
タイトル 外国籍市民意識調査票（日本語ルビ版） 

説明文 

松戸市では、「住んでよいまち・訪ねてよいまち」を実現するため、計画行政を実施していま

す。本調査は、平成１５年度から平成１９年度を期間とする「第二次実施計画」の中間年次

にあたり、計画の進行管理において、多くの皆様の意見をお伺いし、参考にさせていただく

ために調査を実施しています。 
松戸市外にお住まいの多くの外国籍の方のご協力をお願いします。 

回答日  

 

【質問 1】 

あなたの身(み)の回(まわ)りでは人権(じんけん)が守(まも)られていると思(おも)いますか。 
次(つぎ)の中(なか)で、人権(じんけん)が守(まも)られていないと日頃(ひごろ)感(かん)じる

ことがあれば、 あてはまる番号(ばんごう)全(すべ)てにチェックをつけてください    
女性(じょせい)の人権問題(じんけんもんだい)  
子(こ)どもの人権問題(じんけんもんだい)  
高齢者(こうれいしゃ)の人権問題(じんけんもんだい)  
障害者(しょうがいしゃ)の人権問題(じんけんもんだい)  
同和問題(どうわもんだい)  
外国籍市民(がいこくせきしみん)の人権問題(じんけんもんだい)  
患者(かんじゃ)の人権問題(じんけんもんだい)  
人権問題(じんけんもんだい)は特(とく)にない  
その他(た)  

 

【質問 2】 
「男(おとこ)は仕事(しごと)、女(おんな)は家庭(かてい)」という考(かんが)え方(かた)があ

りますが、あなたはこの考(かんが)え方(かた)に同感(どうかん)する方(ほう)ですか、しな

い方（ほう）ですか、１つにチェックをつけてください。    
同感(どうかん)する方(ほう)  
どちらともいえない  
同感(どうかん)しない方(ほう)  
わからない  

【質問 3】 
あなたは、現在(げんざい)世界(せかい)のあちらこちらで起(お)こっている国際紛争(こくさ

いふんそう)の解決(かいけつ)について特(とく)に関心(かんしん)をお持(も)ちですか。 １

つにチェックをつけてください。    
大変(たいへん)関心(かんしん)を持(も)っている  
かなり関心(かんしん)を持(も)っている  
ある程度(ていど)関心(かんしん)を持(も)っている  
あまり関心(かんしん)を持(も)っていない  
ほとんど関心(かんしん)がない  

 
 
 
 
 
 

 



【質問 4】 あなたは日頃(ひごろ)、生活(せいかつ)の中(なか)で生(い)きがいを感(かん)じていますか。

１つにチェックをつけてください。    
大変(たいへん)感(かん)じている  
かなり感(かん)じている  
ある程度(ていど)感(かん)じている  
あまり感(かん)じていない  
ほとんど感(かん)じていない  

【質問 5】 あなたは今(いま)、健康(けんこう)だと思(おも)いますか。 １つにチェックをつけてくだ

さい。    
非常(ひじょう)に健康(けんこう)だと思(おも)う  
健康(けんこう)な方(ほう)だと思(おも)う  
どちらとも言(い)えない  
あまり健康(けんこう)な方(ほう)ではないと思(おも)う  
健康(けんこう)でないと思(おも)う  

【質問 6】 
あなたは今(いま)、生活(せいかつ)の中(なか)で特(とく)に不安(ふあん)になったり、心配(し
んぱい)になったりすることがありますか。 ＊あてはまる番号(ばんごう)全(すべ)てにチ

ェックをつけてください。    
自分(じぶん)の健康(けんこう)  
家族(かぞく)の健康(けんこう)  
将来(しょうらい)自分(じぶん)や家族(かぞく)が必要(ひつよう)になったときの介護(かいご)  
現在(げんざい)の生活(せいかつ)や家計(かけい)  
将来(しょうらい)の生活(せいかつ)や家計(かけい)  
仕事(しごと)  
出産(しゅっさん)や子育(こそだ)て  
子(こ)どもの将来(しょうらい)  
住居(じゅうきょ)や住(す)まい  
財産(ざいさん)や資産(しさん)  
人(ひと)との付(つ)き合(あ)い  
生(い)きがい  
特(とく)にない  
その他(た)  

