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Ⅰ.アンケート実施内容 

 
１．調査目的 

第２次環境基本計画の中間見直しにあたり、環境に対する市民及び事業者の意向等を把握し、

計画に反映させることを目的とします。 

 

２．調査項目 

【市民アンケート調査】 

（１）回答者属性（年齢・性別・居住地） 

（２）白井市の環境に対する満足度 

（３）白井市の環境についての重要度 

（４）環境問題に対する取組状況 

（５）白井市の環境全般に関する意見等（自由記述） 

 

【事業者アンケート調査】 

（１）回答者属性（業種・従業員数・所在地） 

（２）白井市の環境に対する満足度 

（３）白井市の環境についての重要度 

（４）環境問題に対する取組状況 

（５）市に望む環境保全施策 

（６）白井市の環境全般に関する意見等（自由記述） 

 

【中学生アンケート調査】 

（１）回答者属性（居住地） 

（２）白井市の環境に対する満足度 

（３）白井市の環境についての重要度 

（４）環境問題に対する取組状況 

（５）白井市の環境全般に関する意見等（自由記述） 
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３．調査の設計と回収状況 

（１）調査地域 

白井市全域 

（２）調査対象 

市民アンケート調査：白井市民一般 

事業者アンケート調査：市内事業者（所） 

中学生アンケート調査：市内中学校在校の中学 3年生 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）調査方法 

市民アンケート調査 

・回答者が市ホームページからダウンロードした調査票のオンライン、ファクシ

ミリ又は郵送による回収 

  ・市役所及び出先機関に設置した調査票及び回収箱による回収 

  ・環境課行事及び市民大学校等の席上における回答依頼による回収 

事業者アンケート調査 

・回答者が市ホームページからダウンロードした調査票のオンライン、ファクシ

ミリ又は郵送による回収 

  ・市役所及び出先機関に設置した調査票及び回収箱による回収 

・白井工業団地協議会の協力による加盟企業からの集約回収 

中学生アンケート調査 

・市内各中学校の協力による集約回収 

（４）調査時期 

平成 27年 5 月 8日（金）～6月 30 日（火） 

ただし、市民及び事業者アンケート調査は 6月 21 日（日）まで 

 

 

       項目 
区分  

回収件数 

市 民 184 

事業者 60 

中学生 534 

合 計 778 
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＜調査結果の見方＞ 

（１）報告書中の質問番号は、アンケート調査票の質問番号を示しています。 

（２）調査結果の数値について、特に説明がないものは「回答率」（％）です。また、「ｎ」

はその質問に回答した人数又は事業者数を表しています。 



≪Ⅱ.市民アンケート結果≫ 
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Ⅱ.市民アンケート結果 

 

１ 回答者属性 

 
Q1 あなたの年齢・性別・居住地を○で囲んでください。 

(1)年齢： ～10 代 ・ 20 代 ・ 30 代 ・ 40 代 ・ 50 代 ・ 60 代 ・ 70 代～ 

「60 歳代」が 36%で最も多く、次いで「70 歳代」が 33％という結果でした。 

 

(2)性別： 男性・女性 

「男性」が 53％、「女性」が 41％でした。 
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(3)居住地： 池の上・今井・大山口・折立・河原子・木・清戸・けやき台・桜台・笹塚・

神々廻・清水口・白井・大松・富塚・十余一・名内・七次台・中・西白井・根・野口・

平塚・復・冨士・堀込・南山・武西・谷田 

 

清水口（25 人・14％）が最も多く、次いで南山（20 人・11％）、根（19 人・10％）、堀

込（17 人・9％）、大山口（13 人・7％）という結果でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



≪Ⅱ.市民アンケート結果≫ 
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２ 白井市の環境に対する満足度 

 
Q2 白井市の環境について、①～⑳の項目ごとに、あなたの感想に最も近いものを〇で囲

んでください。 

 
「満足」と「やや満足」の合計ポイントは、「①空気のさわやかさ（大気汚染や悪臭の少

なさ）」（58％）が最も高く、次いで「④住まいの周辺の清潔さ」（55％）、「⑤ごみの分別収
集やリサイクルヘの取り組み」（53％）という結果でした。 
一方、「不満」と「やや不満」の合計ポイントは、「⑮電車やバスなど公共交通機関の便

利さ」（68％）が突出して高く、次いで「⑭日常生活の便利さ（買い物のしやすさなど）」
（33％）、「⑧河川・湧水等の水辺との親しみやすさ」（26％）という結果でした。 



≪Ⅱ.市民アンケート結果≫ 
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≪前回調査との比較≫ 
Q2 の結果を前回（計画策定時・平成 22 年度）のアンケート結果と比較し、白井市の環

