
 

ンんじゅ７   

      

 

市民の皆さまには、日ごろより富里市の市政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。 

このたび、富里市では、平成26年12月に制定されたまち・ひと・しごと創生法に基づ

き、「富里市人口ビジョン」及び「富里市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定に

着手致しました。富里市人口ビジョンとは、本市における人口の現状分析を行い、今後

目指すべき将来の方向性と人口の将来展望を示すものです。また、富里市まち・ひと・

しごと創生総合戦略とは、富里市人口ビジョンで示す本市人口の現状と将来の姿を踏ま

え、今後５ヵ年（平成27年度～平成31年度）の目標や施策の基本的方向、具体的な施策

を示すものです。 

つきましては、策定にあたり近年本市に転入されてきた市民の皆さまから要望や提案

をいただき、これからの市政に反映させていきたいと考え、アンケート調査をお願いす

ることにいたしました。 

なお、この調査は、近年本市に転入されてきた市民の皆さまの中から無作為に選んだ

500名の方々にお願いしております。調査は無記名でありご迷惑をおかけすることはあ

りません。 

調査の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願いいたします。 

 

        平成27年６月 

富里市長 相川 堅治 

 

１.必ずあて名のご本人がお答えください。 

２.お答えは最初から１問ずつ、特にことわりのない限り全部の質問にお答えください。 

３.お答えは、あてはまる回答の番号を○で囲んでください。 

４.お答えの中で「その他」を選んだ場合は、その内容を具体的に記入してください。 

 

※ 本調査票をご記入いただきましたら、恐縮ですが返信用封筒で 

７月１３日（月）まで にご投函ください。 

住所・氏名はお書きにならないで結構です。また、この調査についてのお問い

合わせは、下記までお願いいたします。 

 

富里市 総務部企画課企画統計班 

ＴＥＬ 0476-93-1111（代表） ＦＡＸ 0476-93-9954 

 

なお、この調査業務は 

株式会社三菱総合研究所 社会公共マネジメント研究本部に委託しております。 

ご記入にあたってのお願い 

富里市へ転入された方にうかがいます  

資料３－２ 
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富里市の転入・転出に関するアンケート 調査票【転入者用】 

 
問1 あなたの性別について、次のいずれかを選び、番号に○をつけてください。 

1. 男性 

2. 女性 

 

問2 あなたの年齢について、当てはまるものを一つ選び、番号に○をつけてください。 

1. 18～19歳 

2. 20～24歳 

3. 25～29歳 

4. 30～34歳 

5. 35～39歳 

6. 40～44歳 

7. 45～49歳 

8. 50～54歳 

9. 55～59歳 

10. 60～64歳 

11. 65～69歳 

12. 70～74歳 

13. 75歳以上 

 

問3 あなたの住んでいる小学校区について、当てはまるものを一つ選び、番号に○

をつけてください。 

1. 富里小学校区 

2. 富里第一小学校区 

3. 富里南小学校区 

4. 浩養小学校区 

5. 洗心小学校区  

6. 日吉台小学校区 

7. 根木名小学校区 

8. 七栄小学校区 

9. わからない 

 

問4 富里市への転入前後について、あなたご自身からみた続柄で同居している方と

して当てはまるものをすべて選び、番号に○をつけてください。「13. その他」

の場合はカッコ内に具体的に記入してください。 

転入前 

1. 単身・独身 

2. 妻や夫 

3. 小学校未入学の子 

4. 小・中学校の子 

5. 高校・大学・短大などの子 

6. 社会人の子 

7. 孫やひ孫 

8. 65歳未満の親 

9. 65歳以上の親 

10. 兄弟姉妹 

11. 65歳未満の祖父母 

12. 65歳以上の祖父母 

13. その他（              ） 

 

転入後 

1. 単身・独身 

2. 妻や夫 

3. 小学校未入学の子 

4. 小・中学校の子 

5. 高校・大学・短大などの子 

6. 社会人の子 

7. 孫やひ孫 

8. 65歳未満の親 

9. 65歳以上の親 

10. 兄弟姉妹 

11. 65歳未満の祖父母 

12. 65歳以上の祖父母 

13. その他（              ） 
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問5 あなたの就業状況について、当てはまるものを一つ選び、番号に○をつけてく

