
miyazucity promotion

主 役 は あな たで す

市民アンケート
宮津市では、「選ばれるまち」「愛着をもって暮らせるまち」を目指すため、

市の魅力を効果的に発信する「シティプロモーション」を戦略的に推進していきます。
　このたび、「宮津市への愛着・誇りや定住意向」、「宮津市の魅力やイメージ」などについ
ての市民アンケートを実施し、その結果を広報誌やホームページで公表するとともに、シティ
プロモーションや様々な市の事業展開に反映していくこととしております。
　本アンケートの趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますようよろしくお願いします。

 企画課魅力発信係　  45-1609

　　〈回答方法など〉
　　　○ このアンケートは、宮津市内にお住まいの 15 歳以上の方に
　　　  お願いしています。※お一人様一回限り
　　○ アンケートの回答は、ご本人が、無記名でお答えください。
　　○ 回答方法は できる限り、右の QR コードにアクセスいただき、
　　　 アンケートを実施願います。( 手軽で便利です。)
　　○ QR コードにアクセスができない方は、
　　　次ページのアンケート用紙に直接、ご記入ください。
　　　　※アンケート用紙が不足する場合は、市役所、福祉・教育総合プラザ、
　　　　　各地区連絡所に備え置いていますので、ご利用ください。
　　○ ご回答は、６月 18 日 ( 木 ) まで に、QR コードからの回答、市役所、
　　　　福祉・教育総合プラザ３階、又は各地区連絡所へアンケート用紙を提出してください。　　

https://questant.jp/q/miyazucity
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Q1. あなたの年齢年齢をお聞かせください。（ひとつだけ  をしてください。）
15歳～ 19歳　　 20歳～ 29歳　　 30歳～ 39歳　　 40歳～ 49歳　
50歳～ 59歳　　 60歳～ 69歳　　 70歳以上

Q2. あなたの性別性別をお聞かせください。（ひとつだけ  をしてください。）
男性　　 女性　　 無回答

Q3. あなたは宮津市に住んでどのくらいの期間になりますか。（ひとつだけ  をしてください。）
      ※一時的に離れている期間がある場合は、離れる前の期間も合計してください。

１年未満　　 １年以上～３年未満　　 ３年以上～５年未満　　 ５年以上～10年未満
10年以上～ 15年未満　　 15年以上～ 20年未満　　 20年以上～ 25年未満　
25年以上～ 30年未満　　 30年以上～ 40年未満　　 40年以上

Q4. あなたが住んでいる地域はどこですか。（ひとつだけ をしてください。）

宮津地区　　 上宮津地区　　 栗田地区　　 由良地区　　 吉津地区　　 府中地区
日置地区　　 世屋地区　　　 養老地区　　 日ヶ谷地区

Q5. あなたが思う宮津のイメージカラーは何ですか。（ひとつだけ をしてください。）

青色　　 水色　　 緑色　　 黄緑色　　 白色　　 赤色　　 桃色　　 黒色
灰色　　 黄色　　 橙色　　 紫色　　　 その他（　　　　　　　　　　）　

自治会役員や団体の役員としての地域活動
草刈り、溝掃除、阿蘇海清掃、芝植イベント、自然環境保護
児童・母子福祉、高齢者福祉、障害者福祉
交通安全、防犯、防災、消費者問題
教育、生涯学習、芸術・文化の振興、スポーツ、人権、青少年の育成、地区運動会、地区文化祭
観光ボランティア、農林水産など地場産業のイベント
地域の伝統祭りなど、慣習的行事
子ども会や老人会などにおける親睦行事
自治会内の文書配達や集金など、業務的な作業のみ
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
参加したことがない（参加したいと思わない）

Q6.地域 ( 自治会、地域会議など )の活動に参加したことがありますか。（参加したいと思う活動を含む）
　　（当てはまるもの全てに をしてください。）

⇦ こちらが便利です。
　 QRコードからネットで回答できます。

アンケート　①
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Q9. 宮津への居住について、人にお勧めしたいと思うもの・理由は何ですか。
　　　（当てはまるもの全てに をしてください。）

人情あふれる地域の人々とのつながり　　 のどかな雰囲気　　
海が近く環境に恵まれていること　　 山が近く環境に恵まれていること
おいしい海産物　　 おいしい農産物　　 古くからある街並み　  歴史・文化
風景・景観　　 天橋立　　 交通の利便性が高いこと　　
買い物や通院などが便利なこと　　 スポーツの取り組みが充実していること　
福祉サービスが充実していること　 医療サービスが充実していること　
子育て等のサービスが充実していること　 教育サービスが充実していること　
災害が少ないこと　　 治安が良いこと　　 イベントが多いこと
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Q10. 宮津への居住について、人にお勧めしたくないもの・理由は何ですか。
　　　（当てはまるもの全てに をしてください。）

人口の高齢化　 人口の減少 　 地域の人々とのつながり 　 店舗が少ない 　
スポーツの取り組みが少ない　　 街並み　　 地価が高い　 空家が多い
働き場が少ない　 交通の利便性が低い　 買い物や通院などが不便 
福祉サービスが良くない　　　　 医療サービスが良くない 
子育て等のサービスが良くない　 教育サービスが良くない 
災害が多い　　 治安が悪い　　 イベントが少ない
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Q11. 今後、宮津に住み続けたいですか。（ひとつだけ をしてください。）

