
 

 

「印西市都市マスタープラン」及び「印西市緑の基本計画」 

策定に向けた調査 

アンケート調査への 

ご協力のお願い 

～将来のまちづくりのために、あなたの声をお聞かせください～ 

日頃から、市政にご理解・ご協力をいただき誠にありがとうございます。 

印西市では、現在、「印西市都市マスタープラン」及び「印西市緑の基本

計画」の目標年度（令和２年度）を迎えることなどから、両計画の策定に 

向けた作業を進めております。 

このアンケート調査は、市民の皆さまに本市のまちづくりに対するお考え

などをお伺いするもので、その結果を両計画策定への基礎資料にさせて頂き

ます。 

ご多忙中のところ誠に恐縮ですが、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申し上げます。 

令和元年９月 印西市長 板倉 正直 

●ご記入にあたって 

 ・このアンケートは、宛名のご本人がお答えください。 

 ・記入はボールペンか濃い鉛筆、サインペンなどではっきりとお書きください。 

 ・回答は、指定する番号などを記述したり、該当するものに○をつけるなど、 
指定する方法でお書きください。 

・「その他」を選択される場合は（  ）内に具体的な内容をお書きください。 

●その他 

 ・このアンケート調査は、市内にお住まいの１８歳以上の市民の方 2,000 名を
無作為に抽出し、実施しています。 

 ・封筒やアンケート用紙にご住所、お名前を記入する必要はありません。 

 ・この調査はあくまでも計画策定の基礎資料とすることを目的としていますの
で、別の目的には使用しません。 

 ・ご回答頂きましたアンケート用紙は、同封の封筒に入れて、9 月３０日(月) 
までに郵便ポストにご投函ください。切手を貼る必要はございません。 

アンケートに関するお問い合わせ先 

印西市役所都市計画課 印西市大森２３６４番地２ 

TEL：０４７６－３３－４６５３ FAX：０４７６－４２－００２８ 
E メール：tokeika@city.inzai.chiba.jp 
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問１ ご回答いただく方のご自身のことについてお尋ねします。該当する番号を
記入してください。また、その他を選択される場合は（  ）内に具体的な
内容を記載してください。問１以降の設問も同様です。 

（ｱ） 性別・年齢 

１．男性 ２．女性 
※戸籍上の区別とは別に、ご自身の

主観によりご記入ください。 
 

１．１８～１９歳 ２．２０～２９歳 ３．３０～３９歳 ４．４０～４９歳

５．５０～５９歳 ６．６０～６９歳 ７．７０歳以上  

（ｲ） 居住地区 

 地区名 大字町丁目 

１ 木下・大森地区 
木下、木下南１～２丁目、竹袋、別所、宗甫、 
木下東１～４丁目、平岡、大森、鹿黒、亀成、発作、相嶋、
浅間前 

２ 小林地区 小林、小林北１～６丁目、小林浅間１～３丁目、 
小林大門下１～３丁目 

３ 
千葉ニュータウン 
中央地区 

小倉台１～４丁目、大塚１～３丁目、牧の木戸１丁目、 
木刈１～７丁目、内野１～３丁目、原山１～３丁目、 
高花１～６丁目、戸神台１～２丁目、中央南１～２丁目、 
武西学園台１～３丁目、中央北１～３丁目、 
泉野１～３丁目、鹿黒南１～５丁目、谷田、十余一、 
白幡飛地 

４ 
千葉ニュータウン 
印西牧の原地区 

西の原１～５丁目、原１～４丁目、東の原１～３丁目、 
滝野１～７丁目、牧の原１～６丁目、牧の台１丁目 

５ 永治地区 浦部、浦部村新田、白幡、浦幡新田、高西新田、小倉、 
和泉 

６ 船穂地区 武西、戸神、船尾、松崎、結縁寺、多々羅田、 
松崎台１～２丁目 

７ 草深地区 草深、泉 

８ 印旛日本医大地区 美瀬１～２丁目、若萩１～４丁目、舞姫１～３丁目 

９ 六合地区 
瀬戸、山田、吉高、萩原、松虫、平賀、桜野、山平一区、 
山平二区、吉高干拓、瀬戸干拓、平賀学園台１～３丁目、 
山田干拓一区、山田干拓二区、平賀干拓、萩原干拓 

