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で，日本人の意識はどのように変わったのだろ
うか。その変化を調べるため，震災から9か月
後の2011年12月，全国の16歳以上を対象に
世論調査を実施した。本稿では，その主な結
果を報告する。なお，調査概要と単純集計結
果は50 ～ 55ページに掲載した。

 1. 震災後の防災意識

（1）国民の 8 割が大地震に不安

まず，大地震に対する不安からみていきた
い。住んでいる地域で大地震が起きる不安に
ついて4 段階で訊いた結果，「ある程度感じて
いる」人が55％と最も多く，「大いに感じてい
る」人の25％を合わせると，『感じている』人は
80％という大多数に上る（図1）。

地域別でみると3），「大いに感じている」人は，
震災の被災者が多い「東北・茨城・千葉」で

 はじめに

2011年3月11日午後 2時46分，三陸沖を震
源とする国内の観測史上最大のマグニチュード
9.0の巨大地震が発生し，大津波が太平洋沿岸
の広い範囲を襲った。被災した福島第一原子力
発電所では，大量の放射性物質が放出される
という深刻な事故が発生し，半径20km圏内
にある9市町村の約7万8,000人に避難指示が
出された。その後，この地域は「警戒区域」と
して立ち入りが禁止された。

この東日本大震災による死者と行方不明者
の数は，岩手，宮城，福島の東北3県を中心
に約1万9,000人に上り，戦後最悪の自然災害
となった 1）。避難している被災者の数は，今な
お34万人を超え，仮設住宅などで厳しい生活
を強いられている2）。

未曾有の被害をもたらした大震災の前と後

東日本大震災で日本人はどう変わったか
～「防災・エネルギー・生活に関する世論調査」から～

世論調査部　高橋幸市 / 政木みき

未曾有の災害となった東日本大震災は被災地ばかりでなく，多くの国民に多大な影響を及ぼした。
震災後，各家庭での防災対策は進んだが，十分だという人は少ない。大きな地震が起きるであろうという不安を

抱え，家族の安否を心配する人が多いが，集合場所を決めていない人も多い。原子力発電には否定的な国民が多く，
自然エネルギーに期待を寄せている。

また，結婚することや子どもを持つことが当然であるという人や，家族との交流が不足していて，できるだけ会話
の時間を持ちたいと考える人が増えた。隣近所の人とは何かにつけ相談し，助け合えるようなつき合いが望ましいと
いう人も若干増えた。そして，自分のことより社会に関心がある人が増え，しっかりと計画を立てて豊かな将来を築
きたいという堅実な人が増加した。
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37％と多い。また，「茨城・千葉を除く関東」で
28％，「東海」で35％とどちらも全体を上回る。
これらの地域で不安が強い人が多いのは，首
都直下地震や東海地震の想定地域に含まれ，
折にふれ地震を意識する機会があるためと考え
られる。なお，「中国・四国・九州」では13％
と少ない。

 

（2）沿岸部に住む 6 割が「津波」を心配

次に，大地震の際，住んでいる地域で予
想される被害について訊いた結果をみていく。
表1の8つの選択肢の中から複数回答で選ん
でもらった結果，「建物の倒壊」が 87％，「火
災」が 72％と多数を占めている。今回の震災
でも大きな被害が出た「地盤沈下や液状化」
を心配する人は30％である。

東日本大震災の犠牲者のほとんどが津波に
より亡くなったとされる 4）。その「津波」を心配
する人は18％と少ないが，津波の影響を受ける
沿岸部に住む人の割合が少ないためであり，今
回の調査で「沿岸部」に住んでいると回答した
人では59％と6割近くを占める。

 

（3）身の回りの心配は「家族の安否」

調査では，大地震や津波が発生した場合，
自分について心配なことも訊いた。表2の8つの
選択肢の中から複数回答で選んでもらった結
果，「家族の安否」を心配する人が91％と大多
数を占める。次いで「電気，ガス，水道が使え
なくなること」が78％で，8割近くがライフライ
ンの心配をしている。

大震災の発生後，広い範囲で電話やメール
が使えなくなり，被災地との連絡や安否確認
が滞った。調査結果でも「通信手段が途絶える
こと」を心配する人は63％に上る。地域別では

「東北・茨城・千葉」で72％，「茨城・千葉を除
く関東」で69％と特に多い。

また，「交通機関がまひし，自宅に帰れなく
なる」，つまり帰宅困難になることを心配する人
は，全体の34％である。震災の発生当日，交
通機関が一斉に停止した首都圏では515万人
が移動手段を失い 5），渋滞する車道に徒歩で帰
ろうとする人があふれた。調査結果でも，こう
した状況を経験した首都圏の「茨城・千葉を除
く関東」では，帰宅困難になることを心配する
人が45％と多い。また，都市規模別では，「特
別区と人口100万以上」の大都市で40％と全体
を上回り，首都圏に限らず人口が集中する地域

図 1　大地震の不安＜地域別＞

表 1　被災予想・地域
（複数回答，回答の多い順）＜全体＞

建物の倒壊   87％

火災 　72

ガスなど危険物の爆発 　32

がけ崩れ・地すべりなどの土砂災害   31

地盤沈下や液状化   30

津波   18 

原子力発電所からの放射性物質の飛散   13 

この中にはない    2

無回答まったく感じていないあまり感じていない

ある程度感じている大いに感じている

中国・四国・
九州

近畿

東海

関東
（茨城・千葉除く）

東北･
茨城･千葉

全体

無回答わからない

まったくなかったほとんどなかった

ときどきあったよくあったかなりよくあった

19
1

1
1

0

0

0

0

0

5525%

53 937

1

59 1228

1

53 1035

1

57 1923
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で心配する人が多い。
帰宅困難者による混乱は，二次災害を起こ

すおそれが強く，官民をあげた対策が急がれて
いる。国や東京都，企業団体などでつくる「首
都直下地震帰宅困難者等対策協議会」は，大
地震の発生直後は「むやみに移動しないこと」
が基本原則であると強調し，家族の安否の確
認方法を決めるなど，災害時の対策を強化する
よう呼びかけている。

（4）震災を機に 6 割が防災対策強化

震災後，家庭での備えがどの程度強化され，
現在の状況がどうなっているのかについて調べ
るため，「震災を機に行った備え」と「現在して
いる備え」のそれぞれについて，図2に示した
9項目と「どれもしていない」の中から複数回答
で選んでもらった。
「震災を機にした備え」の上位3つは，「懐中

電灯の準備」の30％，「避難場所の確認」の
27％，「携帯ラジオの準備」の23％だった。特
に「携帯ラジオ」については，停電によって多く
の被災者がテレビを見られなかった教訓をふま
え，非常時の情報入手手段として見直された結
果と考えられる。

 

「どれもしていない」と「無回答」を除けば，
震災を機に何らかの備えをした人ということにな
り，その割合は58％となる（図3）。つまり，国
民の約6割が震災後に備えを強化した。地域
別でみると，「東北・茨城・千葉」で73％，「茨城・
千葉を除く関東」で68％と多い。しかし，「東
海」は57％，「近畿」は50％，「中国・四国・九
州」は47％と，被災地から遠くなるほど少ない。

表 2　被災予想・自分自身
（複数回答，回答の多い順）＜全体＞

家族の安否 91％

電気，ガス，水道が使えなくなること 78

自分の身の安全   73

自宅が壊れること   72

通信手段が途絶え，連絡がとれなくなること   63

地震や津波について，正しい情報が得られなく
なること   37

交通機関がまひし，自宅に帰れなくなること   34

この中にはない    0

図 2　災害に対する備え
（「震災を機に」で回答の多い順）＜全体＞

図 3　震災を機に『備えをした人』＜地域別＞

現在していること

震災を機に
自家発電機の準備

自宅の耐震補強

地震保険への加入

徒歩で帰宅する
経路の確認

家具や家電などの
転倒防止措置

非常用持ち出し袋
の準備

携帯ラジオの準備

避難場所の確認

懐中電灯の準備 8630%
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7

震災を機に 震災前から 現在

震災を機に

中国・四国・
九州
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東海
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（茨城・千葉除く）

東北・
茨城・千葉

全体 58%

73
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次に，「現在の備え」の状況をみていく。「現
在している備え」の上位3つは，「懐中電灯の準
備」の86％，「携帯ラジオの準備」の59％，「避
難場所の確認」の51％と，震災を機にした人
が多かった項目が並ぶ（図2）。

一方，現在「家具や家電などの転倒防止措
置」をしている人は29％にとどまる。転倒防止
対策は，まず身の安全を図る家庭の備えの第
一歩であるが，実行している人は多くない。

現在「どれもしていない」人は全体では8％と
少数であるが，男性10 ～ 20代で22％，男性
30代で16％，女性10 ～ 20代で17％と，若い
人では2割前後と多い。

