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日の里地区における住まいの実態と 

日の里地区内での住み替え意識に関する調査 

 

九州大学芸術工学研究院藤田直子研究室では、「日の里で 期まで楽しく暮らす」をコンセプトとして、日

の里地区の施設配置と日の里地域内での住み替えに関するご意見をいただく目的でアンケート調査をお願い

しています。本アンケートは両面印刷で 3 ページ（全 6 ページ）ございます。 ご多忙なところ誠に恐縮に存

じますが、アンケート調査にご協力いただきますよう、お願い申し上げます。本調査は学問的関心に基づいて

行うものであり、ご回答頂いた内容はすべて統計的に処理し、上記の目的以外に流用することは絶対に致しま

せん。 

また、この調査は、コンピュータにデータを入力後、シュレッダーにて処分するなど、個人情報の保護に

大限の配慮をいたします。何かわからないことがございましたら、 後のページに記載しております連絡先ま

でご連絡ください。 

 

  

下記の中から該当する項目を一つ選び、□にチェック(☑)を記入してください。該当する項目がない場合

は、その他の空欄に記入してください。 

 

現在のお住い 日の里(    )丁目 

属性 記入者ご本人 同居者 1 同居者 2 同居者 3 同居者 4 

関係 本人     

性別 ☐男性 ☐女性 ☐男性 ☐女性 ☐男性 ☐女性 ☐男性 ☐女性 ☐男性 ☐女性 

年齢 (   )歳代 

例(40)歳代 

(   )歳代 (   )歳代 (   )歳代 (   )歳代 

職業 
☐勤め人（常勤） 
☐勤め人（非常

勤、パート、
アルバイト） 

☐自営業 
☐定年退職後 
☐専業主婦（専業

主夫）      
☐学生 
☐その他 

☐勤め人（常勤）
☐勤め人（非常

勤、パート、
アルバイト） 

☐自営業 
☐定年退職後 
☐専業主婦（専業

主夫）      
☐学生 
☐その他 

☐勤め人（常勤）
☐勤め人（非常

勤、パート、
アルバイト）

☐自営業 
☐定年退職後 
☐専業主婦（専業

主夫）     
☐学生 
☐その他

☐勤め人（常勤）
☐勤め人（非常

勤、パート、
アルバイト）

☐自営業 
☐定年退職後 
☐専業主婦（専業

主夫）     
☐学生 
☐その他

☐勤め人（常勤）
☐勤め人（非常

勤、パート、
アルバイト）

☐自営業 
☐定年退職後 
☐専業主婦（専業

主夫）      
☐学生 
☐その他 

 

※同居者が 4 名を超える場合は欄外に自由記述ください 

１．アンケート回答者ご家族について   
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■現在の住まいに対する満足度 

☐とても満足     ☐まあ満足      ☐どちらでもない      ☐やや不満      ☐とても不満 

■建築時期 

☐昭和38年以前     ☐昭和39～48年      ☐昭和49～58年     ☐昭和59～平成5年                

☐平成6～15年      ☐平成16～20年     ☐平成21年以降      ☐分からない 

■敷地面積と建物面積 

☐敷地面積(       )坪     □建物面積(        )坪 

■購入経緯 

☐新築住宅を購入      ☐中古住宅を購入  □中古住宅を購入後に解体して立替え          

☐その他(                                        ) 

■お宅の立地 (当てはまるもの全てに回答してください) 

☐坂道(斜面地)に立地している   ☐前面道路が狭い   ☐駐車場が堀車庫である   

■日常生活における移動手段を教えてください 

☐マイカー  □バス  □徒歩 □バイク □自転車 □その他 

■現在抱える住居の不満の理由を教えてください(当てはまるものいくつでも回答可) 

1，家の広さについて 

☐家が狭すぎて足りない    ☐家が広すぎて持て余している    

☐間取り・部屋数が少なくて足りない   ☐間取り・部屋数が多くて持て余している 

☐庭が狭すぎて足りない    ☐庭が広すぎて持て余している 

□駐車スペースが足りない    □車庫が使いにくい 

2，家の老朽化などについて 

□建物の老朽化が気になる 

→具体的な気になる箇所はどこですか？    

  ☐バリアフリー化が不足している 

☐耐震性や耐久性に不安がある 

3，修繕について 

  □今までに修繕やリフォームを行ったことがある 

   →具体的にどこを行いましたか？ 

                                      

 

２．現在のお宅について教えてください 
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■現在の周辺環境に対する満足度 

☐とても満足     ☐まあ満足      ☐どちらでもない      ☐やや不満      ☐とても不満 

 

■現在抱える生活の不満とその理由を教えてください(当てはまるものいくつでも回答可) 

1，近隣施設や公的サービスについて 

☐日常的な買い物場所が不十分であると感じる  

→その原因は？ (□数が足りないから □アクセスが悪いから  □その他(          ) 

☐診療所や病院などの医療機関が不十分であると感じる  

→その原因は？ (□数が足りないから □アクセスが悪いから  □その他(          ) 

☐集会施設や図書館・スポーツ施設などが不十分であると感じる  

→その原因は？ (□数が足りないから □アクセスが悪いから  □その他(          ) 

☐公園・広場・子どもの遊び場などの公共空間が不十分であると感じる  

→その原因は？ (□数が足りないから □アクセスが悪いから  □その他(          ) 

2，周辺環境の気になる点について(当てはまるものいくつでも回答可) 

☐空き家/空き地の増加が気になる      

□近所付き合いの低下が気になる      

☐前面道路の幅が気になる       

☐地域全体の安全性が気になる      

☐災害時の避難生活が気になる   

□その他(                                      )  