ださい。「12. その他」の場合はカッコ内に具体的に記入してください。 

（兼業の方は、主なものをお答えください。学生でアルバイトなどをしている

方は、「10. 学生」をお選びください。） 

1. 農林水産業などの自営業 

2. 商店・工場・サービス業などの自営

業 

3. 会社または団体の役員 

4. 医師・弁護士などの自由業 

5. 会社・商店・工場・サービス業など

の勤め人（正規雇用） 

6. 会社・商店・工場・サービス業など

の勤め人（契約社員、派遣社員など

の非正規雇用） 

7. 官公庁・学校などの公務員 

8. アルバイト・パート・内職などの臨

時的な仕事 

9. 専業主婦・主夫 →問 7 へ 

10. 学生 →問 7 へ 

11. 無職 →問 7 へ 

12. その他 

（            ） 

 

 

問6 （問 5 で｢9. 専業主婦・主夫｣、｢10. 学生｣、「11. 無職」以外を答えた方にお

伺いします。） 

あなたの業種について、当てはまるものを一つ選び、番号に○をつけてくださ

い。「20. その他」の場合はカッコ内に具体的に記入してください。 

（兼業の方は、主な業種をお答えください。） 

1. 農業、林業 

2. 漁業 

3. 鉱業、採石業、砂利採取業 

4. 建設業 

5. 製造業 

6. 電気・ガス・熱供給・水道業 

7. 情報通信業 

8. 運輸業、郵便業 

9. 卸売業、小売業 

10. 金融業、保険業 

11. 不動産業、物品賃貸業 

12. 学術研究、専門・技術サービス業 

13. 宿泊業、飲食サービス業 

14. 生活関連サービス業、娯楽業 

15. 教育、学習支援業 

16. 医療、福祉 

17. 複合サービス事業（郵便局、共同組合等） 

18. サービス業（他に分類されないもの） 

19. 公務（他に分類されるものを除く） 

20. その他（            ） 

 

 

問7 あなたの前住地はどちらですか。当てはまるものを一つ選び、番号に○をつけ

てください。「2. その他の千葉県内の市町村」「3. 千葉県以外の都道府県」の

場合はカッコ内に具体的に記入してください。 

1. 富里市に隣接する市町（成田市、八街市、山武市、酒々井町、芝山町） 

2. その他の千葉県内の市町村（具体的に：      市・町・村） 

3. 千葉県以外の都道府県（具体的に：      都・道・府・県） 
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問8 富里市に転入される前後のあなたのお住まいについて、当てはまるものをそれ

ぞれ一つずつ選び、番号に○をつけてください。「4. その他」の場合はカッコ

内に具体的に記入してください。 

転入前 

1. 持ち家 

2. 借家・アパート 

3. 社宅・寮 

4. その他（       ） 

 

転入後 

1. 持ち家 

2. 借家・アパート 

3. 社宅・寮 

4. その他（       ） 

 

問9 あなたは、転居されるにあたって富里市以外の市区町村も検討されましたか。

当てはまるものを一つ選び、番号に○をつけてください。 

1. 富里市以外の市区町村も検討したが、富里市に決めた 

2. はじめから富里市に決めていたため、他の市区町村は検討しなかった 

3. 富里市に決めざるをえなかった（社宅、家族が住んでいるなどの理由） 

 

問10 あなたが転入先を探したときの主な情報源は何ですか。当てはまるものをすべ

て選び、番号に○をつけてください。「8. その他」の場合はカッコ内に具体的

に記入してください。 

1. 自治体ホームページ 

2. JOIN等の移住者支援ホームページ 

3. 新聞・広告 

4. 住宅情報誌 

5. 電車・バスなどの車内広告 

6. 不動産業者の口コミ 

7. 親族・知人・友人の口コミ 

8. その他 

（            ） 

 

問11 あなたが富里市に転入された主な理由は何ですか。当てはまるものを二つまで

選び、番号に○をつけてください。「12. その他」の場合はカッコ内に具体的に

記入してください。 

1. 価格や家賃の面で適当な住まいがあ

ったから 

2. 広さや間取り、デザインの面で適当

な住まいがあったから 

3. 緑や自然が多いから 

4. 田園地帯ならではのあたたかい人情

や新鮮な農産物があるから 

5. 生活環境がよく整っているから 

6. 子育てがしやすいから 

7. 東関東自動車道インターチェンジが

あり、成田空港が近くにあるから 

8. 物価が安いから 

9. 仕事や学校などの関係があったから 

10. 親や子、兄弟、知人などが近くにい

るから 

11. ふるさとだから 

12. その他（          ） 
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問12 あなたは、転入してから富里市での暮らしになじむまでに何か困ったことはあ

