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世論調査実施状況（昭和 40 年度以降） 
   

年度 調査主題 調査時期 調査対象及び標本数 回収率％ 調査項目（設問数SQを含む） 備考 

４０ 

道     政 40.10～11 20歳以上男女    1,500 83.3 
新生活運動、保健、社会福祉、交通対策、
自然保護、広報    （30問） 

 

道     政 
(勤労青少年) 

40.11～12 
人口10万人以上の市に 
居住する15歳～24歳の 
被傭者              600 

86.0 
職場環境、学習活動、社会教育施設、勤労
意欲          （49問） 

 

道     政 
(農家・漁家) 

 40.12 
農業・漁業世帯の経営 
責任者          1,320 

91.8 
農漁村生活、学校給食、農漁村後継者問題、
農業経営、漁業経営、海難防止 
        （農家56問、漁家65問） 

 

道     政  41.2～3  20歳以上男女    2,000 85.0 
道民生活、青少年問題、警察問題、住宅・
宅地、都市計画、環境衛生   （54問） 

 

４１ 

道     政  41.5  20歳以上男女    1,500 83.0 北方領土    （26問）  

道     政  41.7  20歳以上男女    1,200 84.0 北海道百年記念事業、文化財   （40問）  

道     政 
(青 少 年) 

 41.8 12歳～24歳男女 1,200 82.0 
生活、職業、郷土、北海道百年記念事業、
非行、マスコミ、余暇とスポーツ、文化活
動、文化財保護    （62問） 

 

道     政 
（中小企業） 

 41.9 中小企業経営者 1,200 76.0 
中小企業施設、経営改善、従業員の採用と
訓練、労務管理、労働福祉   （51問） 

 

道     政 
（都市環境） 

 41.10 
人口10万人以上の市に 
居住する20歳以上男女 
                   1,000 

83.0 
都市生活、環境衛生、公害、道路、交通、
緑地公園    （56問） 

 

道     政 
（道民生活） 

 41.11  20歳以上男女    1,500 80.0 
生活感、消費者物価、社会福祉、新生活運
動、体力づくり    （71問） 

 

道     政 
（人づくり） 

 41.12 
中学生以下の子供の父 
母                1,200 

86.0 しつけ、家庭教育外           （49問） 
 

道     政 
(農漁村 
       青少年) 

 42.1 
農業世帯・漁業世帯の 
15歳～24歳の男女 
                   2,000 

78.0 
産業状況、あとつぎ関係、農漁村生活、経 
営改善、後継者対策、土地改良、海難防止 

（農家65問、漁家50問） 

 

４２ 

道     政 
(北海道百年､ 
          選挙) 

 42.6  20歳以上男女    1,200 84.0 
記念事業、記念塔、記念植樹、選挙広報活 
動、棄権、政党と人物、立会演説会、地方 
選挙外      （62問） 

 

道     政 
（老人福祉） 

 42.10  65歳以上男女    1,200 86.0 
健康、住宅、就労、老人クラブ、生活環 
境、施策への要望    （55問） 

 

道     政 
（道民生活） 

 42.11  20歳以上男女    3,000 83.0 道民生活、冬の生活、北方領土   （41問） 
 

道     政 
(中小企業 
       経営者) 

 42.12 中小企業経営者  1,200 45.0 
雇用主の意識、福利厚生、グループ活動へ 
の理解、労働力の充足状況、職業訓練 
     （40問） 

 

道     政 
（保健衛生） 

 42.12  20歳以上男女    1,200 86.0 
保健所、医療・健康保持、成人病、献血 
     （34問） 

 

道     政 
（住    宅） 

 43.1～2  市部の世帯主    1,200 85.0 
住宅対策、住宅の現状、住宅取得 
     （49問） 

 

道     政 
(ＰＴＡ活動) 

 43.2 
 小・中学校の母親 
                   1,200 

90.0 
ＰＴＡの構成､ＰＴＡ会費､ＰＴＡの活動､ 
ＰＴＡの運営、ＰＴＡ連合会   （45問） 

 

道     政 
（中小企業 
       労働者) 

