
昭和58年度 第12回世論調査「富士市の将来」について 

調査の目的 

第3次富士市総合計画を策定する参考資料として、市民の生活意識や価値観の変化・満足度を
調査した。 

調査の設計 

1. 調査地域 富士市全域  
2. 調査対象 富士市在住の満20歳から80歳までの男女  
3. 標本数  1,500人  
4. 抽出方法 住民基本台帳から等間隔無作為抽出  
5. 調査方法 留め置き・郵送調査  
6. 調査期間 昭和58年8月18日～8月29日  

回収結果 

1. 発送数   1,500人（100.0％）  
2. 回収数   1,388人（ 92.5％）  

集計表 

◆生活意識調査(私はこんなくらしをしたい）  

問1 住まいの環境いついて、次のような考え方もありますが、あなたはどちらがより好ましいと考
えますか。１つだけ選んでください。  

問2 隣近所づきあいについて、次のような考え方もありますが、あなたの考えはどのらに近いです
か。１つだけ選んでください。  

番号 選択肢 パーセント

(1) 通勤や買物に少しぐらい不便でも、緑にかこまれた静かなところがよい 50.8

(2) 緑や静かさが少しぐらい犠牲になっても、通勤や買物に便利なところがよい 28.4

(3) どちらとも言えない 19.5

(4) わからない 0.8

(5) 未回答 0.6

  計 100.1

番号 選択肢 パーセント

(1) 隣近所づきあいは大切であるので、欠かすことはできない 66.4

(2) 個人の生活の方が大切であるので、隣近所づきあいもほどほどにする 19.6

(3) どちらとも言えない 12.6

(4) わからない 0.6

(5) 未回答 0.7

  計 99.9



問3 町内会、婦人会、子ども会、ＰＴＡ等、地域での活動について、次のような考え方もあります
が、あなたの考えはどちらに近いですか。１つだけ選んでください。  

問4 これから安心して生活するために、いわゆる高福祉社会の実現がさけばれていますが、次の
ような考え方のうち、あなたはどちらがより望ましいと思いますか。１つだけ選んでください。  

問5 あなたは自分の健康について「健康である」「健康でない」ということを、次のどの方法で判断
していますか。１つだけ選んでください。  

問6 あなたは、毎日の生活において、どのようなときに、生きがいや充実感といったものを感じま
すか。次の中であなたの気持にもっとも近いものを２つ選んでください。  

番号 選択肢 パーセント

(1) 有益な活動であるので、自分もできる限り協力する 38.9

(2) 有益な活動とは思うが、忙しいので積極的には参加できない 46.3

(3) どちらとも言えない 12.3

(4) わからない 1.8

(5) 未回答 0.7

  計 100

番
号

選択肢
パーセン

ト

(1) 
高福祉社会を実現するためには、市民がある程度高額の負担をすることも止む
を得ない 

11.8

(2) 
高福祉社会を実現することは望ましいが、市民があまり負担しないでもやれる程
度で進めるべきである 

78.0

(3) どちらとも言えない 7.7

(4) わからない 1.7

(5) 未回答 0.8

  計 100

番号 選択肢 パーセント

(1) 自分の身体なので、自分で判断している 60.2

(2) 定期検診などの結果で判断している 24.4

(3) 医者に言われることで判断している 11.9

(4) その他の方法で判断している 1.6

(5) 健康などに気をつかってはいない 1.4

(6) 未回答 0.5

  計 100

番号 選択肢 パーセント

(1) 教養を深めるために学習活動などをしているとき 3.9

(2) 趣味やスポーツに熱中しいているとき 18.5

(3) 奉仕活動など地域や社会に役立つ活動をしているとき 3.9



問7 平均寿命が伸びるにつれて、高齢化問題は国民的課題となっています。今後高齢者が生き
がいのある生活をするには、次の中のどれに、あなたは力を入れた方がよいとお考えですか。２
つ選んでください。  