りましたか。当てはまるものを二つまで選び、番号に○をつけてください。 

「7. その他」の場合はカッコ内に具体的に記入してください。 

1. 地域での近所づきあいや習慣になじみにくかった 

2. 市の公共施設や公共サービスのことがよくわからなかった 

3. ゴミの出し方など暮らしのルールがわからなかった 

4. 近所にどんな人が住んでいるのかわからなかった 

5. 市内を移動する際、道路や交通手段がよくわからなかった 

6. 特にない 

7. その他 （                           ） 

 

問13 あなたは、前住地と比べて富里市の住みごこちをどう思いますか。当てはまる

ものを一つ選び、番号に○をつけてください。 

1. 非常に住みよくなった 

2. どちらかといえば住みよくなった 

3. どちらかといえば住みにくくなった 

4. 非常に住みにくくなった 

5. わからない 

 

問14 あなたは、これからも富里市に住んでいたいと思いますか。当てはまるものを

一つ選び、番号に○をつけてください。 

1. このまま永住したい →問 15へ 

2. 当分住み続けたい  →問 15へ 

3. やがては移転したい →問 16へ 

4. 出来るだけ早く移転したい 

→問 16へ 

5. わからない →問 17へ 

 

問15 （問 14 で、「1. このまま永住したい」、「2. 当分住み続けたい」を答えた方に

お伺いします。） 

住み続けたいと思う理由は何ですか。当てはまるものを二つまで選び、番号に

○をつけてください。「17. その他」の場合はカッコ内に具体的に記入してくだ

さい。 

1. 緑や自然が多い 

2. 家の間取り・デザインが気に入って
いる 

3. 親・兄弟が近くにいる 

4. 買物に便利 

5. 住みなれている 

6. 地域の人と親しく付き合いがある 

7. 通勤・通学に便利 

8. 日当たり・通風など周りの環境が良
い 

9. 医療施設・福祉施設が近くにあり便
利 

10. 保育所・遊び場など子育てがしやす
い 

11. 繁華街やレクリエーション施設な
ど余暇を楽しむ場所がある 

12. 物価が安い 

13. ふるさとだから 

14. 店や事業がうまくいっている 

15. 持ち家だから 

16. ローン返済・家賃が手ごろ 

17. その他 
（              ） 
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問16 （問 14 で、「3. やがては移転したい」、「4. 出来るだけ早く移転したい」を答

えた方にお伺いします。） 

移転したいと思う理由として当てはまるものを二つまで選び、番号に○をつけ

てください。「17. その他」の場合はカッコ内に具体的に記入してください。 

1. 緑や自然が少ない 

2. 部屋が狭く、間取りが悪い 

3. 親・兄弟と同居したり近くに住みた
い 

4. 買物に不便 

5. 周りの環境や地域になじめない 

6. 近所付き合いがわずらわしい 

7. 通勤・通学に不便 

8. 日当たり・通風など周りの環境が悪
い 

 

9. 医療施設・福祉施設が近くになく不
便 

10. 保育所・遊び場など子育てのための
施設が不十分 

11. 繁華街やレクリエーション施設な
ど余暇を楽しむ場所がない 

12. 物価が高い 

13. ふるさとに住みたい 

14. 店や事業の場所を変えたい 

15. 自分の家を持ちたい 

16. ローン返済・家賃の負担が重い 

17. その他（           ） 

 

問17 富里市は今後どのようなまちづくりを目指していくべきだとお考えですか。当

てはまるものを二つ選び、番号に○をつけてください。「9. その他」の場合はカ

ッコ内に具体的に記入してください。 

1. 豊かな緑に囲まれたまち 

2. 生活環境が整って便利で暮らしや
すいまち 

3. だれもが健康で生涯にわたって安
心して暮らせるまち 

4. 人のにぎわいと産業の活力がある
まち 

5. 誇りを持てるような豊かな個性と文
化・教育が盛んなまち 

6. ふれあいと思いやりにあふれた人情
豊かなまち 

7. 子育てしやすいまち 

8. よくわからない 

9. その他 

（                   ） 
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問18 富里市に移り住んでみて、よかったと思うことを自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問19 最後に、富里市のまちづくりに対するご意見を自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上で質問は終わりです。お忙しいところご協力いただきましてありがとうござい

ました。誠に恐縮ですが、この調査票は同封の返信用封筒に入れて、切手を貼らずに

返送してくださいますようお願いいたします。 

 

（回答期限）     平成 27 年 7 月 13（月）までにご投函ください 

（問い合わせ先）   富里市 総務部企画課企画統計班 

           ＴＥＬ 0476-93-1111（代表） ＦＡＸ 0476-93-9954 
 


