
社 会意識 に関す る世論 調査（ 試験調 査）

令和２年12月 

(a)総数 (b)郵送回答 (c)インターネット回答

（n＝621） （n＝428）  （n＝193） 

 国や社会との関わりについておうかがいします 

この下の問１からお答えください 

問１．「国を愛する」という気持ちについてうかがいます。あなたは、他の人と比べて、「国を愛す 

る」という気持ちは強い方だと思いますか。それとも、弱い方だと思いますか。（○は１つ） 

   (a)     (b)     (c) 

（10.1）（11.2）（ 7.8）１．非常に強い 

（41.4）（43.9）（35.8）２．どちらかといえば強い 

（41.1）（39.0）（45.6）３．どちらともいえない 

（ 5.5）（ 4.0）（ 8.8）４．どちらかといえば弱い 

（ 1.1）（ 0.7）（ 2.1）５．非常に弱い 

（ 0.8）（ 1.2）（   -）  無回答 

問２．あなたは、今後、国民の間に「国を愛する」という気持ちをもっと育てる必要があると思い 

ますか。それとも、そうは思いませんか。（○は１つ） 

   (a)     (b)     (c) 

（67.3）（69.2）（63.2）１．そう思う 

（23.7）（22.0）（27.5）２．そうは思わない 

（ 7.9）（ 7.7）（ 8.3）３．その他 

（ 1.1）（ 1.2）（ 1.0）  無回答 

問３．国民は、「国や社会のことにもっと目を向けるべきだ」という意見と、「個人生活の充実をも 

っと重視すべきだ」という意見がありますが、あなたのお考えは、このうちどちらの意見に近 

いですか。（○は１つ） 

   (a)     (b)     (c) 

（52.0）（53.7）（48.2）１．国や社会のことにもっと目を向けるべきだ 

（36.2）（32.7）（44.0）２．個人生活の充実をもっと重視すべきだ 

（10.6）（11.9）（ 7.8）３．その他 

（ 1.1）（ 1.6）（   -）  無回答 
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問４．あなたは、日頃、社会の一員として、何か社会のために役立ちたいと思っていますか。 

それとも、あまりそのようなことは考えていませんか。（○は１つ） 

   (a)     (b)     (c) 

（67.0）（66.1）（68.9）１．思っている  →問５へ

（31.1）（31.1）（31.1）２．あまり考えていない →問６へ

（ 1.9）（ 2.8）（   -）  無回答  →問６へ

問４で「１．思っている」と答えた方への質問 

問５．何か社会のために役立ちたいと思っているのはどのようなことですか。（○はいくつでも） 

(a)       (b)       (c) 

（n＝416）（n＝283）（n＝133） 

   (a)     (b)     (c) 

（ 6.3）（ 6.7）（ 5.3）１．青少年健全育成に関する活動（ボーイスカウト・ガールスカウト 

活動、子ども会など） 

（15.1）（14.8）（15.8）２．体育・スポーツ・文化に関する活動（スポーツ・レクリエーション 

指導、祭り、学校でのクラブ活動における指導など） 

（22.8）（23.7）（21.1）３．自主防災活動や災害援助活動 

（ 9.9）（11.3）（ 6.8）４．公共施設での活動（公民館における託児、博物館の展示説明員など） 

（14.7）（10.2）（24.1）５．人々の学習活動に関する指導、助言、運営協力などの活動（料理、 

英語、書道など） 

（ 9.9）（ 8.1）（13.5）６．国際交流（協力）に関する活動（通訳、難民援助、技術援助、留学生 

援助など） 

（34.1）（35.0）（32.3）７．社会福祉に関する活動（高齢者・障害者・子どもに対する身の回りの 

世話、介護、食事の提供、保育など） 

（13.9）（12.0）（18.0）８．保健・医療・衛生に関する活動（病院ボランティアなど） 

（39.7）（39.9）（39.1）９．自然・環境保護に関する活動（環境美化、リサイクル活動、 

牛乳パックの回収など） 

（15.1）（16.6）（12.0）10．交通安全に関する活動（子どもの登下校時の安全監視など） 

（11.5）（11.3）（12.0）11．募金活動、チャリティーバザー 

（26.0）（27.9）（21.8）12．町内会などの地域活動（お祝い事や不幸などの手伝い、町内会や 

自治会などの役員、防犯や防火活動など） 

（25.2）（23.3）（29.3）13．家事や子どもの養育を通して 

（44.0）（37.5）（57.9）14．自分の職業を通して 

（ 3.8）（ 2.8）（ 6.0）15．その他（具体的に→） 

（ 0.2）（ 0.4）（   -）  無回答 

(a)（M.T.=292.3） 

(b)（M.T.=281.6） 

(c)（M.T.=315.0） 
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ここからは全員の方がお答えください 