【質問 7】 

あなたは、市内(しない)で地域(ちいき)に貢献(こうけん)する活動(かつどう)を行(おこな)
っている団体(だんたい)、組織(そしき)やグループの活動(かつどう)に、日頃（ひごろ）積

極的（せっきょくてき）に参加（さんか）していますか。あてはまる番号(ばんごう)全(す
べ)てにチェックをつけてください    

町会(ちょうかい)・自治会(じちかい)  
ボランティア団体(だんたい)  
ＰＴＡ  
ＮＰＯ法人(ほうじん)（特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)）  
子ども会(かい)育成会(いくせいかい)  
企業(きぎょう)による奉仕活動(ほうしかつどう)  
有志(ゆうし)・仲間(なかま)との奉仕活動(ほうしかつどう)  
積極的(せっきょくてき)に参加(さんか)しているものはない  
その他(た)  

 

 



【質問 8】 
あなたは日頃(ひごろ)、特定(とくてい)の関心(かんしん)があるテーマについて、自主的(じ
しゅてき)に学習活動(がくしゅうかつどう)をしていることがありますか。 １つにチェッ

クをつけてください。    
ほぼ毎日(まいにち)  
週(しゅう)に数日(すうじつ)ほど  
月(つき)に数日(すうじつ)ほど  
年(ねん)に数日(すうじつ)ほど  
全(まった)くない  

【質問 9】 
あなたがこれまでに、自主的(じしゅてき)に取(と)り組(く)んだ学習活動(がくしゅうか

つどう)の成果(せいか)が活(い)かされていると思(おも)いますか。  あてはまる番号

(ばんごう)全(すべ)てにチェックをつけてください    
仕事(しごと)、職業(しょくぎょう)に活(い)かされている  
自分自身(じぶんじしん)の向上(こうじょう)に活(い)かされている  
家庭(かてい)や家族(かぞく)に活(い)かされている  
地域活動(ちいきかつどう)や社会活動(しゃかいかつどう)に活(い)かされている  
親睦(しんぼく)を深(ふか)めたり、友人(ゆうじん) を得(え)るときに活(い)かされている  
活(い)かされていない  
その他(た)  

 

【質問 10】 あなたは、ご自身(じしん)でインターネットを利用(りよう)しますか。 １つにチェ

ックをつけてください。    
� 毎日(まいにち)のように利用(りよう)している  
� 時々(ときどき)利用(りよう)している  
� たまに利用(りよう)している  
� ほとんど利用(りよう)していない  
� 全(まった)く利用(りよう)していない  

【質問 11】 質問１０で１～３を選択(せんたく)した人(ひと)のみお答(こた)えください。次（つぎ）

のなかから、あてはまる番号(ばんごう)全(すべ)てにチェックをつけてください。    
電子(でんし)メールの送信(そうしん)によく利用(りよう)している  
メールマガジンやニュースなどのメール情報(じょうほう)をよく受信(じゅしん)している  
いろいろなホームページを開(ひら)いて情報(じょうほう)を入手(にゅうしゅ)している  
チケット予約(よやく)やショッピング、オークション参加(さんか)、株売買(かぶばいばい)など買(か)

い物(もの)をしている  
自分自身(じぶんじしん)でホームページを開設(かいせつ)し、情報(じょうほう)を発信(はっしん)し

ている  
その他(た)  

 

【質問 12】 あなたは日頃(ひごろ)、運動(うんどう)・スポーツをしていますか。 １つにチェック

をつけてください。    
現在(げんざい)も継続的(けいぞくてき)にしている  
最近(さいきん)、始(はじ)めた  
以前(いぜん)はしていたが、現在(げんざい)はしていない  
以前(いぜん)も、現在(げんざい)もしていない  

 

 



【質問 13】 
あなたは日頃(ひごろ) 、絵画(かいが)、音楽(おんがく)、映像(えいぞう)、演劇(えん

げき)などの芸術文化(げいじゅつぶんか)を鑑賞(かんしょう)したり、創作(そうさく)
や実践(じっせん)することがありますか。 １つにチェックをつけてください。   

鑑賞(かんしょう)し、自分(じぶん)でも創作(そうさく)や実践(じっせん)もしている  
よく鑑賞(かんしょう)するが、自分(じぶん)では創作(そうさく)や実践(じっせん)はしない  
時々(ときどき)鑑賞(かんしょう)している  
たまに鑑賞(かんしょう)している  
ほとんど鑑賞(かんしょう)しない  

