
平成２９年度　市政アンケート調査　集計結果活用状況 （平成30年3月末時点）

これまでの活用状況 今後の活用予定

　　「舞鶴公園・大濠公園の
　　利用のしかた」について
　　（住宅都市局みどり政策課）

　　「セントラルパーク基本計画」の成果指標や進捗管理
　　のための基礎資料として，また，各種事業を検討する
　　際の基礎資料として，調査結果を活用する予定であり，
　　今後も継続して調査を実施していく。

　　「環境保全の意識」について
　　（環境局環境政策課）

　・「環境保全活動の実施状況」や「環境活動への参加状況」
　　の調査について，「福岡市環境教育・学習計画（第三次）」
　　の成果指標の数値として活用した。
　・「自然保護活動」，「環境美化活動」や「生きものの種類や
　　数，生息する場所に関する関心・情報」の調査について，
　　生物多様性ふくおか戦略の推進業務の基礎資料として
　　活用した。
　・「大気汚染や水質汚濁，騒音・振動など公害問題に関する
　　関心・情報」の調査について，公害対策業務の基礎資料と
　　して活用した。

　・「福岡市環境教育・学習計画（第三次）」の成果指標
　　の数値として調査結果を活用するとともに，調査結
　　果をもとに環境保全に関する広報・啓発を行う。
　・生物多様性の重要性を社会に浸透させるため，市民
　　の認識や環境活動へのニーズを把握し，今後の事業
　　への検討材料として活用していく予定である。
　・公害問題に対する市民の関心の高さおよび有用な情
　　報を得ているか把握することにより，市民のニーズに
　　合わせた広報を行う。

　　「市民リフレッシュ農園・
　　市民農園」について
　　（農林水産局農業振興課）

　　市民リフレッシュ農園や市民農園の開設場所により，空き
　　区画に差があることから，利用者側のニーズを把握するた
　　めに活用した。

　　今後の市民リフレッシュ農園・市民農園の開設・運営
　　および附帯設備の設置などに関する検討資料として，
　　活用する予定である。

　　「食育」について
　　（保健福祉局健康増進課）

　・「第３次福岡市食育推進計画」の成果指標の数値として活
　　用した。

　・「第３次福岡市食育推進計画」の進捗状況の把握・確
　　認のために，調査結果を活用する予定である。
　・食育に関する取組みの推進や検討のための基礎資料
　　とし，普及・啓発を図っていく予定である。

第
１
回

テーマ
（担当課）

集計結果活用状況

・「セントラルパーク基本計画」策定の基礎資料として，

調査結果を活用している。

・「セントラルパーク構想」は，県をはじめ，市の公園，

文化財，観光部署など複数の関係部署が密に連携

しながら取り組みを進めている。調査結果は，関係

部署と共有し，各部署における事業実施の際の基

礎資料として活用している。

・季節の祭りについては，現在も将来も共通して利用

ニーズが高いとの調査結果を踏まえ，福岡城さくら

まつりや福岡城梅まつりなど，既存イベントの内容を

充実させるとともに，多様な民間イベントの受け入れ，

季節を通じた賑わい創出に取り組んでいる。

また，秋のイベントをパッケージ化したイベントガイ

ドを作成するなど，情報発信についても強化している。



平成２９年度　市政アンケート調査　集計結果活用状況 （平成30年3月末時点）

これまでの活用状況 今後の活用予定
テーマ

（担当課）
集計結果活用状況

　　「『食』の安全・安心」について
　　（保健福祉局食品安全推進課）

　　・「第９次福岡市基本計画」施策３－７の目標値として使用
　　　している。
　　・「福岡市保健福祉総合計画」基本目標３の目標値として
　　　活用している。
　　・「福岡市食品衛生監視指導計画」策定の基礎資料として
　　　調査結果を活用している。