（5）家族の集合場所は
　　　　　   　「決めていない」3 人に 2 人 

東日本大震災は日中に発生したため，家族
と離れていた人も多く，通信手段が断たれるな
か，家族の安否と居場所をどう把握するかが
問題となった。大きな災害が発生した際の家族
の集合場所を決めているかどうか訊いた結果で
は，「決めていない」人が66％と7割近くに上っ
た。「震災を機に決めた」人は14％にとどまり，

「震災前から決めている」人も19％と少ない。

（6）大多数が備えは『不十分』と評価　

防災意識の最後に，自宅の備えが十分か
どうかについて4 段階で評価してもらった結果
をみたい。「どちらかといえば，不十分だ」が
54％と最も多く，「不十分だ」の32％を合わせる
と86％が不十分と厳しく評価している。「どち
らかといえば，十分だ」は13％，「十分だ」とい
う人はわずか1％である。
（4）でみたように，災害に対して備えている

人が多いにもかかわらず，自己評価は低い。ど

こまで備えれば十分なのかという基準がはっき
りしないこともあるが，現状を厳しくみている
ということは，見方を変えれば，何かのきっか
けさえあれば，対策が進む余地があるともいえ
る。そのためにも，災害から命を守るためにひ
とりひとりができる備えは何か，行政や専門家
が具体的，積極的に情報を提供することが重
要と考える。

 2. 原子力発電と
　　　　  エネルギーに対する態度

（1） 原発は「減らす」と「廃止」で 7 割

震災にともなう福島第一原発事故の後，原
発のあり方やエネルギー政策について抜本的見
直しが迫られている。ここからは原子力発電と
エネルギーに対する態度をみていきたい。

まず，原発を今後どうすべきかという点につ
いてみると，「増やすべきだ」という人が2％，

「現状を維持すべきだ」という人が27％である

図 4　原発をどうすべきか＜性年層別＞

無回答

すべて廃止すべきだ

減らすべきだ

現状を維持すべきだ

増やすべきだ

女
60歳以上

女
30～50代

女
10～20代

男
60歳以上

男
30～50代

男
10～20代

全体

無回答すべて廃止すべきだ減らすべきだ

現状を維持すべきだ増やすべきだ

5127%

2 1

1

0

1

1

1

20

4249 54

26 503

25 502

21

22

01

1

1

5234 13

25 53 21

21 52 26
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（図4）。これに対し，「減らすべきだ」という人
は51％で最も多く，「すべて廃止すべきだ」とい
う人は20％である。これらの人を合わせると，
原発の推進に否定的な人は71％に上る。

性年層別にみると，男性30 ～ 50 代で「増
やすべきだ」がやや多く6），女性60歳以上で
は「すべて廃止すべきだ」が26％と多い。一
方，若い人をみると，「現状維持」が男性10 ～
20 代で49％と特に多く，女性10 ～ 20 代でも
34％と全体を上回る。若い人では原発は現状の
まま維持すべきだという人が多い。

（2）4 人に 3 人が国の安全管理を信頼せず

国の原発に関する安全管理については，「あ
まり信頼していない」人が51％と最も多く，

「まったく信頼していない」人の25％を合わせる
と76％と4人に3人が信頼していない。これに
対し，「ある程度信頼している」人は23％，「大
いに信頼している」人は1％にとどまる。

この信頼度の高低によって原発への態度が

どう異なるのかをみると，原発を「減らすべき
だ」または「すべて廃止すべきだ」と考える人
は，『信頼している』人 7）では46％ 8）と少ない

（図5）。しかし，「あまり信頼していない」人で
は76％と多く，「まったく信頼していない」人で
は86％とさらに多数となる。原発を管理監督
する国への信頼が，原発への態度に影響を与
えているが，この関係は多くの先行研究の知見
と一致する9）。

（3）大多数が原発事故に不安

周辺住民に影響を及ぼすような原発事故が起
きる不安について4 段階で訊いた。「ある程度
感じている」人が48％と最も多く，「大いに感じ
ている」人の38％を合わせると86％もの大多数
が不安を感じている（図6）。

一般の人が原子力発電の安全性について判
断するのは難しく，安全性の判断といっても，
それは原発の安全管理体制や操業体制に対
する信頼の問題とほとんど同義であるという指

図 5　原発をどうすべきか
＜「国の安全管理に対する信頼度」別＞

図 6　原発事故の不安
＜「国の安全管理に対する信頼度」別＞

無回答

すべて廃止すべきだ

減らすべきだ

現状を維持すべきだ

増やすべきだ

まったく
信頼していない

あまり
信頼していない

信頼している
(大いに+
 ある程度)

全体

無回答すべて廃止すべきだ減らすべきだ

現状を維持すべきだ増やすべきだ

5127%

2 1

20

1

11

1

4149 4

23 60 16
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2

41 44

4

（623人）

（1,304人）

（645人）

無回答

まったく感じていない

あまり感じていない

ある程度感じている

大いに感じている

まったく
信頼していない

あまり
信頼していない

信頼している
(大いに+
 ある程度)

全体 48 13 0

0

2

1

1

38%

5616

055 1133

025 469

325

無回答まったく感じていないあまり感じていない

ある程度感じている大いに感じている

（623人）

（1,304人）

（645人）
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摘がある10）。調査結果で原発事故への不安と
国の安全管理に対する信頼度との関連をみて
も，不安を「大いに感じている」人は，『信頼
している』人で16％，「あまり信頼していない」
人で33％と全体に比べ少ないのに対し，「まっ
たく信頼していない」人では69％と7割近くを
占める。 国の安全管理に対する信頼度が低
い人ほど不安が強い人が多い。

（4）発電について最も重要なことは
　　　　　　　　　　　　 「安全」が最多

原発事故への不安を感じている人が多いこと
をみてきたが，では，人びとは発電について，
何が最も重要だと考えているのだろうか。

4つの選択肢の中から選んでもらった結果，
「安全に発電できること」が最も重要という人が
42％と一番多く，「安定して十分供給できるこ
と」が31％，「地球温暖化など環境への影響が
少ないこと」が19％，そして「電気料金が安い
こと」が最も重要という人は7％と最も少ない。

この考えの違いによって，原発への態度が
どう異なるのかをみると，原発を「減らすべき
だ」または「すべて廃止すべきだ」と考える人
は，「安全」が最も重要という人では83％と特に
多い（図7）。しかし，「安定供給」という人では
57％，「電気料金が安いこと」という人では55％
と，全体に比べ原発に否定的な人が少ない。
なお，「環境」が最も重要という人では75％と全
体とほぼ同じである。これまで国や電力会社
は，原子力発電は二酸化炭素の排出量が少な
い“クリーンエネルギー”であるとうたってきた
が，「地球温暖化など環境への影響が少ないこ
と」が最も重要という人でも，原発の推進につい
て否定的な人が多数に上ることは注目したい。

（5）2011 年夏は 8 割が節電

震災の影響で電力の発電量が不足したため，
2011年3月，東京電力は計画停電を実施した。
また電力需要が高まる夏には，再び電力不足
が懸念されるとして，政府も広く企業や家庭に
節電を呼びかけ，東京電力および東北電力管
内で電力使用を前年比で15％削減することを求
める電力使用制限令を発動した。

この2011年夏に前の年の夏に比べ節電し
たかどうかについては，「ある程度した」人が
65％を占め，「かなりした」人の20％を合わせ
ると，全国で84％という大多数が節電してい
た。「東北・茨城・千葉」では89％，「茨城・
千葉を除く関東」では92％と特に多かった。

（6）「生活水準を下げても，

　　　　　電力消費を少なくすべき」5 割

福島第一原発事故後，国内で運転する原発
は減り続け，この調査を開始した2011年12月
時点では運転中の原発は9基，2012年5月に

図 7　原発をどうすべきか
＜「発電で重要なこと」の回答別＞
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はすべての原発が停止した。電力不足が懸念
され，節電が呼びかけられるなか，人びとが
電力消費の抑制と自分の生活との関係につい
てどう考えているのかを調べた。
「生活水準を下げることになっても，電力の

消費量を少なくすべきだ」という考えについて，
3つの選択肢の中から意見を訊いた結果，「ど
ちらかといえば，そう思う」という人（これを『省
電力重視派』とする）が49％で最も多い（図

8）。これに対し，「どちらかといえば，そう思
わない」という人（これを『生活水準重視派』と
する）は19％にとどまっている。一方，「どちら
ともいえない」と態度を保留する人は32％とほ
ぼ3人に1人である。
『省電 力重 視派 』は，男性10 ～ 20 代で

35％，女性10 ～ 20 代では38％と若い人では
少ない。しかし，男女とも年層が上がるほど多
くなり，男性60歳以上と女性60歳以上では

半数を超える。
今の時点ではどの層でも「どちらともいえな

い」と判断に迷う人が20％半ばから40％近くい
る。ただ，需給バランスの見通しなど電力をと
りまく状況が変化すれば，これらの人たちも電
力の抑制と自分の生活との関係について，改め
て考えざるをえなくなるかもしれない。