【質問 14】 
あなたは日頃(ひごろ)、松戸市(まつどし)に在住(ざいじゅう)したり、滞在(たいざい)し
たりしている日本(にほん)の方達(かたたち） と親(した)しく接(せっ)することがどのく

らいありますか。 １つにチェックをつけてください。    
大変(たいへん)よくある  
しばしばある  
ときどきある  
あまりない  
ほとんどない  

【質問 15】 あなたは日頃(ひごろ)、防災(ぼうさい)のための準備(じゅんび)をしていますか。あては

まる番号(ばんごう)全(すべ)てにチェックをつけてください    
消火器(しょうかき)の設置(せっち)  
家具(かぐ)などの転倒防止(てんとうぼうし)  
水(みず)や食糧(しょくりょう)の備蓄(びちく)  
非常(ひじょう)持(も)ち出(だ)し用品(ようひん)の確保(かくほ)  
身内(みうち)との連絡方法(れんらくほうほう)の確立(かくりつ)  
避難経路(ひなんけいろ)や避難場所(ひなんばしょ)の確認(かくにん)  
防災訓練(ぼうさいくんれん)などへの参加(さんか)  
特(とく)に準備(じゅんび)はしていない  
その他(た)  

 

【質問 16】 

あなたは、この１年間(ねんかん)に買(か)い物(もの)などの消費(しょうひ)の際(さい)に
トラブルや被害(ひがい)にあったことがありますか。 次（つぎ）の中（なか）からト

ラブルや被害（ひがい）にあった、番号(ばんごう)全(すべ)てにチェックをつけてくだ

さい。    
店舗(てんぽ)で購入(こうにゅう)した商品(しょうひん)やサービスでのトラブルや被害(ひがい)  
訪問販売(ほうもんはんばい)で購入(こうにゅう)した商品(しょうひん)やサービスでのトラブルや

被害(ひがい)  
通信販売(つうしんはんばい)で購入(こうにゅう)した商品(しょうひん)やサービスでのトラブルや

被害(ひがい)  
電話勧誘販売(でんわかんゆうはんばい)で購入(こうにゅう)した商品(しょうひん)やサービスでの

トラブルや被害(ひがい)  
トラブルや被害(ひがい)にあっていない  
その他(た)  

 

 
 
 

 



【質問 17】 
あなたは市役所(しやくしょ)への問合(といあわ)せや、窓口(まどぐち)の手続(てつづ

き)、サービスの利用(りよう)などの際(さい)、身近（みじか）で便利（べんり）だと感

（かん）じていますか。 １つにチェックをつけてください。    
大変(たいへん)便利(べんり)だと感(かん)じている  
かなり便利(べんり)だと感(かん)じている  
ある程度(ていど)便利(べんり)だと感(かん)じている  
あまり便利(べんり)だと感(かん)じていない  
ほとんど便利(べんり)だと感(かん)じていない  

【質問 18】 

あなたが松戸市(まつどし)で生活(せいかつ)する中(なか)で、質問(しつもん)18 から質問

（しつもん）32 までのことについて、どの程度(ていど)満足(まんぞく)しているかにつ

いて、あなたの考(かんが)えに最(もっと)も近(ちか)い内容(ないよう)それぞれ１つにチ

ェックをつけてください。  保健(ほけん)・医療(いりょう) ・福祉（ふくし）サービ

ス    
十分満足(じゅうぶんまんぞく) している  
まあまあ満足(まんぞく)している  
普通(ふつう)である  
やや不満(ふまん)である  
きわめて不満(ふまん)である  
わからない  

【質問 19】 まちの賑(にぎ)わいや買(か) い物(もの)の便(べん)    
十分満足(じゅうぶんまんぞく) している  
まあまあ満足(まんぞく)している  
普通(ふつう)である  
やや不満(ふまん)である  
きわめて不満(ふまん)である  
わからない  
【質問 20】 通勤(つうきん)・通学(つうがく)など の交通（こうつう）の便（べん）    
十分満足(じゅうぶんまんぞく) している  
まあまあ満足(まんぞく)している  
普通(ふつう)である  
やや不満(ふまん)である  
きわめて不満(ふまん)である  
わからない  
【質問 21】 子(こ)どもの教育環境(きょういくかんきょう)    
十分満足(じゅうぶんまんぞく) している  
まあまあ満足(まんぞく)している  
普通(ふつう)である  
やや不満(ふまん)である  
きわめて不満(ふまん)である  
わからない  

