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２－５ 環境アンケート調査 

１ アンケート調査の概要 

(1) アンケート調査の目的 

第二次計画の策定に当たり、市民、児童・生徒及びその保護者、並びに事業所を対象と

して、室戸市の環境に関するアンケート調査を行いました。 

アンケート調査の目的は次のとおりです。 

■今の環境が市民にどう認識されているか、特に市民から見た「室戸市の環境の課題」

を把握する。 

■環境行政に対する市民の意見・要望を把握し、環境施策の方向性を検討する。 

■環境学習に対する児童・生徒の興味や関心の程度及び内容を把握し、環境教育の方向

性を検討する。 

(2) アンケート調査の対象者と回収状況 

アンケート調査の対象者は表 2-5-1 のとおりで、20 歳以上の市民、市内に通学する児童・

生徒及びその保護者、並びに事業所としました。市民と保護者のアンケート調査票は同じ

内容で、保護者は市民に含めて集計しました。 

市民と事業所については、平成 27 年 8 月 17 日（月）にアンケート調査票を郵送し、9

月 7 日（月）を投函期限として、郵送により調査票を回収しました。 

児童・生徒及び保護者については、平成 27 年 9 月 2 日（水）に調査票を学校経由で配

布し、9月 8日（火）を期限として調査票を回収しました。 

表 2-5-1 アンケート調査票の配布・回収数等 

対象 調査票の配布及び回収方法 
調査票の

配布数 

調査票の

回収数 

調査票の

回収率 

市民 
住民基本台帳から無作為抽出し、郵送により調査票の

配布・回収を行った。 
500 通 179 通 35.8％ 

保護者
下欄の児童・生徒の保護者に、各学校から児童・生徒

を通じて、調査票の配布・回収を行った。 
415 通 231 通 55.7％ 

高校生
市内 1 校の生徒（1 年生・2 年生・3 年生）に対し、

学校を通じて、調査票の配布・回収を行った。 
95 通 82 通 86.3％ 

中学生
市内 5 校の生徒（2 年生・3 年生）に対し、学校を通

じて、調査票の配布・回収を行った。 
161 通 154 通 95.7％ 

小学生
市内 8 校の児童（5 年生・6 年生）に対し、学校を通

じて、調査票の配布・回収を行った。 
159 通 149 通 93.7％ 

事業所
室戸市内の 100 事業所を抽出し、郵送により調査票の

配布・回収を行った。 
100 通 55 通 55.0％ 
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(3) アンケート調査の設問の概要 

①市民及び保護者 

市民及び保護者対象の主な設問は、以下のとおりです。 

■回答者の性別、年齢、居住地区、居住年数、家族構成、職業等 

■居住地域を中心とした現在の環境について（室戸市の魅力、さまざまな環境項目の満

足度・重要度等） 

■関心のある地球環境問題 

■家庭でのエネルギー使用量の変化と理由等 

■家庭での省エネルギー機器や再生可能エネルギーの導入状況 

■室戸市で導入を推進すべき再生可能エネルギー 

■環境保全のための行動 

■重要だと思う市役所の取り組み 

■室戸市環境基本計画のキャッチフレーズ「望ましい将来像」への意見 

■室戸市の環境保全に関連しての意見や市役所への要望 

②高校生及び中学生 

高校生及び中学生対象の主な設問は、以下のとおりです。 

■回答者の性別、学年、居住地区（高校生）又は中学校 

■居住地域を中心とした現在の環境について（さまざまな環境項目の満足度・重要度等） 

■関心のある地球環境問題 

■室戸市で導入を推進すべき再生可能エネルギー 

■環境保全のための行動 

■興味のある環境学習や活動 

■将来の室戸市についての意見 

③小学生 

小学生対象の主な設問の内容は、以下のとおりです。 

■回答者の性別、学年、小学校 

■住んでいるまちの環境について 

■環境に対して気をつけていること 

■やってみたい環境学習や活動 

■知っている地球環境問題 

■これからの室戸市についての意見 

④事業所 

事業所対象の主な設問の内容は、以下のとおりです。 
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■回答事業所の業種、業務形態（店舗、事務所、工場、倉庫等）、従業員数 