（7）最も増やすべきエネルギーは
　　　　　  「自然エネルギー」4 人に 3 人

今後，発電の割合を最も増やすべきエネル
ギーはどれか，表3の8つの選択肢の中から選
んでもらった結果，「太陽光や風力などの再生
可能な自然エネルギー」が75％と突出している。
次に多いのは「現状の割合のままでよい」であ
るが8％にとどまる。その他のエネルギーもす
べて1割に満たない。「原子力」という人は2％
だった。自然エネルギーは本格的な実用化に
向けては課題が多いが，期待が集まっている。

 

 3. 時系列比較の視点

ここからは，震災後に人びとの意識がどう
変わったかを，NHKが震災前に行っていた調
査 11）の結果と比較して報告する。質問項目を

図 8　生活水準と電力消費＜性年層別＞
表 3　最も増やすべきエネルギー

（回答の多い順）＜全体＞
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選定するにあたっては，大きな社会変化がな
ければ短期間では変化しないものであり，し
かも，基本的な価値観と考えられるものを基
準とし，さらに，震災によって影響を受けたで
あろうと考えられる事項を中心に選定した。

 4.男女，親子，家族の絆

（1）結婚するのは当然が増加

2011年の「今年の漢字」は，東日本大震災
に関連したものが上位を占めたが，“災”と“震”
を抑えて“絆”が最多の応募数であった。調
査でも，人と人とのつながりを主要なテーマと
した。

まず，結婚観についてみていく。「人は結婚
するのが当たり前だ」と「必ずしも結婚する必要
はない」という2つの考えを示し，自分の考えは
どちらに近いかを選んでもらった。その結果，

「人は結婚するのが当たり前だ」に近いという人
は38％と少なく，「必ずしも結婚する必要はな
い」に近いという人が62％と多かった（図9）。

震災の1年前に実施した調査では，「結婚す

るのが当たり前だ」という人は27％であったか
ら，11％増えた。

この質問は「日本人の意識調査」12）で1993
年から5 年ごとに実施しているので，図9には
その結果も示した。「結婚するのが当たり前だ」
という人は，1993 年から98 年にかけて減少し
たが，その後の10 年間は変化がなかった。こ
うした流れからみて，震災の影響で「結婚す
るのは当然」と考える人が増えたと考えられ
る。

ただし，厚生労働省の人口動態統計（2012
年2月20日公 表）によれば，2011年の婚 姻
件数（速報値）は67 万6,899 組であり，2010
年より5.4％減少している。最近10 年間では
2002年とほぼ同じ高い減少率になる見込みで
ある。

しかし，結婚情報を紹介している会社など
への問合せ件数や入会件数が増えたという報告

（2011年5月15日付，asahi.com）もあり，“絆”
を求めた動きはあったようである。
「結婚するのが当たり前だ」という考えは，広

い階層で増加した。図10に示したように，男女

図 9　結婚観（結婚）＜全体＞

「個人面接法」の結果は点線で，今回と同じ「配付回収法」の結果は実線で示した（以下同様）

図 10　結婚観（結婚，「人は結婚するのが当たり前だ」）
＜性別，年層別＞
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とも震災1年前の2010年より増え，70歳以上を
除くすべての年層でも増えている。

なお，地域別にみると，他の地域では増え
ているが，震災による被害が大きかった「東北・
茨城・千葉」だけで変わっていない。

（2）子どもを持つのは当然が増加

子どもを持つことについても，「結婚したら，
子どもをもつのが当たり前だ」と「結婚しても，
必ずしも子どもをもたなくてよい」の2つの考え
のうち，近いほうを挙げてもらった。

その結果，「子どもをもつのが当たり前だ」と
いう人が，震災1年前の37％から46％へと増加
した（図11）。

この考えも男女とも増えていて，年層別には
20 ～ 50代で増えている。なお，「東北・茨城・
千葉」と「東海」では変わっていない。

また，「日本人の意識調査」の結果では，「子
どもをもつのが当たり前だ」という考えは2003
年から08年にかけては変化がないものの，そ
れ以前の10年間は減っていた。

震災を機に，結婚すべきであるし，結婚した
ら子どもを持つべきであるという伝統的な考え

の人が増えた。

（3）家庭は愛情をはぐくむ場が増加

次に家族の絆についてみていく。調査では家
庭の役割について6つの考えを示し，その中か
らいくつでも選んでもらった。

家庭は「夫婦，親子，兄弟姉妹などが愛情を
はぐくむ場」であるという人が77％で最も多く，
ついで「家族のメンバーが休んだり，楽しんだり
する場」という人が72％と多かった（図12）。

この結果を震災1年前と比較すると，「社会
と経済の基本単位となる場」および「社会の一
員を産み育て，社会に送り出す場」と考える人
が減り，「夫婦，親子，兄弟姉妹などが愛情を
はぐくむ場」と考える人だけが増えている。家
庭の役割を社会との関係で捉える人は減り，愛
情を重視する人が増加した。
「愛情をはぐくむ場」という考えは男性では変

わらず，女性で増えた。また，年層別には減少
した層はなく，20代と60代で増え，特に20代
では68％から79％へと大きく増加した。そして，

図 11　結婚観（子どもを持つこと）＜全体＞

図 12　家族の役割
（複数回答，2011 年 12 月の結果で多い順）＜全体＞
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地域別にみても減少したところはなく，「茨城・
千葉を除く関東」と「中国・四国・九州」で増え
ている。

さらに，「家族の一体感や絆を深めるために
心がけていること」を，5つの事柄の中からいく
つでも選んでもらった結果では，「できる限り，
会話の時間を多く持つよう心がけている」人が
62％で最も多く，ついで「愛情や感謝，思いや
りの気持ちを積極的に表現するよう心がけてい
る」という人が多く，半数である（図13）。

この結果も震災1年前と比較すると，「できる
限り，会話の時間を多く持つよう心がけている」
だけが増え，「お互いのプライバシーを尊重する
よう心がけている」と「愚痴や文句をいわないよ
う心がけている」が減った。「特にしていない」
という人もわずかではあるが減少した。

なお，回答しなかった人と「特にしていない」
人を除いた，何らかのことを心がけている人は
88％から90％へと若干増えた。
「できる限り，会話の時間を多く持つよう心が

けている」という人は女性で増えた。年層別で
は40代，60代で増え，70歳以上では減ってい
る。また，「近畿」だけで増え，他の地域では
変わっていない。

震災後は家族との交流を大切にしたいと考え
る人が増えたようである。

（4）充足感は低下

次に家族との実際の交流と，その充足感に
ついてみていく。

図14に示したのは，「自分の自由になる時間
に行っていること（余暇の過ごし方）」の結果で
ある（1番目に多いものと2番目に多いものを挙
げてもらった結果をたし合わせたもの）。

ここで注目したいのは「友人や家族との結び
つきを深める」であり，今回の結果は39％で，
2008年には43％であったから少し減った。

家族との交流については，震災前に行った
調査の中に適当なものがなかったため，「日本
人の意識調査」の質問を使用した。そのため，
厳密には家族との交流がどのように変化したか
はわからない。「友人まで含めると，結びつき
は深めていない」と考えた人がいた可能性も否

図 14　余暇の過ごし方
（現状，1 番目＋ 2 番目）＜全体＞

図 13　絆を深めるための努力
（複数回答，2011 年 12 月の結果で多い順）＜全体＞
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定できないが，この調査結果をそのまま解釈す
れば，実際には，余暇時間に家族との結びつ
きを深めている人は増えていないのではないか
と推測される。

次に，家族との交流にどの程度満足している
かについてみていく。

家族と過ごす時間は「十分取れている」とい
う人は23％であり，震災1年前の36％から大き
く減少した。その一方で，「まあ取れている」と
いう人が44％から53％へ，「あまり取れていな
い」という人が16％から21％へと増えた（ここ
では「一人で暮らしている」人は除いている）。

この変化は，2つの解釈が可能である。
その1つは，家族と過ごす時間が実際にも

減っているというものである。先にみたように，
友人まで含めているが，家族との結びつきを深
めているという人が減っていた。さらに，震災
1年前の調査は，俗に商売などが低調で暇な時
期とされる2月末から3月にかけて実施したもの
であるのに対し，今回の調査は師走の12月に
実施している。そのため，家族と過ごす時間が
実際に少なくなっていた可能性がある。

もう1つの解釈は，欲求水準の高まりが背景
にあるというものである。余暇時間に「友人や
家族との結びつきを深める」ことをしている人
は，2008年からの3年余りで43％から39％へ
と4％の減少であるのに対し，家族と過ごす時
間が「十分取れている」という人は，2年弱で
36％から23％へと13％の減少であり，結びつ
きを深めることが減少した割合をかなり上回っ
ている。

さらに，これまで報告してきたように家族を
大切にしたいと考える人は増えていた。した
がって，この変化は，家族と過ごす時間がほ
しいという欲求水準が高まったため，家族と