境に対する満足度の変化を把握しました。 
比較は、「満足」5 点、「やや満足」4 点、「普通」 3 点、「やや不満」2 点、「不満」1 点

としてそれぞれの回答者数を掛け合わせ、その合計点を項目ごとの全回答者数で割った「加
重平均点」によって行いました。 
 

 
前回調査との比較の結果、全項目の平均値は前回の満足度を僅かに上回りました。 
個別の項目では、「⑥樹林地や緑地との親しみやすさ」、「⑳市の施策や現状に関する情報

の入手しやすさ」などを初めとする 15 項目が前回の満足度を上回りました。 
 一方、「⑭日常生活の便利さ（買い物のしやすさなど）」、「③住まいの周辺の静けさ（騒
音や振動の少なさ）」などの 5項目が前回の満足度を下回りました。 



≪Ⅱ.市民アンケート結果≫ 
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３ 白井市の環境についての重要度 

 

Q3 前問 Q2 の項目①～⑳のうち、あなたが特に重要と考える項目を上位 3つ選び、下欄に

記入してください。 

 
1 位～3位の合計数は、「⑮電車やバスなど公共交通機関の便利さ」（88 人）が最も多く、

次いで「⑭日常生活の便利さ（買い物のしやすさなど）」（56 人）、「⑫交通事故や災害に対
して安心な街づくり」（47 人）という結果でした。 
一方、1位～3位の合計数が最も少なかったのは、「⑨農業や園芸との親しみやすさ」（4

人）で、次いで「⑱公共施設の数や大きさ」（6 人）、「⑦生き物（野鳥、動植物、昆虫等）
との親しみやすさ」（7人）という結果でした。  



≪Ⅱ.市民アンケート結果≫ 
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≪前回調査との比較≫ 
Q3 の結果を前回（計画策定時・平成 22 年度）のアンケート結果と比較し、白井市の環

境についての重要度の変化を把握しました。 
比較は、「1位」30 点、「2位」20 点、「3位」10 点としてそれぞれの回答者数を掛け合わ

せ、その合計点を全回答者数（184 人）で割り「加重平均点」を算出した後に、各項目の
点数が全体の平均点からどの程度を離れているのかを表わす「偏差値」に変換して行いま
した。 
 

 
前回調査との比較の結果、「③住まいの周辺の静けさ（騒音や振動の少なさ）」、「①空気

のさわやかさ（大気汚染や悪臭の少なさ）」などを初めとする 9項目が前回の満足度を上回
りました。 
 一方、「⑪街並みの美しさ」、「⑱公共施設の数や大きさ」などの 11 項目が前回の満足度
を下回りました。 



≪Ⅱ.市民アンケート結果≫ 
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 ≪今後の方向性について≫ 

白井市の環境に対する市民の満足度及び重要度の評価をもとに、今後の方向性を整理・

検討するため、各項目について、満足度及び重要度の相対的な位置付けを座標上で明らか

にする「CS グラフ」を作成しました。 

このグラフでは､縦軸に満足度、横軸に重要度をとり、それぞれの回答によって重み付け

を行った「加重平均点」をプロットしています。座標の原点は全項目の加重平均点の平均

値としています。 

満足度の加重平均点は、「満足：50 点、やや満足：40 点、普通：30 点、やや不満：20

点、不満：10 点」として項目ごとの回答数を掛け合わせ、その合計点を項目ごとの回答数

で割って算出しています。   

重要度の加重平均点は、「１位：30 点、２位：20 点、３位：10 点」として項目ごとの回

答数をかけあわせ、その合計点を全回答数で割って算出しています。 

 

◎グラフの見方 

原点を中心に各項目を 4つの象限に分類しています。 

《１．重点改善分野》・・・重要度は高いが満足度が低く、今後、重点的に改善していくべ

き分野。 

《２．検討分野》・・・満足度も重要度も低く、今後、施策のあり方を検討していくべき分

野。 

《３．重点維持分野》・・・満足度も重要度も高く、今後も現状の高い水準を重点的に維持

していくべき分野。 

《４.維持分野》・・・満足度は高いが重要度は低く、現状の満足度を維持していくべき分

野。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高 

重要度の平均点 

《４．維持分野》 《３．重点維持分野》 

《２．検討分野》 《１．重点改善分野》 

満足度の平均点 

高 低 重要度 

満足度 
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◎市民アンケートの CS グラフ 

 

「⑮電車やバスなどの公共交通機関の便利さ」が、重要度が最も高い反面、満足度は最

も低くなりました。これに加えて、「⑭日常生活の便利さ（買い物のしやすさなど）」及び

「⑫交通事故や災害に対して安心な街づくり」が、「重点的な改善が求められる分野」とい

う結果になりました。 

《維持分野》 《重点維持分野》
⑤ごみの分別収集やリサイクルヘの取り組み
⑥樹林地や緑地との親しみやすさ
⑦生き物（野鳥、動植物、昆虫等）との親しみやす
さ
⑨農業や園芸との親しみやすさ
⑩田園風景の美しさ
⑪街並みの美しさ
⑯自動車による移動のしやすさ
⑰公園や遊歩道の数や大きさ