■環境関連の部署設置の有無 

■環境マネジメントシステムの取り組み状況 

■環境対策に取り組むことの重要性 

■環境保全に取り組む意義 

■環境保全に取り組む上での問題・課題 

■エネルギー使用量の変化と理由等 

■省エネルギー機器や再生可能エネルギーの導入状況 

■環境保全のための取り組み状況、取り組む上での行政への要望 

■環境問題や環境施策に関する意見や市役所への要望 

２ アンケート調査の結果概要 

上記の設問のうち、第二次計画の課題や施策に特に関連があると考えられるものの集計結

果を示すと以下のとおりで、市民、児童・生徒、事業所の順に、表 2-5-2～表 2-5-20 に記

載しました。グラフの数字（％）は、各項目を選択した人が全回答者に占める比率であり、

例えば、下の表 2-5-2 では、回答者のうち 58％の人が、室戸市の魅力の一つとして「海辺環

境」を選択したことを示します。 

表 2-5-2 アンケート調査の結果概要（市民・保護者－１） 

設問の内容 集計結果の概要・抜粋 

室戸市の魅力 

※魅力を感じる

ものを 3 つま

で選択 

■回答者の 58％が「海辺環境」と答え、「食べ物」が 43％、「緑地環境」が 26％、

「景観」が 23％と続いています。 

■海や山の「自然」や「食」が、室戸市の魅力として市民に認識されています。 
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表 2-5-3 アンケート調査の結果概要（市民・保護者－２） 

設問の内容 集計結果の概要・抜粋 

室戸市で大切

にしたい、将来

も残しておき

たい自然・風景

や文化財等 

■自然・風景（山、海、川、池などの名称や場所）で多くあげられていたものは、

室戸岬、ジオパーク、海・海岸、川、羽根川、御厨人窟等でした。 

■歴史的建造物・文化財（神社、寺、史跡、建築物、祭りなどの名称）で多くあげ

られていたものは、神祭・御田八幡宮秋祭・佐喜浜八幡宮秋祭、吉良川の町並み、

最御崎寺、津照寺、金剛頂寺等でした。 

環境に対する

満足度 

※「満足」～「不

満」の 5 段階

から選択 

■現在の環境について「満足」又は「やや満足」と回答した市民の比率が高かった

項目は「星空のきれいさ」（90％）、「空気のきれいさ」（89％）、「海や川の水のき

れいさ」（74％）、「騒音・振動の少なさ」（73％）等でした。 

■「不満」「やや不満」の比率が高かった項目は、「バスなどの公共交通の便利さ」

（67％）、「歩道の安全性・快適性」（55％）、「吸い殻のポイ捨て・犬のふんの始末

などのマナー」（52％）、「不法投棄の取り締まり・防止」（46％）等でした。 
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表 2-5-4 アンケート調査の結果概要（市民・保護者－３） 

設問の内容 集計結果の概要・抜粋 

各環境項目の

重要度 

※「重要」～「重

要でない」の

5 段階から選

択 

■各環境項目のうち「重要」又は「やや重要」と回答した市民の比率が高かった項

目は「海や川の水のきれいさ」（84％）、「空気のきれいさ」（83％）、「歩道の安全

性・快適性」（83％）、「いやなにおいなどの悪臭の少なさ」（81％）等でした。 

■重要度、満足度がともに高い項目は、「海や川の水のきれいさ」、「空気のきれい

さ」、「いやなにおいなどの悪臭の少なさ」、「騒音・振動の少なさ」等でした。 

■重要度が高い反面、満足度が低い項目は、「歩道の安全性・快適性」、「吸い殻の

ポイ捨て・犬のふんの始末などのマナー」、「不法投棄の取り締まり・防止」等で

した。 
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表 2-5-5 アンケート調査の結果概要（市民・保護者－４） 