問６．あなたは、今後、日本人は、個人の利益よりも国民全体の利益を大切にすべきだと思いますか。 

それとも、国民全体の利益よりも個人個人の利益を大切にすべきだと思いますか。（○は１つ） 

   (a)     (b)     (c) 

（45.9）（47.9）（41.5）１．個人の利益よりも国民全体の利益を大切にすべきだ 

（29.6）（23.6）（43.0）２．国民全体の利益よりも個人個人の利益を大切にすべきだ 

（19.2）（20.8）（15.5）３．その他 

（ 5.3）（ 7.7）（   -）  無回答 

問７．あなたは、地域での付き合いをどの程度していますか。（○は１つ） 

   (a)     (b)     (c) 

（ 6.9）（ 8.4）（ 3.6）１．よく付き合っている 

（46.7）（49.3）（40.9）２．ある程度付き合っている 

（35.9）（33.6）（40.9）３．あまり付き合っていない 

（ 9.0）（ 6.5）（14.5）４．全く付き合っていない 

（ 1.4）（ 2.1）（   -）  無回答 

問８．地域での付き合いは、どの程度が望ましいと思いますか。（○は１つ） 

   (a)     (b)     (c) 

（34.0）（37.4）（26.4）１．地域の行事や会合に参加したり、困ったときに助け合う 

（24.2）（25.7）（20.7）２．地域の行事や会合に参加する程度の付き合い 

（20.3）（18.5）（24.4）３．世間話をする程度の付き合い 

（19.5）（15.9）（27.5）４．挨拶をする程度の付き合い 

（ 0.5）（ 0.2）（ 1.0）５．地域での付き合いは必要ない 

（ 1.6）（ 2.3）（   -）  無回答 
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 ここからは、社会の現状に対する認識についておうかがいします 

問９．あなたは、現在の世相をひとことで言えば、明るいイメージとしては、どのような表現が当て 

はまると思いますか。（○はいくつでも） 

   (a)     (b)     (c) 

（62.2）（64.5）（57.0）１．平和である 

（ 8.2）（ 6.8）（11.4）２．ゆとりがある 

（20.6）（22.7）（16.1）３．安定している 

（10.3）（ 8.9）（13.5）４．責任感が重んじられている 

（ 5.8）（ 4.4）（ 8.8）５．連帯感がある 

（17.9）（19.2）（15.0）６．おもいやりがある 

（ 7.1）（ 7.7）（ 5.7）７．明るい 

（ 6.0）（ 5.6）（ 6.7）８．活気がある 

（ 3.5）（ 3.7）（ 3.1）９．その他（具体的に→） 

（15.8）（13.8）（20.2）10．特にない 

（ 2.4）（ 3.5）（   -）  無回答 

(a)（M.T.=159.7） 

(b)（M.T.=160.7） 

(c)（M.T.=157.5） 

問10．あなたは、現在の世相をひとことで言えば、暗いイメージとしては、どのような表現が当て 

はまると思いますか。（○はいくつでも） 

   (a)     (b)     (c) 

（36.6）（34.3）（41.5）１．不安なこと、いらいらすることが多い 

（41.7）（40.0）（45.6）２．ゆとりがない 

（11.4）（11.9）（10.4）３．うわついていて軽薄である 

（39.8）（37.9）（44.0）４．無責任の風潮がつよい 

（22.4）（22.0）（23.3）５．連帯感が乏しい 

（38.8）（37.6）（41.5）６．自分本位である 

（13.8）（12.6）（16.6）７．暗い 

（27.5）（25.5）（32.1）８．活気がない 

（ 5.5）（ 5.1）（ 6.2）９．その他（具体的に→） 

（ 2.6）（ 3.0）（ 1.6）10．特にない 

（ 1.8）（ 2.6）（   -）  無回答 

(a)（M.T.=241.9） 

(b)（M.T.=232.5） 

(c)（M.T.=262.7） 
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問11．あなたは、日本の国や国民について、誇りに思うことはどんなことですか。（○はいくつでも） 

