
平成２８年度　市政アンケート調査　集計結果活用状況 （平成29年3月末時点）

これまでの活用状況 今後の活用予定

「熱中症対策」について
（環境局環境保全課）

調査結果を基に，熱中症予防の啓発について重点的に啓発を進める
べき対象や，啓発の方法について検討を行った。

引き続き熱中症予防の啓発をより効果的に進めていくための基礎資
料とし，市民の熱中症予防に対する意識の向上を図っていく。

「地下鉄七隈線延伸事
業」について
（交通局経営企画課）

・「新たに情報発信してほしい媒体」としていただいたご意見（インター
ネット，ケータイアプリ，ＳＮＳの活用等）を踏まえ，スマートフォンで楽し
むことができる延伸事業の紹介用アプリを制作している。
・「地下鉄七隈線延伸事業について関心があるもの」で，特に関心が
高かった「博多駅での乗換えルート」について，上記アプリにおいて，
VR（仮想現実のデジタル映像）を活用して乗換えルートを分かりやすく
広報していくことにした。

今後の開業までの延伸広報について，媒体や内容を検討していく際の
基礎資料として活用していく。

「エネルギー」について
（環境局エネルギー政策
課）

・福岡市環境・エネルギー戦略では，市民の理解促進に取り組むことと
しており，その効果測定のひとつとして活用している。
・住宅用エネルギーシステム（太陽光発電システム・家庭用燃料電池・
蓄電池・ＨＥＭＳ）の普及状況や需要を把握し，補助事業の検討材料と
して活用している。
・国が進めている「電力システム改革」のひとつとして，平成28年4月開
始した電力小売自由化に対する市民の認知度や期待していることを
把握し，出前講座や周知広報などの検討材料として活用している。

・福岡市環境・エネルギー戦略における，市民の理解促進の効果測定
のひとつとして活用するため，引き続き調査する。
・住宅用エネルギーシステム（太陽光発電システム・家庭用燃料電池・
蓄電池・ＨＥＭＳ）の普及状況や需要を把握し，補助事業の検討材料と
して活用するため，引き続き調査する。
・国が進めている「エネルギーシステム改革」のひとつとして，平成28
年4月開始した電力小売自由化及び，平成29年4月に始まる都市ガス
の自由化に対する市民の認知度や期待していることを把握し，出前講
座や周知広報などの検討材料として活用するため，引き続き調査す
る。

「福岡アジア文化賞」に
ついて
（総務企画局国際連携
課）

福岡アジア文化賞の認知度の把握や今後の広報手法の検討に関す
る資料として活用した。

福岡アジア文化賞及び関連の公式行事についての認知度向上の取り
組みのため，改善の余地がみられる広報ツールやその利用方法を検
討するうえで活用する予定である。

「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。
・「環境問題に関する情報の入手方法」の調査で，ソーシャルメディア
のポイントが増加していることから，環境局フェイスブックページ「福岡
市の環境」での広報を強化した。

「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。
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「『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の目標値として活用している。
・「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。

啓発事業等のテーマ及び内容を検討する際，監視指導計画作成の際
等に，「『食』の安全性について特に不安を感じていること」や「食品を
購入する時に気をつけていること」などの項目を参考にしている。

「福岡市の国際交流事
業と姉妹都市交流事業」
について
（総務企画局国際交流
課）

福岡市の国際交流事業，姉妹都市事業の企画の基礎資料として活用
している。

福岡市の姉妹都市の認知度が，都市によって大きく違うことから，認
知度のアップを図るため，姉妹都市のＰＲを広く行っていく。

・「インターネット利用について」及び「電子マネーについて」の調査に
ついて，本市の情報化施策推進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，「情報化推進プラン：ＩＣ
Ｔの活用による行政サービスへのオンラインアクセス向上（行政手続の
オンライン化やオンライン化済み手続の利用率向上）」に対する市民
ニーズの基礎資料として活用している。
・「福岡市の情報化について」の調査について，「情報化推進プラン」全
体の評価材料の一つとして活用している。

本市の情報化施策推進の基礎資料として，市民の情報通信技術の利
用状況やニーズ等およびその経年変化を把握するために活用する予
定である。

・「公衆無線LANの利用について」の調査において，公衆無線LANの利
用場所は，商業施設（78.6%）や宿泊施設（52.3%），公共交通機関
（48.1%）の割合が高いことから，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」（84.5%），「イベント情報」（62.1%）については，本庁舎１
階のロビー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
る等の取り組みを行っている。
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「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）
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「『省エネルギー』に関す
る取り組み状況」につい
て
（環境局温暖化対策課）

「福岡市地球温暖化対策実行計画」策定の基礎資料として，調査結果
を活用し，対策の立案の参考とした。

「福岡市地球温暖化対策実行計画」に掲げる温室効果ガス排出削減
目標の達成に向けて，市民にとって効果的と思われる省エネルギー対
策を検討するための基礎資料とする。

「福岡市の広報活動」に
ついて
（市長室広報課）

・平成28年5月1日号から実施した市政だよりのデザインリニューアル
について，市民の反応を把握するとともに，29年度のデザイン方向性
を決定するために活用した。
・特集のテーマ選定材料として活用した。

市政だよりの発行回数やページ数の見直しや今後の特集テーマの選
定について，調査結果を活用する予定である。

「天神地区の回遊空間」
について
（中央区企画振興課）

天神を訪れる人が，現状の回遊空間をどのように感じていて，またど
のようなニーズがあるかについて調査し，今後のまちづくりに関する検
討の基礎資料として活用した。

今後のまちづくりに関する検討の基礎資料として活用する予定であ
る。

「道路整備」について
（道路下水道局道路計
画課）

「道路整備計画」策定の基礎資料として，調査結果を活用している。
現在策定中の「福岡市道路整備アクションプラン2020」において，道路
整備に対する市民ニーズの把握として，調査結果を活用していく。