 
 
 
 

 



【質問 22】 文化(ぶんか)・芸術(げいじゅつ)の鑑賞(かんしょう)や活動環境（かつどうかんきょう）   
十分満足(じゅうぶんまんぞく) している  
まあまあ満足(まんぞく)している  
普通(ふつう)である  
やや不満(ふまん)である  
きわめて不満(ふまん)である  
わからない  

【質問 23】 スポーツや健康(けんこう)づくりのための環境（かんきょう）    
十分満足(じゅうぶんまんぞく) している  
まあまあ満足(まんぞく)している  
普通(ふつう)である  
やや不満(ふまん)である  
きわめて不満(ふまん)である  
わからない  

【質問 24】 道路(どうろ)、公園(こうえん)、下水道(げすいどう)などの都市施設(とししせつ)    
十分満足(じゅうぶんまんぞく) している  
まあまあ満足(まんぞく)している  
普通(ふつう)である  
やや不満(ふまん)である  
きわめて不満(ふまん)である  
わからない  

【質問 25】 水道水(すいどうすい)のおいしさ、安(やす)さ    
十分満足(じゅうぶんまんぞく) している  
まあまあ満足(まんぞく)している  
普通(ふつう)である  
やや不満(ふまん)である  
きわめて不満(ふまん)である  
わからない  

【質問 26】 緑地(りょくち)・河川(かせん)などの自然環境（しぜんかんきょう）    
十分満足(じゅうぶんまんぞく) している  
まあまあ満足(まんぞく)している  
普通(ふつう)である  
やや不満(ふまん)である  
きわめて不満(ふまん)である  
わからない  

【質問 27】 空気(くうき)のきれいさ、騒音(そうおん)・悪臭(あくしゅう) などの公害(こうがい）の

少(すく)なさ    
十分満足(じゅうぶんまんぞく) している  
まあまあ満足(まんぞく)している  
普通(ふつう)である  
やや不満(ふまん)である  
きわめて不満(ふまん)である  
わからない  

 

 



【質問 28】 まち並(な)み、建物(たてもの)などまち全体(ぜんたい)の景観（けいかん）    
十分満足(じゅうぶんまんぞく) している  
まあまあ満足(まんぞく)している  
普通(ふつう)である  
やや不満(ふまん)である  
きわめて不満(ふまん)である  
わからない  

【質問 29】 住環境(じゅうかんきょう)のゆとりなどの住宅事情(じゅうたくじじょう)    
十分満足(じゅうぶんまんぞく) している  
まあまあ満足(まんぞく)している  
普通(ふつう)である  
やや不満(ふまん)である  
きわめて不満(ふまん)である  
わからない  

【質問 30】 事故(じこ)や災害(さいがい)に 強(つよ)い安全(あんぜん)なまち    
十分満足(じゅうぶんまんぞく) している  
まあまあ満足(まんぞく)している  
普通(ふつう)である  
やや不満(ふまん)である  
きわめて不満(ふまん)である  
わからない  

【質問 31】 史跡(しせき)や神社仏閣(じんじゃぶっかく)など歴史(れきし)・伝統文化遺産(でんとう

ぶんかいさん)    
十分満足(じゅうぶんまんぞく) している  
まあまあ満足(まんぞく)している  
普通(ふつう)である  
やや不満(ふまん)である  
きわめて不満(ふまん)である  
わからない  

【質問 32】 特色(とくしょく)ある祭(まつ)りや地域(ちいき)ぐるみのイベント    
十分満足(じゅうぶんまんぞく) している  
まあまあ満足(まんぞく)している  
普通(ふつう)である  
やや不満(ふまん)である  
きわめて不満(ふまん)である  
わからない  

【質問 33】 あなたは、これからも松戸市(まつどし)に住(す)み続(つづ)けたいと思(おも) います

か。    
住(す)み続(つづ)けたい  
できることなら住(す)み続(つづ)けたい  
どちらとも言(い)えない  
あまり住(す)み続(つづ)けたくない  
住(す)み続(つづ)けたくない  