①空気のさわやかさ（大気汚染や悪臭の少なさ）
③住まいの周辺の静けさ（騒音や振動の少なさ）
④住まいの周辺の清潔さ

《検討分野》 《重点改善分野》
②河川や水路の水の清らかさ
⑧河川・湧水等の水辺との親しみやすさ
⑬歴史的・文化的雰囲気
⑱公共施設の数や大きさ
⑲公共施設の利用しやすさ
⑳市の施策や現状に関する情報の入手しやすさ

⑫交通事故や災害に対して安心な街づくり
⑭日常生活の便利さ（買い物のしやすさなど）
⑮電車やバスなど公共交通機関の便利さ



≪Ⅱ.市民アンケート結果≫ 
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◎市民アンケートの加重平均点一覧 

  

（点）
項目 重要度 満足度

①空気のさわやかさ（大気汚染や悪臭の少なさ） 4.0 37.5
②河川や水路の水の清らかさ 1.7 30.8
③住まいの周辺の静けさ（騒音や振動の少なさ） 4.0 34.4
④住まいの周辺の清潔さ 3.9 35.9
⑤ごみの分別収集やリサイクルヘの取り組み 2.5 36.9
⑥樹林地や緑地との親しみやすさ 1.5 36.0
⑦生き物（野鳥、動植物、昆虫等）との親しみやすさ 0.5 35.1
⑧河川・湧水等の水辺との親しみやすさ 1.1 29.5
⑨農業や園芸との親しみやすさ 0.4 34.2
⑩田園風景の美しさ 0.9 35.1
⑪街並みの美しさ 1.1 33.0
⑫交通事故や災害に対して安心な街づくり　 5.8 31.1
⑬歴史的・文化的雰囲気 1.6 30.2
⑭日常生活の便利さ（買い物のしやすさなど） 6.3 29.8
⑮電車やバスなど公共交通機関の便利さ 11.4 20.6
⑯自動車による移動のしやすさ 0.7 32.6
⑰公園や遊歩道の数や大きさ 0.9 34.1
⑱公共施設の数や大きさ 0.5 32.2
⑲公共施設の利用しやすさ 1.7 31.5
⑳市の施策や現状に関する情報の入手しやすさ 0.8 31.0

平均 2.6 32.6



≪Ⅱ.市民アンケート結果≫ 
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４ 環境問題に対する取組状況 
 
Q4 環境問題に対する取り組みについて、1～28 の取り組み事例ごとに、あなたの行動に
最も近いものを〇で囲んでください。なお、どちらとも言えない場合やわからない場合
は、その取り組み事例についての回答は不要です。 

「実行している」は、「4.ペットは種類や習性に応じて正しく飼い、人への危害や近隣へ
の迷惑を予防する」（92％）が最も高く、次いで「2.ごみや吸い殻の投げ捨てをしない」（90％）、
「1.公園や緑地の草花や樹木を傷つけない」（90％）という結果でした。 
一方、「実行していない」は、「18.太陽光発電設備を導入している」（88％）が最も高く、

次いで「19.高効率給湯器や太陽熱温水器を導入している」（81％）、「27.環境保全、自然観
察、環境教育などに取り組む市民団体や NPO の活動に参加する」（70％）という結果でした。 



≪Ⅱ.市民アンケート結果≫ 
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５ 白井市の環境全般に関する意見等（自由記述） 
 
Q5 白井市の環境全般に関して、あなたが「困っていること」、「こうであったらいい、と
思うこと」、「興味や問題意識を持っていること」、「市への要望」などがありましたら自
由に記入してください。 

 
 
記入された意見を 17 分野に分類しました。意見を記入された方の数は 86 名ですが、複

数の分野にわたる意見については分割しているため、意見総数は 175 件となっています。 
 以下に、各分野の主な意見を掲載します。 
 
 
◎交通安全・防犯（26 件） 
・横断歩道、信号機の設置による通学路の安全確保を。 

・歩道の幅を広くしてほしい。 

・街灯の数が少ない。 

・住宅街での幼児の交通事故が心配。 

・スピード違反の取締強化を。 

・老朽化した空き家が多くて怖い。 

・女子生徒が暗い道路を夜間に帰宅しており心配。 

・団地内に深夜に若者が集まっており不安。 

・交番を設置して欲しい。 

・歩道でのスケボー、ローラーシューズ使用は禁止すべき。 

 
◎鉄道・バス（21 件） 
・北総線の運賃の高さに困っている。 

・もっと市民と話し合い、公共交通機関の改善を。 

・最寄り駅まで行くのにバスがなく不便。 

・市内の駅にアクセス特急が停車しない。 

・ナッシー号の本数が少ない。休日も運行してほしい。 

 
◎騒音・振動（15 件） 
・自宅前道路を走る車からの騒音・振動に悩んでいる。 

・自衛隊の飛行機の騒音がひどい。 

・早朝から梨畑の消毒が行われ、うるさくて眠れない。 

・アイドリングストップを条例化してほしい。 

・市の防災無線のチャイムがうるさい。 

・自宅近くの野球場の利用者の声がうるさい。 
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◎ごみ・リサイクル（12 件） 
・ごみ集積場に網だけでなく箱を設置してほしい。 

