～平成２８年８月８日

 対象者数 ６１２人

 回収結果 有効回収数 ５２７人　　有効回収率 ８６．１ ％

 設問数 ３４問（補足質問除く）

 調査テーマ１ 「『省エネルギー』に関する取り組み状況」について

環境局　環境政策部　温暖化対策課
℡７１１－４２８２　FAX７３３－５５９２　Mail：ondan.EB@city.fukuoka.lg.jp

 調査テーマ２ 「福岡市の広報活動」について

市長室　広報戦略室　広報課
℡７１１－４０１６　FAX７３２－１３５８　Mail：koho.MO@city.fukuoka.lg.jp

 調査テーマ３ 「天神地区の回遊空間」について

中央区　総務部　企画振興課
℡７１８－１０１２　FAX７１４－２１４１　Mail：kikaku.CWO@city.fukuoka.lg.jp

 調査テーマ４ 「道路整備」について

道路下水道局　計画部　道路計画課
℡７１１－４４６２　FAX７３３－５５３３　Mail：dorokeikaku.RSB@city.fukuoka.lg.jp

 担当課

 担当課

第
１
回

 担当課

第
２
回

 担当課

 担当課

 担当課

 担当課

 担当課

 担当課

 担当課

 担当課

 担当課

第
３
回
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 調査テーマ５  「早良区の『サザエさん通り』」について

早良区　総務部　企画課
℡８３３－４３０６　FAX８４６－２８６４　Mail：kikaku.SWO@city.fukuoka.lg.jp

 実施時期 平成２８年８月２５日～平成２８年９月１２日

 対象者数 ６１１人

 回収結果 有効回収数 ５５０人　　有効回収率 ９０．０％

 設問数 ２８問（補足質問除く）

 調査テーマ１ 「消費者トラブルおよび被害防止」について

 担当課 　市民局　生活安全部　消費生活センター
　℡７１２－２９２９　FAＸ７１２－２７６５　Mail：shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp

 調査テーマ２ 「福岡市内産の農林水産物の利用（地産地消）」について

 担当課 　農林水産局　総務部　政策企画課
　℡７１１－４８４１　FAX７３３－５５８３   Mail：seisakukikaku.AFFB@city.fukuoka.lg.jp

 調査テーマ３ 「食育」について

 担当課 　保健福祉局　健康医療部　健康増進課
　℡７１１－４３７４　FAX７３３－５５３５   Mail：kenko.PHWB@city.fukuoka.lg.jp

 調査テーマ４  「コミュニティサイクル『シーサイドバイク』」について

 担当課 　環境局　環境政策部　温暖化対策課
　℡７１１－４２８２　 FAX７３３－５５９２  Mail：ondan.EB@city.fukuoka.lg.jp

 調査テーマ５  「選挙」について

 担当課 　選挙管理委員会事務局　選挙課
　℡７１１－４６８２　FAX７３３－５７９０    Mail：senkyo.EACS@city.fukuoka.lg.jp

 実施時期 平成２８年９月２６日～平成２８年１０月１１日

 対象者数 ６０９人

 回収結果 有効回収数 ５３７人　　有効回収率 ８８．２％

 設問数 ２６問（補足質問除く）

 調査テーマ１ 「水道水への意識や水道行政に対する満足度」等について

 担当課 　水道局　総務部　総務課
　℡４８３－３１３９・３１４０　FAX４８２－１３７６　Mail：somu.WB@city.fukuoka.lg.jp

 調査テーマ２ 「アイランドシティ」について

 担当課 　港湾空港局　アイランドシティ事業部　事業管理課
　℡２８２－７０３５　FAX２８２－７０４４　Mail：jigyokanri.PHB@city.fukuoka.lg.jp

 調査テーマ３ 「福岡市の行財政改革の取り組み」について

 担当課 　総務企画局　行政部　行政マネジメント課
　℡７１１－４１３６　FAX７２４－２０９８　Mail：gyoseimg.GAPB@city.fukuoka.lg.jp

 調査テーマ４  「出前講座」について

 担当課 　市長室　広聴課
　℡７１１－４０６７　FAX７３３－５５８０　Mail：kocho.MO@city.fukuoka.lg.jp

 実施時期 平成２８年１０月２５日～平成２８年１１月７日

 対象者数 ６０７人

 回収結果 有効回収数 ５２７人　　有効回収率 ８６．５％

 設問数 ２５問（補足質問除く）

 調査テーマ１ 「家庭から出るごみ」について

環境局　循環型社会推進部　資源循環推進課，循環型社会計画課

資源循環推進課　  ℡７１１－４０３９　FAX７３３－５５９２　Mail：shigenjunkan.EB@city.fukuoka.lg.jp
循環型社会計画課　℡７１１－４３０８　FAＸ７３３－５５９２　Mail：keikaku.EB@city.fukuoka.lg.jp

 担当課

第
４
回

 担当課

第
３
回

第
５
回

第
６
回
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 調査テーマ２ 「火災予防」について

 担当課 消防局　予防部　予防課
℡７２５－６６１１　FAＸ７９１－２６９９　Mail：yobo.119@city.fukuoka.lg.jp

 調査テーマ３ 「ユニバーサルデザイン」について

 担当課 総務企画局　企画調整部
℡７１１－４４０８　FAX７３３－５５８２　Mail：kikaku.GAPB@city.fukuoka.lg.jp

 調査テーマ４ 「福岡市議会の広報活動」について

 担当課 議会事務局　調査法制課
℡７１１－４７４９　FAX７３３－５８６９　Mail：chosa.CCS@city.fukuoka.lg.jp

調査テーマ５ 市政アンケート調査実施後アンケート

 担当課 市長室　広聴課
℡７１１－４０６７　FAX７３３－５５８０　Mail：kocho.MO@city.fukuoka.lg.jp

第
６
回
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　Ⅱ　調査結果
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