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アンケート調査に係る設問項目（案） 

 

 千葉市と関わりのある方(p.2) 小学生（５年）、中学生（２年）(p.3-4) 事業者(p.5-7) 関係団体等(p.8-10) 

属性 

性別【選択】 性別【選択】 会社名【記述】 団体名【記述】 

年代【選択】 居住区【選択】 業種【選択】 活動頻度【選択】 

職業【選択】  市内にある事業所等の従業員数【選択】 活動人数（常時）【選択】 

居住区【選択】  連絡先（電話番号、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、担当者）【記述】 年齢層（平均）【選択】 

   主な活動場所【複数選択】 

現状 

生物多様性という言葉を見たり、聞いたりしたことがありますか。【選択】 

 

ふだん遊んでいる場所、もっとこれから遊んでみた

い場所を教えてください。 

【複数選択＋その他は記述】 

  

 

ふだんふれあっている生き物（動植物）、もっとこれ

からふれあいたい生き物（動植物）はいますか。 

【いる、いないの選択＋いる場合は記述】 

  

課題 

  千葉市の生物多様性にかかわる課題は何だと思いますか。【記述】 

千葉市の生物多様性について、問題または身の周りで気になっていることはありますか。 

【ある、なしの選択＋ある場合は記述】 
  

かかわり あなた（貴社、貴団体）にとって最もかかわりある「生物多様性」を教えてください。【記述】 

夢 生物多様性について、あなた（貴社、貴団体）が想い描く未来への夢を教えてください。【記述】 

取組み 

 あなた（貴社、貴団体）は生物多様性を守り伝えるために、何か取り組んでいることはありますか。【ある、ないの選択＋ある場合は記述】 

  生物多様性を守り伝える取組みを進める上で課題となっていることは何ですか。【記述】 

  
SDGｓの１７の目標のうち、取り組んでいる、または取り組む予定の目標を選んでください。 

【選択】 

千葉市の自然や水辺で大切にしたい場所や生き物（動植物）はありますか【ある、なしの選択＋ある場合は記述（場所、生き物）】 

生物多様性が豊かな未来にするために、どのような取組みが必要だと思いますか。【市の取組み、各主体の取組みをそれぞれ記述】 

意識 みんなで生物多様性を守り伝えることについてどう思いますか。【選択＋その他は記述】 

設問数 ７ １０ １０ １０ 

資料２－３ 
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設問項目（案） 

 

１．「千葉市と関わりのある方」向け 

 

（１）生物多様性という言葉を見たり、聞いたりしたことがありますか。【１つだけ選択】 

   ・見たり聞いたりしたことがあり、意味も理解している。 

   ・見たり聞いたりしたことはあるが、意味の理解は不十分である。 

   ・見たり聞いたりしたことがない。 

 

（２）千葉市の生物多様性について、問題または身の周りで気になっていることはあります

か。【１つだけ選択】 

   ・ある ⇒ それはどのようなことですか（記述） 

   ・ない 

 

（３）あなたにとって最もかかわりのある「生物多様性」を教えてください。【記述】 

 

（４）生物多様性について、あなたが想い描く未来への夢を教えてください。【記述】 

 

（５）千葉市の自然や水辺で大切にしたい場所や生き物（動植物）はありますか。 

   【複数選択】 

   ・ある（場所：（記述）） 

   ・ある（生き物：（記述）） 

   ・ない 

 

（６）生物多様性が豊かな未来にするために、どのような取組みが必要だと思いますか。 

   市が取り組むべきこと、あなたが取組んでいきたいことをそれぞれ教えてください。 

【記述】 

   ①市が取り組むべきこと（記述） 

   ②あなたが取組んでいきたいこと（記述） 

 

（７）みんなで「生物多様性」を守り伝えることについてどう思いますか。【１つだけ選択】 

    ・大切なことだと思う。 

    ・特に大切なことだとは思わない 

    ・わからない 

    ・その他（記述） 
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２．「小学生、中学生」向け 

 