・資源物収集の日に収集対象外のごみが一緒に出されている。 

・生ごみのたい肥化をもっと推進してほしい。 

・雑紙専用の収集袋を作れないか。 

・粗大ごみを捨てる手続きが不便。無料の市もあり不公平。 
 
◎悪臭・化学物質（12 件） 
・農業用堆肥の悪臭に困っている。 

・剪定枝やごみの野焼きの煙や悪臭に困っている。 

・畑の農薬の健康への影響が心配。 
 
◎街路樹・植栽管理（11 件） 
・住宅や空地の草が歩道まで伸びている。 

・植栽が多すぎる。 

・街路樹の剪定が過度。または大雑把すぎる。 

・道路の植栽枡の雑草が伸びており、ごみも多い。 

・街路樹や公園の樹木の活力向上に普段から注意すべき。 

・もっと街路樹を植えてほしい。 
 
◎不法投棄（10 件） 
・不法投棄の監視カメラを設置すべき。 

・タバコの吸い殻の投げ捨てが多い。 

・ポイ捨ての罰則を強化すべき。 

・遊歩道へのゴミの投棄防止を。 

・川にビニールなどのごみが多い。 
 
◎水辺・治水・生活排水（10 件） 
・神崎川、二重川に遊歩道や土堤を整備してほしい。 

・貯水池の柵によってせっかくの水辺が活かされていない。 

・貯水池に名前を付けて親しみやすくすべき。 

・生活排水が流下せず池に滞留し困っている。 

・大雨が降ると水があふれ安心して生活できない。 
 
◎野生生物・ペット（8件） 
・カラスのフン害やごみ集積所への攻撃が増えている気がする。 

・野良猫や放し飼いの猫による糞尿害、ごみ荒らし、車の汚損等に困っている。 

・飼い主の意識を高め、野良猫が減少するよう取り組んでほしい。 
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◎公園・緑地（7件） 
・公園が少ないので増やしてほしい。 

・緑の多い公園を造ってほしい 

・公園の遊具が少ない。 

・公園に駐車場がなくて困る。 
 
◎道路・公共施設整備（7件） 
・幹線道路の休日の渋滞に困っている。 

・無駄な公共施設はいらない。 

・老人向けの施設を増やした方がいい。 
 
◎環境保全活動（5件） 
・勤務先での経験も活かし、積極的に環境問題に関わっていきたい。 

・町内会とタイアップし、環境に対する意識を今以上に高めてほしい。 

・ごみゼロ運動の結果報告等を広報に載せるべき。 
 
◎農地・農業（3件） 
・白井の誇るべき産業である梨づくりを市民が学べる機会があるとよい。 

・梨畑が減少しており残念。 
 
◎飲用水の安全（2件） 
・水道水の安全性確保を。 

・井戸水の汚染に対し十分な対策をしてほしい。 
 
◎景観・街並み（2件） 
・市街化調整区域にヤードや資材置場が増えて景観が悪化している。 

・街並みの美しさは、個々の店舗などのレベルまで考えることが必要。 
 
◎全般・その他（24 件） 
・現在の環境が子・孫の時代まで保たれるよう願っている。 

・豊かな自然を活かせていない。 

・自然や弱者と共に生きていける環境づくりをしてほしい。 

・市民の目で周りを見てもらいたい。 

・市は口先だけで何の対策もしない。税金を返してほしい。 

・歴史や文化に対する取り組みの強化を。 

・商業施設の充実を図ってほしい。 
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Ⅲ.事業者アンケート結果 

 

１ 回答者属性 

 
Q1 貴事業所の業種、従業員数、所在地を○で囲んでください。 

(1)業種： 建設業、製造業、電気･ガス･熱供給･水道業、運輸業、卸売･小売業、金融･保

険･不動産業、飲食店･宿泊業、医療･福祉、教育･学習支援業、その他 

 

「製造業」が 65%で最も多く、次いで「卸売・小売業」が 10％という結果でした。 

 

(2)従業員数： 19 人以下、20～49 人、50～99 人、100～299 人、300 人以上 

 

「20～49 人」が 45%で最も多く、次いで「19 人以下」が 41％という結果でした。 
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(3)所在地： 池の上・今井・大山口・折立・河原子・木・清戸・けやき台・桜台・笹塚・

神々廻・清水口・白井・大松・富塚・十余一・名内・七次台・中・西白井・根・野口・

平塚・復・冨士・堀込・南山・武西・谷田 

 

