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調査の概要 

 

（１）調査の目的 

  大野市環境基本条例に基づく次期環境基本計画の策定に先立ち、環境への関心や満足

度、あるいは環境保全と創造に向けた取り組みなどについて広く市民の意見を集めると

ともに、調査の実施を通して、市民の環境に対する意識の啓発に努めることを目的とし

て実施しました。 

 

（２）調査方法 

 調査対象地域：大野市全域 

 調査対象者 ：①大野市民(１６歳以上（生年月日が２００５年４月１日以前）の男女) 

②大野市内事業所 

③大野市内の小学６年生及び中学３年生 

調査方法  ：①大野市民  無作為抽出調査、郵送配布・回収 

②大野市内事業所 無作為抽出調査、郵送配布・回収 

       ③大野市内の小学６年生及び中学３年生 全数調査、直接配布・回収 

 

（３）調査期間 

  アンケートの配布・回収  令和２年 ６月１５日（月）～ ６月２６日（金） 

 

（４）回収率 

  ①大野市民 

年齢区分 配布数 回収数 回収率 

１６～１９歳 １５０   ５１  ３４．０％ 

２０～２９歳 １５０   ４５  ３０．０％ 

３０～３９歳 １５０   ６０  ４０．０％ 

４０～４９歳 １５０   ７３  ４８．７％ 

５０～５９歳 １５０   ８０  ５３．３％ 

６０～６９歳 １５０   ９８  ６５．３％ 

７０～７９歳 １５０   １００  ６６．７％ 

８０歳以上 １５０   ５７  ３８．０％ 

年齢区分無回答 ―  １２  ―   

合計（全体） １，２００   ５７６  ４８．０％ 
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 ②市内事業所 

 配布数 回収数 回収率 

市内事業所 ３００  １１７  ３９．０％ 

 

③市内の小学６年生及び中学３年生 

 配布数 回収数 回収率 

小学６年生 ２５６  ２５１  ９８．０％ 

中学３年生 ２７９  ２６７  ９５．７％ 

 

（５）掲載数値について 

  ・構成比（％）の合計は、個々のデータに対して、小数点第２位を四捨五入している

ため、合計が１００％にならない場合があります。 

  ・「無回答」は、回答していないものを表しています。 

  ・その他の意見や自由回答についての掲載は、同じ意見や回答は一つにまとめて整理

してあります。 

  