 43.3 中小企業従業員  1,000 81.0 
職業と職場環境､グループ活動､労働条件、 
将来の計画    （36問） 
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４３ 

道    政 
（住   宅） 

 43.7 町村部の世帯主 1,200 89.0 
住宅対策、住宅の現状、住宅取得  

（53 問） 

 

道    政 
（交通安全） 

 43.8～9 
国道沿線市町村の15歳 
以上男女      1,200 

90.0 
交通事故に対する不安、交通安全の基本的 
問題、交通事故防止、交通安全道民運動 

（47 問） 

 

道    政 
（開   発） 

 43.8  20歳以上男女    1,200 88.0 本道開発、本道の役割、郷土愛  （40 問） 
 

道    政 
（家庭婦人） 

43.10～11 20歳～59歳主婦 1,000 78.0 労働に対する意欲、関心、認識  （30 問） 
 

道    政 
（教   育） 

 43.11 
子供のいる30歳～59歳 
男女              1,200 

90.0 
教育への関心・意向、職業の選択、専門教 
育、子どもの将来       （28 問） 

 

道    政 
（道民生活） 

 43.11  20歳以上男女    1,200 90.0 
暮らしむき、物価、貯蓄、公害、国民年金 

（32 問） 

 

道    政 
（広報広聴） 

 44.1  20歳以上男女    1,200 89.0 道政への関心、広報、広聴手段  （43 問） 
 

道    政 
（農業経営） 

 44.3  農業経営者     2,700 89.1 
経営の状況、経営改善、今後の農業 

（稲作36問、畑作46問、酪農35問） 

 

４４ 

道    政 
(北方領土･広報) 

 44.7～8  20歳以上男女    1,200 90.0 北方領土、広報       （46 問） 
 

道    政 
(広報電波媒体) 

 44.8～9  20歳以上男女    1,000 97.0 テレビの視聴状況、ラジオの聴取状況 留置法  

道    政 
（中小企業） 

 44.9 
卸小売業、製造業の中 
小企業経営者    1,200 

75.0 中小企業施策、労働力、経営  （48 問） 
 

道    政 
（地域振興） 

 44.10 
人口急減町村の20歳以 
上男女          1,200 

87.0 
生活の現状と生活意識、人口減少、定着、 
農漁業者の意向       （51 問） 

 

道    政 
（道民生活） 

44.11～12  20歳以上男女    1,200 83.0 
生活水準、生活の満足感、物価、社会生 
活、住民運動       （43 問） 

 

道    政 
（漁業経営） 

 44.12  漁業経営者     1,200 76.0 
経営、制度、漁港、栽培漁業、水産物の流 
通、後継者       （79 問） 

 

道    政 
（保健衛生） 

 45.2  20歳以上男女    1,200 89.0 
健康、医療、医療保険、献血、食品衛生、 
公衆浴場、母子衛生  （53 問） 

 

４５ 

道    政 
(婦人の生活) 

 45.8 25歳～65歳主婦 1,200 90.0 家庭生活、社会生活、勤労  （50 問） 
 

道    政  45.8～9  20歳以上男女    1,200 87.0 北方領土､新生活運動､新聞広報  （37 問）  

道    政 
（老人福祉） 

 45.9  65歳以上男女    1,200 88.0 
健康保持、家庭生活、住宅事情と老人ホー 
ム、就労、老人クラブと老後の生活、老人 
福祉施策   （37 問） 

 

道    政 
(広報電波媒体) 

 45.10  20歳以上男女    1,000 92.0 
テレビ・ラジオの視聴状況、道政広報番組 
の視聴状況 

留置法 

道    政 
（都市景観） 

 45.12 
人口10万以上の市に居 
住する20歳以上男女 
            1,200 

83.0 
生活、住宅、宅地、環境衛生、公害、道路 
・交通・緑地・公園               （59 問） 

 

道    政 
（稲作経営） 

 46.1  農家経営主     1,200 91.0 
稲作経営の現状、最近の農業問題、今後の 
稲作経営   （44 問） 

 

道    政 
(若年道外就職者) 