１０ 宗像地区 
岩戸、師戸、鎌苅、大廻、造谷、吉田、 
つくりや台１～２丁目、師戸干拓、岩戸干拓、鎌苅干拓、 
吉田干拓、惣深新田飛地 

１１ 本郷地区 荒野、角田、竜腹寺、滝、みどり台１～３丁目、中根、 
笠神、物木 

１２ 埜原地区 
安食卜杭、酒直卜杭、将監、松木、下曽根、本埜小林、 
押付、下井、行徳、佐野屋、甚兵衛、中、中田切、長門屋、
立埜原、和泉屋、川向、萩埜 

調 査 票 
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（ｳ） 職業 

１．農林業 ２．畜産業 

３．自営業（農林・畜産業以外） ４．常勤の勤め人 

５．パート・臨時の勤め人 ６．自由業（画家・作家など） 

７．専業主婦（夫） ８．学生 

９．無職 １０．その他（         ） 

（ｴ） 現在の場所にお住いの年数 

１．１年未満 ２．１～４年 

３．５～９年 ４．１０～１９年 

５．２０年以上  

（ｵ） 世帯の家族構成 

１．１人暮らし ２．夫婦のみ 

３．２世代同居（親・子） ４．３世代同居（親・子・孫） 

５．その他（          ） 

（ｶ） お住まいの種類 

１．持ち家（一戸建て） ２．持ち家（分譲マンション） 

３．賃貸マンション・アパート、借家 ４．社宅・寄宿舎等 

５．その他（          ） 
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問２ 日常的な暮らしに関わる要素について、お聞きします。 

回答欄①：お住まいの地区の周辺についてどの程度、満足していますか。最もお
考えに近いものを回答欄①から１つ選んで○印をつけてください。 

回答欄②：今後、都市づくりを進めていく上でどの程度、重要と思われますか。
最もお考えに近いものを回答欄②から１つ選んで○印をつけてください。 

暮らしに関わる項目 
（すべての項目にお答えください） 

回答欄①
（現状の満足度） 

回答欄②
（今後の重要度）

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

と
て
も
重
要

や
や
重
要

あ
ま
り
重
要
で
な
い

重
要
で
な
い

記入例）買い物の便利さに｢やや満足｣で、今後の

まちづくりに｢とても重要｣だと思う場合 
 ○   ○    

１  土地の利用や建物の立地の状況         

２  通勤・通学の便利さ         

３  買い物の便利さ         

４  病院等の医療施設の利用のしやすさ         

５  自動車でのスムーズで安全な移動         

６  幹線道路における歩道の整備状況         

７  生活道路や通学路の安全性（道路の幅など）         

８  鉄道の利用のしやすさ         

９  バスの利用のしやすさ         

10 公園・緑地の整備・保全         

11 お住まいの地区の緑の量         

12 お住まいの地区の緑の維持管理         

13 自然の身近さや豊かさ         

14 河川・水路などの水のきれいさ         

15 田園風景などの自然景観の美しさ         

16 お住まいのまわりの街なみの美しさ         

17 地震・水害などの自然災害に対する安全性         

18 火災の延焼に対する安全性         

19 まちの防犯対策         

20 バリアフリー整備がなされているか         

21 自転車走行の快適さ         

22 良好な地区コミュニティの形成         

23 駅前広場等の公共空間の快適さ 

（ごみ、放置自転車） 
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問３ 印西市全体やお住まいの地区周辺の将来の姿として、どのようなイメージ
が望ましいと思われますか。「①市全体のイメージ」「②あなたがお住まい
の地区のイメージ」のそれぞれについて、お考えに近いキーワードを３つ
まで選んで、回答欄に番号を記入してください。 