   (a)     (b)     (c) 

（46.5）（49.3）（40.4）１．長い歴史と伝統 

（53.3）（53.0）（53.9）２．すぐれた文化や芸術 

（57.3）（58.9）（53.9）３．美しい自然 

（36.4）（36.7）（35.8）４．国民の人情味や義理がたさ 

（37.7）（36.9）（39.4）５．国民の勤勉さ、才能 

（15.9）（15.7）（16.6）６．高い教育水準 

（20.5）（19.2）（23.3）７．高い科学技術の水準 

（11.1）（11.0）（11.4）８．経済的繁栄 

（ 9.0）（ 7.5）（12.4）９．国民としてのまとまり 

（16.7）（15.2）（20.2）10．社会の安定 

（64.4）（59.6）（75.1）11．治安のよさ 

（31.9）（32.9）（29.5）12．自由で平和な社会 

（ 0.8）（ 0.7）（ 1.0）13．その他（具体的に→） 

（ 2.4）（ 2.3）（ 2.6）14．特にない 

（ 1.6）（ 2.3）（   -）  無回答 

(a)（M.T.=405.6） 

(b)（M.T.=401.2） 

(c)（M.T.=415.5） 

問12．あなたは、現在の社会において満足している点は何ですか。（○はいくつでも） 

   (a)     (b)     (c) 

（46.1）（43.7）（51.3）１．良質な生活環境が整っている 

（14.3）（11.9）（19.7）２．働きやすい環境が整っている 

（ 5.8）（ 4.0）（ 9.8）３．経済的なゆとりと見通しが持てる 

（ 5.3）（ 3.5）（ 9.3）４．チャンスを見つけやすい 

（13.4）（13.1）（14.0）５．人と人とが認め合い交流しやすい 

（12.4）（11.9）（13.5）６．向上心・向学心を伸ばしやすい 

（21.1）（19.6）（24.4）７．心と身体の健康が保たれる 

（ 4.8）（ 4.4）（ 5.7）８．若者が社会での自立を目指しやすい 

（ 5.2）（ 3.7）（ 8.3）９．家庭が子育てしやすい 

（ 8.2）（ 8.6）（ 7.3）10．女性が社会での活躍を志向しやすい 

（10.1）（11.9）（ 6.2）11．高齢者が社会と関わりやすい 

（ 1.9）（ 2.3）（ 1.0）12．その他（具体的に→） 

（27.5）（27.1）（28.5）13．特にない 

（ 2.7）（ 4.0）（   -）  無回答 

(a)（M.T.=178.9） 

(b)（M.T.=169.9） 

(c)（M.T.=199.0） 

354



問13．あなたは、現在の社会において満足していない点は何ですか。（○はいくつでも） 

   (a)     (b)     (c) 

（11.6）（12.4）（ 9.8）１．良質な生活環境が整っていない 

（30.0）（28.7）（32.6）２．働きやすい環境が整っていない 

（54.8）（53.0）（58.5）３．経済的なゆとりと見通しが持てない 

（18.4）（17.5）（20.2）４．チャンスを見つけにくい 

（18.5）（16.1）（23.8）５．人と人とが認め合い交流しにくい 

（13.4）（11.4）（17.6）６．向上心・向学心を伸ばしにくい 

（18.8）（15.4）（26.4）７．心と身体の健康が保たれない 

（31.7）（27.6）（40.9）８．若者が社会での自立を目指しにくい 

（30.6）（27.8）（36.8）９．家庭が子育てしにくい 

（31.2）（30.1）（33.7）10．女性が社会での活躍を志向しにくい 

（24.2）（24.8）（22.8）11．高齢者が社会と関わりにくい 

（ 2.7）（ 2.8）（ 2.6）12．その他（具体的に→） 

（ 8.1）（ 8.4）（ 7.3）13．特にない 

（ 2.1）（ 2.8）（ 0.5）  無回答 

(a)（M.T.=296.0） 

(b)（M.T.=279.0） 

(c)（M.T.=333.7） 

問14．あなたは、現在の社会に全体として満足していますか。それとも、満足していませんか。 

（○は１つ）

   (a)     (b)     (c) 