 46.1～2 
Ｓ43～45中・高卒の道 
外就職者         1,000 

47.0 
就職の動機、職場環境、生活環境、余暇の 
利用    （40 問） 

 

道    政 
（道民生活） 

 46.2  20歳以上男女    1,200 88.0 
生活の現状と意向､冬の生活､防犯 

（40 問） 

 

 

176
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４６ 

道    政 
（交通安全） 

 46.7～8 
自家用乗用車の運転 
                   1,200 

74.0 
自家用運転者、交通事故防止、交通安全道 
民運動    （42 問） 

 

道    政 
（児童福祉） 

46.10～11 
小学生の長男・長女を 
持つ母親      1,200 

88.0 
児童の養育・児童の環境、児童相談、児童 
の保護、児童福祉施策  （37 問） 

 

道    政 
（道民生活） 

46.11～12  20歳以上男女    1,200 88.0 
生活の現状、生活環境、生活上の諸問題、 
道への要望   （39 問） 

 

道    政 
（都市環境） 

 46.12 
人口10万人以上の市及び 
都市計画事業施行の市 
20歳以上男女     1,200 

85.0 
住居動向、住宅、都市施設、都市計画、交 
通、都市づくり   （44 問） 

 

道    政 
（地方自治） 

 47.1～2  20歳以上男女    1,200 85.0 道・市町村行政、選挙、納税  （44 問） 
 

道    政 
（環境保全） 

 47.2～3  20歳以上男女    1,200 85.0 公害、自然保護、環境問題全般  （34 問） 
 

４７ 

道    政  47.8  20歳以上男女    1,400 88.0 
生活の満足度、道政への関心・評価・期待 
・要望、要望の申し出方法       （22 問） 

 

広 報 広 聴  47.12  20歳以上男女    1,200 86.8 
広報媒体、印刷媒体、電波媒体、広聴活動 

（33 問） 

 

道    政 
（防   災） 

 48.2  20歳以上男女    1,200 88.1 
災害に対する関心・知識・備え、防災対策 

（33 問） 

 

４８ 

若い道民の 
意識と要望 

 48.10 
札幌市、函館市、旭川 
市、帯広市に居住する 
20代男女      1,200 

80.9 
郷土に対する考え方､現状に対する満足度､ 
道政への期待、住宅問題、余暇問題、物価 
問題外             （33 問） 

 

広 報 広 聴  48.12  20歳以上男女    1,200 87.3 
広報媒体、印刷媒体、電波媒体、広聴活動 

（33 問) 

 

４９ 広 報 広 聴  49.12  20歳以上男女    1,200 87.7 
広報媒体、印刷媒体、電波媒体、広聴活動 

（30 問） 

 

５０ 
道    政 
(婦人に関する 
    意識) 

 50.12 
25～64歳の有配偶女子 
                  1,200 

85.0 
婦人活動と社会参加、家庭と育児、婦人の 
勤労、婦人の地位、婦人の学習、婦人と行政 

（44 問） 

 

５２ 道 民 生 活  52.6  20歳以上男女    1,800 81.4 
生活環境意識､生活時間構造､家計管理と消 
費生活態度、地域社会へのかかわりと生活 
価値意識、道政への関心と要望 （41 問） 

 

５３ 道    政  53.6  20歳以上男女    1,800 80.8 

暮し向き､消費生活､社会福祉､保健医療､ 
交通安全､環境保全､教育､農業､エネルギ 
ー､地方公務員週休２日制､地方財政､冬季 
生活、北方圏交流   （42 問） 

 

５４ 道 民 生 活  54.8～9  20歳以上男女    1,800 87.2 
生活環境意識､生活時間構造､満足度､生活 
価値意識､旅行日数と病気日数､税金､老後､ 
省エネルギー、道政課題  （32 問） 

 

５５ 道    政  55.7  20歳以上男女    1,800 76.3 
交通安全､障害者福祉､郡制度､住宅･宅地、 
環境保全､文化､環境管理､消費生活 

(51 問) 

 