（１）生物多様性という言葉を見たり、聞いたりしたことがありますか。【１つだけ選択】 

   ・見たり聞いたりしたことがあり、意味も理解している。 

   ・見たり聞いたりしたことはあるが、意味の理解は不十分である。 

   ・見たり聞いたりしたことがない。 

 

（２）ふだん遊んでいる場所、これから遊んでみたい場所を教えてください。あてはまる 

ものに〇をしてください。【複数選択】 

    ふだん遊んでいる場所 もっとこれから遊びたい場所 

海   

森、林   

川、沼   

田んぼ   

神社   

空き地   

公園   

道、駐車場   

家の庭   

家の中   

その他（記述）   

 

（３）ふだんふれあっている生き物（動植物）や、もっとこれからふれあいたい生き物（動

植物）はいますか。【それぞれ１つだけ選択】 

   ①ふだんふれあっている生き物（動植物） 

    ・いる（記述） 

    ・いない 

   ②もっとこれからふれあいたい生き物（動植物） 

    ・いる（記述） 

    ・いない 

 

（４）千葉市の生物多様性について、問題または身の周りで気になっていることはあります

か。【１つだけ選択】 

   ・ある ⇒ それはどのようなことですか（記述） 

   ・ない 
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（５）あなたにとって最もかかわりのある「生物多様性」を教えてください。【記述】 

 

（６）生物多様性について、あなたが想い描く未来への夢を教えてください。【記述】 

 

（７）あなたは生物多様性を守り伝えるために、何か取り組んでいることはありますか。 

【１つだけ選択】 

   ・ある（記述） 

   ・ない 

 

（８）千葉市の自然や水辺で大切にしたい場所や生き物（動植物）はありますか。 

   【複数選択】 

   ・ある（場所：（記述）） 

   ・ある（生き物：（記述）） 

   ・ない 

 

（９）生物多様性が豊かな未来にするために、どのような取組みが必要だと思いますか。 

   市が取り組むべきこと、あなたが取組んでいきたいことをそれぞれ教えてください。 

【記述】 

   ①市が取り組むべきこと（記述） 

   ②あなたが取組んでいきたいこと（記述） 

 

（１０）みんなで「生物多様性」を守り伝えることについてどう思いますか。 

【１つだけ選択】 

    ・大切なことだと思う。 

    ・特に大切なことだとは思わない 

    ・わからない 

    ・その他（記述） 

  



 

 

5 

 

３．「事業者」向け 

 

属性情報 

（１）会社名を教えてください。【記述】 

 

（２）貴社の主な業種について教えてください。【１つだけ選択】 

    ・農林水産など    ・コンサル、会計、法律業 

    ・建設、土木、工業   ・報道、出版業 

    ・製造、メーカー   ・教育、学習支援業 

    ・エネルギー業    ・医療、福祉業 

    ・卸売、小売、商業   ・運輸業、運送業 

    ・金融業、保険業   ・旅行、観光、飲食サービス業 

    ・不動産、物品賃借業   ・人材サービス業 

    ・通信、ソフトウェアサービス業  ・その他サービス業 

 

（３）市内にある事業所等で雇用している従業員の総数について教えてください。 

   【１つだけ選択】 

    ・99 人以下 

    ・100～299 人以下 

    ・300～499 人以下 

    ・500～999 人以下 

    ・1,000～2,999 人以下 

    ・3,000～4,999 人以下 

    ・5,000 人以上 

 

（４）本アンケートにご回答いただいたご担当者様の連絡先等について教えてください。 

   【記述】 

    ・電話番号 

    ・メールアドレス 

    ・担当者 
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設問 

（１）生物多様性という言葉を見たり、聞いたりしたことがありますか。【１つだけ選択】 

    ・見たり聞いたりしたことがあり、意味も理解している。 

    ・見たり聞いたりしたことはあるが、意味の理解は不十分である。 

    ・見たり聞いたりしたことがない。 

 