平塚（21 事業所・35％）が最も多く、次いで中（16 事業所・27％）、河原子（12 事業所・

20％）、名内（7事業所・12％）、白井（2事業所・3％）、根（1事業所・2%）という結果で

した。 
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２ 白井市の環境に対する満足度 

 
Q2 白井市の環境について、事業活動の推進及び従業員の労働環境の観点から、下表の①

～⑩の項目ごとに、貴事業所の状況に最も近いものを〇で囲んでください。 

 
「満足」と「やや満足」の合計ポイントは、「⑤自然災害に対する安全性」（23％）が最

も高く、次いで「②事業所周辺の静かさ（騒音や振動の少なさ）」（22％）、「①空気のさわ
やかさ（大気汚染や悪臭の少なさ）」（22％）という結果でした。 
一方、「不満」と「やや不満」の合計ポイントは、「⑥電車やバスなど公共交通機関の便

利さ」（93％）が最も高く、次いで「⑦道路の整備状況」（72％）、「⑧上下水道の整備状況」
（65％）という結果でした。 
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３ 白井市の環境についての重要度 

 

Q3 前問 Q2 の項目①～⑩のうち、貴事業所が特に重要と考える項目を上位 3つ選び、下欄

に記入してください。 

 

 
1 位～3 位の合計数は、「⑥電車やバスなど公共交通機関の便利さ」（42 事業所）が最も

多く、次いで「⑦道路の整備状況」（37 事業所）、「⑧上下水道の整備状況」（23 事業所）と
いう結果でした。 
一方、1位～3位の合計数が最も少なかったのは、「⑩市の環境施策や現状に関する情報

の入手のしやすさ」（4事業所）で、次いで「②事業所周辺の静かさ（騒音や振動の少なさ）」
（6事業所）、「③事業所周辺の清潔さ」及び「⑨公園・緑地の整備状況」（7事業所）とい
う結果でした。
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 ≪今後の方向性について≫ 
白井市の環境に対する事業者の満足度及び重要度の評価をもとに、今後の方向性を整

理・検討するため、各項目について、満足度及び重要度の相対的な位置付けを座標上で明

らかにする「CS グラフ」を作成しました。 

このグラフでは､縦軸に満足度、横軸に重要度をとり、それぞれの回答によって重み付け

を行った「加重平均点」をプロットしています。座標の原点は全項目の加重平均点の平均

値としています。 

満足度の加重平均点は、「満足：50 点、やや満足：40 点、普通：30 点、やや不満：20

点、不満：10 点」として項目ごとの回答数を掛け合わせ、その合計点を項目ごとの回答数

で割って算出しています。   

重要度の加重平均点は、「１位：30 点、２位：20 点、３位：10 点」として項目ごとの回

答数をかけあわせ、その合計点を全回答数で割って算出しています。 

 

◎グラフの見方 

原点を中心に各項目を 4つの象限に分類しています。 

《１．重点改善分野》・・・重要度は高いが満足度が低く、今後、重点的に改善していくべ

き分野。 

《２．検討分野》・・・満足度も重要度も低く、今後、施策のあり方を検討していくべき分

野。 

《３．重点維持分野》・・・満足度も重要度も高く、今後も現状の高い水準を重点的に維持

していくべき分野。 

《４.維持分野》・・・満足度は高いが重要度は低く、現状の満足度を維持していくべき分

野。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高 

重要度の平均点 

《４．維持分野》 《３．重点維持分野》 

《２．検討分野》 《１．重点改善分野》 

満足度の平均点 

高 低 重要度 

満足度 
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◎事業者アンケートの CS グラフ 

 

 

「⑥電車やバスなどの公共交通機関の便利さ」が、重要度が最も高い反面、満足度は最

も低くなりました。これに加えて、「⑦道路の整備状況」及び「⑧上下水道の整備状況」が

「重点的な改善が求められる分野」という結果になりました。 

《維持分野》 《重点維持分野》
②事業所周辺の静かさ（騒音や振動の少なさ）
③事業所周辺の清潔さ
⑤自然災害に対する安全性
⑩市の環境施策や現状に関する情報の入手のしやす
さ

①空気のさわやかさ（大気汚染や悪臭の少なさ）
④交通事故に対する安全性

《検討分野》 《重点改善分野》
⑨公園・緑地の整備状況 ⑥電車やバスなど公共交通機関の便利さ

⑦道路の整備状況
⑧上下水道の整備状況
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◎事業者アンケートの加重平均点一覧 

 

 

  

