
三芳町
住民意識調査の結果

2019年3月28日



調査概要
≪2≫

■調査の目的
「三芳町住民意識調査」は、まちづくりの基本的な指針である『三芳町第5次総合

計画』後期計画の策定に向けた基礎資料として、施策への住民満足度や地域課題
の現況を把握するために実施するものである。

■調査方法：郵送法（郵送配布ー郵送回収）

■調査対象者：三芳町に居住する１６歳以上の男女２，０００サンプル
（住民基本台帳から無作為に抽出）

■有効回収数：１，１０４票 （回収率：５５．２％）

■調査実施日：平成３０年９月１３日～１０月４日



まちの住みやすさについて



三芳町に住むようになった理由
≪4≫

問．あなたが三芳町に住むようになったのはどういう理由からですか。（n=1,104）

「マイホームを求めて）が
４２．４％



三芳町の住みやすさ
≪5≫

問．あなたは、現在の三芳町の住みやすさについてどのように感じていますか。（n=1,104）

「住みやすい」が８５.１％

（前回：８２.９％）



三芳町が住みやすいと感じる理由
≪6≫

問．三芳町が「住みやすい」と感じるのはどのような点でしょうか。（n=939）

「生活が便利」（交通立地条
件や買物、医療、公共施設
など）が５５.０％



三芳町が住みにくいと感じる理由
≪7≫

問．三芳町が「住みにくい」と感じるのはどのような点でしょうか。（n=158）

「生活が不便」（交通立地
条件や買物、医療、公共施
設など）が７４．７％



以前と比べた三芳町の住みやすさ
≪8≫

問．以前と比べて、あなたにとって三芳町は住みやすくなりましたか。



以前と比べて住みやすくなったと感じる点、
住みにくくなったと感じる点 ≪9≫

問．以前と比べて、三芳町が住みやすくなったと感じる点、住みにくくなったと感じる点
について、あなたのお考えをご記入ください。（５件以上の回答を抽出掲載）

住みやすくなったと感じる点 住みにくくなったと感じる点

1 道路が整備された（180件） 交通量が増し、渋滞発生や事故等も多い（57件）

2 商業施設が増えて、買い物が便利になった（149件） 交通機関が不便（50件）

3 交通の便、首都圏へのアクセスが向上した（36件） 緑（自然）が少なくなった（47件）

4 医療機関が充実した（32件） 近隣に商業施設が減って不便（32件）

5 総合的に便利になった（18件） 道路が狭いなど、整備が行き届いていない（24件）

6 住民に身近な行政サービスの充実（17件） 近隣トラブルが増えた（17件）

7 下水道が整備された（8件） 公園がない、減った（10件）

8 自然環境がよい（7件） 医療機関が遠くなった、サービスが悪くなった
（6件）

9 － 土埃がひどい（6件）

10 － 治安が悪く、防犯面で不安（5件）



いいえ
15.1%

（前回：14.7%）

無回答
3.0%

（前回：5.0%）

は い
81.9%

（前回：80.4%）

三芳町の定住意向
≪10≫

問．あなたは、これからも三芳町に住み続けたいと思いますか。（n=1,104）

「住み続けたい」が８１．９％ （前回：８０．４％）



三芳町の定住意向（年代別）
≪11≫

問．あなたは、これからも三芳町に住み続けたいと思いますか。（n=1,104）



三芳町に住み続けたくない理由
≪12≫

問．三芳町に住み続けたくないと思う主な理由はどのようなことでしょうか。（n=167）

「交通が不便」が５２．７％



三芳町に対する愛着
≪13≫

問．あなたは三芳町に愛着を感じていますか。（n=1,104）

「愛着を感じる」が６４．４％

（前回：６２．０％）



無回答
8.2%

みんな町外に
住んでいる

22.0%

町内に住んでいる
69.9%

困ったときの相談相手
≪14≫

問．あなたが、何か困ったことが起きた時に
相談する相手はどなたですか。（n=1,104）

「家族」が８４．4％

問．その方は、町内に住んでい
らっしゃいますか（n=1,065）

「町内に住んでいる」が
６９．９％



地域内の様子について



よりよい地域をつくっていく雰囲気や土壌
≪16≫