 

3，移動に関する不満ついて(当てはまるものいくつでも回答可) 

☐駅から遠いことが不便である      

□バス停が遠いことが不便である      

☐バスの本数が少ないことが不便である 

□買い物に行きづらいのが不便である 

□病院が遠いのが不便である 

□坂道がきついことが不便である       

□その他(                                      )  

  

3．現在のお宅の周辺環境や生活について教えてください 
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■いまのお宅に住み続けたいですか？ 

☐ 期の時まで現在の住まいに住みつづけたい  ☐当分は住みつづけるが将来は分からない 

☐いずれは住み替えたいと思っている      □住み替えたいが実際に住み替えるのは難しいと思う 

☐具体的に住み替える予定がある 

 

■住み替える場合の移転地 

☐今の住まいを解体して同じ敷地に立替えたい 

□今の住まいから徒歩圏内程度しか離れない場所に移りたい        

☐日の里地区の中で便利な場所に移りたい  

☐日の里地区以外かつ宗像市内で探したい 

☐宗像市以外で探したい 

 →候補地はありますか？ 

 

■住み替えを考える時期(当てはまるものいくつでも回答可) 

□すぐにでも 

□一人だけの生活になったとき 

□身体が不自由になったたとき 

□こどもが独立して夫婦だけの生活になったとき 

□仕事を退職したとき 

☐住宅の買い手や借り手がついたとき 

☐家の老朽化が進んだとき   

☐その他 

 

■住み替える場合の居住形態 

□サービス付き高齢者向け住宅がいい  □有料老人ホームがいい 

☐ＵＲや公営の賃貸住宅を借りたい   ☐民間の賃貸住宅を借りたい 

☐新築の一戸建てを購入したい     ☐中古の一戸建てを購入したい 

☐新築の分譲マンションを購入したい   □中古の分譲マンションを購入したい 

☐その他 (                    ) 

 

 

４．住み替えに対するお気持ちを教えてください 
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■住み替えの際に重視する点 

☐手頃な価格であること        ☐通勤・通学・通院などに便利なこと 

☐日常の買い物に便利なこと      ☐診療所や病院などの医療機関に近いこと 

☐よく知っている場所であること   ☐親戚や知人などが近くにいること 

☐文化・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設等に近いこと  ☐教育環境が良いこと 

☐公共交通機関が充実していること  ☐まちなみが美しく景観が良いこと 

☐まちのイメージや雰囲気が良いこと ☐その他(                        ) 

 

■住み替え後に現在の住まいをどうしたいですか 

☐売却したい        ☐賃貸として活用したい 

☐子供や孫に譲りたい   □その他(                             ) 

 

■住み替えにあたっての課題と思われることは何ですか 

☐現在の家が売れるか不安なこと   □不用品（荷物）の処分が大変なこと 

□気に入った住み替え先が見つからないこと   □新しい地域に馴染めるか不安なこと 

□経済的な負担が増えることへの不安があること 

□その他(                                           )  

 

 

 

 

■日の里地域の中で住み替えようと思う条件や充実してほしいことは何ですか 

☐地域内住み替えや住宅リフォームの相談窓口が開設されること 

□金銭面の不安がなく住み替えできること 

□リフォームの補助制度が充実すること 

□サービス付き高齢者向け住宅が整備されること 

□有料老人ホームが開設されること 

☐公的住宅の供給が増えること                 

☐地域内のバリアフリー化が促進されること   

□デイサービス施設が開設されること 

☐移動の不便さが解消されること 

□総合病院が開設されること 

□専門病院が開設されること →何科ですか？ (            科) 

□その他(                                   ) 

５．どのような条件が揃えば，日の里地域の中で住み替えようと思いますか 
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■ＵＲ都市機構では日の里団地を地域医療福祉拠点化の一地域と位置づけており，医療・介護・子育て・交流

機能を有した複合施設や健康寿命サポート住宅や共用部分のバリアフリー等の改修などが検討されています．

このようなサービス･サポートが充実した場合，UR日の里団地はあなたの住み替え先の候補になり得ると思い

ますか？ 

☐とても候補になる     ☐やや候補になる      ☐どちらでもない      ☐候補にならない   

 

■当九州大学藤田直子研究室では｢農ある暮らし｣を研究課題のひとつに掲げており，ライフスタイルのなかに

｢野菜づくり｣を組み込み，自分で作る楽しみや食べる楽しみを通じて，日々の暮らしに楽しみを増やし，食生

活の向上，コミュニティの促進，健康促進の効果を検証しています．もしも日の里地区の中に農園が設置され，

レクチャー付きの体験農園が開設された場合，あなたはそれを利用してみたいと思いますか？ 

☐とても利用したい     ☐やや利用したい      ☐どちらでもない      ☐利用したいと思わない 

 

■日の里地域がこの先も良好な住宅地として存続するために，あなたが感じている問題点があれば教えてくだ

さい，また，存続･発展のための要望やアイデアなどがある方もこちらにご記入ください． 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

質問は以上です。 

 

2016/12/25 までに同封した返信用封筒に入れてポストに投函して頂きますよう、ご協力よろし

くお願い致します。投函の際，切手は不要です．そのまま投函してください。 

御意見や御質問がございましたら，お気軽に以下の方法でお問い合わせ下さい 

 電話; 080-3100-7557 (研究担当/安)     092-2490-4966(准教授/藤田) 

 Mail; annsaku23@gmail.com（研究担当/安) 

       fujita@design.kyushu-u.ac.jp(准教授/藤田) 

 研究室ホームページからも問い合わせが出来ます; 

http://www.design.kyushu-u.ac.jp/~fujita/index.html 

 