 

 



【質問 34】 あなたの性別(せいべつ)をお答(こた)えください。（１つにチェックをつけてくださ

い。）    
男性(だんせい)  
女性(じょせい)  

【質問 35】 あなたの年齢(ねんれい)をお答(こた)えください。（１つにチェックをつけてくださ

い。）    
２０～２４ 歳(さい) ２５～２９ 歳(さい) ３０～３４ 歳(さい)  
３５～３９ 歳(さい) ４０～４４ 歳(さい) ４５～４９ 歳(さい)  
５０～５４ 歳(さい) ５４～５９ 歳(さい) ６０～６４ 歳(さい)  
６５～６９ 歳(さい) ７０～７４ 歳(さい) ７５～７９ 歳(さい)  
８０歳以上(さいいじょう) 

【質問 36】 あなたの職業(しょくぎょう)をお答(こた)えください。（１つにチェックをつけてくださ

い。）    
� 会社員(かいしゃいん)  
� 公務員(こうむいん)（教員(きょういん)、団体職員(だんたいしょくいん)などを含(ふく)む。）  
� 自営業(じえいぎょう)（農業(のうぎょう)を含(ふく)む。）  
� アルバイトやパートなどの臨時雇用(りんじこよう)  
� 学生(がくせい)  
� 専業主婦(せんぎょうしゅふ)  
� 無職(むしょく)  
� その他(た)  

 

【質問 37】 質問３６で１～５まで選択(せんたく)した方(かた)のみお答(こた)えください    
自宅(じたく)  
松戸市内(まつどしない)（自宅(じたく) を除(のぞ)く）  
千葉県内(ちばけんない)（松戸市(まつどし)を除(のぞ)く）  
東京都内(とうきょうとない)  
埼玉県(さいたまけん)・茨城県(いばらぎけん)  
その他(た)  

 

【質問 38】 あなたの松戸市在住年数(まつどしざいじゅうねんすう)をお答(こた) えください。（１

つにチェックをつけてください。）    
１年未満(ねんみまん)  
１年以上(ねんいじょう)５年未満(ねんみまん)  
５年以上(ねんいじょう)１０年未満(ねんみまん)  
１０年以上(ねんいじょう)１５年未満(ねんみまん)  
１５年以上(ねんいじょう)２０年未満(ねんみまん)  
２０年以上(ねんいじょう)  

 
 
 
 
 

 



【質問 39】 あなたの出身地(しゅっしんち)をお答(こた)えください。（１つにチェックをつけてくだ

さい。）    
北(きた)アメリカ  
中央(ちゅうおう)アメリカ  
南(みなみ)アメリカ  
西(にし)ヨーロッパ  
東(ひがし)ヨーロッパ・中央(ちゅうおう)アジア  
東(ひがし)アジア  
東南(とうなん)アジア  
南(みなみ)アジア  
西(にし)アジア（中東(ちゅうとう)）  
オセアニア  
アフリカ  
日本(にほん)  

【質問 40】 あなたの家族構成(かぞくこうせい)をお答(こた)えください。（１つにチェックをつけて

ください。）    
ひとり世帯(せたい)  
夫婦(ふうふ)のみ世帯(せたい)  
親(おや)と子供世帯(こどもせたい)で、中学生以下(ちゅうがくせいいか)の子(こ)どもがいる世帯(せ

たい)  
親(おや)と子供世帯(こどもせたい)で、上記以外(じょうきいがい)の世帯(せたい)  
親(おや)と子供(こども)と孫(まご)の３世代以上(せだいいじょう)の世帯(せたい)で、中学生以下(ち

ゅうがくせいいか)の子(こ)どもがいる世帯(せたい)  
親(おや)と子供(こども)と孫(まご)の３世代以上(せだいいじょう)の世帯(せたい)で、上記以外(じょ

うきいがい)の世帯(せたい)  
その他(た)  

 

【質問 41】 あなたが今(いま)、興味(きょうみ)や関心(かんしん)をお持(も)ちのことについてお答(こた)
えください。（３つまでチェックをつけてください。）    