（点）
項目 重要度 満足度

①空気のさわやかさ（大気汚染や悪臭の少なさ） 7.0 30.3
②事業所周辺の静かさ（騒音や振動の少なさ） 2.0 30.3
③事業所周辺の清潔さ 1.8 27.9
④交通事故に対する安全性　 6.7 27.2
⑤自然災害に対する安全性 3.5 29.8
⑥電車やバスなど公共交通機関の便利さ 15.3 14.2
⑦道路の整備状況 12.0 19.2
⑧上下水道の整備状況 8.2 21.4
⑨公園・緑地の整備状況 1.7 24.8
⑩市の環境施策や現状に関する情報の入手のしやすさ 0.7 26.4

平均 5.9 25.2
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４ 環境問題に対する取組状況 
 
Q4 貴事業所の環境問題に対する取り組み状況について、下表の 1～27 の項目ごとに、最
も近いものを〇で囲んでください。なお、業種や事業所形態に照らして取り組みの対象
とならない項目については、「対象外」を選択してください。 

「実行している」は、「1.事業活動に伴い発生する排煙、排水、廃液、騒音、振動、地盤
沈下、悪臭、化学物質などに関し、公害防止に係る法律や条例を把握し遵守している」（67％）
が最も高く、次いで「27.事業所内及び周囲の清掃に努めている」（62％）、「16.廃棄物の発
生抑制に努めている」（53％）という結果でした。 
一方、「実行していない」は、「4.バイオマスを燃料や発電等に活用している」（100％）

が最も高く、次いで「5.コ・ジェネレーションシステムを導入している」（96％）、「6.雨水
利用設備を導入している」（95％）という結果でした。 
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５ 市に望む環境保全施策 

 

Q5 市に望む環境保全施策について、次の1～13の項目から該当する項目を3つまで選び、

番号を○で囲んでください。 

 
「4.資源リサイクルの推進のためのリサイクルシステムの整備・支援」（29 事業所）が

最も多く選択され、次いで「2.環境保全のための公的融資や補助金制度の充実」（24 事業
所）、「1.条例等による規制・監視の強化」（19 事業所）という結果でした。 
一方、最も少なかったのは、「9.環境問題に取り組むための人材紹介や派遣」（1事業所）

で、次いで「13.その他」（2事業所）、「6.環境にやさしい製品・商品の優先的な購入」、「10.
事業所の環境保全への取組みを評価する制度づくり」及び「11.事業所の環境保全に関する
取組みについての PR」（5事業所）という結果でした。 
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６ 白井市の環境全般に関する意見等（自由記述） 
 
Q6 白井市の環境全般に関して、貴事業所が「困っていること」、「こうであったらいい、
と思うこと」、「関心を持っていること」などがありましたら自由に記入してください。 

 
 
記入された意見を 4分野に分類しました。意見を記入された事業所数は 14 ですが、複数

の分野にわたる意見については分割しているため、意見総数は 21 件となっています。 
 以下に、各分野の主な意見を掲載します。 
 
◎道路・交通（10 件） 
・工業団地への路線バスが少ない。 

・河原子街道を猛スピードで走る車が多く危険。 

・通勤時間帯に大型車が事業所に出入りすることで渋滞が発生している。 

・通学時間帯に通行禁止の道路を通行している車が多い。 

・違法駐車された大型トラックの排ガスにより従業員の健康に悪影響が出ている。 

・道路の痛みがひどく、振動で機器などに影響が出ている。 

・国道 16 号から工業団地までの大型トラックのアクセスが不便。 

 
◎雨水排水・上下水道整備（5件） 
・雨水時に道路が冠水する箇所があるので改善してほしい。 

・工業団地に上水道がないため井戸水に頼らねばならず機器の維持管理に費用が掛かる。 

・途切れている道路側溝をつなげてほしい。 
 
◎ごみ・リサイクル（5件） 
・事業系の一般ごみも定期収集してほしい。 

・工業団地全体で自販機設置会社にペットボトルキャップの回収を委託すれば資源再利用

につながる。 
・廃棄物処理事業場が増え、特に夏季の悪臭に迷惑している。 
 
◎土地利用（1件） 
・農地、工場、資材置場等といった土地利用が混在しているので、区画整理や農地の美化

を。 
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Ⅳ.中学生アンケート結果 

 

１ 回答者属性 

 
Q1 あなたの住んでいる地区を○で囲んでください。 

池の上・今井・大山口・折立・河原子・木・清戸・けやき台・桜台・笹塚・神々廻・

清水口・白井・大松・富塚・十余一・名内・七次台・中・西白井・根・野口・平塚・

復・冨士・堀込・南山・武西・谷田 

 

冨士（60 人・11％）が最も多く、次いで桜台、西白井及び根（ともに 59 人・11％）と

いう結果でした。 
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２ 白井市の環境に対する満足度 

 
Q2 白井市の環境について、下表の①～⑬の項目ごとに、あなたの感想に最も近いものを

〇で囲んでください。 

 
「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計ポイントは、「⑦街の中に街路樹や生
垣などの緑が多い」（71％）が最も高く、次いで「①空気がきれいでにおいがない」（63％）、
「⑪伸び伸びと使える公園や広場が多い」（55％）という結果でした。 
一方、「そう思わない」と「どちらかといえば思わない」の合計ポイントは、「⑩郷土の