（２）千葉市の生物多様性にかかわる課題は何だと思いますか。【記述】 

 

（３）貴社にとって最もかかわりのある「生物多様性」を教えてください。【記述】 

 

（４）生物多様性について、貴社が想い描く未来への夢を教えてください。【記述】 

 

（５）貴社は生物多様性を守り伝えるために、何か取り組んでいることはありますか。 

【１つだけ選択】 

※本設問については、「ある（公表してもよい）」とご回答いただいた場合、取組事例

として会社名を含めて公表することを予定していますので、あらかじめご了承い

ただけますようお願いいたします。 

   ・ある（公表してもよい）（記述） 

   ・ある（公表しない）（記述） 

   ・ない 

 

（６）生物多様性を守り伝える取組みを進める上で課題となっていることは何ですか。 

   【記述】 

 

（７）生物多様性を守り伝えるための取組みは、SDGｓ（2030 年までに持続可能でよりよ

い世界を目指す国際目標）を達成することにもつながりますが、SDGｓの１７の目標の

うち、取り組んでいる、または取り組む予定の目標を選んでください。【複数選択】 

・目標１（貧困）貧困をなくそう 

   ・目標２（飢餓）飢餓をゼロに 

   ・目標３（保健）すべての人に健康と福祉を 

   ・目標４（教育）質の高い教育をみんなに 

   ・目標５（ジェンダー）ジェンダー平等を実現しよう 

   ・目標６（水・衛生）安全な水とトイレを世界中に 

   ・目標７（エネルギー）エネルギーをみんなに そしてクリーンに 

   ・目標８（経済成長と雇用）働きがいも経済成長も 

   ・目標９（インフラ、産業化、イノベーション）産業と技術革新の基盤をつくろう 



 

 

7 

 

   ・目標１０（不平等）人や国の不平等をなくそう 

   ・目標１１（持続可能な都市）住み続けられるまちづくりを 

   ・目標１２（持続可能な消費と生産）つくる責任 つかう責任 

   ・目標１３（気候変動）気候変動に具体的な対策を 

   ・目標１４（海洋資源）海の豊かさを守ろう 

   ・目標１５（陸上資源）陸の豊かさも守ろう 

   ・目標１６（平和）平和と公正をすべての人に 

   ・目標１７（実施手段）パートナーシップで目標を達成しよう 

 

（８）千葉市の自然や水辺で大切にしたい場所や生き物（動植物）はありますか。 

   【複数選択】 

   ・ある（場所：（記述）） 

   ・ある（生き物：（記述）） 

   ・ない 

 

（９）生物多様性が豊かな未来にするために、どのような取組みが必要だと思いますか。 

   市が取り組むべきこと、貴社が取組んでいきたいことをそれぞれ教えてください。 

【記述】 

   ①市が取り組むべきこと（記述） 

   ②貴社が取組んでいきたいこと（記述） 

 

（１０）みんなで「生物多様性」を守り伝えることについてどう思いますか。 

【１つだけ選択】 

    ・大切なことだと思う。 

    ・特に大切なことだとは思わない 

    ・わからない 

    ・その他（記述） 
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４．「関係団体等」向け 

 