「早良区の『サザエさん
通り』」について
（早良区企画課）

早良区の「サザエさん通り」の認知度調査について，平成28年度施策
評価の成果指標の数値として活用した。

・早良区の「サザエさん通り」の認知度について，早良区以外の行政区
（特に東区，博多区，南区）が低かったことから，様々な広報手段を活
用し，周知を図っていくこととしている。
・平成29年度以降の「サザエさん通り」に関するイベントの検討材料と
して活用することとしている。
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「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１で尋ねた「消費生活センター」の認知度向上のため，市政だより
での広報を行った。

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。

「福岡市内産の農林水
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事業者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。

「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。
・若い世代への取り組みの一環として，市内各大学・短期大学へ，新
入生向けの啓発資料とあわせ，集計結果（一部）について情報提供を
行った。

・「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。

「コミュニティサイクル
『シーサイドバイク』」につ
いて
（環境局温暖化対策課）

・コミュニティサイクル社会実験の検証に調査結果を活用した。
・「コミュニティサイクル社会実験結果報告書」作成の基礎資料として,
調査結果を活用した。

コミュニティサイクル社会実験は平成28年度をもって終了するため，今
後の活用予定はなし。

「選挙」について
（選挙管理委員会事務
局選挙課）

・問25-1で投票に行かない理由として「投票に行くのが面倒だから」
「仕事などが忙しく，時間がないから」を挙げる回答が多かったので，
平成28年12月発行のせんきょかわら版№38に「投票日に投票所へ行
けない場合の投票方法」についての特集記事を掲載した。
・市政アンケートの結果，20代・30代はこれら二つの回答の割合が大
きかったため，若者の啓発グループ「セセウフ」が発行している若者向
けの啓発チラシ「セセウフ通信」のなかで，投票制度の紹介とともに投
票が短時間で行えることを強調している。

・「参議院議員選挙の際に実施した広報で気が付いたもの」として，の
ぼりやポスターの掲出，市政だよりでの広報は数値が高かったことか
ら，今後の選挙でも引き続き実施していく予定である。
・若者の投票率向上に必要なことについて「教育現場での取組み」の
数値が大きかったので，現在，選管が小学校，高校及び大学等で行っ
ている模擬投票を取り入れた出前授業を充実していく。
・投票へ行かなかった理由として「投票に行くのが面倒」を挙げた人が
多かったため，引き続き投票環境の向上に取り組んでいく。
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「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。

・アンケートを通して得られたお客さまニーズをしっかりと把握・分析
し，事業運営に反映するなど，お客さまサービスのより一層の向上に
取り組んでいく。
・お客さまの節水意識や貯水槽管理に関するニーズを把握し，事業の
検証と取り組み内容の検討などに活用する。
・｢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」の取り組み状
況の検証等に活用する。
・「福岡市の水事情」及び「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。

「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，今後，より積極的な広報に取り組んでいく予定であり，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。

「福岡市の行財政改革
の取り組み」について
（総務企画局行政マネジ
メント課）

・「福岡市の総合信頼度」については，「行財政改革プラン」の指標の
数値として活用した。
・結果全体については，福岡市が「行財政改革プラン」に基づき行財政
改革に取り組むうえでの参考として活用した。

・「各推進項目の満足度及び重要度」の一部については，「行政運営プ
ラン」の指標の数値として活用する予定である。
・結果全体を「行政運営プラン」に基づき，行政運営の改善を検討する
ための基礎資料として活用する予定である。

「出前講座」について
（市長室広聴課）

出前講座の認知度および情報源の把握を行い，認知度向上や利用促
進の取り組みの参考としている。

市政情報を市ホームページで入手する人が約３割（第３回市政アン
ケート調査「福岡市の広報活動」について）であるのに対し，出前講座
を市ホームページで知ったと回答した人が約１割と少ないため，市
ホームページで紹介する講座数を増やすなど認知度向上の取り組み
を行っていく。

第
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「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。
・「衣類の処理方法」や「古紙の処理方法」の調査について，不要に
なった紙や衣類を燃えるごみとして出しているとの回答が，雑がみは
49.1%，衣類は66.4%と多く見られた。これらは資源物であることから，リ
サイクル可能であることや，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。

・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」の調査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の実践度などの取り組み
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。

「火災予防」について
（消防局予防課）

・「放火防止対策」の調査について，「特に対策はしていない」との回答
が一定数（14.2%）ありことから，チラシを作成，配布すると共に，イベン
ト等の市民と接する機会を捉えて，放火されにくい対策の呼びかけを
行った。
・「住宅用火災警報器」の調査について，平成28年の市内設置率調査
の基礎資料として活用した。また，過半数の方が住宅用火災警報器の
寿命や作動確認の必要性について「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。

「放火防止対策」，「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。

「ユニバーサルデザイ
ン」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。

「福岡市議会の広報活
動」について
（議会事務局調査法制
課）

前回調査（平成25年度）において，市議会ホームページについて，「分
かりにくい」「どちらかといえば分かりにくい」と答えた約4割が，「知りた
い情報が探しにくい」と挙げたため，ホームページに検索機能を追加し
た。

・アンケート集計結果をとりまとめ，市議会ホームページで公表してい
る。
・「ふくおか市議会だより」以外の広報活動の認知度が低かったことか
ら，市議会だより等を通じ，各広報活動の周知や，新しい広報活動の
検討など，広報の充実に努める。

第
６
回

「家庭から出るごみ」につ
いて
（環境局　資源循環推進
課循環型社会計画課）
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