家族(かぞく)の日常生活(にちじょうせいかつ)のこと  
友人(ゆうじん)との交流(こうりゅう)やつながりなど、友人関係(ゆうじんかんけい)のこと  
近隣(きんりん)の人(ひと)たちとの交流(こうりゅう)のこと  
地域(ちいき)の住(す)み易(やす)さなど生活環境(せいかつかんきょう)のこと  
昇進(しょうしん)や収入(しゅうにゅう)など仕事(しごと)や職場(しょくば) こと  
不況(ふきょう)、失業(しつぎょう)や低金利(ていきんり)などの経済(けいざい)のこと  
公的年金(こうてきねんきん)や医療保障(いりょうほしょう)など社会福祉(しゃかいふくし)のこと  
子(こ)どもの教育環境(きょういくかんきょう)などの教育関係(きょういくかんけい)のこと  
貧困(ひんこん)や民族紛争(みんぞくふんそう)などの国際問題(こくさいもんだい)のこと  
地球温暖化(ちきゅうおんだんか)や自然破壊(しぜんはかい)などの地球環境(ちきゅうかんきょう)

のこと  
外国人(がいこくじん)の世話(せわ)をしたり日本(にほん)を外国(がいこく)に紹介(しょうかい)する

などの国際交流(こくさいこうりゅう)のこと  
特(とく)にない  
その他(た)  

 

 
 



【質問 42】 
あなたが通勤(つうきん)・通学(つうがく) 以外(いがい)で日常的(にちじょうてき)にお出

(で)かけるになる範囲(はんい)についてお答(こた)えください。（１つにチェックをつけてく

ださい。）    
隣近所(となりきんじょ)  
町会程度(ちょうかいていど)  
近隣町会程度(きんりんちょうかいていど)  
松戸市内程度(まつどしないていど)  
千葉県内(ちばけんない)  
東京都内(とうきょうとない)  
その他  

 

【質問 43】 
あなたの通勤(つうきん)・通学(つうがく)を含め、お出(で)かけの時(とき)に利用(りよう)
する主(おも)な交通手段(こうつうしゅだん)をお答(こた)えください。（２つまでチェックを

つけてください。）    
電車(でんしゃ)  
バス  
タクシー  
自家用車(じかようしゃ)  
オートバイ・スクーター  
自転車(じてんしゃ)  
徒歩(とほ)  
その他(た)  

 

【質問 44】 
あなたは、松戸市(まつどし)の行政情報(ぎょうせいじょうほう)を主(おも)に何(なに)によ

って入手(にゅうしゅ)しているかお答(こたえ）ください。（２つまでチェックをつけてくだ

さい。）    
テレビ・ラジオ  
新聞(しんぶん)・雑誌(ざっし)  
広報誌(こうほうし)（広報(こうほう)まつど）  
松戸市(まつどし)のホームページ  
各種(かくしゅ)パンフレット  
町会(ちょうかい)などでの集会(しゅうかい)や会合(かいごう)  
市(し)が主催(しゅさい)する説明会(せつめいかい)など  
特(とく)にない  
その他(た)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

【質問 45】 
あなたの、お住（す）まいの地区（ちく）はどこですか。最寄（もより）の鉄道（てつど

う）の駅（えき）をお答（こた）えください。 １つにチェックをつけてください。

(入力必)   
松戸駅(まつどえき)  
北松戸駅(きたまつどえき)  
馬橋駅(まばしえき)  
新松戸駅(しんまつどえき)  
北小金駅(きたこがねえき)  
上本郷駅(かみほんごうえき)  
松戸新田駅(まつどしんでんえき)  
稔台駅(みのりだいえき)  
八柱駅(やばしらえき)・新八柱駅(しんやばしらえき)  
常盤平駅(ときわだいらえき)  
五香駅(ごこうえき)  
元山駅(もとやまえき)  
くぬぎ山駅(やまえき)  
六実駅(むつみえき)  
高柳駅(たかやなぎえき)  
大町駅(おおまちえき)  
松飛台駅(まつひだいえき)  
東松戸駅(ひがしまつどえき)  
秋山駅(あきやまえき)  
北国分駅(きたこくぶえき)  
矢切駅(やぎりえき)  
市川大野駅(いちかわおおのえき)  

 

＜＜ 公開設定へ  一覧へ ＞＞
 

 

 

 