（ 4.8）（ 4.2）（ 6.2）１．満足している 

（48.1）（48.8）（46.6）２．やや満足している 

（38.6）（39.0）（37.8）３．あまり満足していない 

（ 7.6）（ 6.8）（ 9.3）４．満足していない 

（ 0.8）（ 1.2）（   -）  無回答 
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 ここからは、国の政策に対する評価についておうかがいします 

問15．あなたは、全般的にみて、国の政策に国民の考えや意見がどの程度反映されていると 

思いますか。（○は１つ） 

   (a)     (b)     (c) 

（ 1.6）（ 1.9）（ 1.0）１．かなり反映されている  →問17へ

（29.0）（30.8）（24.9）２．ある程度反映されている  →問16へ

（52.7）（51.6）（54.9）３．あまり反映されていない  →問16へ

（15.1）（13.6）（18.7）４．ほとんど反映されていない  →問16へ

（ 1.6）（ 2.1）（ 0.5）  無回答 →問17へ

問15で「２．ある程度反映されている」、「３．あまり反映されていない」、「４．ほとんど反映され

ていない」と答えた方への質問 

問16．それでは、どうすればよりよく反映されるようになると思いますか。（○は１つ） 

(a)       (b)       (c) 

（n＝601）（n＝411）（n＝190） 

   (a)     (b)     (c) 

（25.8）（27.0）（23.2）１．政治家が国民の声をよく聞く 

（19.1）（14.8）（28.4）２．国民が国の政策に関心を持つ 

（ 3.3）（ 2.9）（ 4.2）３．マスコミが国民の意見をよく伝える 

（13.0）（13.4）（12.1）４．国民が選挙のときに自覚して投票する 

（15.5）（14.6）（17.4）５．政府が世論をよく聞く 

（ 9.8）（ 9.7）（10.0）６．国民が参加できる場をひろげる 

（ 2.8）（ 2.4）（ 3.7）７．その他（具体的に→） 

（10.6）（15.1）（ 1.1）  無回答 
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ここからは全員の方がお答えください 

問17．あなたは、現在の日本の状況について、良い方向に向かっていると思われるのは、どのような 

分野についてでしょうか。（○はいくつでも） 

   (a)     (b)     (c) 

（10.0）（10.5）（ 8.8）１．外交 

（ 8.5）（ 9.1）（ 7.3）２．防衛 

（ 1.1）（ 1.2）（ 1.0）３．国の財政 

（ 4.0）（ 4.7）（ 2.6）４．物価 

（ 2.1）（ 2.3）（ 1.6）５．景気 

（ 4.2）（ 4.0）（ 4.7）６．経済力 

（ 5.3）（ 5.6）（ 4.7）７．雇用・労働条件 

（23.0）（26.2）（16.1）８．医療・福祉 

（13.8）（14.5）（12.4）９．教育 

（14.3）（13.8）（15.5）10．文化 

（19.8）（22.0）（15.0）11．科学技術 

（ 7.7）（ 9.1）（ 4.7）12．資源・エネルギー 

（11.8）（11.4）（12.4）13．食糧 

（11.0）（11.9）（ 8.8）14．自然環境 

（11.8）（12.6）（ 9.8）15．生活環境 

（20.1）（20.1）（20.2）16．防災 

（25.6）（24.1）（29.0）17．治安 

（ 4.2）（ 5.1）（ 2.1）18．土地・住宅 

（22.4）（22.4）（22.3）19．通信・運輸 

（16.4）（17.1）（15.0）20．交通秩序 

（ 7.9）（ 7.2）（ 9.3）21．国民性 

（ 0.8）（ 0.2）（ 2.1）22．社会風潮 

（ 3.1）（ 3.3）（ 2.6）23．地域格差 

（10.6）（10.3）（11.4）24．国際化 

（ 0.6）（ 0.7）（ 0.5）25．その他（具体的に→） 

（21.9）（20.6）（24.9）26．特にない 

（ 2.6）（ 3.7）（   -）  無回答 

(a)（M.T.=284.7） 

(b)（M.T.=293.7） 

(c)（M.T.=264.8） 
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問18．あなたは、現在の日本の状況について、悪い方向に向かっていると思われるのは、どのような 