　　市民啓発事業に係るテーマ選定および内容検討時や
　　福岡市食品衛生監視指導計画策定時に，「『食』の安
　　全について特に不安を感じていること」や「食の安全確
　　保のため，福岡市にさらに力を入れてほしいこと」など
　　の項目を参考にしている。

　　・「インターネット利用について」および「電子マネーにつ
　　　いて」，「福岡市の情報化について」の調査については，
　　　本市の情報化施策検討の経年的な基礎資料として活
　　　用している。
　　・「福岡市の手続きについて」の調査については，オンラ
　　　イン化済み手続き認知率を「行政運営プラン（マイナン
　　　バー制度等の活用によるオンライン手続きの拡充・利
　　　用促進）」の実施にあたっての基礎資料として活用して
　　　いる。

　　本市の情報化施策検討の基礎資料として，市民の
　　情報通信技術の利用状況やニーズおよびその経年
　　変化などを把握するために活用する予定である。

　　・「公衆無線LANについて」の調査において，公衆無線
　　　LANの利用場所は商業施設，宿泊施設，公共交通
　　　機関の順に高いことから，福岡市公衆無線LANサー
　　　ビス「Fukuoka City Wi-Fi」の民間施設への整備を継
　　　続的に推進している。
　　・「デジタルサイネージについて」の調査において，デジ
　　　タルサイネージなどを利用して提供して欲しい情報と
　　　して割合の高かった「緊急・防災・防犯情報」「イベント
　　　情報」について，本庁舎1Fロビーのデジタルサイネー
　　　ジや街頭ビジョンへの掲出頻度を高くするなどの取り
　　　組みを行っている。

　　・公衆無線ＬＡＮについては，利用状況の経年変化
　　　および利用ニーズの継続的把握に活用する予定
　　　である。
　　・デジタルサイネージについては，市民ニーズの把
　　　握のため活用する予定である。

　　「福岡市の教育」について
　　（教育委員会教育政策課）

　　「新しいふくおかの教育計画（後期実施計画）」の進捗
　　状況を把握する指標として活用している。

　　次期教育振興基本計画の策定の基礎資料として，
　　調査結果を活用していく。

　　「福岡市立高校」について
　　（教育委員会学校教育企画担当）

　　「福岡市立高等学校活性化に向けた取組方針（第2次）」
　　に基づく取り組みを推進するための基礎資料として，調
　　査結果を活用している。

　　福岡市立高等学校の更なる魅力化を図るための
　　基礎資料として，調査結果を活用する予定である。

第
２
回

　　「情報通信の利用状況」について
　　（総務企画局ICT戦略課，
　　　市長室広報課）



平成２９年度　市政アンケート調査　集計結果活用状況 （平成30年3月末時点）

これまでの活用状況 今後の活用予定
テーマ

（担当課）
集計結果活用状況

　　「図書館の利用」について
　　（教育委員会総合図書館運営課）

　　図書館運営の基礎資料として調査結果を活用した。 　　福岡市総合図書館新ビジョンの推進に向けて後期計画
　　の策定のための参考資料として活用していく。

　　「モラル・マナー」について
　　（市民局生活安全課）

　　「福岡市モラル・マナー向上推進本部」において，モラル・
　　マナーの現状をより詳細に把握し，効果的な施策を検討
　　するための基礎資料として調査結果を活用した。

　　モラル・マナー向上の取り組みを全庁横断的に推進して
　　いくための基礎資料として活用する予定である。

　　「住宅の省エネルギー化」
　　について
　（環境局環境・エネルギー対策課）

　　・住宅（特に窓部分）の省エネ改修を促進するために必要
　　　な施策の検討に活用した。なお，調査結果により，市民
　　　ニーズが明確となり，平成30年度新規事業である，「暮ら
　　　し安心・適応リノベーション促進事業」（市民モニターを活
　　　用した広報・啓発により，住宅窓の複層ガラス等の改修
　　　を促進）の実施につながった。
　　・住宅用エネルギーシステム（蓄電池・家庭用燃料電池・
　　　太陽光発電ｼｽﾃﾑ・ＥＭＳ）導入促進のための施策の
　　　検討に活用した。