過ごす時間は「十分取れている」と感じる人が
減ったと解釈するほうが実態に合っていると思
われる。

なお，性別では男女とも「十分取れている」
という人が減り，「まあ取れている」という人が
増えた。そして，年層別には，10代ではどちら
も変化がなく，30代では「十分取れている」が
減り，「まあ取れている」は変化していない。そ
の他の年層では「十分取れている」が減り，「ま
あ取れている」が増えた。

さらに，すべての地域で「十分取れている」
という人が減るなど，国民の広い階層で，家族
と過ごす時間の充足感は低下した。

 5. 地域の絆

隣近所とは「密着した関係が望ましい」が増加

津波から避難する際の声かけ，避難所での
生活，高台への移転問題，さらには原発事故
による避難先からの復帰など，様 な々場面で地
域のつながりが重要な課題となった。そこで，
今回の調査では隣近所の人とのつき合いに関す
る考えが，どのように変化したのかについても
注目した。

具体的には，「会ったときに，あいさつする
程度のつきあい」，「あまり堅苦しくなく話し合え
るようなつきあい」，「なにかにつけ相談したり，
たすけ合えるようなつきあい」の3つの中から，
望ましいと思うものを1つ選んでもらった。そ
の結果，「あまり堅苦しくなく話し合えるような
つきあい」が望ましいという人が53％で最も多
かった。一方，「なにかにつけ相談したり，た
すけ合えるような」密着した関係が望ましいとい
う人は21％で最も少なかった。しかし，震災直
前の18％からは若干増えた。層別にみると，も
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ともと少なかった女性および40代で増え，地
域別では「茨城・千葉を除く関東」だけで増え
た。

なお，「会ったときに，あいさつする程度の
つきあい」と，「あまり堅苦しくなく話し合えるよ
うなつきあい」は，国民全体では震災直前と変
わっていない。

以上，家族や隣近所の人など身近な人に対
する考えの変化をみてきた。自由になる時間に
友人や家族との結びつきを深めている人が減っ
ていたが，震災後は身近な人びととの関係を
大切にしたいという人が増えているといえるで
あろう。

 6. 社会への関心

広い階層で関心が増加

次に，社会一般に対する人びとの関心がどう
変化したのかをみていく。

東日本大震災のような大規模な災害に際し
ては，多くのマスコミが頻繁に取り上げるため，

積極的にならなくても，被害にあった人びとに
関する情報に接することになる。しかし，社会
的弱者や援助を必要としている人は常に存在
する。平時においては，関心がなければ，こ
うした人びとについての情報は記憶に残らな
い。

震災直前の調査で，久世敏雄氏を中心とし
た研究グループが用いている「身近な事象への
関心・社会的事象への無関心」を測る質問 13）を
実施していたので，この質問を使用して比較す
ることにした。

図15に示したような「自分ひとりが努力して
も世の中はよくならない」などの9つの考えを示
し，自分はどの程度該当するかを，「非常に当
てはまる」から「まったく当てはまらない」まで
の4つの選択肢と「どれともいえない」の中か
ら，それぞれ1つずつ選んでもらった。

提示した9つの考えはすべて「身近な事象へ
の関心」を示す内容であるから，「当てはまる」
という人は，社会よりも自己を中心に考えている
ことになる。

図 15　社会関心スケール＜全体＞（変化の大きい順） ある程度当てはまる
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震災直前と比較すると，すべての考えにつ
いて「当てはまる」という人が減っている。「何
事も深く考えず，その場しのぎで過ごしている」
だけは，「非常に当てはまる」という人は変わら
ず，「ある程度当てはまる」という人が減少した
が，他の考えについては「非常に当てはまる」
という人も，「ある程度当てはまる」という人も
ともに減少している。特に，「結局，人のこと
は自分とは関係のないことだ」や「自分ひとり
が努力しても世の中はよくならない」，「他人の
ことで自分の時間をとられたくない」という考え
が当てはまるという人が減っている。

そして，社会への関心を総合的にみるため，
各選択肢に以下のようなスコアを与え，ひとり
ひとりの合計スコアを求めた。合計スコアが高
い人ほど社会への関心があることになる。

回答選択肢とスコア
1. 非常に当てはまる ・・・・・・・1 点
2. ある程度当てはまる ・・・・・・2 点
3.どれともいえない ・・・・・・・0 点
4. あまり当てはまらない ・・・・・・3 点
5. まったく当てはまらない ・・・・・4 点
6. 無回答 ・・・・・・・・・・・・0 点

社会への関心が高い「28～36点」の人が8％
から20％へと大きく増加した（図16）。男女とも
大きく増加し，また，10代を除く全年層で増加
した。そして，すべての地域でも増加している。

震災後は，幅広い階層で社会に対する関心
が増加したのである。

 7. 信仰心

何も信じていない人が増加

天変地異や大きな自然災害があると，何も信
じられなくなる人もいれば，神や仏に頼る人も
いる。

調査では「神」や「仏」など7つの事柄と，「宗
教とか信仰とかに関係していると思われること
がらは，何も信じていない」を示して，信仰や
信心しているものをいくつでも答えてもらった。
その結果，「何も信じていない」という人が増え
た（表4）。一方，信じている事柄で増えたもの
はなく，「仏」や「神」「あの世，来世」を信じて
いる人は減った。

なお，別の質問で「宗教とか信仰とかに関係
すると思われることがら」について，実際に行っ
ているものを訊ねた結果でも「何もおこなって
いない」という人が増えた。そして，「ふだんか
ら，礼拝，お勤め，修行，布教など」を行って
いる人だけが減った。

これらの質問は「日本人の意識調査」で行っ
ているものであり，表4では図9などと同様に
1993年からの結果も示した。1993年から98
年にかけては「何も信じていない」という人が
増え，また「奇跡」を信じている人も増えたが，

「神」や「仏」など多くの項目について信じている
人が減った。その次の5年間では，「何も信じ
ていない」という人が減り，「易や占い」を信じて

図 16　社会関心スコア＜全体＞
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いる人が若干増えた。さらにその次の2003年
から08年にかけては，「仏」や「あの世，来世」
など多くの項目について信じている人が増えた。

1995年の1月には「阪神・淡路大震災」が
発生し，その2か月後にはオウム真理教による

「地下鉄サリン事件」が起きている。そのこと
だけから考えると，大きな災害が発生すると，
信じるものがなくなる人が増えるようにみえる。
ただし，紙幅の都合でデータは省略したが，
1983年から88年にかけては大きな災害・事件
がなかったのにもかかわらず，「何も信じていな
い」という人が23％から26％へと増えている。

さらに，2008年の調査から東日本大震災
までに3年近くが経過しており，その間にすで
に変化が生じていた可能性も否定できないこ
と，そして，変化の量も2008年以前と比較し
て，それほど大きくないことなどを考え合わせ
れば，今回の変化は東日本大震災による影響
とは断定できない。

 8. 基本的価値観

初めて増加した将来中心・自己本位の価値観

大きな災害に遭遇して，堅実に生きて行こう
と考える人が増えるのか，あるいは，その日

その日を楽しく過ごそうと考える人が増えるの
か。まず，貯蓄と消費に関する考えの変化で
みていく。

この項目についても，「日本人の意識調査」
で行っている質問を用いた。質問文は「今かり
に，お宅の１か月分程度の臨時収入が，あな
たの手に入ったとします。あなたはそのお金をど
うするのがいちばんいいと思いますか」であり，
次の3つの中から1つを選んでもらった。

1. 先のことは考えないで，思いきりよく使って
しまう

2. 何に使うか計画をたてて，その費用にあてる
3. 将来必要となるかもしれないから，貯金して

おく

その結果，「何に使うか計画をたてて，その
費用にあてる」という人が50％で最も多かった。

この貯蓄と消費に関する考えは，「日本人の
意識調査」の初回である1973年からの各5年
間で，最も大きな変化でも5％であり，また，
1973年と2008年とを比較した場合には，3つ
の考えとも変化していない。そして，震災後で
も，それぞれの考えを支持する人の割合は変
わっていない。貯蓄と消費に関する考えには，

表 4　信仰・信心（複数回答，2011 年 12 月の結果で多い順）＜全体＞

「<>」はそれぞれの期間で有意に増加（<），または減少（>）したことを示す（信頼度 95％）

（％）
‘93 年 ‘98 年 ‘03 年 ‘08 年 ‘08 年 ‘11 年  

12 月
仏 44 >  39 39 <  42 51 >  44
神 35 >  32 31 33 45 >  39
お守りやおふだなどの力 16 >  14 15 <  17 22 21
奇跡 13 <  14 15 <  18 22 19
あの世，来世 13 >  10 11 <  15 18 >  15
聖書や経典などの教え 6 7 6 6 7 8
易や占い 6 6 <  7 7 8 7
宗教とか信仰とかに関係していると
思われることがらは，何も信じていない 24 <  30 >  26 24 20 <  26