分野についてでしょうか。（○はいくつでも） 

   (a)     (b)     (c) 

（29.8）（27.8）（34.2）１．外交 

（26.4）（23.8）（32.1）２．防衛 

（59.6）（59.1）（60.6）３．国の財政 

（28.3）（28.7）（27.5）４．物価 

（58.5）（59.6）（56.0）５．景気 

（43.0）（41.8）（45.6）６．経済力 

（46.7）（44.6）（51.3）７．雇用・労働条件 

（38.5）（36.7）（42.5）８．医療・福祉 

（20.9）（18.2）（26.9）９．教育 

（ 6.3）（ 6.8）（ 5.2）10．文化 

（ 7.9）（ 5.6）（13.0）11．科学技術 

（20.1）（20.3）（19.7）12．資源・エネルギー 

（16.3）（17.3）（14.0）13．食糧 

（28.5）（30.1）（24.9）14．自然環境 

（14.7）（14.0）（16.1）15．生活環境 

（ 8.2）（ 7.5）（ 9.8）16．防災 

（19.3）（19.2）（19.7）17．治安 

（ 8.4）（ 8.9）（ 7.3）18．土地・住宅 

（ 4.2）（ 3.5）（ 5.7）19．通信・運輸 

（10.6）（11.2）（ 9.3）20．交通秩序 

（16.7）（17.5）（15.0）21．国民性 

（23.7）（24.5）（21.8）22．社会風潮 

（32.4）（30.1）（37.3）23．地域格差 

（12.1）（10.3）（16.1）24．国際化 

（ 1.4）（ 1.6）（ 1.0）25．その他（具体的に→） 

（ 3.9）（ 4.7）（ 2.1）26．特にない 

（ 1.6）（ 1.9）（ 1.0）  無回答 

(a)（M.T.=587.9） 

(b)（M.T.=575.5） 

(c)（M.T.=615.5） 

 ご回答を統計的に分析するために、あなたご自身のことをおうかがいします 

Ｆ１．あなたは男性ですか、女性ですか。（○は１つ） 

   (a)     (b)     (c) 

（44.8）（40.7）（53.9）１．男性 

（55.2）（59.3）（46.1）２．女性 
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Ｆ２．あなたのお年は満でおいくつですか。年齢をお書きください。 

 歳 

   (a)     (b)     (c) 

（ 2.4）（ 1.6）（ 4.1）  18～19歳 

（ 4.0）（ 4.2）（ 3.6）  20～24歳 

（ 5.2）（ 3.3）（ 9.3）  25～29歳 

（ 5.8）（ 4.2）（ 9.3）  30～34歳 

（ 6.6）（ 5.6）（ 8.8）  35～39歳 

（ 6.9）（ 4.7）（11.9）  40～44歳 

（10.6）（ 7.0）（18.7）  45～49歳 

（ 7.2）（ 6.1）（ 9.8）  50～54歳 

（ 6.0）（ 5.8）（ 6.2）  55～59歳 

（ 8.1）（ 9.8）（ 4.1）  60～64歳 

（12.2）（15.4）（ 5.2）  65～69歳 

（10.6）（12.9）（ 5.7）  70～74歳 

（ 7.1）（ 9.3）（ 2.1）  75～79歳 

（ 7.2）（10.0）（ 1.0）  80歳以上 

Ｆ３．あなたのお仕事についておうかがいします。あなたは、この中のどれに当たりますか。どれに 

当てはまるかわからない場合には、「８．」に○をつけ、「その他」の欄にできるだけ具体的 

にお書きください。（○は１つ） 

   (a)     (b)     (c) 