歴史や文化を感じられる機会や場所が多い」（68％）が最も高く、次いで「⑫ポイ捨てされ
たごみを見かけることがない」（66％）、「⑬白井の自然や環境問題について、学習や体験を
する機会が多い」（63％）という結果でした。 
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３ 白井市の環境についての重要度 

 

Q3 前問 Q2 の項目①～⑬のうち、あなたが大切だと思う項目を上位 3つ選び、下欄に記入

してください。 

 
1 位～3位の合計数は、「①空気がきれいでにおいがない」（268 人）が最も多く、次いで

「⑫ポイ捨てされたごみを見かけることがない」（245 人）、「⑨道路を歩いたり自転車に乗
るとき、交通事故への不安を感じることが少ない」（228 人）という結果でした。 
一方、1位～3位の合計数が最も少なかったのは、「⑬白井の自然や環境問題について、

学習や体験をする機会が多い」（23 人）で、次いで「⑩郷土の歴史や文化を感じられる機
会や場所が多い」（26 人）、「⑤野生の動物を見かけることがよくある」（34 人）という結果
でした。  
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≪今後の方向性について≫ 

白井市の環境に対する中学生の満足度及び重要度の評価をもとに、今後の方向性を整

理・検討するため、各項目について、満足度及び重要度の相対的な位置付けを座標上で明

らかにする「CS グラフ」を作成しました。 

このグラフでは､縦軸に満足度、横軸に重要度をとり、それぞれの回答によって重み付け

を行った「加重平均点」をプロットしています。座標の原点は全項目の加重平均点の平均

値としています。 

満足度の加重平均点は、「そう思う：50 点、どちらかといえばそう思う：40 点、わから

ない：30 点、どちらかといえば思わない：20 点、そう思わない：10 点」として項目ごと

の回答数を掛け合わせ、その合計点を項目ごとの回答数で割って算出しています。   

重要度の加重平均点は、「１位：30 点、２位：20 点、３位：10 点」として項目ごとの回

答数をかけあわせ、その合計点を全回答数で割って算出しています。 

 

◎グラフの見方 

原点を中心に各項目を 4つの象限に分類しています。 

《１．重点改善分野》・・・重要度は高いが満足度が低く、今後、重点的に改善していくべ

き分野。 

《２．検討分野》・・・満足度も重要度も低く、今後、施策のあり方を検討していくべき分

野。 

《３．重点維持分野》・・・満足度も重要度も高く、今後も現状の高い水準を重点的に維持

していくべき分野。 

《４.維持分野》・・・満足度は高いが重要度は低く、現状の満足度を維持していくべき分

野。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高 

重要度の平均点 

《４．維持分野》 《３．重点維持分野》 

《２．検討分野》 《１．重点改善分野》 

満足度の平均点 

高 低 重要度 
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◎中学生アンケートの CS グラフ 

 

 

「⑫ポイ捨てされたごみを見かけることがない」は、重要度が上から 3番目と比較的高

い反面、満足度は下から 2番目に低くなりました。これに加えて、「②川や水辺がきれいだ」

が「重点的な改善が求められる分野」という結果になりました。 

《維持分野》 《重点維持分野》
④夜、星がたくさん見える
⑥自然のままの場所が多く残されている
⑦街の中に街路樹や生垣などの緑が多い
⑧街並みや田園風景がきれいだ

①空気がきれいでにおいがない
③家のまわりは静かで振動もない
⑨道路を歩いたり自転車に乗るとき、交通事故への
不安を感じることが少ない
⑪伸び伸びと使える公園や広場が多い

《検討分野》 《重点改善分野》
⑤野生の動物を見かけることがよくある
⑩郷土の歴史や文化を感じられる機会や場所が多い
⑬白井の自然や環境問題について、学習や体験をす
る機会が多い

②川や水辺がきれいだ
⑫ポイ捨てされたごみを見かけることがない
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◎中学生アンケートの加重平均点一覧 
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４ 環境問題に対する取組状況 
 
Q4 環境問題に対する取り組みについて、下表の 1～4の項目ごとに、あなたの行動に最も
近いものを〇で囲んでください。 
 

 
「日常的に実行している」は、「1.法律や地域のルールを守る（公園や緑地の草花や樹木

を傷つけない／自転車は決められた場所に駐輪し、道路などに放置しない など）」（76％）
が最も高く、次いで「2.日常生活の中で心がける（電気器具の電源をこまめに消すなど省
エネを心がける／節水を心がける など）」（44％）という結果でした。 
一方、「実行していない」は、「4.学ぶ、考える、共有する（環境問題や地域の歴史・文