５６ 道 民 生 活  56.9  20歳以上男女    1,800 76.9 
生活環境意識、生活時間、家計管理と消費 
生活態度、地域社会へのかかわりと生活価 
値意識、広報紙「ほっかいどう」 (34 問) 

 

５７ 道 民 生 活  57.10  20歳以上男女    1,800 77.1 
生活環境意識､生活時間構造､家計状況と消 
費意識、家庭内での役割と社会生活態度、 
日常生活規範、生活価値意識  （33 問） 

 

５８ 
道 民 生 活  58.9  20歳以上男女    1,800 76.7 ５７年度調査と同じ  （33 問）  

道    政  58.11  20歳以上男女    1,800 74.2 
交通安全､社会福祉､青少年､地方財政､北海 
道の未来像と道施策への要望  （36 問） 

 

５９ 
道    政  59.8～9  20歳以上男女    1,800 73.6 

第44回国民体育大会、交通安全、高齢化社 
会、ボランティア、街路、青少年の家・少 
年自然の家   （39 問） 

 

道 民 生 活  59.9  20歳以上男女    1,800 77.4 ５７年度調査と同じ  （33 問）  
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６０ 道    政  60.8  20歳以上男女    1,800 74.2 
広報紙「ほっかいどう」、一村一品運動、 
北方領土、新計画、ニューメディア、生活 
文化活動など、国際森林年  （37 問） 

 

６１ 
道 民 生 活  61.7  20歳以上男女    1,800 76.7 ５７年度調査と同じ  （33 問）  

道    政 
(北海道への関心･認識) 

 61.9 
 全国46都府県 
 20歳以上男女    3,000 

63.5 
北海道への関心・認識、北海道の観光、北 
海道産品、北海道への期待  （29 問） 

郵送法  

６２ 道    政  62.10  20歳以上男女    1,800 78.1 
一村一品運動、環境保全、障害者福祉、商 
店街、はまなす国体  （39 問） 

 

６３ 道    政  63.8  20歳以上男女    1,800 78.4 
交通安全、都市景観、道産農産物及び加工 
食品、高齢化社会、広報活動と広報紙「ほ 
っかいどう」   （40 問） 

 

元 道    政  元.8～9  20歳以上男女    1,800 77.2 
北方領土､生活文化､ニューサービス、生活 
と木材､航空路線､道路景観､河川  (45 問) 

 

２ 道    政  2.8  20歳以上男女    1,800 80.3 
余暇と観光ニーズ､ボランティア活動､児童の健 
全育成､新たな医療､科学技術     (39 問) 

 

３ 道    政  3.9  20歳以上個人    1,800 80.5 
広報活動、障害者福祉、リサイクル、花の 
消費動向、国際交流  （40 問） 

 

４ 道    政  4.8～9  20歳以上個人    1,800 78.9 
環境問題、再資源化製品(再生品)の利用、身近な
自然とのふれあい、米穀の購入動向  （35 問） 

 

５ 道    政  5.8～9  20歳以上個人    1,800 78.4 
生活文化、道民の自主的な環境保全活動、 
医薬分業   （33 問） 

 

６ 道    政  6.8～9  20歳以上個人    1,800 78.1 
女性の自立プラン、資源リサイクル、人材 
誘致推進、遊魚   （30 問） 

 

７ 道    政  7.10  20歳以上個人    1,800 77.4 
文化施設、環境、ノーマライゼーション、住宅 
の耐久性、北の森づくりビジョン  （34 問) 

 

８ 道    政  8.6  20歳以上個人    1,800 76.4 
北方領土､地方分権と地方自治､道立劇場、 
ボランティア活動、環境アセスメント  （43 問） 

 

９ 道    政  9.6～7  20歳以上個人    1,800 68.7 
広報活動、市民活動、環境にやさしい社 
会、商店街と大型店、犯罪等の被害者対策 

（46 問） 

 

１０ 道    政  10.6～7  20歳以上個人    1,800 76.6 
中心市街地の活性化、自主・自律化への取 
組み、地球温暖化問題・環境保全活動、輸 
入品に関する意識   （38 問） 

 