（36.2）（28.7）（52.8）１．正規の職員・従業員（役員を含む） 

（16.3）（15.4）（18.1）２．非正規の職員・従業員（期間従業員、契約社員、派遣社員を含む） 

（ 6.0）（ 6.5）（ 4.7）３．自営業主・自由業（自分で、または共同で事業を営んでいる） 

（ 1.3）（ 1.4）（ 1.0）４．家族従業者（家族が営んでいる事業を手伝っている） 

（16.9）（21.3）（ 7.3）５．主婦・主夫 

（ 4.0）（ 2.6）（ 7.3）６．学生 

（17.7）（22.2）（ 7.8）７．無職 

（ 0.8）（ 0.7）（ 1.0）８．その他 ※できるだけ具体的にお書きください。 

（ 0.8）（ 1.2）（   -）  無回答 

Ｆ４．家計を同じくするご家族は、あなたも含めて何人ですか。なお、使用人は含めないでください。 

（○は１つ）

   (a)     (b)     (c) 

（16.9）（17.8）（15.0）１．１人 

（30.3）（33.6）（22.8）２．２人 

（24.8）（24.1）（26.4）３．３人 

（17.7）（14.5）（24.9）４．４人 

（ 6.6）（ 5.8）（ 8.3）５．５人 

（ 1.9）（ 2.1）（ 1.6）６．６人 

（ 0.5）（ 0.5）（ 0.5）７．７人以上 

（ 1.3）（ 1.6）（ 0.5）  無回答 
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Ｆ５．あなたの世帯は、次のように分類した場合どれに当たりますか。（○は１つ） 

   (a)     (b)     (c) 

（15.3）（15.2）（15.5）１．１人世帯 

（26.4）（29.7）（19.2）２．１世代世帯（夫婦だけ） 

（50.6）（45.6）（61.7）３．２世代世帯（親と子） 

（ 5.2）（ 6.1）（ 3.1）４．３世代世帯（親と子と孫） 

（ 1.8）（ 2.3）（ 0.5）５．その他の世帯 

（ 0.8）（ 1.2）（   -）  無回答 

Ｆ６．あなたは、結婚していらっしゃいますか。（○は１つ） 

   (a)     (b)     (c) 

（62.5）（63.8）（59.6）１．既婚（有配偶） 

（15.0）（17.5）（ 9.3）２．既婚（離・死別） 

（21.6）（17.3）（31.1）３．未婚 

（ 1.0）（ 1.4）（   -）  無回答 

Ｆ７．あなたにはお子さんがいらっしゃいますか。成人しているお子さんや別居しているお子さんも 

含めてお答えください。（○は１つ） 

   (a)     (b)     (c) 

（69.6）（73.1）（61.7）１．子どもがいる  →Ｆ７ＳＱへ

（29.3）（25.2）（38.3）２．子どもはいない  →Ｆ８へ

（ 1.1）（ 1.6）（   -）  無回答  →Ｆ８へ

Ｆ７で「１．子どもがいる」と答えた方への質問 

Ｆ７ＳＱ．お子さんはそれぞれどんな段階ですか。すべてのお子さんについて、お答えください。どれ 

に当てはまるかわからない場合には、「７．」に○をつけ、「その他」の欄にできるだけ具体的 

にお書きください。（○はいくつでも） 

(a)       (b)       (c) 

（n＝432）（n＝313）（n＝119） 

   (a)     (b)     (c) 

（11.8）（ 9.3）（18.5）１．乳児、幼児、未就学児 

（12.5）（ 8.3）（23.5）２．小学生 

（ 9.7）（ 6.4）（18.5）３．中学生 

（10.4）（ 7.0）（19.3）４．高校生 

（11.6）（ 9.3）（17.6）５．大学生、大学院生、短大生、専門学校生 

（63.4）（72.2）（40.3）６．上記以外の方（学校教育が修了した方、社会人、主婦、主夫） 

（ 0.7）（ 0.3）（ 1.7）７．その他 ※できるだけ具体的にお書きください。 

（ 1.6）（ 2.2）（   -）  無回答 

(a)（M.T.=121.8） 

(b)（M.T.=115.0） 

(c)（M.T.=139.5） 
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ここからは全員の方がお答えください 

Ｆ８．あなたは、この市（区・町・村）に住むようになってから、何年になりますか。（○は１つ） 

   (a)     (b)     (c) 