　　左記の「暮らし安心・適応リノベーション促進事業」
　　「住宅用エネルギーシステム導入促進事業」により
　　得られるデータなどと合わせて，家庭での省エネ促進
　　や再生可能エネルギー導入拡大に向けて，効果的
　　な施策展開を検討するための基礎資料とする。

　　「救命講習」について
　　（消防局救急課）

　　・救命講習の需要についての指標となった。
　　・平成３０年度定期救命講習計画時に活用した。（短い
　　　時間の講習を希望する方が多いことがわかり，短時間
　　　の講習を大幅に増加させた）
　　・公民館での受講希望者が多かったことから，公民館へ
　　　の救命講習実施啓発チラシを作成し配布している。（公
　　　民館への働きかけ）

　　・今後も救命講習をたくさんの方に受講してもらえる
　　　環境作りの基礎資料として活用する。
　　・さらに，救命講習の指導者資格をたくさんの方に取得
　　　してもらう環境づくりに向けて，アンケート調査を行う
　　　予定としている。

　　「屋外広告物」について
　　（住宅都市局都市景観室）

　　・問25の結果を踏まえ，屋外広告物の調査委託内容を
　　　見直し，老朽化した広告物の把握に努めることとした。
　　・屋外広告物の規制に対する市民の認知度を把握し
　　　効果的な広報周知の方法を検討する際に活用した。

　　市民が屋外広告物に対し日頃感じていること（不快に
　　感じていること）を把握し，屋外広告物の適正化に向け
　　て新たな取り組みなどを検討する際の基礎資料として
　　活用する予定である。

第
３
回



平成２９年度　市政アンケート調査　集計結果活用状況 （平成30年3月末時点）

これまでの活用状況 今後の活用予定
テーマ

（担当課）
集計結果活用状況

　　「福岡市内産農林水産物の利用
　　（地産地消）」について
　　（農林水産局政策企画課）

　　地産地消推進事業の基礎資料として，調査結果を
　　活用している。

　　ふくおかさん家のうまかもん認定事業などの地産地消
　　の取り組みをさらに推進していく予定である。

　　「消費者トラブルおよび
　　被害防止」について
　　（市民局消費生活センター）

　　・「福岡市消費者教育推進計画」に基づく施策の推進の
　　　ための基礎資料として，調査結果を活用した。
　　・問５で尋ねた「悪質商法の手口についての認知度」から，
　　　年代別の認知度と相談件数を比較し，認知度向上のため
　　　の啓発に取り組んだ。

　　消費者トラブル被害防止の啓発や注意喚起情報提供
　　の取り組みを拡充するための基礎資料とし，市民意識
　　の向上を図っていく予定である。

　　「福岡市の広報活動」について
　　（市長室広報課）

　　・市政だよりの特集テーマやLINEで配信する情報の選定
　　　において参考とした。
　　・リニューアルしたホームページに対する市民の反応を
　　　把握するために活用した。

　　市政だよりの発行回数やページ数の見直し，特集テーマ
　　選定などについて，調査結果を活用する予定である。

　　「猫問題」について
　　（保健福祉局生活衛生課）

　　・市民が，猫に関する問題をどのように感じているのかを
　　　調査し，猫問題対策の実施方法を検討するうえでの基
　　　礎資料として活用している。

　　・「第２次福岡市動物愛護管理推進実施計画」の区分３
　　　「猫問題対策」を検討するための基礎資料として，
　　　調査結果を活用する予定である。

　　「選挙」について
　　（選挙管理委員会事務局選挙課）

　　・平成２８年の市政アンケート調査で，投票へ行かなかっ
　　　た理由として「投票に行くのが面倒だから」を挙げた人が
　　　多くいるなど，投票環境の向上を図ることが重要な状況
　　　にあったため，平成２９年１０月の衆議院議員総選挙で，
　　　東区なみきスクエアに期日前投票所を１か所増設した。
　　・選挙で投票するにあたり，必要だと思う情報として，「投
　　　票日」や「投票日当日や期日前投票の投票所の場所・
　　　時間」を挙げた人が多かったため，啓発物資への記載を
　　　行ったり，投票所入場整理券裏面の説明をよりわかりや
　　　すくした。