（調査方法） 個人面接法 配付回収法
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震災は大きな影響がなかったと考えられる。
最後に日々の生活目標についてみていく。
社会学者の見田宗介氏は，人間の価値判断

における最も根源的な次元として，現在と将来
のどちらに重点をおくのかという「時間的見通
し」と，自己と社会のどちらに重点をおくのか
という「社会的見通し」があるとして，これらか
ら構成される4つの価値観を類型化した 14）。
「日本人の意識調査」では，これら4つの価

値類型を次のような選択肢にして，どれか1つ
を選んでもらっている。

・現在中心・自己本位≪快志向≫
その日その日を，自由に楽しく過ごす

・現在中心・社会本位≪愛志向≫
身近な人たちと，なごやかな毎日を送る

・将来中心・自己本位≪利志向≫
しっかりと計画をたてて，豊かな生活を築く

・将来中心・社会本位≪正志向≫
みんなと力を合わせて，世の中をよくする

今回の調査でもこの質問によって，基本的
価値観が震災によってどう変わったかを捉え
ることにした。

図17には1993年からの結果を示した。

まず，震災前と後とを比較すると，「しっか
りと計画をたてて，豊かな生活を築く」という
≪利志向≫の人だけが 25％から31％へと増
え，他は変わっていない。

長期的な変化をみると，図17にはないが，
第１次石油ショック後の78年に「身近な人たち
と，なごやかな毎日を送る」という≪愛志向≫
が最も多くなり，その後も増えていた。一方，
≪利志向≫は73年には最も多かったが，その
後は減少していた。

したがって，現在よりは将来に，そして社会
よりは自己に重点をおいた価値観が，今回初
めて増加したのである。

 おわりに

東日本大震災の影響で変化したであろうと
考えられる事項を中心に世論調査を実施した
ので，結果には多くの面で変化が現れていた。

長期的なデータが蓄積されている項目につい
ては，それを参考に分析を進めた。その結果，
変化の方向がこれまでとは異なるものがあるこ
とも明らかになった。ただし，この傾向が続く
とは限らない。時間が経って冷静になったり，
忘却することによって，それ以前の水準あるい
は方向に戻る可能性も十分ある。

全国民を対象とした調査であるため，被災者
の痛みは結果には現れないが，震災後の国民
の状況を把握しておくことも重要と考えた。こ
の報告がよりよい社会を築くために役立てば幸
いである。

（たかはし こういち / まさき みき）
執筆：1 ～ 2 政木，3 ～ 8 高橋

図 17　生活目標＜全体＞
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注：
1）2012 年 5 月 9 日現在。警察庁まとめ
2）2012 年 4 月 5 日現在。復興庁まとめ
3）今回の調査では東北地方の調査地点数が少なく

誤差が大きいため，地域別でみる場合には，被
害にあった人が多い茨城県と千葉県を合わせて

「東北・茨城・千葉」としてまとめた。また，
同じように地点数が少ない中国，四国，九州地
方は 1 つにまとめ，北海道，北陸，甲信越地方
は分析の対象からはずした。

4）2012 年 3 月 6 日警察庁発表
5）2011 年 11 月発表の内閣府推計
6）該当者数が多いほど誤差は小さい。男性 10 ～

20 代よりも男性 30 ～ 50 代のほうが該当者数
が多いので，3％でも全体より有意に多い。

7）「大いに信頼している」だけでは該当者数が少
ないため，「ある程度信頼している」と合わせ
て『信頼している』としている（以下同）。

8）回答結果をたし上げる場合には，実数でたし
て％を計算しているので，％をたし上げたも
のと一致しないことがある（以下同）。

9）たとえば，木村浩・古田一雄「原子力政策の賛
否を判断する要因は何か」『社会技術研究論文
集，vol.1』，pp307-316, 2003 年

10）下岡浩「原子力発電に対する公衆の態度決定
構造」『日本原子力学会誌 vol.35』，pp115-123, 
1993 年

11）比較した調査の概要は以下のとおり。
「日本人の意識・実験調査」

調査時期：2008 年 6 月 28 日（土）
～ 7 月 6 日（日）

調査方法：配付回収法
調査相手：全国の 16 歳以上の国民 1,200 人
調査有効数（率）：847 人（70.6％）
報告：『NHK 放送文化研究所年報 54』，
2010 年 1 月

「家族に関する世論調査」
※ 本文中では「震災 1 年前の調査」と表記

調査時期：2010 年 2 月 27 日（土）
～ 3 月 7 日（日）

調査方法：配付回収法
調査相手：全国の 16 歳以上の国民 3,600 人
調査有効数（率）：2,665 人（74.0％）
報告：『放送研究と調査』，2010 年 7 月

「社会と生活に関する世論調査」
※ 本文中では「震災直前の調査」と表記

調査時期：2011 年 2 月 26 日（土）
～ 3 月 6 日（日）

調査方法：配付回収法
調査相手：全国の 16 歳以上の国民 3,600 人
調査有効数（率）：2,627 人（73.0％）
報告：『放送研究と調査』，2011 年 8 月

12）「日本人の意識調査」は 1973 年から 5 年ごとに
個人面接法で実施しているが，2008 年には調
査方法の研究のため配付回収法でも実施した。
今回の結果との直接的な比較は，調査方法が同
じ配付回収法の結果と行った。なお，1973 年
からの詳細なデータは下記を参照されたい。

『現代日本人の意識構造第七版』，NHK 放送文
化研究所編，2010 年 2 月

『放送研究と調査』，2009 年 4 月・5 月
13）久世敏雄ほか「現代青年の規範意識と私生活主

義について」『名古屋大學教育學部紀要 . 教育
心理学科，Vol.35』，pp21-28，1988 年
和田実・久世敏雄「現代青年の規範意識と私生
活主義」『名古屋大學教育學部紀要 . 教育心理
学科，Vol.37』，pp23-30，1990 年

14）見田宗介『価値意識の理論』，弘文堂，1966 年



50 　JUNE 2012

－東日本大震災による被災状況（ＭＡ）－
第 1 問　お宅では，東日本大震災の地震や津波で，どのような

被害にあいましたか。次の中で，あてはまるものがありましたら，
いくつでも○をつけてください。

 1. 家具が倒れたり，棚から物が落ちたりした ‥‥ 10.7  ％
 2. 家具や家電，食器などが壊れた ‥‥‥‥‥‥‥‥8.3
 3. 自宅の一部が壊れた ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.3
 4. 自宅が建て直すほどの被害にあった ‥‥‥‥‥‥0.1
 5. 床下まで浸水した ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.0
 6. 床上まで浸水した ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.1
 7. 自分や家族がケガをした ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.1
 8. 家族が死亡した，または，行方不明になっている 0.2
 9. 被害にはあっていない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 77.5
 10. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.4

－大地震の不安－
第 2 問　あなたは，お住まいの地域で大きな地震が起きるかも

しれないという不安を感じていますか，それとも感じていませ
んか。次の中で，あてはまるものに○をつけてください。

 1. 大いに感じている ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25.2 ％
 2. ある程度感じている ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 54.5
 3. あまり感じていない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18.7
 4. まったく感じていない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.4
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.2

－大地震の発生時期－
第 3 問〔第 2 問で「1. 大いに感じている」「2. ある程度感じてい

る」とお答えの方に〕それは，いつごろ起きるとお考えになっ
ていますか。次の中から，あなたのお考えに最も近いものを１
つ選んで○をつけてください。

 1. 3 年以内 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.6 ％
 2. 10 年以内 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23.8
 3. 30 年以内 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14.0
 4. 30 年より先 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.0
 5. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30.1
 6. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.2
 7. 非該当〔第 2 問で ｢3，4，5｣ の人〕 ‥‥‥‥‥ 20.4

－被災予想・地域（ＭＡ）－
第 4 問　ではかりに，大きな地震が発生した場合，あなたがお

住まいの地域では，どのようなことが起きると思いますか。次
にあげた中で起きると思うことに，いくつでも○をつけてくだ
さい。

 1. 津波 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18.4 ％
 2. がけ崩れ・地すべりなどの土砂災害 ‥‥‥‥‥ 31.2
 3. 地盤沈下や液状化 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30.2
 4. 建物の倒壊 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 86.5
 5. 火災 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 71.8
 6. ガスなど危険物の爆発 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32.1
 7. 原子力発電所からの放射性物質の飛散 ‥‥‥‥ 13.4
 8. この中にはない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.8
 9. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.3

－被災予想・自分自身（ＭＡ）－
第 5 問　ではかりに，大きな地震や津波が発生した場合，あな

たご自身に関してはどんなことが心配ですか。次にあげた中で，
あてはまるものにいくつでも○をつけてください。

 1. 自分の身の安全 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 73.1 ％
 2. 家族の安否 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 91.2
 3. 自宅が壊れること ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 71.7
 4. 通信手段が途絶え，連絡がとれなくなること ‥ 63.3
 5. 交通機関がまひし，自宅に帰れなくなること ‥ 34.3
 6. 地震や津波について，正しい情報が得られ
  なくなること ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 36.6
 7. 電気，ガス，水道が使えなくなること ‥‥‥‥ 78.1
 8. この中にはない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.3
 9. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.2