設問の内容 集計結果の概要・抜粋 

関心のある地

球環境問題 

※「かなり関心

がある」～「知

らない」の 5

段階から選択

■地球環境問題のうち「関心がある」又は「少し関心がある」と回答した市民の比

率が高かった項目は「地球温暖化」（88％）、「海洋汚染」（82％）、「オゾン層破壊」

（79％）、「開発途上国の環境（公害）問題」（73％）等でした。 

■一般的に、自治体を問わず「地球温暖化」への関心が最も高い傾向にありますが、

室戸市においては「海洋汚染」の比率も高くなっていました。 

エネルギー使

用量の変化 

※「増えている」

～「わからな

い」の 4 段階

から選択

■「増えている」が「減っている」を上 

 回っており、50％は「あまり変化がな 

 い」となっています。 

■「増えている」理由は、「家族が増えた」 

 が 31％、「家電製品や車の購入・買い替 

 え」が 22％、「ライフスタイルが変わっ 

 た」が 21％等となっていました。 

■「減っている」理由は、「ライフスタイル 

 が変わった」が 35％、「家電製品や車の購入 

 ・買い替え」が 26％、「家族が減った」が 22％、「省エネ対策に取り組むように 

 なった」が 13％等であり、ソフト面の取り組みの効果が少なくないといえます。

省エネルギー

機器や再生可

能エネルギー

の家庭への導

入について 

■「導入している」又は「導入を予定している」と回答した市民の比率は、「省エ

ネ型給湯器」、「ハイブリッド自動車」、「太陽熱温水器」、「太陽光発電設備」の順

に高くなっていましたが、いずれも 15％程度又はそれ以下でした。 

■「導入予定はないが興味はある」は、「ハイブリッド自動車」、「電気自動車」、「太

陽光発電設備」が 30％を超えていました。 
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表 2-5-6 アンケート調査の結果概要（市民・保護者－５） 

設問の内容 集計結果の概要・抜粋 

室戸市で導入

を推進すべき

再生可能エネ

ルギー 

※推進すべきも

のを、すべて

選択

■再生可能エネルギーとして、「太陽光発電」、「風力発電」、「太陽熱利用」、「波力

発電」をあげる人の比率が高く、市民は室戸市の自然環境を活用した再生可能エ

ネルギーの導入を推進すべきと考えています。 

■「導入を推進しなくてよい」は 6％と低い比率でした。 

環境保全のた

めの行動 

※「必ず取り組

んでいる」等

の 6 段階から

選択

■グラフは、さまざまな取り組みの中で、「必ず取り組んでいる」と「かなり取り

組んでいる」を合わせた比率が全回答者の 80％以上であるものを示しています。

■ごみのポイ捨て防止、節電、ごみの分別とリサイクル、廃食油をそのまま流さな

い、水やお湯を出しっぱなしにしないなど、ごみの４Ｒ、省エネルギー、生活排

水対策に係る取り組みを行っている市民が多くなっています。 
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表 2-5-7 アンケート調査の結果概要（市民・保護者－６） 

設問の内容 集計結果の概要・抜粋 

重要だと思う

市役所の取り

組み 

※「重要」～「あ

まり重要では

ない」の 4 段

階から選択

■市役所の取り組みの各項目について、「重要」又は「どちらかといえば重要」と

回答した市民の比率は、すべての取り組みで 50％以上でしたが、特に高かった取

り組みは「ごみのポイ捨てや不法投棄の防止対策」（87％）、「生活排水対策」（86％）、

「ごみの減量・リサイクルの推進」（84％）等でした。 
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表 2-5-8 アンケート調査の結果概要（高校生・中学生－１） 