 回答欄（番号を記入） 

例）将来のイメージ 

「安全な」、「落ち着きのある」、

「成熟した」 

３ ７ １６ 

①市全体のイメージ    

②お住まいの地区のイメージ    

 

 

問４ 今後、お住まいの地区における土地の利用や建物の建て方について、今後ど
のような観点から誘導していくことが重要だと思いますか。お考えに近いも
のを３つまで選んで、回答欄に番号を記入してください。 

回答欄（番号を記入） 

   

１．洗練された ２．おしゃれな ３．安全な 

４．のんびりした ５．にぎやかな ６．活発な・活力ある 

７．落ち着きのある ８．楽しさを感じる ９．自然豊かな 

１０．ゆとりのある １１．うるおいのある １２．歴史を感じる 

１３．人に優しい １４．自然と共生する １５．心やすらぐ 

１６．成熟した １７．ふるさとを感じる  

１８．その他（                  ）  

１．緑や農地などの自然環境を守る 

２．落ち着きのある良好な居住環境を維持・保全する 

３．周辺から際立ってしまうような高い建物が建たないようにする 

４．建物の密集を改善する、または密集を未然に防止する 

５．工場や資材置場、娯楽施設など、周辺環境と調和しない土地利用や建物の立地を防

止する 

６．色が奇抜な建物が建たないようにする 

７．緑や花などに彩られた街なみをつくる 

８．身近な場所で買物ができるように小規模なスーパーなどが立地できる市街地にする

９．個人の財産として土地や建物が自由に使えるように、規制等は極力少なくする 

１０．その他（                               ）
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問５ 以下に掲げる活動内容について、現在の主な「行き先（①）」と、その際の
主な「交通手段（②）」、訪れる「頻度（③）」について、該当するものを 
下表からそれぞれ１つ選び、回答欄に番号などを記入してください。 

※「行き先」における市内の各地区については、P７の表を参考にご記入
ください。 

※「主な交通手段」は、最も長い距離を利用するものをお選びください。 

活動内容 
① 

行き先 

② 

交通手段 

③ 

頻度 

記入例）「千葉ニュータウン中央地区」へ「自家

用車」で「週に一度」食料品や日用雑貨などの

買物にいく場合 

３ あ B 

・通勤・通学    

・食料品や日用雑貨などの買物    

・家電や家具、衣類品などの買物    

・病院、医院にかかるとき    

・娯楽、レジャー    

・文化活動、スポーツ（サークル・習事等）    

 

① 行先 ② 交通手段 ③ 頻度

（市内） （市外） あ．自家用車 A．ほぼ 

毎日 １．木下・大森地区 ２１．白井市 い．鉄道 

２．小林地区 ２２．我孫子市 う．民間バス B．週に 

３．千葉ニュータウン中央地区 ２３．柏市 え．コミュニティバス  １～２回

４．千葉ニュータウン印西牧の原地区 ２４．佐倉市 お．タクシー C．週に 

３～５回５．永治地区 ２５．八千代市 か．自転車 

６．船穂地区 

７．草深地区 

２６．船橋市 

２７．成田市 

き．バイク D．月に 

１～数回く．徒歩 

８．印旛日本医大地区 ２８．その他県内 け．その他 E．年に 

９．六合地区 ２９．東京都 （    ）  １～数回

１０．宗像地区 ３０．その他県外   

１１．本郷地区 （その他）   

１２．埜原地区 ４１．活動をしない   

 ４２．自宅   
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＜参考 地区名と町丁目＞ 

 地区名 大字町丁目 

１ 木下・大森地区 木下、木下南１～２丁目、竹袋、別所、宗甫、 
木下東１～４丁目、平岡、大森、鹿黒、亀成、発作、相嶋、浅間前

２ 小林地区 小林、小林北１～６丁目、小林浅間１～３丁目、 
小林大門下１～３丁目 

３ 
千葉ニュータウン  
中央地区 

小倉台１～４丁目、大塚１～３丁目、牧の木戸１丁目、 
木刈１～７丁目、内野１～３丁目、原山１～３丁目、 
高花１～６丁目、戸神台１～２丁目、中央南１～２丁目、 
武西学園台１～３丁目、中央北１～３丁目、泉野１～３丁目、 
鹿黒南１～５丁目、谷田、十余一、白幡飛地 