－災害に対する備え（ＭＡ）－
第 6 問　お宅では，災害に対する備えとして，次のようなことを

していますか。
Ａ．現在していること
Ｂ．その中で，東日本大震災を機にしていること
について，あてはまるものすべてに○をつけてください。

【調査の概要】

１ 調査目的 東日本大震災に関連し，人々の防災意識，

   エネルギーに対する考え，価値観などを

   中心に把握する。

２ 調査時期 2011 年 12 月 3 日（土）～ 12 月 11日（日）

３ 調査方法 配付回収法

４ 調査対象 全国の 16 歳以上の国民

５ 調査相手 住民基本台帳から層化無作為 2 段抽出

   3,600 人（12 人×300 地点）

６ 調査有効数（率） 2,579 人（71.6％）

単純集計結果

（％）
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1. 懐中電灯の準備 85.6 29.5

2. 携帯ラジオの準備 59.4 22.6

3. 非常用持ち出し袋の準備 36.8 19.0

4. 家具や家電などの転倒防止措置 29.4 11.7

5. 自家発電機の準備 5.0 2.3

6. 地震保険への加入 30.1 6.6

7. 自宅の耐震補強（修復は含みません） 7.2 2.4

8. 避難場所の確認 50.8 27.0

9. 徒歩で帰宅する経路の確認 20.9 10.9

10. どれもしていない 7.8 27.5

11. 無回答 0.5 14.3
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－災害用の確保（ＭＡ）－
第 7 問　では，次のような事柄については，どうでしょうか。今

度は，
Ａ．東日本大震災を機にしたこと
Ｂ．その中で，現在もしていること
について，あてはまるものすべてに○をつけてください。

－災害に対する備えの自己評価－
第 8 問　では，お宅の災害に対する備えは，十分だと思いますか，

それとも不十分だと思いますか。次の中から，１つ選んで○を
つけてください。

 1. 十分だ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.6  ％
 2. どちらかといえば，十分だ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.5
 3. どちらかといえば，不十分だ ‥‥‥‥‥‥‥‥ 54.0
 4. 不十分だ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32.3
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.6

－家族の集合場所－
第 9 問　お宅では，大きな災害が起きた際の家族の集合場所を

決めていますか。あてはまるものに○をつけてください。
 1. 東日本大震災の前から決めている ‥‥‥‥‥‥ 19.0  ％
 2. 東日本大震災を機に決めた ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14.3
 3. 決めていない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 66.3
 4. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.5

－防災マップ・ハザードマップの実見－
第 10 問　ところで，あなたは，お住まいの都道府県や市区町

村が作った避難場所を示す防災マップやハザ－ドマップを見た
ことがありますか。

 1. 見たことがある ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 49.5  ％
 2. 見たことがない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 49.7
 3. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.7

－自然の脅威と人力－
第 11 問　大きな災害に関連して，次のア，イのような 2 つの考

え方があります。あなたのお考えはどちらに近いでしょうか。
あてはまるもの１つに○をつけてください。
ア：自然の脅威の前では，人の力には限界があり，どうしよ

うもないところがある
イ：自然の脅威の前でも，人は力をつくして，できるだけのこ

とをやるべきだ
 1. アに近い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16.6  ％
 2. どちらかといえば，アに近い ‥‥‥‥‥‥‥‥ 33.8
 3. どちらかといえば，イに近い ‥‥‥‥‥‥‥‥ 33.8
 4. イに近い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14.7
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.1

－防災訓練への参加－
第 12 問　あなたは，東日本大震災の後，避難訓練や防災訓練

に参加しましたか。次の中で，あてはまるものに○をつけてく
ださい。

 1. 参加した ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18.6  ％
 2. 参加しなかった ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25.8
 3. 訓練があったかどうか知らない ‥‥‥‥‥‥‥ 55.0
 4. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.6

－訓練不参加の理由－
第 13 問〔第 12 問で「2. 参加しなかった」とお答えの方に〕参

加しなかったのはなぜですか。次の中から，最もあてはまる理
由を１つ選んで○をつけてください。

 1. 実施場所が遠かったから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.6  ％
 2. 都合が悪かったから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.7
 3. 介助がないと無理だったから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.7
 4. 身体的にきつかったから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.7
 5. 役に立たないと思ったから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.1
 6. めんどうだったから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.3
 7. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.6
 8. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.1
 9. 非該当〔第 12 問で ｢1，3，4｣ の人〕 ‥‥‥‥ 74.2

－地域の災害史の認知－
第 14 問　あなたが現在お住まいの地域で，これまでに大きな

自然災害が発生したことがありますか。次の中で，あてはまる
ものに○をつけてください。なお，東日本大震災を含めてお答
えください。

 1. 大きな災害を経験した ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19.0  ％
 2. 大きな災害があったと聞いている ‥‥‥‥‥‥ 17.8
 3. 大きな災害はなかったと聞いている ‥‥‥‥‥ 30.4
 4. 大きな災害があったかどうかは知らない ‥‥‥ 32.2
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.5

－発電で重要なこと－
第 15 問　話は変わりますが，発電について，あなたが最も重要

だと思われることはどんなことでしょうか。次の中から，１つ
だけ○をつけてください。

 1. 電気料金が安いこと ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.5  ％
 2. 地球温暖化など環境への影響が少ないこと ‥‥ 19.3
 3. 安定して十分供給できること ‥‥‥‥‥‥‥‥ 31.3
 4. 安全に発電できること ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 42.2
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.7
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1. 携帯電話・スマ－トフォンなどの
　 電池式充電器の確保 20.1 15.6

2. 乾電池の確保 38.4 29.2

3. 非常用食料，飲料水の確保 30.7 22.1

4. 生活用水のくみ置き 12.7 7.3

5. 灯油やガソリンの確保 8.7 5.5

6. 非常持ち出し袋を，取り出しやすい場所に準備 19.8 14.1

7. 現金や貴重品を，すぐ持ち出せるように準備 23.1 17.1

8. どれもしていない 31.3 34.1

9. 無回答 7.9 18.7
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－最も増やすべきエネルギー－
第 16 問　あなたは，発電に使うエネルギーは，今後どれの割合

を最も増やすべきだと思いますか。次の中から，１つだけ○を
つけてください。

 1. 石油 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.3  ％
 2. 石炭 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.5
 3. 天然ガス ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.6
 4. 水力 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.4
 5. 原子力 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.2
 6. 太陽光や風力などの再生可能な自然エネルギー ‥ 75.1
 7. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.0
 8. 現状の割合のままでよい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.5
 9. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.3
 
－原子力発電への賛否－
第 17 問　あなたは，発電のエネルギーとして原子力を使うこと

に賛成ですか。反対ですか。それとも，どちらともいえませんか。
 1. 賛成 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.8  ％
 2. 反対 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 41.3
 3. どちらともいえない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 48.9
 4. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.1

－原発をどうすべきか－
第 18 問　では，あなたは，原子力発電所を今後どうすべきだと

思いますか。次の中から，１つ選んで○をつけてください。
 1. 増やすべきだ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.9  ％
 2. 現状を維持すべきだ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26.5
 3. 減らすべきだ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 50.7
 4. すべて廃止すべきだ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20.3
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.6

－原子力は制御可能か－
第 19 問　原子力の利用に関して，次のア，イの２つの意見では，

あなたのお考えはどちらに近いでしょうか。あてはまるもの１
つに○をつけてください。
ア：人間は，原子力を安全に利用することができる
イ：人間は，原子力を安全に利用することはできない

 1. アに近い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.7  ％
 2. どちらかといえば，アに近い ‥‥‥‥‥‥‥‥ 25.2
 3. どちらかといえば，イに近い ‥‥‥‥‥‥‥‥ 43.0
 4. イに近い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24.5
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.5

－原発事故の不安－
第 20 問　あなたは，原子力発電所で，その周辺の住民に影響

を及ぼすような事故が起きるかもしれないという不安を感じて
いますか，それとも感じていませんか。次の中で，あてはまる
ものに○をつけてください。

 1. 大いに感じている ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37.7  ％
 2. ある程度感じている ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 47.8
 3. あまり感じていない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.8
 4. まったく感じていない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.5
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.2

－国の安全管理への信頼度－
第 21 問　あなたは，原子力発電所に関する国の安全管理を信

頼していますか，それとも信頼していませんか。次の中で，あ
てはまるものに○をつけてください。

 1. 大いに信頼している ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.7  ％
 2. ある程度信頼している ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23.4

 3. あまり信頼していない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 50.6
 4. まったく信頼していない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25.0
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.3

