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古賀商啓二氷り軸協力の駒闘い

皆さまには日頃から、市政の推進にご理解とご協力をい

ただき、誠にありがとうございます。

古賀市は「つ寮が鯵　にきわう　快適安心都市　こが」

をめざし、帯嚢の醤さまとともに日々取り組みを進めて

いるところですが、今回、国や県とともに「地方創生」

に向けた総合戦略を策定し、より住みやすいまち・住ん

でみたいまちづくりをめざしていこうとしております。

このアンケートは、市民の皆さまの生活の状況や居住・結婚・子育てなどについてのお考えを

据曝し、計画の策定をふくむ今後のまちづくりに活かすために行うものです。

お忙しい中たいへん恐縮ですが、本アンケートの趣旨をご理経いただき、ご協力くださいます

ようお願い申し上げます。

平成27年6月

古賀市長　　中村　隆象

埜ほついて～
●このアンケート鰻壷翼帯電窪の20歳以上の方2，500人を無作為に選ばせていた

だき、回答をお願いしています。

●このアンケートの結案鰻、すべて統計的に処理しますので、個人が特定されたりする

など、回答された方にご迷惑をおかけすることは一切ありません。

査察識罷あほ愁た霜で－
●あて名のご本人様がお答えください。また、無記名でお願いします。

（※ご本人様が回答できない場合、ご家族の方がお答えいただいても大丈夫です。）

●回答は、質問に対し、あてはまる回答番号に○をつけてください。

●回答数が指定されている質問は、それぞれ指定の数を選んで○をつけてください。

●記述が必要な箇所は、可能な範囲でくわしくご記入ください。

潮 �査票の記入後は、同封の返信用封筒に入れて 

6月26日 �までにポストに投函してください。（切手は不要です） 

董 関するお問い合わせ尭－

古賀市　総務部　経営企画課

電　話：092－942－1113（直通）　FAX：092－942－3758

E一ma正k－kikaku＠city．koga．fukuoka．jp
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市民向けアンケート調査票

醒聞醒彊醒闇聞出
1．性別 ［一つ選択］ �　　　　　　　　　　　　　喜 田男性　　　　国女牲 

2．年齢 �田．20代　　　　　田30代　　　田40代 

［一つ選択］ �回．50代　　　　　田60代以上 

3．同居している �田．単身（一人暮らし）　　匪東鶉窮み 

家族構成 �園二世代同居（親と子ども）　密三輔溺憲一潟と子と孫） 

［一つ選択］ �回その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） 

4．職業 �曲学生　　　　　国・正規の社員　固パート書紀バイト 回．派遣・嘱託・契約社員同会社役員　　田富営業車蒙藻護業者 
［一つ選択］ �回．家事事業　　　団・無職 

団その他（　　　　　＼　　　　　　　　　　） 

5，出身地（生まれ �田古賀市　　　　　　田福岡県（市町村名‥　　　　） 

育ったまち） �回．九州（県名：　　）回東京圏（東京・禅家伸子嚢士埼玉） 

［一つ選択］ �回その他国内（都道府県名：　　）団・海外 

6．現在の居住地 ［一つ選択］ �田．小野小学校区　　回青柳小学校区　固古賀寮小学校区 
回古賀西中学校区　回・花割、学校区　団”花見か学校区 

回千鳥小学校区　　回・舞の里中学校区 

7．通勤〃通学先 �田，自宅　　　　　回古賀市　　　田福輔 

の所在地 �回．北九胴　　　囲・福澤市　　　田宗擦寄 

［一つ選択］ �回新宮町　　　　田その他（市町村名‥　　　　　） 

8，通勤・通学 の交通手段 ［主なもの一つ選択］ �田徒歩　　　　　四・自転軍　　　団パイク 
回自家用車（自分で運転）団・自家用車（家旗などの送迎） 

回，バス　　　　国鉄通　　　　園タクシー 

回職場、学校などの送迎車　固その他（　　　　　　） 
9．日常の最寄品（日 用品や食料品等） の主な買物先 ［一つ選択］ �田普段買物をしない　回・古賀布　　　　団・福岡市 

回，北九州市　　　田福澤市　　　　田“宗像市 

回新宮町　　　　田その他（市町村名：　　　　　） 

10，日常の最寄晶（日 �田．徒歩　　　　　回自転軍　　　　団パイク 

用品や食料品等） の主な買い物の交 通手段 �田自家用車（自分で運転）　回自家用車（家族などの送迎） 

回，パス　　　　　国鉄通　　　　　園・タクシー 

［主なもの一つ選択］ �団施設などの送迎軍　国その他（　　　　　　　　） 
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l覇聾毒認亘麗 �罷墓　誌掘聞国語謹聴謹開園閣浬醒聞…馨． 
ーi黒田‾∴緩経絡繋撥溺 �醒懸垂彊醸国語醒露語慈認証固圏閣詣囲醒閣醒躍誤認 