１１ 道    政  11.9～10  20歳以上個人    1,800 72.0 
少子化､ノーマライゼーション､アイヌ語に 
由来する地名､北海道の観光､道産農畜産物 
の愛食運動、犯罪等の被害者対策（42 問） 

 

１２ 道    政  12.6～７  20歳以上個人    1,500 68.1 
住民サービス、地域社会づくり、文化振興、
地球温暖化、北海道の水産及び森林保全、 
末期医療       （39 問） 

 

１３ 道    政  13.8～ 9  20歳以上個人    2,500 53.7 
地球温暖化、みどり環境に対する満足度、 
人権、介護保険制度、河川環境、生涯スポ 
ーツ              （34 問） 

郵送法  

１４ 道        政  14.7～ 9  20歳以上個人    2,500 54.5 
道産農畜産物の消費、北海道福祉のまちづ 
くり条例、地球温暖化、北海道遺産 

（ 25 問 ）  
郵送法  

１５ 道    政  15.9～10 

 20歳以上個人    2,500 54.8 
行財政改革、地球温暖化、循環型社会、間 
伐材製品、生涯教育       （26 問） 

郵送法  

 20歳以上個人    2,500 56.7 

環境美化（ポイ捨て防止条例）、農業・農村、 
インターネットの利用、ノーマライゼーシ 
ョン、広報番組・広報紙、安全・安心まち 
づくり             （34 問） 

郵送法  

１６ 道    政 

 16.7  20歳以上個人    2,500 54.8 
コミュニティ、ボランティア活動、遺伝子組換 
え食品、クリーン農業、森林機能  （33 問） 

郵送法  

 16.10  20歳以上個人    2,500 60.5 
道州制 、介護保険制度、道産農水産物の地 
産地消、ｸﾞﾘｰﾝ･ﾂｰﾘｽﾞﾑ、家庭及び地域の教 
育力              （40 問） 

郵送法 
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１７ 道    政 

 17.7  20歳以上個人    2,500 51.2 

支庁制度、道内広域商圏（購買圏）の動向、 
地球温暖化、食の安全・安心、本道が目指 
す教育の方向性と青少年の健全育成           

（33 問） 

郵送法  

 17.10  20歳以上個人    2,500 55.6 

サマータイム（夏時間）、道民ニーズ（新し
い総合計画の策定に向けた道民意識の把
握）、中心市街地の活性化、クリーン農業、
みどりの環境づくり、青少年問題 
                （33 問） 

郵送法  

 17.12  20歳以上個人    2,500 50.6 
行財政改革、犯罪のない安全で安心な地域 
づくり、精神疾患と精神障害者及び自殺予 
防         （25 問） 

郵送法  

１８ 道    政 

18.7 20歳以上個人    2,500 50.8 
野菜や米などの有機農産物、森林環境税、 
環境基本計画の策定、犯罪被害者等の支援 
施策                                  （25 問） 

郵送法 

18.10 20歳以上個人    2,500 52.2 

少子化に関する道民意識・ニーズ調査、木 
育、バイオマスエネルギー導入可能性、子
どもの心と体の発達、男女平等参画 

     （31 問） 

郵送法 

１９ 道    政 

19.7～8 20歳以上個人    2,500 45.4 
過疎地域、食の安全・安心、地球温暖化、
犯罪のない安全で安心な地域づくり 

（28 問） 
郵送法 

19.10～11 20歳以上個人    2,500 49.7 

広報紙及び道政広報番組等、北海道の交通
ネットワーク、循環型社会形成の推進、北
海道観光の振興、青少年の体験活動、携帯 
電話の出会い系サイト利用実態    (35 問) 

郵送法 

２０ 道    政 

20.9～10 20歳以上個人    2,500 54.9 
北海道･秋の大型連休(プラチナウィーク)、コ
ミュニティ活動、地球温暖化防止、遺伝子組 
換え食品、スポーツの取組          (42 問) 

郵送法 

20.12 20歳以上個人    2,500 57.4 
産消協働、少子化、新たな森林環境政策、 
道民の生涯学習、警察の活動     (38 問) 