　　・平成３０年秋に執行予定の福岡市長選挙での啓発で，
　　　認知度の高い広報を重点的に実施する予定としている。
　　・若年層の投票率を向上させるために必要なこととして，
　　　「大学や高校などでのイベントなどの実施」や「期日前
　　　投票の投票をしやすくする」，「教育現場での取り組み」
　　　を挙げる人が多かったため，高校や大学と連携した啓発
　　　の実施や，投票環境の向上を検討していく。

第
４
回



平成２９年度　市政アンケート調査　集計結果活用状況 （平成30年3月末時点）

これまでの活用状況 今後の活用予定
テーマ

（担当課）
集計結果活用状況

　　「水道水への意識や水道行政に
　　対する満足度」等について
　　（水道局総務課）

　　「福岡市水道長期ビジョン2028」や「中期経営計画」の
　　成果指標および「安全でおいしい水道水プロジェクト」等
　　各事業の基礎資料として活用している。

　　・調査結果をもとにお客様のニーズを把握・分析して
　　　事業運営に反映するなど，お客様へのサービスの
　　　より一層の向上に取り組んでいく。
　　・引き続き、お客さまの節水意識を経年比較して活用する。
　　・貯水槽管理に関するニーズを把握し、事業の検証
　　　とニーズに合わせた取り組み内容の検討などを行い、
　　　お客さまへ安全で良質な水道水をお使いいただけるよ
　　　うに活用する予定である。
　　・「福岡市の水事情」および「森林保全活動や交流事業」
　　　についての認知度を分析し，事業参加を呼びかける
　　　有効な広報手段の検討に活用する予定である。
　　・｢水道水の安全性」など，水道水質に関するお客さまの
　　　意識の変化を経年的に把握し，「安全でおいしい水道
　　　水プロジェクト」の取組み状況の検証などに活用する
　　　予定である。

　　「がん検診」について
　　（保健福祉局健康増進課）

　　・「健診ガイドの活用状況」の調査結果をふまえて，より
　　　活用していただけるよう，イラストなど見やすさを工夫
　　　して平成30年度版の「健診ガイド」を作成した。
　　・「各種がん検診の直近の受診状況」の調査について，
　　　出張健診の項目を検討する際に活用した。

　　定期的な健診受診を推進するために，有効的な広報や，
　　健診の実施方法を検討していく予定である。

　　「アイランドシティ」について
　　（港湾空港局事業管理課）

　　・アイランドシティに関する広報関係事業の成果指標の
　　　数値として調査結果を活用している。
　　・調査結果をアイランドシティ事業関連部署で共有し，
　　　各担当課において事業実施の際の参考としている。

　　・アイランドシティ事業関連部署において，引き続き
　　　各事業実施の参考とする。
　　・先進的モデル都市として整備を進めているアイランド
　　　シティの魅力について，積極的な広報に取り組んで
　　　おり，アイランドシティの認知度のみならず，魅力の
　　　浸透度を測る基礎資料として，調査結果を活用する
　　　予定である。

　　「福岡市の行政運営の
　　取り組み」について
　　（総務企画局行政マネジメント課）

　　・「行政運営プラン」に基づき，効果的・効率的な行政運営
　　　に取り組む上での参考として活用した。
　　・なお，「市民とのコミュニケーションの推進」，「行政手続き
　　　の利便性向上」の満足度については，「行政運営プラン」
　　　の取組方針の指標として数値目標を定めている。

