東京湾流域にお住まいの方々へのアンケート
記入日：平成２０年

月

日

ご回答は黒のボールペンや鉛筆などでお願いいたします。
あてはまる番号に○をつけていただく質問と、ご意見をご自由にお書きいただく質問がございます。そのつど質
問文の指示にしたがってご記入ください。

Ｑ１ あなたご自身についてお伺いします。該当する箇所に○印を付けてください。
Ｑ１−１ 性別を教えてください。
(1)男

(2)女

Ｑ１−２ 職業を教えてください。
(1)会社員

(2)自営業

(7)無 職

(8)その他（

(3)公務員

(4)団体職員

(5)主婦

(6)学生

）

Ｑ１−３ 年齢を教えてください。
(1)20 才〜29 才

(2)30〜39 才

(3)40〜49 才 (4)50〜59 才

(5)60〜69 才

(6)70 才以上

Ｑ１−４ 現在のお住まいの居住年数を教えてください。
(1)1 年未満

(2)1〜5 年未満

(5)20 年〜30 年未満

(3)5〜10 年未満 (4)10〜20 年未満

(6)30 年以上

Ｑ１−５ 日常生活で東京湾を身近に感じますか。
(1)強く感じる

(2)やや感じる

(3)どちらともいえない

(4)あまり感じない

(5)全く感じない

Ｑ１−６ 過去１年間に東京湾に行ったことがありますか。
(1)ある

(2)ない

Ｑ１−６−１ 東京湾に行ったことがある方は何回行きましたか。1 つだけ○印をつけてください。
(1)1〜2 回

(2)3〜5 回

(3)6〜10 回

(4)11〜20 回
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(5)21 回以上

(6)わからない

Ｑ１−６−２ 東京湾に行った目的は何ですか。○印をつけてください。
（最大３つ）
(1)海水浴
(6)キャンプ

(2)潮干狩り

(3)サーフィン等のマリンスポーツ

(7)イベントに参加

(8)レジャー施設

(11)遊覧船・ヨット等のマリンレジャー
(13)ボランティア
(18)その他（

(14)仕事

(4)釣り

(9)名所・史跡めぐり

(5) 散策
(10)ドライブ

(12)環境教育・体験学習等に参加

(15)旅行
）
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(16)なんとなく

(17)わからない

Ｑ２ あなたが感じている東京湾についてお伺いします。
Ｑ２−１ 東京湾のどのようなところが好きですか。○印をつけてください。
（最大３つ）
(1)自然が豊か

(2)生き物が豊富

(6)景色が良い

(7)砂浜や干潟が多い

(9)その他(

(3)水がきれい

(4)海辺に近づける

(5)海で遊べる

(8)高度に都市化されている

)

Ｑ２−２ 東京湾のどのようなところが嫌いですか。○印をつけてください。
（最大３つ）
(1)自然が少ない

(2)生き物が少ない

(5)海で遊べない

(6)景色が悪い

(9)その他(

(3)水が汚い

(4)海辺に近づきにくい

(7)砂浜や干潟が少ない

(8)高度に都市化されている

)

Ｑ２−３ 東京湾の環境問題に関心がありますか。１つだけ○印をつけてください
(1)非常に関心がある

(2)やや関心がある

(3)どちらともいえない

(4)あまり関心がない

(5)全く関心がない

Ｑ２−４ 東京湾の環境問題で深刻だと思うものは何ですか。○印をつけてください。
（最大３つ）
(1)赤潮・富栄養化

(2)青潮・貧酸素水塊の発生

(3)浮遊ゴミ・ゴミの不法投棄

(4)降雨後の未処理下水の流入

(5)生き物・漁獲量の減少

(6)海にふれあう場所が少ない

(7)わからない

(8) その他(

)