設問の内容 集計結果の概要・抜粋 

室戸市で大切

にしたい、将来

も残しておき

たい自然・風景

や文化財等 

【高校生】 

■自然・風景では、市民・保護者と同様、海、ジオパーク等があげられました。 

■歴史的建造物・文化財でも、市民・保護者と同様、神祭・御田八幡宮秋祭・佐喜

浜八幡宮秋祭、吉良川の町並み等があげられました。 

【中学生】 

■自然・風景では、市民・保護者、高校生と同様、ジオパーク、海があげられまし

た。また、羽根川、室津川、佐喜浜川、東の川、西の川などの川をあげた人も多

くみられました。 

■歴史的建造物・文化財でも、市民・保護者、高校生と同様、神祭・佐喜浜八幡宮

秋祭・御田八幡宮秋祭、吉良川の町並み等があげられました。 

環境に対する

満足度 

【高校生】 

■「満足」又は「やや満足」と回答した人の比率が高かった項目は、「空気のきれ

いさ」、「星空のきれいさ」、「家の周りの静かさ」、「緑の多い山林の自然や景観の

保全」、「悪臭の少なさ」、「海や川の水のきれいさ」、「水道水のおいしさ」等で、

傾向は、市民・保護者と同じでした。 

■「不満」又は「やや不満」と回答した人の比率が高かった項目は、市民・保護者

と同様、「バスなどの公共交通の便利さ」、「吸い殻のポイ捨て・犬のふんの始末な

どのマナー」等でした。 

【中学生】 

■「満足」又は「やや満足」と回答した人の比率が高かった項目は、「空気のきれ

いさ」、「星空のきれいさ」、「緑の多い山林の自然や景観の保全」、「海や川の水の

きれいさ」、「家庭からのごみの分別や出し方のマナー」、「家の周りの静かさ」、「悪

臭の少なさ」等で、傾向は市民・保護者、高校生と同じでした。 

■「不満」又は「やや不満」と回答した人の比率が最も高かった項目は「広場や公

園の多さ」で、その点が市民・保護者と異なっていましたが、「バスなどの公共交

通の便利さ」、「吸い殻のポイ捨て・犬のふんの始末などのマナー」が高いことは、

市民・保護者や高校生と同じでした。 

各環境項目の

重要度 

【高校生】 

■「重要」又は「やや重要」と回答した人の比率が高かった項目は、「悪臭の少な

さ」、「海や川の水のきれいさ」、「空気のきれいさ」、「バスなどの公共交通の便利

さ」、「歩道の安全性・快適性」、「水道水のおいしさ」等で、傾向は市民・保護者

と同じでしたが、「公共交通の便利さ」が、より上位となっていました。 

【中学生】 

■「重要」又は「やや重要」と回答した人の比率が高かった項目は、「海や川の水

のきれいさ」、「吸い殻のポイ捨て・犬のふんの始末などのマナー」、「悪臭の少な

さ」、「空気のきれいさ」、「緑の多い山林の自然や景観の保全」、「水道水のおいし

さ」、「歩道の安全性・快適性」、等で、傾向は市民・保護者や高校生と同じでした。
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表 2-5-9 アンケート調査の結果概要（高校生・中学生－２） 

設問の内容 集計結果の概要・抜粋 

関心のある 

地球環境問題 

※「かなり関心

がある」～「知

らない」の 5

段階から選択

【高校生】 

■高校生では、「関心がある」又は「少し関心がある」と回答した比率が高かった

項目は市民・保護者と同様、「海洋汚染」及び「地球温暖化」でした。一方、市民・

保護者で下位であった「森林の減少」と「生物多様性の損失」が、高校生では中

位～上位になっていました。 

【中学生】 

■中学生では、「関心がある」又は「少し関心がある」と回答した比率が高かった

項目は「地球温暖化」、「森林の減少」、「海洋汚染」及び「生物多様性の損失」と

なっていました。 

室戸市で導入

を推進すべき

再生可能エネ

ルギー 

■高校生、中学生ともに、「太陽光発電」、「風力発電」、「波力発電」及び「太陽熱

利用」をあげた人の比率が高くなっていました。 

■「導入を推進しなくてよい」は、高校生が 18％、中学生が 10％で、市民・保護

者（6％）より高くなっていました。 

環境保全のた

めの行動 

■高校生では、「物を大事に長く使うようにする」、「ごみのポイ捨てをしない」、「消

灯など節電に努める」、「近所迷惑にならないようテレビ、ステレオ、楽器に配慮

する」、「ごみをきちんと分別して出し、リサイクルにも協力する」、「食事は残さ

ず食べる」等を「いつもしている」人が 50％を超えていました。 

■中学生では、上記の 6つの取り組みのうち「食事は残さず食べる」を「いつもし

ている」人が 56％でしたが、他の 5つはいずれも 60％を超え、高校生以上に高い

比率でした。 
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表 2-5-10 アンケート調査の結果概要（高校生・中学生－３） 

設問の内容 集計結果の概要・抜粋 

興味のある環

境学習や活動 

※「興味がある」

～「興味がな

い」の 3 段階

から選択

【高校生】 

■高校生では、「電気自動車などの次世代自動車」、「防災マップを活用した防災学

習」、「室戸市や高知県の歴史、伝統文化、文化財の学習」等に興味がある人の比

率が相対的に高くなっていました。 
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表 2-5-11 アンケート調査の結果概要（高校生・中学生－４） 