　　「行政運営プラン」に基づき，効果的・効率的な行政
　　運営に取り組む上での基礎資料として活用する予定
　　である。

第
５
回



平成２９年度　市政アンケート調査　集計結果活用状況 （平成30年3月末時点）

これまでの活用状況 今後の活用予定
テーマ

（担当課）
集計結果活用状況

　　・ごみ処理基本計画の進行管理を担う指標の一つとして
　　　「家庭から出るごみについて」の結果を活用している。
　　・この調査結果を基に環境審議会にて進捗状況の評価を
　　　行うとともに，ごみ減量施策の基礎資料として活用した。

　　ごみ処理基本計画の指標であり，市民の３Ｒの実践度
　　などの取組みの状況把握に加え，ごみに関するアン
　　ケートを実施することで，新規施策の検討にも活用し
　　ていく。

　　「もったいない！食べ残しをなくそう福岡エコ運動」の
　　認知度について，同運動の成果指標として活用する。

　　・「もったいない！食べ残しをなくそう福岡エコ運動」の
　　　市民への浸透具合を計る資料として活用することに
　　　より，効果的な啓発手法の導入を検討していく。
　　・資源物の回収場所について，ホームページや「ごみ
　　　と資源の分け方・出し方情報サイト」，また，出前講
　　　座において啓発を行い，リサイクルを推進する。
　　・古紙の出し方や資源物回収拠点の利用状況の調査
　　　結果により，古紙のリサイクルを推進する施策の検
　　　討を行う予定である。

　　家庭ごみ収集の基礎資料およびごみ袋のあり方の検討
　　資料として，調査結果を活用した。

　　・家庭ごみ収集の満足度を調査し，収集体制のあり方
　　　を検討することとしている。
　　・ごみ袋の可燃用の極小サイズの追加や不燃用と空き
　　　びん・ペットボトル用の枚数を減らす必要性などを調査し，
　　　ごみ袋の仕様の見直しなどを検討していくこととしている。

　　「住宅用火災警報器」について
　　（消防局予防課）

　　・「住宅用火災警報器」の調査について，平成29年の市内
　　　設置状況等調査の基礎資料として活用した。
　　・過半数の方が住宅用火災警報器の寿命について「知ら
　　　ない」と回答したことから，交換推進のチラシを作成，
　　　配布するとともに，出前講座やマスメディア等での広報を
　　　行った。

　　「住宅用火災警報器」の設置，維持管理に対する市民の
　　意識の傾向を把握するための基礎資料とするとともに，
　　今後の広報の方法を検討し，市民の防火意識の向上に
　　活用する予定である。

　　「ユニバーサル都市・福岡」
　　について
　　（総務企画局企画調整部）

　　福岡市基本計画において，「ユニバーサル都市・福岡の
　　推進」の成果指標の数値とするとともに，取り組みの基
　　礎資料として活用している。

　　福岡市基本計画において，平成34年度の目標値を「ユニ
　　バーサルデザインの概念の理解度」70.0%，「ユニバーサ
　　ルデザインの取組への評価」65.0%と設定し事業の進捗管
　　理を行っており，引き続き，調査結果を活用し効果的な事
　　業実施に努めていく。

　　「福岡市都市景観賞」について
　　（住宅都市局都市景観室）

　　景観意識の高揚を図るべき対象や広報手法などに関
　　する検討資料として活用した。

　　景観意識の高揚に関する企画などの充実に向けた検討
　　資料とし，市民の景観意識の向上を図っていく予定である。

第
７
回

　　「緊急速報メールを活用し
　　たミサイル対応訓練」について
　　（市民局防災・危機管理課）

　　訓練分析の基礎数値として活用した。 　　訓練の成果資料として，今後の事業検討に役立てる。

第
６
回

　　「家庭ごみ」について
　　（環境局循環型社会計画課，
　　資源循環推進課，収集管理課）


