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総合戦略各種アンケート 

 

○平成２７年調査（７月実施） 

 

１ 結婚・妊娠・出産・子育てに関する意識・希望調査 

対象：市内にお住まいの「２０歳以上から４９歳以下」の方（無作為抽出 2,000人） 

設問概要 

（１）回答者プロフィール 

 （全員） 

  問１ 回答者プロフィール 

   (１)性別、(２)年齢、(３)住まいの地区、(４)就業状態、 

(５)通勤先、(６)通勤先区分、(７)家族構成、(８)住まい、 

(９)パートナー（夫、妻）の就業、(１０)年収 

（２）結婚について 

 （全員） 

  問２ 現在「結婚」しているか 

 （問２で「未婚」と回答した方） 

  問３ 「結婚」についての気持ち（結婚に対する望みや時期） 

 （問３で「結婚したい」と回答した方） 

  問４-１  何歳くらいで結婚したいか 

  問４-２  あなたが、結婚したいと思う主な理由 

 （問３で「結婚したくない」と回答した方） 

  問５ 結婚したくない理由 

 （問２で「既婚」「近々結婚の予定がある」と回答した方） 

  問６ 相手とどこで知り合ったか 

  問７ あなたが結婚した（決めた）理由 

（３）出産・子育てについて 

 （全員） 

  問８ 現在、あなたにはお子さんがいますか。 

 （問８で「子どもがいる」と回答した方） 

  問９－１  現在、あなたには何人のお子さんがいますか。 

      お子さんが生まれたのは、あなたが何歳のときですか。 

  問９－２  あなた若しくはパートナーが妊娠・出産にあたり、不安なことはあ

ったか 

（全員） 

  問１０－１ 将来、何人のお子さんを持ちたいか（「将来持つ予定の子どもの数」） 

  問１０－２ あなたが「理想とする子どもの数」は何人か（経済的な理由などは

除外して理想とする子どもの数を回答） 

 （問１０－２で「１人以上」と回答した方） 

  問１１ 子どもを欲しいと思う理由 
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 （問１０－２の「理想の子どもの数」より、問１０－１の「将来に持つ予定の子ども

