
昭和48年度 第2回世論調査「富士市に住んで私はこう思う」に
ついて 

調査の目的 

本調査は、「日常のくらし」について、市民の意識・評価・要望などを把握し、基礎資料とすることを
目的とした。 

調査の概要 

     
1. 調査地域  富士市全域  
2. 調査対象者 市内在住の満20歳以上の男女1,500人及び市政モニター31人  
3. 標本数   1,531人       
4. 抽出方法  選挙人名簿から等間隔無作為抽出       
5. 調査方法  郵送調査  
6. 調査期間  昭和48年3月10日～3月24日  

回収結果 

1. 発送数   1,531人（100.0％）  
2. 回収数    638人（ 41.7％）  

集計表 

◆あなたと富士市  

問1 あなたは、富士市に住んでから何年たちますか。  

問2 あなたは、これから先も富士市に住んでいたいと思いますか。  

問3 「移りたい」と答えた方に伺います。その理由は次のうちどれですか。  

番号 選択肢 パーセント

(1) 1年未満 1.4

(2) 1年～3年 7.5

(3) 4年～6年 8.3

(4) 7年～9年 7.9

(5) 10年以上 74.9

  計 100

番号 選択肢 パーセント

(1) 住み続けたい 69.6

(2) 移りたい 14.6

(3) わからない 15.8

  計 100



◆日ごろのくらし  

問1 あなたが住んでいる地区の住みごこちを伺います。普段から不満に思っていることがあります
か。  

問2 「ある」と答えた方に伺います。不満に思っていることはどれですか。  

番号 選択肢 パーセント

(1) 環境が悪いから 53.5

(2) 暮らしにくいから 25.9

(3) 仕事のため 5.3

(4) 子供の教育のため 2.7

(5) 家庭の事情で 6.3

(6) その他 6.3

  計 100

番号 選択肢 パーセント

(1) ある 77.6

(2) ない 12.4

(3) どちらともいえない 8.8

(4) わからない 1.2

  計 100

番号 選択肢 パーセント

(1) いやなにおいがする 14.0

(2) 騒音が多い 9.7

(3) 蚊やハエが多い 8.9

(4) 川が汚い 6.7

(5) ばい煙（スス）が多い 5.7

(6) 交通の便が悪い 5.7

(7) 水はけ(下水）が悪い 5.5

(8) 買物が不便 5.5

(9) 道路が悪い 5.3

(10) 水洗便所ができない 4.6

(11) 緑地が少ない 4.4

(12) 犬の放し飼いが多い 4.3

(13) 学校が遠い 4.0

(14) 防火施設が少ない 3.9

(15) 交通安全施設が不備 3.3

(16) ごみ収集と、し尿のくみ取り 2.9

(17) 水道の出が悪い 1.3

(18) その他 4.3



問3 あなたが住んでいる地区で施設がないために日ごろ不便を感じているものがありますか。  

問4 「ある」と答えた方に伺います。特に不満や不便を感じている施設はなんですか。  

◆市役所への苦情  

問1 最近1年間にあなたは市役所に投書でもしたいような不満がありましたか。  

  計 100

番号 選択肢 パーセント

(1) ある 72.1

(2) ない 15.4

(3) どちらともいえない 7.8

(4) わからない 4.7

  計 100

番号 選択肢 パーセント

(1) 子供の遊び場 13.6

(2) 病院 11.3

(3) 防犯灯（街灯） 9.1

(4) 公園 8.0

(5) 下水道 7.8

(6) 駐車場 7.0

(7) ポスト 6.0

(8) プール 5.5

(9) 交番 3.7

(10) 郵便局 3.3

(11) 保育園 3.2

(12) 幼稚園 2.9

(13) 公衆電話 2.9

(14) 都市ガス 2.9

(15) バス停留所 2.8

(16) 信号機 2.5

(17) 横断歩道 2.5

(18) 集会場 2.5

(19) 上水道 0.7

(20) その他 1.8

  計 100

番号 選択肢 パーセント

(1) あった 38.9



