
― 122 ― 

[資料]調査票 
Q1 あなたは現在、次のどの地区に住んでおられますか。  
 1 小倉南区のモノレールを中心として東側地区に住んでいる 
 2 小倉南区のモノレールを中心として西側地区に住んでいる 
 3 八幡西区の JR 鹿児島本線を中心とした北側に住んでいる 
 4 八幡西区の JR 鹿児島本線を中心とした南側に住んでいる 
Q2 あなたの現在の勤務地は、次のどの地区でしょうか。 ※折尾地区は JR 折尾駅周辺に限らず、 

学術研究都市や浅川･青葉台といった後背地を含む地域とします。  
 1 小倉中心市街地近辺 
 2 黒崎中心市街地近辺 
 3 折尾地区近辺 
 4 その他【   】 
Q3 あなたは、現在お住まいの地区に愛着を感じておられますか。  
 1 愛着を感じる 
 2 どちらかといえば愛着を感じる 
 3 どちらともいえない 
 4 どちらかといえば愛着を感じない 
 5 愛着を感じない 
Q4 あなたがお住まいの地区について、下記の中から当てはまるものがあれば、すべてお答えください。  
 1 歴史を感じさせる場所があると思う 
 2 伝統文化の保存に積極的であると思う 
 3 地域に受け継がれている独自の芸術や伝統芸能があると思う 
 4 芸術や伝統芸能などの文化に対する住民の興味が高いと思う 
 5 芸術や伝統芸能などの文化的な活動が盛んであると思う 
 6 芸術や伝統芸能などの文化を身近に体験できる場があると思う 
 7 歴史的なまち並みが残っていると思う 
 8 歴史上有名なストーリーがあると思う 
 9 地域で受け継がれている生活文化があると思う 
 10 芸術家や文化人に好まれる場所があると思う 
 11 物価が高くなく、生活費の負担が少ないと思う 
 12 一戸建ての家を取得しやすい環境であると思う 
 13 居住費や家賃が高いと思う 
 14 交通渋滞が少ないと思う 
 15 子育てしやすい環境であると思う 
 16 教育機関が充実していると思う 
 17 医療・福祉機関が充実していると思う 
 18 働く場が充実していると思う 
 19 地域内での交通機関が発達していて、移動に便利だと思う 
 20 大学や研究所が充実していると思う 
 21 食べ物がおいしいと思う 
 22 おいしい料理があると思う 
 23 その地域を代表する食べ物があると思う 
 24 地域固有の特産品（農産物、海産物、畜産物、酒など)があると思う 
 25 伝統的な郷土料理があると思う 
 26 人と人との交流が活発な地域であると思う 
 27 世代を超えた交流があると思う 
 28 住民と訪問者が触れ合うことができる雰囲気があると思う 
 29 住民同士が交流できる場があると思う 
 30 多様な価値観や趣味を持った人たちの交流の場があると思う 
 31 美しい公園や自然施設があると思う 
 32 美しいまち並みがあると思う 
 33 身近に公園や緑、海山などがあると思う 
 34 その他【   】 
 35 特にない 
Q5 引き続き、あなたがお住まいの地区について、下記の中から当てはまるものがあれば、すべてお答えください。
  
 1 人の温かさを感じられると思う 
 2 人とのふれあいを感じられると思う 
 3 人と人の心のつながりが感じられると思う 
 4 その地域の仲間としての連帯感を感じられると思う 
 5 人に対して優しくなれると思う 
 6 客人を温かく受け入れる土地柄だと思う 
 7 その地域に住む人、集まる人たちの価値観に共感・共鳴できると思う 
 8 家族や友人との絆を感じられると思う 
 9 刺激が得られると思う 
 10 感性が刺激されると思う 
 11 賛沢な気分になれると思う 
 12 ステータスやプライドを感じられると思う 
 13 知的な気分を味わえると思う 
 14 夢や目標に近づくことができると思う 
 15 自分の知識や視野を広げてくれると思う 
 16 創造性を掻き立てられると思う 
 17 人生観を変えることができると思う 
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 18 ゆとりを持った生活ができると思う 
 19 経済的にゆとりのある暮らしができると思う 
 20 老後も安心した暮らしができると思う 
 21 ストレスの少ない生活ができると思う 
 22 神秘的な気分になれると思う 
 23 原風景を思い起こさせられると思う 
 24 日常から解放された気分になれると思う 
 25 その他【   】 
 26 特にない 
Q6    折尾地区(折尾地区は JR 折尾駅周辺に限らず、学術研究都市や浅川･青葉台といった 後背地を含む地域としま