Ｑ２−５ 東京湾の環境が悪化している原因は何と考えていますか。○をつけてください。
（最大３つ）
(1)下水道の未整備
(5)砂浜や干潟の減少
(9)わからない

(2)海底に堆積したヘドロ
(6)自然の減少

(3)工場排水

(7)生物の減少

(10)その他(

(8)高度な都市化
)
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(4)生活排水

Ｑ２−６ 東京湾の水質をどのように思いますか。１つだけ○印をつけてください。
(1)非常にきれい

(2)きれい

(3)どちらともいえない

(4)汚い

(5)非常に汚い

(6)わからない

Ｑ２−６−１ Ｑ２−６で(1)と(2)をお答えした方におたずねします。きれいと感じる理由は何ですか。
○印をつけてください。
（最大２つ）
(1)海水の色がきれい

(2)嫌なにおいがしない

(4)たくさんの生き物が生息している
(6)その他(

(3)ゴミが浮いていない

(5)砂浜や干潟が残されている

）

Ｑ２−６−２ Ｑ２−６で(4)と(5)にお答えした方におたずねします。きたないと感じる原因は何と考えてい
ますか。○印をつけてください。
（最大２つ）
(1)海水の色が汚い

(2)嫌なにおいがする

(5)ほとんど生き物が生息していない
(7)その他(

(3)ゴミが浮いている

(6)砂浜や干潟が減少している

)

Ｑ２−７ 東京湾の生き物の生息環境についてどのように思いますか。１つだけ○印をつけてください。
(1)非常に良い

(2)良い

(3)どちらともいえない

(4)悪い

(5)非常に悪い

(6)わからない

Ｑ２−７−１ Ｑ２−７で(1)と(2)をお答えした方におたずねします。良いと感じる理由は何ですか。
○印を付けてください。
（最大２つ）
(1)水がきれい

(2)餌になる生物やプランクトンが豊富

(4)干潟や磯場等の生息場がある
(6)その他（

Ｑ２−７−２

(3)ゴミが少ない

(5)赤潮や青潮が少ない
）

Ｑ２−７で(4)と(5)にお答えした方におたずねします。悪いと感じる理由は何ですか。
○印を付けてください。
（最大２つ）

(1)水が汚い

(2)餌になる生物やプランクトンが少ない

(4)干潟や磯場等の生息場がない
(7)その他（

(3)ゴミが多い

(6)赤潮や青潮が頻発している
）
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Ｑ２−８ 人々による東京湾の利用状況についてどのように感じていますか。１つだけ○印をつけてください。
(1)非常に良い (2)良い (3)どちらともいえない (4)悪い (5)非常に悪い (6)わからない

Ｑ２−８−１ Ｑ２−８で(1)と(2)をお答えした方におたずねします。どのようなところが良いと感じますか。
○印を付けてください。
（最大３つ）
(1)海水浴ができる

(2)潮干狩りができる

(3)レジャー施設が豊富

(4)サーフィンなどのマリンスポーツが楽しめる (5)遊覧船・ヨット等のマリンレジャーが楽しめる
(6)釣りができる

(7)自然を観察できる場がある

(8)高度に都市化している

(8)漁業や養殖業が盛ん

(9)その他（

）

Ｑ２−８−２ Ｑ２−８で(4)と(5)にお答えした方におたずねします。どのようなところが悪いと感じますか。
○印を付けてください。
（最大３つ）
(1)海水浴ができない

(2)潮干狩りができない

(3)レジャー施設が少ない

(4)サーフィンなどのマリンスポーツが楽しめない (5)遊覧船・ヨット等のマリンレジャーが楽しめない
(6)釣りができない

(7)自然を観察できる場がない

(9)高度に都市化している

(8)漁業や養殖業が衰退

(10)その他（

）

Ｑ２−９ 東京湾の海辺への近づきやすさについてどう思いますか。１つだけ○印をつけてください。
(1)非常に近づきやすい

(2)近づきやすい

(5)非常に近づきにくい

(6)わからない

Ｑ２−９−１

(3)どちらともいえない

(4)近づきにくい

Ｑ２−９で(1)と(2)をお答えした方におたずねします。どうして近づきやすいと感じるので
すか。○印をつけてください。
（最大３つ）

(1)道路などのアクセスが良い
(4)公園等の緑地が多い
(8)にぎわいがある

Ｑ２−９−２

(2)海側から近づきやすい

(5)レジャー施設が多い

(3)砂浜や干潟が多い

(6)水がきれい

(9)その他（

(7)嫌な臭いがしない

）

Ｑ２−９で (4)と(5)にお答えした方におたずねします。どうして近づきにくいと感じるので
すか。○印をつけてください。
（最大３つ）

(1)道路などのアクセスが悪い
(4)公園等の緑地が少ない
(8)ゴミが多い
(11)その他（

(2)海側から近づきにくい

(5)レジャー施設が少ない

(9)工場など立ち入り禁止区域が多い
）
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(3)砂浜や干潟が少ない