の数」が少なかった方） 

  問１２ お子さんの数が理想どおりではないのはなぜか 

 （問１０－２で「いなくてもいい」と回答した方） 

  問１３ いなくてもいいと思う理由 

（４）結婚・出産・子育てへの支援について 

 （全員） 

  問１４ 結婚しやすい、結婚したいと思える環境をつくるには、どのような支援

が効果的だと思うか 

  問１５ 妊娠や出産しやすい環境づくりについて、どのような支援があればよい

と思うか 

  問１６ 子育てしやすい環境づくりについて、どのような支援があればよいと思

うか 

（５）今後の住まい方について 

 （全員） 

  問１７ 能代市は住みやすいところだと感じるか 

  問１８ 今後も能代市に「住み続けたい」と思うか 

（６）まちづくりについて 

 （全員） 

  問１９ 人口減少が進行した場合に生じる社会への影響について、影響が大きい

と考えること及び不安に感じること 

  問２０ あなたのお住まいの地域の課題は 

  問２１ 能代市が人口減少を克服し活力ある社会を目指して、今後取り組むべき

ことについて、最も重視すべきことは 

（７）自由記載 

 （全員） 

  問２２ 最後に｢安心して結婚・妊娠・出産・子育てできる取り組み」について

の自由な意見 
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２ 転入に関するアンケート調査 

対象：転入した「２０歳以上」の方（無作為抽出４００人） 

設問概要 

（１）回答者プロフィール 

 （全員） 

  問１ 性別 

 問２ 年齢 

 問３ 職業 

 問４ 転入前の市町村 

転入後に住んでいる地区 

 問５ 転入前の世帯構成 

転入後の世帯構成 

（問５で「転入後に子どもと同居している」と回答した方） 

 問６ 同居のお子さんについて（小学生、中学生等） 

（２）転入について 

 （全員） 

  問７ 能代市に転入することになった最も大きなきっかけは 

  問８ 転入前に能代市に住んだことはあるか 

  問９－１ 能代市に住んで満足しているか 

 （問９-１で「満足」「どちらかといえば満足」と回答した方） 

  問９－２ 能代市にお住まいになって満足している点は 

 （問９-１で「どちらかといえば不満」「不満」と回答した方） 

  問９－３ 能代市にお住まいになって不満な点は 

 （全員） 

  問１０ 能代市に住み続けたいと思うか 

  問１１ 転入するにあたって困ったことやあれば良いと思う支援・制度は（自由

記載） 

（３）自由記載 

 （全員） 

  問１２ 能代市の発展や市民の暮らしを豊かにするための意見や提案 
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３ 転出に関するアンケート調査 

対象：転出した「２０歳以上」の方（無作為抽出４００人） 

設問概要 

（１）回答者プロフィール 

 （全員） 

  問１ 性別 

 問２ 年齢 

 問３ 職業 

問４ 能代市での在住期間 

 問５ 転出前に住んでいた地区 

転出後の市町村 

 問６ 転出前の世帯構成 

転出後の世帯構成 

（問６で「転出後に子どもと同居している」と回答した方） 

 問７ 同居のお子さんについて（小学生、中学生等） 

（２）転出について 

 （全員） 

  問８ 能代市から転出することになった最も大きなきっかけは 

  問９－１ 能代市にお住まいになって満足していたか 

 （問９-１で「満足」「どちらかといえば満足」と回答した方） 

  問９－２ 能代市にお住まいになって満足だった点は 

 （問９-１で「どちらかといえば不満」「不満」と回答した方） 

  問９－３ 能代市にお住まいになって不満だった点は 

 （全員） 

  問１０ 機会があれば能代市にもう一度住みたいと思うか 

  問１１ もう一度住むとしたらどんな支援や制度があれば良いか（自由記載） 

（３）自由記載 

 （全員） 

  問１２ 能代市の発展や市民の暮らしを豊かにするための意見や提案 
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４ 高校生・専門学生 進路希望等状況調査 

対象：市内の高等学校、専門学校に在学する方（全員） 

設問概要 

（１）回答者について 

 （全員） 

  問１ 性別 

  問２ 居住している市町村 

  問３ 高校卒業後の進路 

（２）卒業後進学を希望する方 

 （全員） 

  問４－１ 目標として、どの学校まで進学したいと考えているか 

問４－２ 進学を希望する地域はどこか 

問４－３ その地域を選んだ理由は 

（３）卒業後就職を希望する方 

 （全員） 

  問５－１ 就職先を選ぶ際の優先度は（仕事の内容や地域等） 

  問５－２ 就職を希望する地域は 

  問５－３ 希望する地域を選んだ理由は 

 （問５－２で就職を希望する地域に「能代市外の県内市町村」「県外」を選んだ方） 

  問５－４ 能代市内を選ばなかった理由は 

 （全員） 

  問５－５ 就職を希望する業種は 

  問５－６ 就職先を決める際に重要だと思うこと 

  問５－７ 能代市内であなたが希望している仕事ができるとなった場合、能代市

に住みたいと思うか 

（４）卒業後創業・起業を希望する方 

 （全員） 

 問６－１ 創業・起業は、どこで、どのような業種を考えているか 

その理由は 

問６－２ 創業・起業にあたって、どのような行政の支援があればよいか（自由

記載） 

（５）能代市で住むことについて 

 （全員） 

 問７ 能代市の印象は 

問８－１ 学校を卒業したあと、能代市に住みたいと思いますか。 

 （問８－１で「住みたい、住み続けたい」「すぐではないが、いつかは住みたい」を

選択した方） 

  問８－２ 住みたいと思った理由は 

 （問８－１で「住まないつもり」を選択した方） 

  問８－３ 住まないつもりとした理由は 
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（６）結婚について 