４ 
千葉ニュータウン  
印西牧の原地区 

西の原１～５丁目、原１～４丁目、東の原１～３丁目、 
滝野１～７丁目、牧の原１～６丁目、牧の台１丁目 

５ 永治地区 浦部、浦部村新田、白幡、浦幡新田、高西新田、小倉、和泉 

６ 船穂地区 武西、戸神、船尾、松崎、結縁寺、多々羅田、松崎台１～２丁目 

７ 草深地区 草深、泉 

８ 印旛日本医大地区 美瀬１～２丁目、若萩１～４丁目、舞姫１～３丁目 

９ 六合地区 
瀬戸、山田、吉高、萩原、松虫、平賀、桜野、山平一区、 
山平二区、吉高干拓、瀬戸干拓、平賀学園台１～３丁目、 
山田干拓一区、山田干拓二区、平賀干拓、萩原干拓 

１０ 宗像地区 岩戸、師戸、鎌苅、大廻、造谷、吉田、つくりや台１～２丁目、 
師戸干拓、岩戸干拓、鎌苅干拓、吉田干拓、惣深新田飛地 

１１ 本郷地区 荒野、角田、竜腹寺、滝、みどり台１～３丁目、中根、笠神、物木

１２ 埜原地区 
安食卜杭、酒直卜杭、将監、松木、下曽根、本埜小林、押付、下井、
行徳、佐野屋、甚兵衛、中、中田切、長門屋、立埜原、和泉屋、 
川向、萩埜 
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問６ 印西市では、千葉ニュータウン地区で人口が増加していますが、その他の
地区では減少しているところがあり、今後は市全体の人口も減少していく
ことが予測されるため、このことに対応したまちづくりを考えていく必要
があります。 

（ｱ） その対応策として、住宅地や公共施設、商業施設などを集約し、様々な 
施設へとアクセスしやすくする考え方（コンパクトシティ）が挙げられま
すが、この考え方に対して良いと思われるかどうか、最もお考えに近いも
のを選んで、回答欄に番号を記入してください。 

１．そう思う ２．ややそう思う ３．そう思わない 

理由： （                            ） 

（ｲ） 人口減少に対応したまちづくりの方法に関する考え方について、お考えに
該当するものを全て選んで、回答欄に○をご記入ください。 

人口減少に対応したまちづくりの方法に関する考え方 
回答欄 

（複数可）

１ 市の経済活動を支える新たな産業の集積を促進する  

２ 大型の商業施設や図書館、公民館など集客施設や公共施設は、駅前や
地域の中心となる拠点に集積・充実していく 

 

３ 日用品の買物など日常的に利用する施設を駅前や地域の中心となる  
拠点に集積・充実していく 

 

４ 人が住む場所については、駅前や地域の中心となる拠点に集積させて
いく 

 

５ 各集落から駅前や地域の中心となる市の拠点へのアクセスがしやすく
なる交通ネットワークを形成・充実する  

 

６ 空き家・空地を有効活用する  

７ その他： （                              ） 
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問７ あなたは「まちづくり」に関心・興味がありますか。また、「まちづくり」
に関わる活動に参加したいと思いますか。最もお考えに近いものを選ん
で、回答欄に番号を記入してください。 

関心・ 

興味 

１．とても関心・興味がある ２．まあまあ関心・興味がある 

３．あまり関心・興味がない ４．関心・興味がない 

参加 

意欲 

１．積極的に参加したい 
２．自分に関係のある場合は 

参加したい 

３．あまり参加したいとは 

思わない 

４．参加するつもりはない 

 