(6)水が汚い

(7)嫌な臭いがする

(10)にぎわいがない

Ｑ３ あなたと東京湾との関わりについてお伺いします。
Ｑ３−１ 日常生活で東京湾との関わりを感じますか。１つだけ○印をつけてください。
(1) 感じる

(2)感じない

Ｑ３−１−１ Ｑ３−１で(1)とお答えした方におたずねします。東京湾との関わりを感じる理由は何ですか。
○印を付けてください。
（最大３つ）
(1)東京湾の近くに住んでいる

(2)東京湾を見る機会が多い

(3)東京湾に関わる仕事をしている
(5)ボランティアをしている

(4)東京湾で漁業・養殖業を営んでいる

(6)東京湾に生活排水や工場排水が流れている

(7)レジャーなどの場としている

(8)身近な川が東京湾とつながっている

(9)東京湾で捕れた魚介類を食べている

(10)その他（

）

Ｑ３−１−２ Ｑ３−１で(2)とお答えした方におたずねします。東京湾との関わりを感じない理由は何ですか。
○印を付けてください。
（最大３つ）
(1)東京湾から遠いところに住んでいる
(3)東京湾に関わる仕事をしていない
(5)東京湾に関心がない

(2)東京湾を見る機会がない
(4)自分の日常生活と東京湾が結びつかない

(6)身近な川が東京湾とつながっていない

(7)その他（

）

Ｑ３−２ 日常生活で東京湾の水質を悪くしている原因は何だと思いますか。○印を付けてください。
（最大２つ）
(1)洗剤を使っている (2)家庭で使った油を下水道に流している
(3)生活雑排水を川に流している

(4)川や海にゴミを捨てている

(5)その他(

)

(6)わからない

Ｑ３−２−１ 東京湾の水質を良くしていくためにあなたが出来ることは何だと思いますか。
○印を付けてください。
（最大３つ）
(1)家庭からの排水に気を付ける

(2)下水道への接続

(4)家庭で使った油を下水道に流さない

(5)川や海にゴミを捨てない

(6)川辺や海辺の清掃等のボランティア活動に参加
(9)東京湾で捕れた魚介類を食べる

(3)浄化槽の設置

(7)環境学習への参加

(10)出来ることはない
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(11)その他(

(8)節水
)

Ｑ４ あなたが望む東京湾についてお伺いします。
Ｑ４−１ あなたが望む東京湾の将来像はどのような海ですか。○印をつけてください。
（最大３つ）
(1)水がきれいな海

(2)嫌な臭いのしない海

(3)砂浜や干潟など多くの自然がある海

(4)たくさんの生物が生息する海

(5)漁業や養殖業が盛んな海

(5)気軽に散策や休息ができる海

(6)スポーツやレジャーを楽しめる海

(7)行き交う船が多い活動的な海

(8)都市と自然が調和した海

(9)その他（

）

Ｑ４−２ 東京湾が望む東京湾の水質はどれですか。１つだけ○印をつけてください。
(1)泳げる水質

(2)水遊びができる水質

(4)多様な生き物が生息できる水質

(3)透明感のある水質

(5)青潮や赤潮が発生しない水質

(6)その他(

)

Ｑ４−３ 水質が良くなった東京湾でどのようなことを楽しみたいですか。○印をつけてください。
（最大３つ）
(1)砂浜での水遊び
(7)サーフィン
(13)環境学習