問8 青少年の非行化が問題になっていますが、非行化防止に次のような意見もあります。次の中
であなたの気持にもっとも近いものを１つだけ選んでください。  

問9 教育は学校だけで終るものではなく、一生涯勉強することが必要であるとよく言われますが、

(4) 友人とつきあっているとき 8.9

(5) 家族だんらんのとき 26.2

(6) ゆったりと休養をしているとき 11.0

(7) 仕事にうち込んでいるとき 19.5

(8) 育児や家事にうちこんでいるとき 3.5

(9) 生きがいや充実感を感じる時はない 1.4

(10) その他 2.0

(11) わからない 0.9

(12) 未回答 0.4

  計 100.1

番号 選択肢 パーセント

(1) 高齢者の職業相談を充実する 21.3

(2) 年金制度を確立する 20.7

(3) 高齢者の医療体制を充実する 12.4

(4) ゲートボール・ジョギング等の健康づくりに必要な施策を充実する 7.3

(5) 寝たきり老人、独り暮し老人への福祉施策を充実する 10.8

(6) 福祉センター・老人ホーム等の施設を整備する 5.9

(7) 老人クラブ、また知識経験者としての地域社会への参加等の機会を増やす 12.1

(8) 高齢者大学、寿教室等、学べる機会を増やす 5.9

(9) 今のままで充分 2.1

(10) わからない 1.3

(11) 未回答 0.3

  計 100.1

番
号

選択肢
パーセ

ント

(1) 
有害雑誌の除去など環境を浄化をすることが必要であり、青少年が非行に走らな
いような社会環境を作ることが大事だ 

25.6

(2) 青少年を育てている家族が、責任をもって青少年をしつけることが大事だ 67.1

(3) どちらとも言えない 5.8

(4) わからない 0.9

(5) 未回答 0.6

  計 100



あなたの現実の生活を通して、このことを実感としてどう思いますか。１つだけ選んでください。  

問10 これからの生活の仕方について、次のような考え方もありますが、あなたの考えはどちらに
近いですか。１つだけ選んでください。  

問11 あなたは、これからの富士市では「商業・工業・農業・林業等を発展させる市政」と「公園・下
水道施設等の生活環境整備を中心にした市政」のどちらを優先すべきだと思いますか。１つだけ
選んでください。  

問12 あなたは、これからの富士市では「野鳥や自然の残る環境維持、いわゆる自然保護」と「道
路・宅地・工場をつくったりする、いわゆる開発」のどちらを優先すべきだと思いますか。１つだけ選
んでください。  