－原子力発電所の情報に対する信用度－
第 22 問　では，あなたは，原子力発電所の安全にかかわる情

報について，国や電力会社が公表することを信用しています
か，それとも信用していませんか。ＡとＢそれぞれ１つずつ○
をつけてください。

－夏の節電状況－
第 23 問　あなたは，去年の夏に比べて今年の夏は節電をしまし

たか。次の中で，あてはまるものに○をつけてください。
 1. かなり節電した ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19.7  ％
 2. ある程度節電した ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 64.5
 3. あまり節電しなかった ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.8
 4. まったく節電しなかった ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.8
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.2

－生活水準と電力消費－
第 24 問　「生活水準を下げることになっても，電力の消費量を

少なくすべきだ」という考え方があります。あなたは，これに
ついてどう思いますか。次の中で，あてはまるものに○をつけ
てください。

 1. どちらかといえば，そう思う ‥‥‥‥‥‥‥‥ 48.6  ％
 2. どちらかといえば，そう思わない ‥‥‥‥‥‥ 19.4
 3. どちらともいえない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 31.6
 4. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.3

－被災者支援の活動（ＭＡ）－
第 25 問　話は変わりますが，あなたは，東日本大震災や福島

第一原子力発電所の事故で被災した人に対して，何かなさい
ましたか。次にあげた中で，あてはまるものがありましたら，
いくつでも○をつけてください。

 1. 募金に協力した ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 84.1  ％
 2. 救援物資を送った ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.0
 3. 業務として被災地へ行って活動した ‥‥‥‥‥‥1.5
 4. 被災地に行ってボランティア活動をした ‥‥‥‥1.0
 5. 被災地以外でボランティア活動をした ‥‥‥‥‥1.6
 6. 被災した人を支援するイベントなどに参加した ‥5.8
 7. 被災した人を受け入れてお世話した ‥‥‥‥‥‥0.9
 8. 被災した人びととお互いに助け合った ‥‥‥‥‥1.1
 9. 自分や家族が被災したので，他人を支援する
  どころではなかった ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.9
 10. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.4
 11. 特に何もしなかった ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.8
 12. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.3
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Ａ．国が公表すること 1.0 26.8 51.7 19.0 1.4

Ｂ．電力会社が公表すること 0.8 19.6 50.9 26.9 1.7
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Ａ．自分のことに精一杯で，他人の
ことを考えるだけの余裕はない 4.9 21.1 33.5 30.4 8.8 1.4

Ｂ．結局，人のことは自分とは
関係のないことだ 1.4 7.0 28.2 38.1 23.6 1.7

Ｃ．自分ひとりが努力しても世の
中はよくならない 9.7 22.1 28.5 25.2 13.0 1.4

Ｄ．ボランティア活動や奉仕活動
などに興味や関心はない 3.5 11.1 34.3 32.6 16.8 1.7

Ｅ．社会問題は自分の生活とは
まったく関係ないことだと思う 1.2 5.5 20.2 38.2 32.9 2.0

Ｆ．政治や社会の問題など，難し
いことを考えるのはめんどう
である

2.9 13.5 24.6 34.4 23.0 1.6

Ｇ．何事も深く考えず，その場
しのぎで過ごしている 2.3 13.1 26.4 35.2 21.3 1.7

Ｈ．他人のことで自分の時間を
とられたくない 2.3 11.0 30.9 35.5 18.5 1.8

Ｉ．自分が損をしてまで，皆のため
につくすのはバカげたことだ 2.0 6.2 28.4 35.7 26.1 1.6

－社会関心スケール－
第 26 問　次のＡ～Ｉのそれぞれについて，あなたのお考えはど

の程度あてはまりますか。「非常にあてはまる」から「まったく
あてはまらない」の中から１つ選んで○をつけてください。

 
－一般的信頼尺度－
第 27 問　次のＡ～Ｅのそれぞれについて，あなたのお考えはど

の程度あてはまりますか。「そう思う」から「そう思わない」の
中から１つ選んで○をつけてください。

－市民意識－
第 28 問　あなたの今の生き方について，次の中から最も近い

ものを１つ選んで○をつけてください。
 1. 社会のために必要なことを考え，
  みんなと力を合わせ，
  世の中をよくするように心がけている ‥‥‥‥‥4.5  ％
 2. 自分の生活とのかかわりの範囲で自分なりに考え，
  身近なところから世の中をよくするように

  心がけている ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 39.1
 3. 決められたことには従い，世間に迷惑を
  かけないように心がけている ‥‥‥‥‥‥‥‥ 43.8
 4. 自分や家族の生活を充実させることを第一に考え，
  世間のことにはかかわらないように
  心がけている ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.9
 5. どれともいえない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.3
 6. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.4

－人間関係についての態度－
第 29 問　人間関係についておたずねします。職場の同僚や隣

近所の人，親せきとは，どのようなつきあい方が望ましいと思
いますか。実際にどのようにしているかは別にして，ご希望に
近いものに，それぞれ１つずつ○をつけてください。

Ａ．職場の同僚とは，どんなつきあいをするのが望ましいと思い
ますか。

 1. 仕事に直接関係する範囲のつきあい ‥‥‥‥‥ 31.5  ％
 2. 仕事が終わってからも，話し合ったり
  遊んだりするつきあい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32.6
 3. なにかにつけ相談したり，
  たすけ合えるようなつきあい ‥‥‥‥‥‥‥‥ 29.7
 4. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.5
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.7

Ｂ．隣近所の人とは，どんなつきあいをするのが望ましいと思い
ますか。

 1. 会ったときに，あいさつする程度のつきあい ‥ 25.7  ％
 2. あまり堅苦しくなく話し合えるような
  つきあい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 52.7
 3. なにかにつけ相談したり，
  たすけ合えるようなつきあい ‥‥‥‥‥‥‥‥ 20.6
 4. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.6
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.4

Ｃ．親せきとは，どんなつきあいをするのが望ましいと思いますか。
 1. 一応の礼儀を尽くす程度のつきあい ‥‥‥‥‥ 22.0  ％
 2. 気軽に行き来できるようなつきあい ‥‥‥‥‥ 46.3
 3. なにかにつけ相談したり，
  たすけ合えるようなつきあい ‥‥‥‥‥‥‥‥ 30.3
 4. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.0
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.5

－結婚観（結婚）－
第 30 問　次には結婚についての考え方が示してありますが，あ

なたのお考えは，アとイのどちらに近いでしょうか。
ア：人は結婚するのが当たり前だ
イ：必ずしも結婚する必要はない

 1. アに近い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37.7  ％
 2. イに近い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 61.7
 3. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.6

－結婚観（子どもを持つこと）－
第 31 問　では，次のアとイでは，あなたのお考えはどちらに近

いでしょうか。
ア：結婚しても，必ずしも子どもをもたなくてよい
イ：結婚したら，子どもをもつのが当たり前だ

 1. アに近い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 53.3  ％
 2. イに近い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 46.0
 3. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.7

（％）
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Ａ．ほとんどの人は基本的に正直で
ある 13.3 47.4 28.3 10.0 1.1

Ｂ．ほとんどの人は信頼できる 5.6 44.3 36.3 12.4 1.4

Ｃ．ほとんどの人は基本的に善良で
親切である 8.2 53.5 28.0 9.0 1.3

Ｄ．ほとんどの人は他人を信頼して
いる 4.0 38.9 42.1 13.4 1.6

Ｅ．私は人を信頼するほうである 15.3 55.4 23.2 5.0 1.1
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－家庭の役割（ＭＡ）－
第 32 問　あなたが大切だと思う家庭の役割は何ですか。次に

あげた中で，あてはまるものにいくつでも○をつけてください。
 1. 家族のメンバ－が休んだり，楽しんだりする場 ‥ 71.5  ％
 2. 夫婦，親子，兄弟姉妹などが
  愛情をはぐくむ場 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 77.2
 3. 高齢者，病人のよりどころとなる場 ‥‥‥‥‥ 34.4
 4. 社会と経済の基本単位となる場 ‥‥‥‥‥‥‥ 25.0
 5. 社会の一員を産み育て，社会に送り出す場 ‥‥ 33.9
 6. 子どもを産み育て，家族を存続させていく場 ‥ 42.0
 7. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.8
 8. 特にない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.5
 9. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.5
 
－絆を深めるための努力（ＭＡ）－
第 33 問　家族の一体感や絆（きずな）を深めるため，あなた

が心がけていることは何かありますか。次にあげた中で，あて
はまるものにいくつでも○をつけてください。

 1. できる限り，会話の時間を多く持つよう
  心がけている ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 62.0 ％
 2. できる限り，家事や育児を手伝うよう
  心がけている ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33.7
 3. 愛情や感謝，思いやりの気持ちを積極的に
  表現するよう心がけている ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 49.9
 4. お互いのプライバシ－を尊重するよう
  心がけている ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37.5
 5. 愚痴や文句をいわないよう心がけている ‥‥‥ 27.7
 6. この中にはない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.6
 7. 特にしていない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.7
 8. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.5