設問の内容 集計結果の概要・抜粋 

興味のある環

境学習や活動 

※「興味がある」

～「興味がな

い」の 3 段階

から選択

【中学生】 

■中学生では、「農業・林業・漁業体験」、「電気自動車などの次世代自動車」、「植物

や川・海の生物などの調査や観察会」、「室戸市や高知県の歴史、伝統文化、文化

財の学習」等に興味がある人の比率が相対的に高くなっていました。 



- 51 - 

表 2-5-12 アンケート調査の結果概要（高校生・中学生－５） 

設問の内容 集計結果の概要・抜粋 

将来の室戸市

について 

※よいと思うも

のを 5 つまで

選択

【高校生】 

■「将来室戸市がどんなまちになったらよいと思うか」に対して、高校生では以下

のとおり、「交通の便が良いまち」が最も多く、次いで「川の水、空気がきれいで、

うるさい音や、いやなにおいのないまち」が多くあげられました。 

【中学生】 

■中学生では「川の水、空気がきれいで、うるさい音や、いやなにおいのないまち」

が最も多く 72％で、「交通の便が良いまち」が 53％で続いていました。また、「山

や田んぼなどの緑がたくさんあるまち」が 47％、「水遊びができるような川や池

などが身近にあるまち」が 38％、「災害に強く安全・安心に暮らせるまち」が 36％

と多くあげられました。なお、順位こそ高校生と異なりますが、この 5 つは高校

生の上位 5つと同じです。 
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表 2-5-13 アンケート調査の結果概要（小学生－１） 

設問の内容 集計結果の概要・抜粋 

住んでいるま

ちの環境につ

いて 

※「そう思う」

～「わからな

い」の 5 段階

から選択

■「自然や緑がたくさんある」、「星空がきれいだ」、「空気がきれいだ」、「身近にた

くさんの種類の生き物がいる」、「いやなにおいがしない」、「海や川の水がきれい

だ」について、そう思う人が 50％以上でした。 

■逆に「ポイすてのごみや犬のふんがなくてきれいだ」、「遊べる公園や広場がたく

さんある」について、そう思う人の比率は 10％台と少なく、環境美化については

市民・保護者及び高校生・中学生と同様な傾向にありました。 

環境に対して

気をつけてい

ること 

■「ごみのポイ捨てをしない」、「物を大事に長く使うようにする」、「水やお湯を出

しっぱなしにしない」、「人のいない部屋の電気はこまめに消す」の 4 つの取り組

みを行っている人の割合は 80％を超え、「ごみをきちんと分別して出し、リサイ

クルにも協力する」、「エアコンは必要な時だけつける」人が 70％を超えるなど、

多くの人が環境保全のための行動をしています。 
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表 2-5-14 アンケート調査の結果概要（小学生－２） 

設問の内容 集計結果の概要・抜粋 

やってみたい

環境学習や活

動 

※やってみたい

ものをすべて

選択

■「生き物の自然観察」、「農作業や漁業体験」、「海や川などの水がどれくらいよご

れているか調べたい」など自然環境や水環境に関わる学習をあげた人が多くなっ

ていました。 

知っている 

地球環境問題 

※知っているも

のをすべて選

択

■小学生では、市民・保護者で下位、高校生・中学生で上～中位であった「生物多

様性の損失」が 68％で最も知られている地球環境問題でした。また、市民・保護

者、高校生・中学生と同様、「地球温暖化」、「森林の減少」、「海洋汚染」も知られ

ていました。 
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表 2-5-15 アンケート調査の結果概要（小学生－３） 

設問の内容 集計結果の概要・抜粋 

これからの室

戸市について 

※よいと思うも

のを 4 つまで

選択

■中学生と同様、「水と空気のきれいなまち」が最も多くあげられました。また、「公

園など、身近に花や緑がたくさんあるまち」、「自然がたくさんあるまち」、「水遊

びができるような川や池などが身近にあるまち」が同じ程度で、豊かな自然環境

を望む人が多くなっていました。また、「災害に強く安全・安心にくらせるまち」

や「人が集まり、にぎやかなまち」も 30％を超える人があげていました。 

次ページから、事業所の結果を表 2-5-16～表 2-5-20に記載しました。 