問2 「あった」と答えた方に伺います。そのときあなたはどうしましたか。  

問3 「何にもしなかった」と答えた方に伺います。何にもしなかったのはどんな理由からでしょうか。

◆とくに力を入れてほしいもの  

問1 今市役所では、いろいろの事業を実施していますが、どれを重点的に行うべきだと思います
か。  

(2) なかった 61.1

  計 100

番号 選択肢 パーセント

(1) 市役所へ投書や電話をした 18.3

(2) 市民相談室へ行った 1.7

(3) 仕事をやっている課に直接出向いた 10.0

(4) 市の職員に話した 8.3

(5) 市会議員に話した 8.3

(6) 町内会の役員に話した 8.6

(7) 新聞社などへ投書した 1.0

(8) 何にもしなかった 40.7

(9) その他 3.1

  計 100

番号 選択肢 パーセント

(1) 言ってもだめだと思ったから 54.0

(2) 市も当然知っていると思ったから 21.4

(3) 面倒だから 9.5

(4) どうしたらよいか知らなかった 6.4

(5) 他人に迷惑がかかるから 2.3

(6) その他 6.4

  計 100

番号 選択肢 パーセント

(1) 公害をなくす 20.4

(2) 医療機関の充実を図る 11.2

(3) 社会福祉事業に力を入れる 8.3

(4) 下水道事業に力を入れる 7.8

(5) 公園と緑地をふやす 7.7

(6) 交通事故を防ぐ 7.0

(7) 道路をよくする 6.5

(8) 蚊やハエをなくす 5.7



◆その他  

問1 市役所全般のことについて、おきづきの点がありましたらご記入ください。  

(9) 青少年の教育に力を入れる 4.9

(10) 街並みも計画的に整える 3.5

(11) 市民の体育施設に力を入れる 3.0

(12) し尿、ごみの処理をよくする 2.9

(13) 住宅を建てる 2.7

(14) 学校の校舎設備をよくする 2.7

(15) 消防施設を充実する 1.6

(16) 市民の文化活動を盛んにする 1.5

(17) 水道事業に力を入れる 0.7

(18) 観光開発を図る 0.7

(19) 公民館活動を活発にする 0.6

(20) その他 0.6

  計 100

番号 選択肢 パーセント

(1) 職員の執務態度 17.8

(2) 公害と対策 8.3

(3) 道路の改修と整備 6.5

(4) 市役所が遠くて不便 5.9

(5) 広報無線の活用・完備と運営 5.0

(6) 下水道の整備 3.6

(7) 都市づくり 3.3

(8) 市長に提言 3.0

(9) 市役所の機構について要望 3.0

(10) ごみ収集とし尿処理に対する要望 2.6

(11) 幼児と老人の医療問題 2.6

(12) 害虫の駆除と防疫 2.1

(13) 市役所の事務合理化とスピードアップ 2.1

(14) 交通安全施策と対策 2.1

(15) 市の緑化運動について 1.8

(16) 公営駐車場の設置 1.8

(17) 公園施設の整備と充実 1.5

(18) 公共医療機関の不足と充実 1.5

(19) 市役所の休日執務について 1.5

(20) 行政上の不満について 1.5

(21) 防火施設の充実 1.2

(22) 教育施設の管理について 1.2



(23) 子どもの遊び場 1.2

(24) 市の刊行物の扱い 1.2

(25) 側溝、河川の清掃について 1.2

(26) 学校と教員の不足について 1.2

(27) 犬の放し飼いの対策 0.9

(28) 市民プールの新設について 0.9

(29) 新幹線の富士駅誘致 0.9

(30) 青少年のための施設 0.9

(31) 税金の軽減問題について 0.9

(32) 住居表示の要望 0.9

(33) 世論調査の活用と運営 0.6

(34) 福祉施設の増設 0.6

(35) 保育園の保育料の問題 0.6

(36) 市営住宅の増設 0.6

(37) 市議会報告について 0.6

(38) 住民の市政参加について 0.6

(39) 市民と職員の対話について 0.6

(40) 市県民税の納付書の郵送について 0.6

(41) 物価対策について 0.6

(42) その他 4.5

  計 100