 （全員） 

  問９ 「結婚」に対するイメージは 

  問１０ 「結婚」についてのあなたの気持ちは 

 （問１０で「結婚したい」と回答した方） 

  問１１ 何歳くらいで結婚したいか 

  問１２ 結婚したいと思う主な理由は 

（７）子どもについて 

 （全員） 

  問１３ 理想とする子どもの数は何人か 

 （問１３で「１人以上」と回答した方） 

  問１４ 子どもを欲しいと思う理由は 

  問１５ 何歳くらいに第一子が欲しいか 

 （問１３で「いなくてもいい」と回答した方） 

  問１６ いなくてもいいと思う理由は 

（８）能代市が重視すべきこと 

 （全員） 

  問１７ 能代市が人口減少を克服し活力ある社会を目指して、最も重視すべきこ

とは 

（９）自由記載 

 （全員） 

  問１８ 能代市に若者が定着するために必要なことなど 

 



 7 

５ 高校生・専門学生 進路希望等状況調査（保護者） 

対象：市内の高等学校、専門学校に在学する方と同居する保護者 

設問概要 

（１）回答者について 

 （全員） 

  問１ 性別 

問２ 年齢 

問３ お子さんとの続柄 

（２）卒業後の進路等 

 （全員） 

  問４ お子さんに望む進路目標・進学は 

 問５ お子さんに将来どのような職業に就いてもらいたいか 

 問６ お子さんに、現在住んでいる市町村に住み続けてほしいと思っているか 

（３）能代市が重視すべきこと 

 （全員） 

  問７ 能代市が人口減少を克服し活力ある社会を目指して、最も重視すべきこと

は 

（４）自由記載 

 （全員） 

  問８ 能代市に若者が定着するために必要なことなど 
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６ 企業・事業所意識・希望調査 

対象：市内に立地する企業・事業所（無作為抽出２００件） 

設問概要 

（１）企業・事業所の概要 

 （全対象） 

  問１ 業種は 

問２ 本社・支社等の区分は 

問３ 経営組織形態は 

問４ 資本金は 

問５ 従業員数（パート・アルバイトを含む常時雇用数）は 

問６ 従業員数の男性、女性の比率は 

（２）企業活動の状況 

 （全対象） 

  問７ 最近３年間の売上高の傾向は 

 問８ 貴社が現在抱えている経営上の問題点は 

（３）今後の企業活動に関する展望 

 （全対象） 

  問９－１ 今後の事業展開について 

 （問９－１で「事業所の新設・増設・移転」を検討している方） 

  問９－２ 新設・増設・移転を検討あるいは予定している理由は 

 （全対象） 

  問１０ 事業推進にあたり、今後取り組む必要があると思われることは 

（４）市内での企業活動について 

 （全対象） 

  問１１－１ 能代市は企業活動が行いやすい地域だと思うか 

 （問１１－１で「企業活動が行いやすい」「どちらかといえば行いやすい」と回答し

た方） 

  問１１－２ 能代市で企業活動を行うにあたり、どのようなメリットがあると思

うか 

 （問１１－１で「どちらかといえば行いにくい」「企業活動が行いにくい」と回答し

た方） 

  問１１－３ 能代市で企業活動が行いにくいと感じるのは、どのような面からか 

 （全対象） 

  問１２ 事業の継続、発展のために必要な行政の支援メニューは何か 

  問１３ 今後（５～１０年程度）の能代市において、どのような分野の産業が成

長していくと思うか 

（５）雇用や就業環境について 

 （全対象） 

  問１４ 労働力の確保や誰もが働きやすい環境づくりのために重要と思うこと 

  問１５－１ ワークライフバランス(仕事と私生活の調和)の推進に取り組んで

いるか 
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 （問１５－１で「 取り組んでいる」と回答した方） 

  問１５－２ 取り組んでいる活動は 

  問１６ ワークライフバランスに取り組むにあたって問題となることは 

（６）妊娠・出産時の対応について 

 （全対象） 

  問１７ 本人から妊娠の申出があった場合の対応は 

  問１８ 出産後の対応は 

 （問１７、問１８で「業務の性質上、やむを得ず退職してもらっている」と回答した

場合） 

  その理由（自由記述） 

（７）子育て支援等について 

 （全対象） 

  問１９ 貴社では、どのような子育て支援を実施しているか 

（８）自由記載 

 （全員） 

  産業振興や人口減少への対応について自由なご意見 

 

 