1．住みやすさ ［一つ選択］ �田古賀市は住みやすい 

国古賀市はどちらかといえば住みやすい 

回・普通 

回・古賀市はどちらかといえば住みにくい 

回古賀市は住みにくい 

具体的に（住みやすい理由、住みにくい理由） 

2．今後の定住意向 �四・今後も今の場所に住み続けたい 

回．市内の別の場所に移りたい（地区名　　　　　　　　　） 

団近くの市町村へ移りたい（市町村名　　　　　　　　　） 

回・県内のどこかへ移りたい（市町村名　　　　　　　　　） 
［一つ選択］ ※選択肢に応じ詳細も 記載してください �回県外へ移りたい（都道府県名　　　　　　　　　　　） 

具体的に（住み続けたい理由、移りたい理由） 
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3，古賀市のイメージ �田美しい自然環境に包まれたまち回商業・店舗が多い賑わいあるまち 

回活力ある産業のまち　　　　回観光“交流が盛んなまち 

回便利で快適に暮らせるまち　　団．健康で暮らせるまち 

回教百・文化等の水準の高いまち 
［二つまで選択］ �回市民同士がふれあい豊かに暮らせるまち 

回医療〃福祉が充実しているまち固防災・院犯締約が整ったまち 

田子どもを安心して産み育てられるまち 

固その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

4，施策の満足度 ［全ての施策につい て、一つづつ選択］ ※5廠欝轟缶のうち接 当する膚俸一つを運 んでください �※各分野の満足度の評価（5段階 ��）は以下を参考としてください。 

田．大変霜足回．満足固ふつう回．不満固葬制こ不満 

‾＿／揮醜薩蕪‾ �漣海溝 �主 星 

①地域産業の活力　　　　畠 �韓　国　回　田　回 

②観光地の魅力 �田　園　回　国　団 

③文化・芸術活動の親しみやすさ �回　国　団＼回　国 

④街並みの怒カ �田　園　回　国　回 

⑤地域医療の体制 �田　園　回　国　回 

⑥高齢者福祉サービス �回　国　団　回　国 

⑦子育て支援の状況 �出　回　団　回　国 

（⑳学校教育の充実 �田　園　回　国　回 

⑨災害への対策 �田　園　団　回　国 

⑲治安の良さ �回　国　団　回　国 

⑪中心市街地の賑わい �田　園　団　回　国 

⑫公園“緑地の憩いの場 �回　国　回　国　回 

⑬道路・都市基盤の整備状況 �回　国　回　国　団 

⑭市内の公共交通の利便性 �田　園　回　国　回 

⑯市政の情報発信力 �回　国　回　田　回 
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開園醒語間‾　－醒頴開聞謹囲蛭間琵馨． 
田∴享子受轟電薙撥題蟻酸報醗翰鶉擢経霧藻海憾事∴薄紫響寮怒聯※＼／＼言／一・，圏や開（雷／姐。∵i宰霊／宰 

1書誌　田独身鰯）国独身（婚姻歴あり）回・既婚 

2．結婚していない 理由 ［一つ選択］ �※上記段別．で「独身」と回答された方璽塾お答えください。 

団結嬉したいと思える相手がいない 

回．家族を養うほどの収入がない 

回精神的に自由でいられる　　回・経済的に自由がきく 

固異性とうまく付き合えない　　団仕事（学業）に専念したい 

回結婚資金が足りない　　　　回“まだ若すぎる 

回結婚するつもりは勘、 

旧・その他（　　　　　　　　　　　） ま 
l 鳥※上程鞍闘2．で「結婚するつもりはない」と回答された方盟珪璽左がお香 

3，結婚について の考え方 ［一つ選択］ �えください。 
田，条件が整えば結婚したい 

回・今のところ考えていないが、ある程度の年齢までには結婚するつもり 

団．理想の相手が見つかるまでは結婚しない 

田その他（　　　　　　　　　　　　　　　） 

4．結婚したい時期 �※土龍設問2．で「結婚するつも別家ない」と回答された方以外の方がお答 えください。 

［一つ選択］ �田・20－2鴫　　　　回．25－29歳　　　　団30－34歳 

回・35－39歳　　　　団．40－44歳　　　回45歳以上 

5．行政に取り組んで ほしい結婚支援 ［二つまで選択可］ �回安定した雇用の供給　　　国，結婚観い金などの経済的支援 
回婚活イベントなど、出会いの場の提供 

回交際術やマナーなどを学ぶ講座の開催 

回・結婚相談窓口（仲立ち）　　回・結婚を推奨するPR 

回若い世代（学生）への結婚に関する講習会の開催 

回その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） 

6．現在のお子さんの 人数 ［“つ選択］ �回1人　　回2人　　回・3人　　回4人 

回5人　　団6人以上田子どもはいない 

7．理想的に欲しいお �回1人　　四・2人　　園3人　　固．4人 

子さんの人数 �回5人　　回6人以上回欲しいと思わない 

［一つ選択］ �回欲しい気持ちはあるがあきらめている 
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8，子ども（次のお子 さん）を持ちたい 時期 ［一つ選択］ �※前頁の設問7－で田一団を回答された万金垂お答えください。 