－家族と過ごす時間の充足度－
第 34 問　あなたは，家族と過ごす時間は十分取れていると思

いますか。離れて暮らしている方は除いて，それぞれの家族を
平均した感じをお答えください。

 1. 十分取れている ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20.6 ％
 2. まあ取れている ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 48.4
 3. あまり取れていない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19.4
 4. まったく取れていない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.6
 5. 一人で暮らしている ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.4
 6. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.6

－貯蓄・消費態度－
第 35 問　今かりに，お宅の１か月分程度の臨時収入が，あな

たの手に入ったとします。あなたはそのお金をどうするのがい
ちばんいいと思いますか。

 1. 先のことは考えないで，思いきりよく
  使ってしまう ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.1 ％
 2. 何に使うか計画をたてて，その費用にあてる ‥ 50.1
 3. 将来必要となるかもしれないから，貯金しておく ‥ 42.3
 4. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.5

－生活目標－
第 36 問　人によって生活の目標もいろいろですが，次のように

分けると，あなたの生活目標にいちばん近いのはどれですか。
 1. その日その日を，自由に楽しく過ごす ‥‥‥‥ 19.7 ％
 2. しっかりと計画をたてて，豊かな生活を築く ‥ 30.6
 3. 身近な人たちと，なごやかな毎日を送る ‥‥‥ 45.2
 4. みんなと力を合わせて，世の中をよくする ‥‥‥3.9
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.6

－余暇の過ごし方（現状）－
第 37 問　余暇についてですが，現在あなたはどんなことをして，

自分の自由になる時間を過ごしていることが多いですか。一番
多いものと二番目に多いものとをお答えください。

一番目だけの結果
 1. 好きなことをして楽しむ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 45.2 ％
 2. 体をやすめて，あすに備える ‥‥‥‥‥‥‥‥ 21.5
 3. 運動をして，体をきたえる ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.8
 4. 知識を身につけたり，心を豊かにする ‥‥‥‥‥7.8
 5. 友人や家族との結びつきを深める ‥‥‥‥‥‥ 18.5
 6. 世の中のためになる活動をする ‥‥‥‥‥‥‥‥0.6
 7. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.6

一番目＋二番目の結果
 1. 好きなことをして楽しむ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 66.6 ％
 2. 体をやすめて，あすに備える ‥‥‥‥‥‥‥‥ 49.6
 3. 運動をして，体をきたえる ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15.3
 4. 知識を身につけたり，心を豊かにする ‥‥‥‥ 20.4
 5. 友人や家族との結びつきを深める ‥‥‥‥‥‥ 38.8
 6. 世の中のためになる活動をする ‥‥‥‥‥‥‥‥4.2
 7. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.6

－余暇の過ごし方（将来）－
第 38 問　では，将来はどんなことをして，自由になる時間を過

ごしたいとお考えですか。今度は１つだけ選んでください。
 1. 好きなことをして楽しむ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 47.5 ％
 2. 体をやすめて，あすに備える ‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.4
 3. 運動をして，体をきたえる ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.6
 4. 知識を身につけたり，心を豊かにする ‥‥‥‥ 15.2
 5. 友人や家族との結びつきを深める ‥‥‥‥‥‥ 21.3
 6. 世の中のためになる活動をする ‥‥‥‥‥‥‥‥4.3
 7. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.7

－宗教的行動（ＭＡ）－
第 39 問　宗教とか信仰とかに関係すると思われることがらで，

あなたがおこなっているものがありますか。ありましたら，次
の中からいくつでも○をつけてください。

 1. ふだんから，礼拝，お勤め，修行，布教など
  宗教的なおこないをしている ‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.7  ％
 2. おりにふれ，お祈りやお勤めをしている ‥‥‥ 16.9
 3. 年に１，２回程度は墓参りをしている ‥‥‥‥ 66.6
 4. 聖書・経典など宗教関係の本を，
  おりにふれ読んでいる ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.1
 5. この１，２年の間に，身の安全や商売繁盛，
  入試合格などを，祈願しにいったことがある ‥ 36.1
 6. お守りやおふだなど，魔よけや縁起ものを
  自分の身のまわりにおいている ‥‥‥‥‥‥‥ 39.2
 7. この１，２年の間に，おみくじを引いたり，
  易や占いをしてもらったことがある ‥‥‥‥‥ 27.7
 8. 宗教とか信仰とかに関係していると思われる
  ことがらは，何もおこなっていない ‥‥‥‥‥ 12.3
 9. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.0

－信仰・信心（ＭＡ）－
第 40 問　また，宗教とか信仰とかに関係すると思われることが

らで，あなたが信じているものがありますか。もしあれば，次
の中からいくつでも○をつけてください。

 1. 神 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 38.9 ％
 2. 仏 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 44.0
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 3. 聖書や経典などの教え ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.9
 4. あの世，来世 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14.5
 5. 奇跡 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19.2
 6. お守りやおふだなどの力 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20.5
 7. 易や占い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.3
 8. 宗教とか信仰とかに関係していると思われる
  ことがらは，何も信じていない ‥‥‥‥‥‥‥ 26.0
 9. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.1

－家族人数－
第 41 問　現在，一緒に暮らしているご家族は何人でしょうか。

あなたも含めてお答えください。
 1. 1 人 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.4  ％
 2. 2 人 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24.4
 3. 3 人 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24.0
 4. 4 人 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21.4
 5. 5 人 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.9
 6. 6 人以上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.7
 7. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.1

－ライフステージ－
第 42 問　次の中で，あなたに当てはまるものはどれでしょうか。

今度は，一緒に暮らしていないご家族も含めてお答えください。
 1. 結婚したことはない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22.4  ％
 2. 既婚・子どもはいない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.9
 3. 既婚・いちばん年下の子どもが中学生以下 ‥‥ 20.4
 4. 既婚・いちばん年下の子どもが
  中学生より大きい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37.7
 5. 離死別・子どもはいない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.2
 6. 離死別・いちばん年下の子どもが中学生以下 ‥‥1.8
 7. 離死別・いちばん年下の子どもが
  中学生より大きい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.9
 8. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.6

●サンプル構成

全 体
性 年  層

男性 女性 16 ～
19 歳

20 ～
29 歳

30 ～
39 歳

40 ～
49 歳

50 ～
59 歳

60 ～
69 歳

70 歳
以上

2,579 人 1,244  1,335  108  253  418  438  406  514  442 
100.0％ 48.2  51.8  4.2  9.8  16.2  17.0  15.7  19.9  17.1 

全 体
男の年層 女の年層

16 ～
19 歳

20 ～
29 歳

30 ～
39 歳

40 ～
49 歳

50 ～
59 歳

60 ～
69 歳

70 歳
以上

16 ～
19 歳

20 ～
29 歳

30 ～
39 歳

40 ～
49 歳

50 ～
59 歳

60 ～
69 歳

70 歳
以上

2,579 人 49  107  187  214  187  267  233  59  146  231  224  219  247  209 
100.0％ 1.9  4.1  7.3  8.3  7.3  10.4  9.0  2.3  5.7  9.0  8.7  8.5  9.6  8.1 

全 体

都市規模 地　域
特別区
と人口
100 万
以上の

市

人口 30
万以上
の市

人口 10
万以上
の市

人口 5
万以上
の市町

村

人口 5
万未満
の市町

村
北海道

東北
茨城
千葉

茨城・
千葉を
除く
関東

甲信越  東海  北陸  近畿  中国  四国  九州 

2,579 人 526  596  626  407  424  87 394 640 118  314  82  399  174  90  281 
100.0％ 20.4  23.1  24.3  15.8  16.4  3.4 15.3 24.8 4.6  12.2  3.2  15.5  6.7  3.5  10.9 

－居住年数－
第 43 問　あなたは，現在の場所に，通算して何年くらいお住ま

いですか。あてはまるもの１つに○をつけてください。
 1. 5 年未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15.4 ％
 2. 5 ～ 10 年未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.5
 3. 10 ～ 20 年未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22.2
 4. 20 ～ 30 年未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16.9
 5. 30 年以上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32.6
 6. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.3
 7. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.0
 
－住居形態－
第 44 問　あなたのお住まいは，次の中のどれにあてはまります

か。次の中から，１つだけ○をつけてください。
 1. 持ち家・一戸建て ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 73.3 ％
 2. 持ち家・マンションなどの集合住宅 ‥‥‥‥‥‥7.0
 3. 持ち家・その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.3
 4. 賃貸住宅・一戸建て ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.0
 5. 賃貸住宅・マンションやアパートなどの
  集合住宅 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.5
 6. 賃貸住宅・その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.9
 7. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.0

－住んでいる場所－
第 45 問　あなたの住んでいらっしゃる場所は，次のように分け

ると，どちらでしょうか。
 1. 内陸部 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 79.7 ％
 2. 沿岸部 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20.0
 3. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.3

－性－
第 46 問　あなたの性別をお答えください。

（回答省略。集計には抽出時のデータを使用）

－生年－
第 47 問　あなたの生年をお答えください。

（回答省略。集計には抽出時のデータを使用）