(2)海水浴

(3)ボート遊び

(8)ヨット (9)自然観察

(4)釣り (5)潮干狩り

(10)ダイビング (11)水中観察

(14)体験漁業 (15)その他（
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）

(6)バードウォッチング
(12)海辺の散策

Ｑ５ 行政の取り組みについてお伺いします。
Ｑ５−１ 東京湾に関係する省庁、地方公共団体が「東京湾再生推進会議」を設置して、東京湾再生に取り組んで
いることを知っていますか。
(1)知っている

(2)知らない

Ｑ５−１−１ Ｑ５−１で(1)と答えた方におたずねします。どのようなかたちで東京湾再生の取組を知りまし
たか。○印をつけてください。
（最大２つ）
(1)ホームページ

(2)テレビ・ラジオ

(5)その他(

(3)新聞

(4)シンポジウム・セミナーなどのイベント

)

Ｑ５−１−２ Ｑ５−１で(1)と答えた方におたずねします。東京湾再生の取組のうち、どの取組を知っていま
すか。○印をつけてください。
（最大３つ）
(1)水質総量規制

(2)合流式下水道の改善

(5)河川直接浄化施設の整備
(8)海底のヘドロの除去
(11)干潟や浅場の整備

(3)高度処理施設の整備

(6)森林の整備・保全

(4)浄化槽の整備

(7)河川の清掃活動

(9)海面を浮遊するゴミの回収

(10)海岸の清掃活動

(12)過去の土砂採取跡（深掘跡）の埋め戻し

(13)モニタリング

(14)ホームページによるモニタリングデータの発信

(15)シンポジウム・セミナー

(16)環境学習・体験学習

(17)その他(

(17)ひとつも知らない

)

Ｑ５−２ 東京湾再生のために行政が積極的に行うべき取組はどれだと考えますか。
○印をつけてください。
（最大３つ）
(1)水質総量規制

(2)合流式下水道の改善

(5)河川直接浄化施設の整備
(8)海底のヘドロの除去
(11)干潟や浅場の整備

(3)下水道の高度処理施設の整備

(6)森林の整備・保全

(16)環境学習・体験学習

(7)河川の清掃活動

(9)海面を浮遊するゴミの回収

(10)海岸の清掃活動

(12)過去の土砂採取跡（深掘跡）の埋め戻し

(14)ホームページによるモニタリングデータの発信
(17)わからない

(4)浄化槽の整備

(13)モニタリング

(15)シンポジウム・セミナー

(18)その他(

)

※「下水の高度処理」
：富栄養化の原因となる下水の中に含まれる窒素やリンを除去する処理
※「合流式下水道」
：雨水と汚水を１本の管で流して処理する下水道のシステム。大雨の日には一部の未処理下水を放流することがある
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Ｑ６ 東京湾における行政の取り組みへの参加についておたずねします
Ｑ６−１ 行政の取り組みに参加を呼びかけられたらどうしますか。１つだけ○印を付けてください。
(1)参加したことがある
(4)どちらとも言えない

(2)積極的に参加する
(5)参加しない

(3)内容に応じて参加する

(6)わからない

Ｑ６−１−１ Ｑ６−１で(1)と(2)と(3)に答えた方におたずねします。参加した（する）理由は何ですか。
○印をつけてください。
（最大３つ）
(1)行政の役に立ちたい
(4)東京湾に関心がある

(2)おもしろそうだから
(5)東京湾を良くしたい

(8)行政だけに任せられない

(3)行政の取組に関心がある
(6)社会貢献の一環

(9)その他(

(7)暇つぶし

）

Ｑ６−１−２ Ｑ６−１で(1)と(2)と(3)に答えた方におたずねします。どのような取組に参加しました（した
いです）か。○印をつけてください。
（最大３つ）
(1)水質監視のモニター

(2)ゴミ清掃

(5)各種イベントの運営・管理
(8)その他（

(3)各種施設の運営・管理

(6)事業の立案・計画

(4)環境学習・体験学習

(7)海や海岸のパトロール

）

Ｑ６−１−３ Ｑ６−１で(5)に答えた方におたずねします。参加しないのはどうしてですか。
○印をつけてください。
（最大３つ）
(1)行政が嫌い

(2)面倒くさい

(5)参加する余裕や時間がない
(8)その他（

(3)事業に関心がない

(4)東京湾に関心がない

(6)行政と関わりを持ちたくない
）
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(7)誰かがやってくれる