田20－24歳　　　　四・25－29歳　　“回30－34歳 

固．35－39歳　　　　回．40－44歳　　　団次子は考えていない 

9．子どもを欲しいと �※前頁の穀問7，で回「欲しいと思わない」または回「欲しい気持ちは 

あるがあきらめている」と回答された克璽塾お答えください。 

回年齢的に難しい　　　密擾義朗理畠 

回．経済的に負担が大きい　　日面餞最で細る人が近くにいない 
思わない、または あきらめている 理由 �回子育て環勘躍っていない団子擬態鷺寄 

回住んでいる家が手狭　　固仕事鰭軽や態繋掴こ差し支える 

［一つ選択］ �団・出産や育児に対して配偶者（交際相手）の聾欝卿擬輔締られない 

圃自分や夫婦の生活を大切にしたい 

匝出産や育児の揖神的“肉体的負担が大きい 

回その他（　　　　　　　　　　　　　　　） 

10．子どもを増やす �田．若者あ料支援 

四・結婚支援 

回・妊娠、出産に関する情報提供、啓発 

田不妊治療などの出産支援 

回乳幼児の保健指導や育児相談の充実 

回・子どもが遊べる場所（屋内“屋外）の整備 

回地域子育て支援拠点（親子が集まって過ごしたり、相談する場孤の整備 

回子育ての不安や悩みを相談できる体制づくり 

回保育所など子育て支援サービスの充実（待機児童解消） 

固教育環境の整備 

ために行政に取り �圃小児医療体制整徳など子どもの健康支援 

組んでほしい子音 �固子育てに適した住宅の撲繕 

て支援事業 �固子育てしやすい職場環境の整績 

［三つまで選択可］ �固子育てや教育に係る経済的負担の軽減のための取り組み 

固地域で子育てを支援する活動の充実 

固子育ての楽しさや大切さの普及・啓発 

国．子育ての仕事の両立意識の普及“啓発 

圃長時間労働などを見通し、男性が育児参加しやすい環境づくり 

固仕事と子育てをしやすくする職場環境づくり 

囲安定した家庭を築くことができるような就労支援の取り組み 

回育児休業制度等についての取組の推進 

圏出産・育児休暇から職場復帰しやすい環境づくり（身分・給与・待遇など） 

囲その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） 
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11．子育ての経済的 �田妊娠、出産時の費用負担 

負担が大きいと �国保育所〃幼稚園など未就学児期の費用負担 

感じる（想像する �団．Ij、学校〃中学校の義務教育期の費用負担 

）時期 ［一つ選択］ �園高校。大学などの高等教育期の費用負担 

団．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） 

12．将来の転職・離職 �田．今のところ考えていない　　回“将来的は転職を考えている 

について �団・近い将来、転職を考えている回・就職していない 

［一つ選択］ �回その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） 

13．転職，離職を考え る理由 ［一つ選択］ �※上聴聞副生で鴨離，離髄萬えている」と回答されな砲塑姉箇えくださしも 

田経営書事業方針の考え方の相違回会社の将来性への不安 

団社内の人間関係の不和　　　回・給料への不安・不満 

回・昇進への不満　　　　　　回雇用形態の不満 

回独立。開業を予定、家業を継ぐ固他にやりたいこと“職業がある 

回結婚を機に　　　　　　圃出産を機に 

回，育児。介護に専念する 

固その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） 

14．充実してほしい �田・求人情報提供　　　　　　国・公的な教育訓練プログラム 

団教育訓練に必要な資金支援　　団・職場体験（インターン） 

団個人の適正や経験に応じた就職相談、カウンセリング 

雇用対策 �団雇用を促進する企業の育成、誘致 

［一つ選択］ �回・公的な雇用、就業支援に関する情報提供 

田創業への支援 

団その他（　　　　　　　　　　　　　　　） 

15．古賀市について ［一つ選択］ �田．古賀市で暮らし、仕事もしたい 

回古賀市で暮らしたいが、仕事をする場所は市外でもよい 

団・市外で暮らしてもよいが、仕事は古賀市でしたい 

回生活も仕事も地域にこだわらない 

回・その他（　　　　　　　　　　　　　　　） 

具体的に（古賀市にこだわる理由、こだわらない理由） 

結婚・出産・子育て、雇用“就業に関してのご意見・ご要望があれば具体的にご記入ください。 

次のページは、古賀市へ転入されてきた方を対象としたアンケートです。

引き続きご協力をお願いします。
それ以外の方のアンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。
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