化などに対し興味をもって調べたり話を聞いたりする／環境問題について友人や家族と話
し合う など）」（13％）が最も高く、次いで「3.自然とのふれあいを楽しむ（野生の生き
物を観察する／自然の中でレクリエーションやスポーツを楽しむ など）」（26％）という
結果でした。 
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５ 白井市の環境全般に関する意見等（自由記述） 
 
Q5 白井市の環境や自然について、あなたが「こうなったらいいな」と思うこと、興味を
持っていること、問題意識を持っていることなどがありましたら自由に記入してくださ
い。 

 
 
記入された意見を 14 分野に分類しました。意見を記入された方の数は 224 名ですが、複

数の分野にわたる意見については分割しているため、意見総数は 338 件となっています。 
 以下に、各分野の主な意見を掲載します。 
 
◎公園・緑地・スポーツ施設（66 件） 
・サッカー、野球、バスケットなどができる公園がほしい。 

・どの公園もボール禁止で思うように遊べない。 
・公園に決まりが有りすぎる。花火やサッカーがしたい。 
・公園のマナーが厳しすぎる（走るのも、大声で話すのもダメなど）。 
・公園に飲食ができる場所が少ない。 

・公園の草刈りを定期的にやってほしい。 

・芝生の公園がもっとほしい。 

・公園のトイレがどこも汚い。 

・遊具に落書きがあるような公園には行きづらい。 

・大きい体育館がほしい。 

 

◎ごみ・リサイクル・不法投棄（49 件） 

・ごみのポイ捨てが多い。 

・ポイ捨てされたタバコなどのごみを回収してほしい。 

・歩道に吸い殻や酒の空き缶などのごみが多い。まずは大人が注意すべき。 

・ごみ箱をもっと設置してほしい。 

・街をきれいに保とうとする意識が大切と思う。 

 

◎交通安全・防犯（39 件） 

・塾帰りの道が暗いので街灯がほしい。。 

・車が見えない丁字路があるのでミラー設置など対策を進めてほしい。 

・車から人が見えにくい道路がある。 

・自転車が歩道でスピードを出して走っていて危ない。 

・通学路を猛スピードで走る車がいる。 

・店舗の前でたむろしている人がいて迷惑。 
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◎騒音（27 件） 

・暴走族がうるさい。 

・夜バイクがうるさく勉強に集中できない。 

・物音のしない静かな場所がほしい。 

・夜中に駅前広場でうるさく騒いでいる人がいる。 

・自衛隊の飛行機がうるさい。 

 

◎生活利便性（24 件） 

・市内に遊び場が少ない。 

・きれいで道や店が整った暮らしやすい市にしてほしい。 

・ファーストフード店がほしい。 

 

◎街路樹・植栽（20 件） 

・空き地に雑草が茂り見た目が悪い。 

・樹木などによる日陰をふやしてほしい。 

・道路植栽にハチなどの虫が集まることがあるので対策をしっかりしてほしい。 

・道に草が伸びている所が多い。 

・もっと樹木が多い方がいい。 

 

◎大気・悪臭（19 件） 

・工場の煙が臭いときがある。 

・畑からの悪臭をなんとかしてほしい。 

・星空がきれいに見える場所があるといい。 

・もっと星が良く見えるよう排気ガスが少なくなったらいい。 

 

◎開発・都市化（14 件） 

・以前はもっと自然が多かった。 

・これ以上都会にならないでほしい。 

・住宅が増えすぎている。 

・畑や林がなくなり家が増えていくのはいやだ。 

 

◎水辺（14 件） 

・川にごみが流れており汚い。 

・釣りができる川が少ない。貯水池で釣りができないか。 

・十余一公園などの池が汚く魚がかわいそうなのできれいにしてほしい。 

・梨の泉に水を流してほしい。 
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◎野生生物・ペット（10 件） 

・犬をのびのびと散歩させられる場所があるといい。 

・公園に住んでいる猫にも餌をあげたほうがいい。 

・野良猫が家の敷地に入ってきて庭を荒らす。 

・ホタルが見られたらいい。 

・虫の駆除をしてほしい。 

 

◎景観・街並み（9件） 

・殺風景である。 

・自然はあるが、きれいとは言えないので整備をきちんとしてほしい。 

・広々として眺めのいい、自然に囲まれた場所がほしい。 

・古くて汚い空き家をなくしてほしい。 

 

◎鉄道（6件） 

・北総線の運賃が高い。 

 

◎農地・農業（4件） 

・田畑はきれいなので残してほしい。 

・梨をもっとアピールしたらいい。 

 

◎その他・全般（37 件） 

・学校でもっと白井の環境について学べたらいい。 

・環境や自然には興味がない。 

・郷土資料館で子供でも楽しめる展示をしてほしい。 

・歴史のある場所には解説を貼ってもいい。 

・ごみ拾いなどのボランティア活動がお年寄りまかせになっている。勤労者や中学生も地

域のことを考えるべき。 

・もっと交流を深められる場所をつくったらいい。 