問．あなたのお住まいの地域では、みんなで協力し合ってよりよい地域をつくっていく
ような雰囲気や土壌はありますか。（n=1,104）

「あると思う」が４４．０％

（前回：４４．６％）



地域活動や交流への関心度
≪17≫

問．あなたは、地域活動や交流に関心がありますか。（n=1,104）

「関心がある」が３３．６％

（前回：３５．０％）



自治会や町内会についての考え方
≪18≫

問．あなたは、現在の行政区や自治会について、どのように考えていますか。
（n=1,104）

「地域の防災や防犯には欠かせない」が２４．５％

（前回：２８．２％）



参加したい地域活動
≪19≫

問．あなたは、どのような地域活動に参加したいですか。（n=1,104）



各施策分野の満足度



総合政策・行政分野の満足度 ≪21≫

問．「コミュニティ・行財政」に関する施策に対する満足度（n=1,104）



教育・文化分野の満足度 ≪22≫

問．「教育・文化」に関する施策に対する満足度（n=1,104）



都市基盤整備分野の満足度
≪23≫

問．「都市整備」に関する施策に対する満足度（n=1,104）



生活環境・産業分野の満足度① ≪24≫

問．「安全対策」に関する施策に対する満足度（n=1,104）



生活環境・産業分野の満足度② ≪25≫

問．「産業経済」に関する施策に対する満足度（n=1,104）



生活環境・産業分野の満足度③ ≪26≫

問．「環境」に関する施策に対する満足度（n=1,104）



保健福祉分野の満足度① ≪27≫

問．「子育て支援」に関する施策に対する満足度（n=1,104）



保健福祉分野の満足度② ≪28≫

問．「保健福祉」に関する施策に対する満足度（n=1,104）



町政運営について



第5次総合計画に対する認知度 ≪30≫

問．あなたは、三芳町の「第５次総合計画（基本構想・基本計画）」をご存知ですか。
（n=1,104）

「知っている」はわずか１７．４％



町政への関心度 ≪31≫

問．あなたは町政に関心がありますか。（n=1,104）

「関心がある」は４４．７％

（前回：５０．１％）



町政に関心がある理由 ≪32≫

問．町政に関心がある理由としてあてはまるものをいくつでも選んでください。
（n=493）



町政に関心がない理由 ≪33≫

問．町政に関心がない理由としてあてはまるものをいくつでも選んでください。
（n=588）



町政や町の行事の情報収集方法 ≪34≫

問．あなたは、町政や町の行事などについて、どこから情報を得ていますか。
（n=1,104）

「広報みよし」が８６．１％

※「三芳町のSNS（twitter、facebook）」は今回調査から



町政に意向を伝える方法 ≪35≫

問．あなたが、ご自分の意向を町政に伝える場合、どのような方法を選びますか。
（n=1,104）



行政運営に対する要望 ≪36≫

問．あなたは、三芳町の行政運営に対して特にどのようなことを望みますか。
（n=1,104）



力を入れるべき施策 ≪37≫

問．三芳町を一層住みやすい町にするためには、今後どのような施策に力を入れる
べきだと思いますか。（n=1,104）

上位10施策

1 バスなど公共交通網の整備（53.6％）

2 身近な生活道路の整備（41.1％）

3 公園や緑地の整備（38.9％）

4 歩道や信号機など交通安全対策（38.4％）

5 高齢者のための施設や制度の充実（36.8％）

6 景観や街並みの整備（33.8％）

7 自然環境の保全（31.4％）

8 地元の農産物の流通など農業の振興（30.7％）

9 図書館・公民館・文化会館等文化施設の充実
（29.9％）

10 安心して妊娠・出産・育児ができる環境の整備
（29.6％）



町の将来イメージ



【これからの三芳町のイメージ】【現在の三芳町のイメージ】

現在の三芳町のイメージとこれからの三芳町のイメージ
≪39≫

問．あなたが考える三芳町のイメージとして、「現在のイメージ」と、将来期待する「これか
らのイメージ」について、それぞれ次の言葉の中から近いものをいくつでも選んで○をつけ
てください。（n=1,104）



