
アンケート概要



アンケート実施概要

実施期間：2020/9/7～2020/9/14
実施方法：紙媒体とWeb(Googleフォーム)を使用
対 象：鯖江高校、丹南高校、

丹生高校、福井高専の在学生
実施人数：2,236名
回答数 ：1,625件
回答率 ：72.6%（紙媒体:96.7% Web:45.4%）



アンケート内容

Q1：あなたが住みたいと思うまちは下記のどんなものが充実したまちですか？

1位（ ） 2位（ ） 3位（ ）

①雇用・就職先 ②大学・専門学校 ③公共交通 ④ ICT・IoT
⑤インフラ整備 ⑥農業・林業 ⑦商業施設 ⑧飲食店
⑨イベント ⑩観光名所 ⑪アミューズメント施設
⑫医療・福祉 ⑬伝統工芸（めがね・漆器・繊維）
⑭災害対策 ⑮子育て支援 ⑯ジェンダー平等、女性活躍
⑰健康づくり ⑱環境保全 ⑲文化・歴史 ⑳プロスポーツ団体
㉑市民活動、団体活動、地域活動（JK課・青年会議所・商工会議所・消防団等）
㉒その他

Q２：まちにどんなイベントや取り組みがあったら良いと思いますか。（自由記入回答）



アンケート結果（Q1)



アンケート結果（1位）

0 50 100 150 200 250 300

設問 件数
雇用・就職先 270
商業施設 237
アミューズメント施設 225
公共交通 189
飲食店 133
医療・福祉 91
大学・専門学校 69
環境保全 64
イベント 64
観光名所 59
災害対策 47
インフラ整備 40
ICT・IoT 34
子育て支援 31
プロスポーツ団体 17
健康づくり 12
伝統工芸（めがね・漆器・繊維） 11
文化・歴史 8
ジェンダー平等、女性活躍 5
農業・林業 2
総計 1608



アンケート結果（1位）

上位の回答
雇用・就職先 ：270件
商業施設 ：237件
アミューズメント施設：225件
公共交通 ：189件
飲食店 ：133件



アンケート結果（２位）

0 50 100 150 200 250

設問 件数
飲食店 221

雇用・就職先 189

公共交通 178

商業施設 167

アミューズメント施設 139

大学・専門学校 119

観光名所 115

イベント 102

医療・福祉 100

インフラ整備 55

災害対策 54

子育て支援 43

環境保全 36

プロスポーツ団体 29

ICT・IoT 16

文化・歴史 14

健康づくり 12

ジェンダー平等、女性活躍 11

市民活動・団体活動・地域活動 9

農業・林業 6

伝統工芸（めがね・漆器・繊維） 6

総計 1621



アンケート結果（２位）

上位の回答
飲食店 ：221件
雇用・就職先 ：189件
公共交通 ：178件
商業施設 ：167件
アミューズメント施設：139件



アンケート結果（３位）

設問 件数
飲食店 207

公共交通 186

アミューズメント施設 154

商業施設 132

雇用・就職先 124

観光名所 124

医療・福祉 121

イベント 108

大学・専門学校 81

子育て支援 70

災害対策 56

インフラ整備 49

環境保全 47

プロスポーツ団体 34

文化・歴史 26

ジェンダー平等、女性活躍 23

伝統工芸（めがね・漆器・繊維） 20

ICT・IoT 19

健康づくり 19

市民活動・団体活動・地域活動 10

農業・林業 8

総計 1618 0 50 100 150 200 250



アンケート結果（３位）

上位の回答
飲食店 ：207件
公共交通 ：186件
アミューズメント施設：154件
商業施設 ：132件
雇用・就職先 ：124件



アンケート結果（全体）

設問 件数

雇用・就職先 584

飲食店 561

公共交通 553

商業施設 536

アミューズメント施設 518

医療・福祉 312

観光名所 298

イベント 274

大学・専門学校 270

災害対策 157

環境保全 147

インフラ整備 144

子育て支援 144

プロスポーツ団体 80

ICT・IoT 70

文化・歴史 48

健康づくり 43

ジェンダー平等、女性活躍 39

伝統工芸（めがね・漆器・繊維） 37

市民活動・団体活動・地域活動 19

農業・林業 16

総計 4850 0 100 200 300 400 500 600 700



アンケート結果（全体）

上位の回答
雇用・就職先 ：584件
飲食店 ：561件
公共交通 ：553件
商業施設 ：536件
アミューズメント施設：518件



アンケート結果（全体）

次点の回答
医療・福祉 ：312件
観光名所 ：298件
イベント ：274件
大学・専門学校 ：270件



アンケート結果（Q2)



アンケート結果（Q2）

祭り（191件 11.8%）
・定期的な祭り
・町全体での祭り
・何日か続く祭り
・海外からも注目されるような祭り

コミュニケーション、ふれあい
（110件 6.8%）
・世代関係なく交流できるイベント
・地域で楽しめるイベント
・様々な職種との交流

ご当地活性化系（92件 5.7%）
・ご当地ヒーロー
・東京タワーを超えて
福井タワーとか作るといいと思います

・地元のグルメを楽しむイベント
・眼鏡関係のイベント

音楽（82件 5.0%）
・ライブ
・音楽フェス
・ライブハウスが欲しい

商業施設（76件 4.7%）
・イオン
・コストコ
・アウトレット

スポーツ関連（58件 3.6%）
・スポーツ大会、イベント
・マラソン大会
・プロサッカーチーム
・公園にバスケのリングをつける
・子供対象の体を動かすイベント



アンケート結果（Q2）

食（49件）
・グルメフェス
・飲食店を増やして欲しい

生活・施設整備（46件）
・都会化
・治安がよいまち
・駅前活性化

まちの清掃・ゴミ拾い（38件）

有名人を呼ぶイベント（34件）

アミューズメント（32件）
・遊び場が欲しい
・ラウンドワン
・遊園地
・ディズニー、USJ

体験・学習（23件）
・若者の意見を聞く話し合いの場をつくる
・ジェンダーに関する講義

サブカルチャー（22件）
・アニメのイベント、ショップ
・コミケ

環境・自然（21件）
・環境保全
・自然を大切にするイベント

花火大会（20件）

公共交通（19件）
・バスや電車の本数を増やす
・運賃の値下げ



アンケート結果（Q2）

学校・学生（17件）
・学校では学べないことが学べる取り組み
・他校や大学との交流

ボランティア（16件）

観光（16件）
・県外からたくさん人が来るイベント
・観光スポットを増やす

e-スポーツ（14件）
・e-スポーツの大会

配布・もらえる系（13件）
・賞金が出るイベント
・お金配り

伝統工芸（13件）
・伝統工芸のテーマパーク
・伝統工芸作りの体験
・アニメとのコラボ

防災（7件）
・防災訓練

出会い（4件）
・婚活パーティー