（ 6.3）（ 6.1）（ 6.7）１．２年未満 

（ 4.8）（ 2.8）（ 9.3）２．２年～５年未満 

（ 9.3）（ 8.2）（11.9）３．５年～10年未満 

（15.9）（12.9）（22.8）４．10年～20年未満 

（63.0）（69.2）（49.2）５．20年以上 

（ 0.6）（ 0.9）（   -）  無回答 

Ｆ９．あなたは、社会の動きを知ろうとするときに、どこから情報を得ることが多いですか。どれに 

当てはまるかわからない場合には、「８．」に○をつけ、「その他」の欄にできるだけ具体的 

にお書きください。（○はいくつでも） 

   (a)     (b)     (c) 

（85.8）（88.6）（79.8）１．テレビ 

（14.8）（17.1）（ 9.8）２．ラジオ 

（49.6）（56.5）（34.2）３．新聞 

（13.8）（14.7）（11.9）４．書籍、雑誌 

（61.2）（48.1）（90.2）５．インターネット（６を除く） 

（19.6）（12.9）（34.7）６．SNS（「Twitter」や「Facebook」など） 

（35.1）（35.5）（34.2）７．家族、友人、知人など 

（ 0.8）（ 0.7）（ 1.0）８．その他 ※できるだけ具体的にお書きください。 

（ 0.5）（ 0.7）（   -）  無回答 

(a)（M.T.=281.3） 

(b)（M.T.=274.8） 

(c)（M.T.=295.9） 

Ｆ10．あなたは、パソコンやスマートフォンなどで、日常、仕事・私的利用を問わずホームページ 

（Web）の閲覧や電子メール送受信など、インターネットを利用しますか。（○は１つ） 

   (a)     (b)     (c) 

（66.8）（53.7）（95.9）１．ほぼ毎日利用している 

（10.6）（14.3）（ 2.6）２．たまに利用している 

（ 6.1）（ 8.4）（ 1.0）３．ほとんど利用していない 

（15.6）（22.4）（ 0.5）４．全く利用していない 

（ 0.8）（ 1.2）（   -）  無回答 
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Ｆ11．あなたは、普段、アンケート調査を回答するときに、パソコンやスマートフォンなどによる 

回答も可能な場合は、それらを利用しようと思いますか。（○は１つ） 

   (a)     (b)     (c) 

（35.4）（12.6）（86.0）１．利用しようと思う 

（21.1）（24.5）（13.5）２．どちらかといえば利用しようと思う 

（20.1）（29.0）（ 0.5）３．どちらかといえば利用しようと思わない 

（22.7）（32.9）（   -）４．利用しようと思わない 

（ 0.6）（ 0.9）（   -）  無回答 

 今後の調査実施の参考とするため、ここからは今回の調査についておうかがいします 

問Ａ．今回の調査の答えやすさはどうでしたか。（○は１つ） 

   (a)     (b)     (c) 

（53.1）（48.8）（62.7）１．答えやすかった 

（17.4）（19.6）（12.4）２．答えにくかった 

（28.7）（30.4）（24.9）３．どちらともいえない 

（ 0.8）（ 1.2）（   -）  無回答 

問Ｂ．今回の調査の分量はどうでしたか。（○は１つ） 

   (a)     (b)     (c) 

（ 7.4）（ 8.2）（ 5.7）１．少ないと感じた 

（80.2）（78.3）（84.5）２．適当と感じた 

（11.8）（12.6）（ 9.8）３．多いと感じた 

（ 0.6）（ 0.9）（   -）  無回答 

問Ｃ．今回の調査への回答に要した時間は、およそどれくらいでしたか。（○は１つ） 

   (a)     (b)     (c) 

（58.5）（53.3）（69.9）１．15分未満 

（33.7）（36.0）（28.5）２．15～30分程度 

（ 7.1）（ 9.8）（ 1.0）３．30分以上 

（ 0.8）（ 0.9）（ 0.5）  無回答 

（インターネット回答者のみのご質問）

問Ｄ．今回の調査は、どのような機器で回答しましたか。（お答えは１つ） 

  (c) 

（32.6）１．パソコン 

（60.1）２．スマートフォン 

（ 6.7）３．タブレット 

（ 0.5）  無回答 
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