ずっと住み続けたい　　 どちらかというと住み続けたい
どちらかというと転出したい　　 将来、転出したい　　 すぐにでも転出したい　
わからない

Q8. 宮津に住むことについて、人に勧めたいと思いますか。（ひとつだけ をしてください。）

非常に勧めたい　　 どちらかと言えば勧めたい　　
どちらかと言えば勧めたくない　　 まったく勧めたくない　　 わからない

Q7. 宮津に愛着・誇りをもっていますか。（ひとつだけ をしてください。）

愛着・誇りを非常にもっている　　 どちらかと言えばもっている　　
どちらかと言えばもっていない　　 愛着・誇りは特にない　　 わからない

アンケート　②
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Q12.Q11 で、「ずっと住み続けたい」または「どちらかというと住み続けたい」と回答した理由
　　は何ですか。（当てはまるもの全てに をしてください。）

家を新築（購入）・改修したから　　 広い家に住めるなど住環境が良いから　
物価が安いから　　 買い物等日常生活が便利だから　　 医療機関が充実しているから　　
交通の利便性が高いから　　 高齢なので移転したくないから　　 自然環境が豊かだから
スポーツや釣りを楽しむことができるから　　 食べものが新鮮でおいしいから
日本三景天橋立があり有名な街だから　 特色ある文化財や歴史的資源が豊かだから
街並みが好きだから　　 市のイメージが良いから　　 市民の人柄が良いから　
親と同居又は親が近所に住んでいるから　　 知人や友達が多く住んでいるから
住み慣れているから　　 勤務地が市内で通勤しやすいから
勤務地が市外だが通勤しやすいから　　 イベントが多いから　　 災害が少ないから　　
治安が良いから　　 子育て環境が充実しているから　 教育サービスが充実しているから　　
行政サービスが充実しているから　 福祉サービスが充実しているから
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                 　）

Q13.Q11 で、「どちらかというと転出したい」、「将来、転出したい」または「すぐにでも転出したい」
　　と回答した理由は何ですか。（当てはまるもの全てに をしてください。）

買い物等日常生活が不便だから　 交通の利便性が悪いから　 医療機関が不十分だから  
いい不動産物件がないから　 物価が高いから
仕事がないから　 仕事をする場所から遠いから　　
将来的に自分が生まれた場所（宮津以外）に帰ることにしているから
休日などに楽しめる場所、施設が少ないから（娯楽が少ないから）  イベントが少ないから
行政サービスに不満があるから  　 市に特徴がないから 　 福祉サービスが不十分だから
道路や下水道、公園など都市基盤整備が不十分だから  子育て環境が不十分だから
教育サービスが不十分だから　 災害が多いから  治安が悪いから 
知人や友達がいないから　　 市民の人柄が悪いから
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Q14.宮津市役所からの情報を、どのようにして知ることが多いですか。
　　（当てはまるもの全てに をしてください。）

広報みやづ　　 議会だより　　 市のホームページ　
市公式SNS（Twitter、Facebook、Instagram）
市公式チャンネル（YouTube）　　 みやづ情報メール　
くらしの情報誌・生活便利帳「みやづ暮らし」　　 新聞 (電子版含む )　　 テレビ
ラジオ　　 知人、友人の話（SNS含む）　　 家族の話　　 チラシ・ポスター
知ることがない

Q15.市の情報に限らず、日常の情報・話題を、どのようにして知ることが多いですか。
　　　（当てはまるもの全てに をしてください。）

テレビ　　 ラジオ　　 新聞 (電子版含む )　　 インターネット　
SNS（LINE、Twitter、Facebook、Instagram、YouTube など）　　 ニュースアプリ
 本、雑誌　　 チラシ・ポスター　　 知人、友人の話　　 家族の話

アンケート　③
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Q16. あなたが普段利用しているSNS は何ですか。（当てはまるもの全てに をしてください。）

LINE　　 YouTube　　 Twitter　　 Facebook　　 Instagram　　　
利用していない・わからない　　 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

Q19.「広報みやづ」について、満足していますか。（ひとつだけ をしてください。）

非常に満足している　　 満足している　　 普通　　 あまり満足していない　
全く満足していない　　 読んだことがない

Q20.「広報みやづ」をより読みたくなるために必要と考えることは何ですか。
　　　（当てはまるもの全てに をしてください。）

カラー印刷に変更　　 住民の登場を増やす　 読みやすいレイアウトに配慮　
適切な文字の大きさ　 役立つ情報の充実　　 写真、イラストを多く使用
長い文章より、短い文章で分かりやすく　　　 特に無し

Q21.10 年後の宮津をどんな街にしたいですか。（任意で自由記述）

アンケート（全４ページ）は以上で終わりです。ご協力ありがとうございました。
回答もれがないか確認し、6/18( 木 ) までに 最寄りの各地区連絡所、市役所又は福祉・教
育総合プラザ３階に提出をお願いいたします。
※ QR コードから回答いただいた方は、アンケート用紙での提出は必要ありません。

Q17. あなたが一番利用しているSNS は何ですか。（ひとつだけ をしてください。）

LINE　　 YouTube　　 Twitter　　 Facebook　　 Instagram　　
利用していない・わからない　　 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

Q18.「広報みやづ」を読んでいますか。（ひとつだけ をしてください。）

毎月、全体に目を通している　　 毎月、気になったところだけ読んでいる
気が向いたときだけ読んでいる　　 ほとんど読まない　　 読んだことがない

アンケート　④