三芳町の理想の将来像 ≪40≫

問．あなたの描く三芳町の理想の将来像はどのようなものでしょうか。（n=1,104）

理想の将来像（上位10位） 件数

1 自然環境に恵まれているまち 66

2 公共施設・商業施設・病院等が充実したまち
公園の整備
商業施設の充実
図書館の充実
スポーツ・文化施設の整備

40
15
13
2
1

3 安心・安全なまち 35

4 交通機関が充実したまち 32

5 高齢者にやさしいまち 31

6 子どもにやさしいまち・安心して子育てができるまち 25

7 みんなにやさしいまち 23

8 道路が整備されたまち 20

9 イメージ・第一印象の向上 17

10 このままでよい 14



三芳町の誇りや宝・シンボル ≪41≫

問．三芳町の誇り・宝についてどのように
思いますか。（n=1,104）

問．三芳町の象徴（シンボル）について
どのように思いますか。（n=1,104）



来訪者を案内する場所
三芳町のおみやげとして利用するもの ≪42≫

問．来訪者を案内する場所についてどの
ように思いますか。（n=1,104）

問．三芳町のおみやげとして利用する
ものについてどのように思いますか。
（n=1,104）



三芳町の特徴に対する認知度 ≪43≫

問．現在「東京に一番近い
“町”」である。（n=1,104）

問．一般会計歳入の６割を町
税が占める地方交付税不交
付団体である。（n=1,104）

問．昼間夜間人口比率が埼
玉県で最も高い。（n=1,104）

知っていた
65.4%

知っていた
36.4%

知っていた
17.0%

知らなかった
30.0%

知らなかった
58.2%

知らなかった
80.3%

無回答
4.6%

無回答
5.3%

無回答
2.6%



人口を拡大
していく
31.1%

（前回：32.1%）

自然な人口減少に
合わせて、人口規模
を縮小していく

10.0%

（前回：7.4%）

現在の人口規模を
維持する
49.5%

（前回：49.9%）

その他
2.3%

（前回：2.5%）

無回答
7.3% （前回：8.1%）

三芳町の将来の人口規模に対する考え方≪44≫

問．三芳町の将来の人口規模について、どのようにお考えでしょうか。（n=1,104）

「現在の人口規模を維持する」が４９．５％ （前回：４９．９％）



三芳町のまちづくりの方向性に対する考え方
≪45≫

問．三芳町のまちづくりの方向性については、どのようにお考えでしょうか。（SA）
（n=1,104）



三芳町の少子高齢化対策に対する考え方≪46≫

問．三芳町の少子高齢化対策について、どのようにお考えでしょうか。（n=1,104）

「高齢者対策と少子化対策にバランスよく対応する」が４４．７％ （前回：４８．４％）

今後増加する高齢者の保健福
祉や介護に力を入れる

21.3%

（前回：18.5%）

高齢者対策と少子化対策に
バランスよく対応する

44.7%

（前回：48.4%）

少子化対策のための子育て
環境の整備や若い人の定住

促進に力を入れる
27.4%

（前回：26.2%）

その他
0.7%

（前回：1.2%）

無回答
5.9% （前回：5.6%）



三芳町の土地利用に対する考え方 ≪47≫

問．三芳町の土地利用についてどのようにお考えでしょうか。（n=1,104）



災害対策について行政に期待すること ≪48≫

問．あなたは、災害対策として、行政にどのようなことを期待していますか。（n=1,104）



三芳町の今後の町政全般に対する意見・提案
≪49≫

問．三芳町の今後の町政全般に対してご意見、ご提案がありましたら、ご記入ください。
（n=1,104）

分野 回答 件数

環境

公園の整備 19

自然を残してほしい、守っ
てほしい

12

子どもが遊べる場所を
作ってほしい

9

土埃の対策をしてほしい 7

治水対策 6

ペットに関する環境整備 4

都市
整備

交通インフラの整備 101

適切な区画整理 1

上下水道の整備 1

安全
対策

道が暗い・街灯の設置を
求める

9

横断歩道、信号機の設置 4

産業・商
業・農業

商業施設の充実 7

農業への関心を高めたい 5

分野 回答
件
数

社会
福祉

高齢者にやさしいまちづくり 14

高齢者・障がい者への就労
支援 3

文化・
教育

子育てしやすい環境の整
備・施策の充実 12

教育レベルの向上 6

プールの設置 3

コミュ
ニティ

自治会の運営 8

人のつながりがほしい 5

まちの
ｲﾒｰｼﾞ・
ｱﾋﾟｰﾙ
ﾎﾟｲﾝﾄ

周辺地域・若者へのアピー
ル 9

まちのアピールポイントがな
い 7

まちのイメージアップ 5

まちのイメージが悪い 2

分野 回答
件
数

行政
改革

行政サービスの改善等 12

市町村合併すべき 10

税金の使い方について 7

議員・職員の人員適正化、
給与体系の見直し 7

財源の確保 6

職員の意識改善、能力向上 6

町民の声を吸い上げる機
会・場の提供 4

広報の充実・改善 2

住み

やすい
まち
づくり

住みやすいまちづくり 11