問８ あなたは「緑のある環境」に関心や興味がありますか。最もお考えに近い
ものを選んで、回答欄に番号を記入してください。 

１．とても関心・興味がある ２．まあまあ関心・興味がある 

３．あまり関心・興味がない ４．関心・興味がない 

 

問９ あなたのお住まいのお近くにある緑についてお聞きします。この設問での
お住まいのお近くにあるとは「お住まいから徒歩 10 分程度で行ける範
囲」を指します。 

（ｱ） あなたのお住まいのお近くにある緑の量について、どのようにお考えです
か。最もお考えに近いものを選んで、回答欄に番号を記入してください。 

１．とても多い ２．どちらかと言えば多い 

３．どちらかと言えば少ない ４．とても少ない 

（ｲ） あなたのお住まいのお近くに多くある緑は次のうちどれですか。お考えに
近いものを３つまで選んで、回答欄に番号を記入してください。 

１．公園の緑 ２．街路樹など道路の緑 

３．河川･沼などの水辺の緑 ４．生け垣・庭木・ベランダなど住宅

の緑 

５．田・畑の緑 ６．森林の緑 

７．工場・企業地の緑 ８．神社仏閣やその周辺の伝統的な緑

９．学校や病院などの公共公益施設

の緑 

10．商業施設の周囲に植栽されて 

いる緑 

11．その他

（                                ） 
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問１０ 市内の公園についてお聞きします。 

（ｱ） あなたは市内の公園をどのような目的で利用しますか。当てはまるものを
３つまで選んで、回答欄に番号を記入してください。 

１．休憩・休息のため ２．子どもの遊び場として 

３．ウォーキングなど健康増進のため ４．ペットの散歩のため 

５．球技などのスポーツをするため ６．鳥や昆虫などの生物を観察する

ため 

７．景色を楽しむため ８．家族や友達などとレクリエーショ

ンを楽しむため 

９．各種の行事やイベントに参加し

たり、開催したりするため 

10．地域による公園管理にボランテ

ィアとして参加するため 

11．その他

（                                ） 

（ｲ） あなたは市内の公園をどの程度の頻度で利用していますか。最も当てはま
るものを選んで、回答欄に番号を記入してください。 

１．ほぼ毎日 ２．週に３～４回 

３．週に１～２回 ４．月に２～３回 

５．月に１回 ６．数か月に１回 

７．半年に１回 ８．その他（          ）

（ｳ） あなたは市内の公園の満足度についてどのようにお考えですか。下記の１
～５の項目に対して、最もお考えに近いものを選んで、回答欄に○をご記
入ください。 

公園の満足度に係る項目 

（全ての項目をお答えください） 
満足 

やや 
満足 

やや 
不満 

不満 

記入例）１ 公園の数に｢やや満足｣だと

思う場合⇒右のように記入 
 ○   

1 公園の数     

2 維持管理の状況     

3 利用者のマナー     

4 防犯面     

5 バリアフリー     
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（ｴ） あなたは、市内にどのような公園があると良いと思いますか。規模が大き
い公園と規模が小さい公園に対して、１～10 の項目からお考えに近いも
のを３つまで選んで、回答欄に○をご記入ください。 

あれば良いと思う公園 
規模が大きい公園 規模が小さい公園

３つまで○を 
つけてください 

３つまで○を 
つけてください 

1 日常的な子どもの遊び場や遊具を中心と 

した公園 

  

2 災害時の避難場所や救護活動の拠点となる

防災機能を備えている公園 

  

3 休憩や休息ができる公園   

4 散策や自然観察などが楽しめる自然を活か

した公園 

  

5 気軽に立ち寄れるカフェなどの飲食店が 

ある公園 

  

6 朝市やフリーマーケットなど様々なイベン

トが行われる公園 

  