Ｑ７ 東京湾における港湾整備についておたずねします。
Ｑ７−１ 港湾整備事業のうちどれを知っていますか。知っているものすべてに○印を付けてください。
(1)航路・泊地の整備

(2)防波堤の整備

(5)人工干潟・藻場などの整備

(3)岸壁の整備

(6)海底のヘドロの除去

(8)海面を浮遊するゴミや油の回収

(9)緑地の整備

(11)その他（

(4)臨港道路の整備
(7)覆砂によるヘドロの封じ込め

(10)ひとつも知らない

）

Ｑ７−２ 港湾整備の一環として行われた下記のうち、どれを知っていますか。知っているものすべてに○印を付
けてください。
(1)葛西海浜公園の干潟の整備

(2)東京港野鳥公園整備

(3)お台場海浜公園

(3)東京湾奥部（ディズニーランド沖）シーブルー事業（浅場整備）
(4)横浜港みなとみらい地区シーブルー事業（覆砂）
(5)横浜港金沢地区海浜の整備（海の公園）
(6)その他(

(6)ひとつも知らない
)

Ｑ７−３ 東京湾再生のために港湾ではどのような取組を積極的に実施するべきだと思いますか。
○印を付けてください。
（最大３つ）
(1)人工干潟・藻場などの整備
(4)海面を浮遊するゴミの回収
(7)環境情報・データの発信

(2)海底のヘドロの除去
(5)緑地の整備

(3)覆砂によるヘドロの封じ込め

(6)水質モニタリング

(8)シンポジウム・セミナー (9)その他（

Ｑ７−４ その他、港湾における環境行政に関してご意見をお寄せください。
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）

Ｑ８ 東京湾における下水道整備についておたずねします。
Ｑ８−１ あなたの街や東京湾における下水を高度処理する施設の整備や、合流式下水道の改善が，東京湾再生に
どの程度役に立っているとおもいますか。１つだけ○印を付けてください。
(1)非常に役立っている
(5) 役立っていない

(2)役立っている
(6)わからない

(3)どちらともいえない

(4)あまり役立っていない

(7)「高度処理」や｢合流式下水道の改善｣の効果を知らない

※「下水の高度処理」
：富栄養化の原因となる下水の中に含まれる窒素やリンを除去する処理
※「合流式下水道」
：雨水と汚水を１本の管で流して処理する下水道のシステム。大雨の日には一部の未処理下水を放流することがある

Ｑ８−２ あなたの街の水環境保全を目的とした下水道事業のなかで，どのような施策が東京湾再生に一番役に立
っているとおもいますか。１つだけ○印を付けてください。
(1)下水道の水洗化普及拡大

(2)下水の高度処理

(3)合流式下水道の改善

(4)どれも役立っていない

(5)わからない

(6)「下水道」の整備効果を知らない

Ｑ８−２ あなたの街で下水道が整備されると周辺の河川や，東京湾はどのように変わるとおもいますか。１つだ
け○印を付けてください。
Ｑ８−２−１ あなたの街で下水道が整備されると川はどのように変わると思いますか。
(1)川が清流になる

(2)川の水質が向上し、多様な生き物が育つ

(3) 川の水質が向上し、長期的には今よりきれいになる
(4)なにも変わらない

(3)現状の川を維持することができる

(5)よごれを集めて流してしまうので、川が汚れる

(7)その他（

(6)わからない

）

Ｑ８−２−２ あなたの街で下水道が整備されると東京湾はどのように変わると思いますか。
(1)美しく多様な生物が生息する東京湾が再生する
(3)東京湾の現状を維持することができる

(2)水質が向上し、東京湾も少しはきれいになる

(4)なにも変わらない

(5)よごれを集めて流してしまうので、東京湾が汚れる
(7)その他（

(6)わからない
）

Ｑ８−３ その他、東京湾流域における下水道整備に関してご意見をお寄せください。

ありがとうございました。
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