属性情報 

（１）団体名を教えてください。【記述】 

（２）活動の頻度を教えてください。【１つだけ選択】 

    ・週１回以上 

    ・月２回以上 

    ・月１回以上 

    ・年に数回程度 

    ・その他（記述） 

（３）常時活動されている平均人数を教えてください。【１つだけ選択】 

    ・２０人以上 

    ・１０人以上２０人未満 

    ・５人以上１０人未満 

    ・５人未満 

    ・その他（記述） 

（４）貴団体の活動者の平均年齢層を教えてください。【１つだけ選択】 

  ・７０代以上 

    ・６０代以上 

    ・５０代以上 

    ・５０代未満 

    ・わからない 

    ・その他（記述） 

（５）貴団体が主に活動している場所を教えてください。【複数選択】 

  ・河川 

  ・海辺 

  ・池、沼 

  ・谷津田 

  ・里山 

  ・森林 

・公園 

・緑地 

  ・農地 

  ・その他（記述） 
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設問 

（１）生物多様性という言葉を見たり、聞いたりしたことがありますか。【１つだけ選択】 

   ・見たり聞いたりしたことがあり、意味も理解している。 

   ・見たり聞いたりしたことはあるが、意味の理解は不十分である。 

   ・見たり聞いたりしたことがない。 

 

（２）千葉市の生物多様性にかかわる課題は何だと思いますか。【記述】 

 

（３）貴団体にとって最もかかわりのある「生物多様性」を教えてください。【記述】 

 

（４）生物多様性について、貴団体が想い描く未来への夢を教えてください。 

【記述】 

 

（５）貴団体は生物多様性を守り伝えるために、何か取り組んでいることはありますか。 

【１つだけ選択】 

※本設問については、「ある（公表してもよい）」とご回答いただいた場合、取組事例

として団体名を含めて公表することを予定していますので、あらかじめご了承い

ただけますようお願いいたします。 

   ・ある（公表してもよい）（記述） 

   ・ある（公表しない）（記述） 

   ・ない 

 

（６）生物多様性を守り伝える取組みを進める上で課題となっていることは何ですか。 

   【記述】 

 

（７）生物多様性を守り伝えるための取組みは、SDGｓ（2030 年までに持続可能でよりよ

い世界を目指す国際目標）を達成することにもつながりますが、SDGｓの１７の目標の

うち、取り組んでいる、または取り組む予定の目標を選んでください。【複数選択】 

・目標１（貧困）貧困をなくそう 

   ・目標２（飢餓）飢餓をゼロに 

   ・目標３（保健）すべての人に健康と福祉を 

   ・目標４（教育）質の高い教育をみんなに 

   ・目標５（ジェンダー）ジェンダー平等を実現しよう 

   ・目標６（水・衛生）安全な水とトイレを世界中に 

   ・目標７（エネルギー）エネルギーをみんなに そしてクリーンに 

   ・目標８（経済成長と雇用）働きがいも経済成長も 
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   ・目標９（インフラ、産業化、イノベーション）産業と技術革新の基盤をつくろう 

   ・目標１０（不平等）人や国の不平等をなくそう 

   ・目標１１（持続可能な都市）住み続けられるまちづくりを 

   ・目標１２（持続可能な消費と生産）つくる責任 つかう責任 

   ・目標１３（気候変動）気候変動に具体的な対策を 

   ・目標１４（海洋資源）海の豊かさを守ろう 

   ・目標１５（陸上資源）陸の豊かさも守ろう 

   ・目標１６（平和）平和と公正をすべての人に 

   ・目標１７（実施手段）パートナーシップで目標を達成しよう 

 

（８）千葉市の自然や水辺で大切にしたい場所や生き物（動植物）はありますか。 

   【複数選択】 

   ・ある（場所：（記述）） 

   ・ある（生き物：（記述）） 

   ・ない 

 

（９）生物多様性が豊かな未来にするために、どのような取組みが必要だと思いますか。 

   市が取り組むべきこと、貴団体が取組んでいきたいことをそれぞれ教えてください。 

【記述】 

   ①市が取り組むべきこと（記述） 

   ②貴団体が取組んでいきたいこと（記述） 

 

（１０）みんなで「生物多様性」を守り伝えることについてどう思いますか。 

【１つだけ選択】 

    ・大切なことだと思う。 

    ・特に大切なことだとは思わない 

    ・わからない 

    ・その他（記述） 

 

（１１）（１）～（１０）の項目以外にヒアリング調査（オンライン）を希望される場合は、

その内容について記載してください。【記述】 

 

 

 