番号 選択肢 パーセント

(1) その通りだと思うので、勉強している 20.3

(2) その通りだと思うので、勉強しようと思う 27.5

(3) そうは思うが、実際にはできない 47.6

(4) 必ずしもそうは思わない 4.0

(5) 未回答 0.6

  計 100

番
号

選択肢
パーセン

ト

(1) 
物質的には豊かになったので、これから心の豊かさやゆとりのある生活をするこ
とに重きをおきたい 

49.8

(2) まだまだ物質的な面で、生活を豊かにすることに重きをおきたい 33.1

(3) どちらとも言えない 14.3

(4) わからない 2.2

(5) 未回答 0.6

  計 100

番号 選択肢 パーセント

(1) 産業発展を優先 22.5

(2) 生活環境を優先 59.1

(3) どちらとも言えない 15.8

(4) わからない 1.9

(5) 未回答 0.8

  計 100.1

番号 選択肢 パーセント

(1) 自然保護を優先 55.7

(2) 開発を優先 18.8

(3) どちらとも言えない 23.0

(4) わからない 1.8



問13 あなたは富士市を将来、どのような都市に発展させたらよいとお考えですか。次の中からあ
なたの考えに一番近いものを１つだけ選んでください。  

問14 市民生活を充実するため、どのようなまちづくりをすればよいとお考えですか。次の中から２
つ選んでください。  

問15 富士市では、これからもいろいろな施設をつくっていかなければなりませんが、次の中から、
あなたが重要と思うものを、順に３つお選びください。（第１位）  

(5) 未回答 0.7

  計 100

番号 選択肢 パーセント

(1) 農業や林業を生かした田園都市 7.3

(2) 生産を中心とした工業都市 23.1

(3) 商業・金融を中心とした商業都市 3.7

(4) 交通の利を生かした流通拠点都市 11.6

(5) 富士山とその自然資源及び祭りを充実した観光都市 10.9

(6) 大学等があり、文化と教育が充実した教育文化都市 30.4

(7) レジャー施設を整備したレジャーランド都市 2.1

(8) わからない 9.4

(9) 未回答 1.4

  計 99.9

番号 選択肢 パーセント

(1) 子どもを育てやすい都市へ 7.7

(2) 働きやすい都市へ 12.3

(3) 生活環境のよい都市へ 26.0

(4) 便利な都市へ 3.3

(5) 社会福祉を重点とする都市へ 6.6

(6) たのしみの多い都市へ 1.7

(7) 文化の香り高い都市へ 6.0

(8) 緑豊かな自然環境のめぐまれた都市へ 16.0

(9) 安全な都市へ 6.8

(10) 住民が連帯感を持った心の通い合う都市へ 12.5

(11) わからない 0.4

(12) 未回答 0.4

  計 99.7

番
号

選択肢
パーセン

ト

(1) 学校教育施設（幼稚園・小・中・高等学校・大学・特殊学級・研究機関） 35.8

社会教育施設（公民館・婦人会館・青少年会館・労働福祉会館・コミュニティセン



富士市では、これからもいろいろな施設をつくっていかなければなりませんが、次の中から、あな
たが重要と思うものを、順に３つお選びください。（第２位）  

富士市では、これからもいろいろな施設をつくっていかなければなりませんが、次の中から、あな
たが重要と思うものを、順に３つお選びください。（第３位）  

(2) ター） 4.3

(3) 文化施設（市民文化会館・美術館） 6.8

(4) 
社会福祉施設（保育園・母子寮・児童館・老人ホーム・福祉センター・身障者更
生施設）

10.8

(5) 医療施設（救急医療施設・診療所・リハビリテイション施設・保護施設） 21.8

(6) 環境衛生施設（ゴミ処理場・し尿処理施設） 2.7

(7) スポーツ施設（運動場・体育館・プール・球技場） 1.9

(8) レクリェーション施設（近隣公園・児童公園・普通公園・自然公園・保養施設） 3.0

(9) 住宅施設（公営住宅・分譲住宅・宅地分譲） 1.3

(10) 道路交通施設（道路・歩道・自転車道・交通安全施設・駐車場） 2.9

(11) 交通・運輸・通信（公営バスターミナル・トラックターミナル・通信施設） 0.6

(12) 防災施設（地震対策施設・災害対策施設・海岸保全施設・消防救急施設） 5.5

(13) 施設はもう充分ある 0.8

(14) わからない 0.4

(15) 未回答 1.4

  計 100

番
号

選択肢
パーセン

ト

(1) 学校教育施設（幼稚園・小・中・高等学校・大学・特殊学級・研究機関） 5.5

(2) 
社会教育施設（公民館・婦人会館・青少年会館・労働福祉会館・コミュニティセン
ター）

2.0

(3) 文化施設（市民文化会館・美術館） 5.8

(4) 
社会福祉施設（保育園・母子寮・児童館・老人ホーム・福祉センター・身障者更
生施設）

11.1

(5) 医療施設（救急医療施設・診療所・リハビリテイション施設・保護施設） 30.8

(6) 環境衛生施設（ゴミ処理場・し尿処理施設） 9.0

(7) スポーツ施設（運動場・体育館・プール・球技場） 7.3

(8) レクリェーション施設（近隣公園・児童公園・普通公園・自然公園・保養施設） 8.0

(9) 住宅施設（公営住宅・分譲住宅・宅地分譲） 3.6

(10) 道路交通施設（道路・歩道・自転車道・交通安全施設・駐車場） 7.1

(11) 交通・運輸・通信（公営バスターミナル・トラックターミナル・通信施設） 0.9

(12) 防災施設（地震対策施設・災害対策施設・海岸保全施設・消防救急施設） 5.6

(13) 施設はもう充分ある 0.1

(14) わからない 0.1

(15) 未回答 3.1

  計 100



問16 富士市では市政モニター、市政相談、市民の声または各種懇談会等、市政の市民参加を積
極的に行っていますが、あなたは富士市の市政についてどう感じていますか。１つだけ選んでくだ
さい。  

問17 あなたは、「ふるさと」としてこの富士市を想うとすれば、どんなことを想って「ふるさと」と感じ
ますか。次の中から１つ選んでください。  

番
号

選択肢
パーセン

ト

(1) 学校教育施設（幼稚園・小・中・高等学校・大学・特殊学級・研究機関） 4.4

(2) 
社会教育施設（公民館・婦人会館・青少年会館・労働福祉会館・コミュニティセン
ター）

1.3

(3) 文化施設（市民文化会館・美術館） 3.7

(4) 
社会福祉施設（保育園・母子寮・児童館・老人ホーム・福祉センター・身障者更
生施設）

5.0

(5) 医療施設（救急医療施設・診療所・リハビリテイション施設・保護施設） 8.9

(6) 環境衛生施設（ゴミ処理場・し尿処理施設） 6.4

(7) スポーツ施設（運動場・体育館・プール・球技場） 4.8

(8) レクリェーション施設（近隣公園・児童公園・普通公園・自然公園・保養施設） 12.2

(9) 住宅施設（公営住宅・分譲住宅・宅地分譲） 5.3

(10) 道路交通施設（道路・歩道・自転車道・交通安全施設・駐車場） 15.1

(11) 交通・運輸・通信（公営バスターミナル・トラックターミナル・通信施設） 2.5

(12) 防災施設（地震対策施設・災害対策施設・海岸保全施設・消防救急施設） 24.1

(13) 施設はもう充分ある 0.5

(14) わからない 1.3

(15) 未回答 4.5

  計 100

番号 選択肢 パーセント

(1) 市民の意思を反映している 4.2

(2) まあまあ、よくやっているようだ 23.8

(3) 普通・並 33.4

(4) もう少し意見を入れてほしい 15.6

(5) 全然官僚的である 6.6

(6) 市政には無関心なので意見はない 3.5

(7) わからない 12.0

(8) 未回答 1.0

  計 100.1

番号 選択肢 パーセント

(1) 市内の史跡 2.3

(2) 市内の景勝地 3.2

(3) 富士山 65.8



問18 あなたは、いつまでもこの「富士市」に住みたいと思いますか、それともほかに移転したいと
思っていますか。次の中から１つ選んでください。  

(4) 道路・商店街などのまちなみの景観 2.3

(5) 田園風景 4.2

(6) 隣近所の心のふれあい 7.9

(7) 工場などの活発な産業状況 10.4

(8) その他 2.7

(9) 未回答 1.2

  計 100

番号 選択肢 パーセント

(1) ぜひとも永住したい 39.3

(2) できるだけ永住したい 36.0

(3) どちらとも言えない 17.3

(4) できれば他に移転したい 5.0

(5) ぜひとも他に移転したい 1.3

(6) 未回答 0.9

  計 99.8