7 アスレチックなどの大規模な遊具がある 

公園 

  

8 専門的な競技場など、スポーツ機能が充実

した公園 

  

9 気軽に体力づくりのできる健康遊具などの

施設がある公園 

  

10 その他 

 〔 〕に具体的な内容を記入してください 

  

  

 

問１１ 緑に関する取組についてお聞きします。 

（ｱ） あなたは、今後、印西市の緑を守り、増やしていくために、どのような取
組が必要だと思いますか。お考えに近いものを３つまで選んで、回答欄に
番号を記入してください。 

１．企業や住宅周辺など民有地の緑

の維持・管理 

２．公園や街路樹など、公共の緑の  

維持・管理 

３．森林や水辺の緑など、自然の緑

の保全 

４．田や畑など、農地の緑の保全 

５．企業や住宅周辺など民有地に新

しい緑を創出する 

６．学校や道路など公共空間に新し

い緑を創出する 

７．新たな公園や緑地の整備など、

新しい緑を創出する取組み 

 

８．その他

（                                ） 
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（ｲ） 現在、あなたは、緑を守り・増やしていくために、どのような緑の取組を
行っていますか。また、今後、あなたは、緑を守り・増やしていくため
に、どのような緑の取組を行っていきたいですか。該当するものを全て選
んで、回答欄に○をご記入ください。 

緑の取組 

（該当するもの全てに○をつけてください） 
現在行っている 

緑の取組 
今後行って 

いきたい緑の取組

1 自宅の庭やベランダ等で草花や樹木を植栽

する等のガーデニング 
  

2 所有している農地で営農、市民農園を借り

て野菜等を育てる等の活動 
  

3 公園や街路の木や草花の手入れ、除草・  

清掃活動 
  

4 森林の保全活動   

5 園芸などの勉強会・講習会への参加   

6 その他 

 〔 〕に具体的な内容を記入してください 

  

  

7 何もしていない/何もしたくない   

（ｳ） 今後、あなたが緑を守り・増やすための緑の取組を行っていくとしたら、
印西市にはどのような支援を行ってほしいですか。お考えに近いものを３
つまで選んで、回答欄に番号を記入してください。 

１．公園の清掃や花壇整備などの活

動場所の確保 

 

２．公園の清掃や花壇整備などの活動

に必要な資材等の提供 

 

３．緑化活動団体の情報交換の機会

（交流会等）の提供 

 

４．緑化活動団体への表彰制度の導入

５．パンフレットやホームページに

より緑に関する情報を収集でき

るコンテンツの提供 

 

６．森林の維持・管理への補助 

７．緑に関する講習会やセミナーの

開催 

８．地域の緑地の保全や緑化に係る

活動のために土地を活用した場

合、その土地に対する税を軽減

する制度の導入 

９．その他

（                               ）

10．特に必要ない  
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問１２ あなたは、以下の緑について、どのような機能があるとお考えですか。緑
の種類に対して、１～６の項目からお考えに近いものを全て選んで、回答
欄に○をご記入ください。 

緑の種類 

（該当するもの全てに○をつけてください）
公園や緑地の緑

公共施設や商業

施設、街路樹、 

住宅等の緑 

農地や河川・ 

水辺、樹林地等

の緑 

1 街並みの景観を向上させ、心に

安らぎを与えてくれる機能 

   

2 地球温暖化やヒートアイランド

現象などを抑制する機能 

   

3 災害時における延焼防止や避難

場所となる役割 

   

4 様々な生物の生息の場を形成

する役割 

   

5 スポーツやレクリエーション

の場となる機能 

   

6 その他 

〔 〕に具体的な内容を記入 

してください 

   

   

 

問１３ その他、本市のまちづくりに対する意見やアイデアなどを自由にご記入くだ
さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

～アンケートは以上です。ご協力、誠にありがとうございました。～ 

お手数ですが、同封の返送用封筒に折りたたんで封入し、

切手を貼らずにポストまでご投函ください。 