す)は、九州共立大学や産業医科大学などに加え、平成 13 年 4 月に 学術研究都市(北九州市立大学国際環境工
学部・大学院、九州工業大学大学院、早稲田大学大学院等)が 開学されるなど、市内で最も大学や研究機関が
集積する地域になっています。  この折尾地区が、研究開発拠点および良好な住宅地として、より一層成長・
発展していくための 生活面の機能および環境について、現在、あなたはどのようなイメージ・評価をお持ちで
しょうか。 それぞれの項目についてお答えください。  

 【Ａ】行政機関や専門職事務所（例：弁護士、税理士）が近くにある ←→ 【Ｂ】行政機関や専門職事務所 
（例：弁護士、税理士）が近くにない 

 1A の方に近い 
 2 やや Aの方に近い 
 3 どちらともいえない       【以下同様】 
 4 やや Bの方に近い 
 5B の方に近い 
 【Ａ】外国人研究者や留学生にとって暮らしやすい環境がある ←→ 【Ｂ】外国人研究者や留学生にとって暮らし 

やすい環境がない 
 【Ａ】教育・研究機関が集積している ←→ 【Ｂ】教育・研究機関が集積していない 
 【Ａ】文化施設が充実している ←→ 【Ｂ】文化施設が充実していない 
 【Ａ】運動(スポーツ)、健康づくり施設が充実している ←→ 【Ｂ】運動(スポーツ)、健康づくり施設が充実して 

いない 
 【Ａ】医療・子育て施設が充実している ←→ 【Ｂ】医療・子育て施設が充実していない 
 【Ａ】良質かつ安価な住宅を容易に確保できる ←→ 【Ｂ】良質かつ安価な住宅を容易に確保できない 
 【Ａ】高級住宅地が形成されている ←→ 【Ｂ】高級住宅地が形成されていない 
 【Ａ】自治会などのコミュニティ活動やボランティア活動が盛んである ←→ 【Ｂ】自治会などのコミュニティ活動 

やボランティア活動が盛んではない 
 【Ａ】商業や娯楽施設、金融機関などが集積している ←→ 【Ｂ】商業や娯楽施設、金融機関などが集積していない 

【Ａ】鉄道やバスなどの公共交通が整備されている ←→ 【Ｂ】鉄道やバスなどの公共交通が整備されていない 
【Ａ】ゴミ処理や上下水道などのライフラインがしっかりしている ←→ 【Ｂ】ゴミ処理や上下水道などのライフラ 

インがしっかりしていない 
【Ａ】自然が豊かであり、かつ静穏である ←→ 【Ｂ】自然が豊かでなく、騒々しい 
【Ａ】街並みが整然とし、綺麗である ←→ 【Ｂ】街並みが綺麗ではない 
【Ａ】生活コストが安い ←→ 【Ｂ】生活コストが高い 
【Ａ】地域のイメージがよい ←→ 【Ｂ】地域のイメージがよくない 

Q7 北九州市内で、あなたが住みたいあこがれの地域はありますか。 具体的にその地域名を 3つまでご記入くださ
い。  

Q8 折尾地区では、折尾駅周辺を中心とした土地区画整理事業などにより、 今後十数年をかけてまちづくりを進め
て行く予定です。 あなたは、この折尾地区の再開発に関して今後どのような方向性を目指すべきだとお考えで
しょうか。 どんなことでも自由にご記入ください。  

Q9 あなたは、北九州市を全国的な話題のまちとするために、どのようなモノやコト(イベント等)を 売り出す必要
があるとお考えでしょうか。どんなことでも結構ですからご記入ください。  

Q10 あなたは、北九州市をどの程度「住みやすいまち」とお考えでしょうか。  
 1 住みやすい 
 2 やや住みやすい 
 3 どちらともいえない 
 4 やや住みにくい 
 5 住みにくい 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
i 「地区」と「地域」という用語について：本来、「地区」＜「地域」という概念と思われるがが、本章では、

特に両者の使用法について厳密な使い分けをしていない。文脈に応じた使い分けをしている。 
ii 「地域ブランドマネジメント」(電通 abic project 編、有斐閣)による。 
iii 回転の種類はバリマックス法、おおむね 0.6 以上の相関係数を示す変数は除外した。因子数は、固有地 1.0
以上を示すものとした。以下の因子分析も同様の手法による。 
iv 折尾地区は JR 折尾駅周辺に限らず、学術研究都市や浅川･青葉台といった後背地を含む地域とした。 