郵送法 

２１ 道    政 21.7～8 20歳以上個人    3,000 57.4 

道内空港の利用状況とあり方、犯罪のない
安全で安心な地域づくり、薬の使用に関す
る意識、食に関する北海道独自の表示制度
など、道民との協働による森林づくりや木 
材利用                            (54 問) 

郵送法 

２２ 道    政 22.7 20歳以上個人    3,000 48.5 

道民ニーズ、エゾシカ肉の有効活用に向け
た道民実態・意向、福祉のまちづくり等に
関する道民の理解・取組、中心市街地活性
化・商業振興、みどりの環境づくりや道有
林に関する意識、家庭及び地域の教育力、
交通安全情報の提供及び交通規則に関する 
意識                                 （62 問) 

郵送法 

２３ 道    政 23.10 20歳以上個人    1,900 55.4 
広報紙及び広報番組等、犯罪のない安全で 
安心な地域づくり、がん対策、遺伝子組換 
え作物等、子どもの学力           (40 問) 

郵送法 

２４ 道    政 24.8 20歳以上個人    1,900 54.2 
地震・津波などに対する防災への関心、環 
境教育、少子化、日々の買い物動向、森林 
の役割、道立都市公園      (33 問) 

郵送法 

２５ 道    政 25.9 20歳以上個人    1,900 49.6 

北方領土問題、広報紙及び広報番組等、環 
境問題への関心・考え方、犯罪のない安全
で安心な地域づくり、家庭及び地域の教育 
力               （35 問） 

郵送法 

２６ 道    政 26.7 20歳以上個人    1,900 45.8 

北海道のロゴマーク「試される大地 北海
道」、新・北海道総合計画、人口問題、エコ
アイランド北海道、遺伝子組換え作物等、
振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺 

（40 問） 

郵送法 
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２７ 道    政 27.8 20歳以上個人    1,500 50.2 

電気料金、道道における道路除排雪、犯罪
のない安全で安心な地域づくり、男女平等
参画、北海道食品機能性表示制度（ヘルシ
ーＤｏ）、農業・農村の振興 

（42 問） 

郵送法 

２８ 道    政 28.8 20歳以上個人    1,500 50.3 

電力の小売全面自由化後における道民の電
力会社選択動向等、自転車の利用実態等、
がん対策、人とヒグマの共存に関する道民
の意識、森林・森林づくりに関する意識、
地域づくり 

（42 問） 

郵送法 

２９ 道    政 29.8 18歳以上個人    1,500 50.3 

北海道の交通ネットワーク、犯罪のない安全
で安心な地域づくり、地球温暖化問題、エネ
ルギーに関する意識、障がい者の差別の解消
の推進、家庭及び地域の教育力、安心して暮
らし続けることのできる地域づくり 

（37 問） 

郵送法 

３０ 道    政 30.8 18歳以上個人    1,500 47.2 

安心して暮らし続けることのできる地域づ
くり、少子化に対する意識、北方領土問題、
文化に関する道民意識、男女平等参画を阻害
するあらゆる暴力の根絶、ＳＮＳ利用を発端
とした犯罪被害、持続可能な開発目標 

 （36 問） 

郵送法
Ｗｅｂ
（スマ
ホによ
る回答）

元 道    政 元.10 18歳以上個人    1,500 48.8 

北海道総合計画、安心して暮らし続けること
のできる地域づくり、環境問題に関する道民
の関心・取り組み状況、北海道における再犯
防止の取組、犯罪のない安全で安心な地域づ
くり、食の安全・安心 

 （38 問） 

郵送法
Ｗｅｂ
（スマ
ホによ
る回答）

２ 道    政 2.9 18歳以上個人    1,500 56.5 

新型コロナウイルス感染症、受動喫煙防止
対策、自転車の利活用、エネルギーに関す
る意識、北海道の広報活動、人権、農業・
農村の振興 

 （51 問） 

郵送法
Ｗｅｂ
（スマ
ホによ
る回答）

３ 道    政 3.9 18歳以上個人    1,500 55.7 

新型コロナウイルス感染症、犯罪のない安
全で安心な地域づくり、持続可能な開発目
標（ＳＤＧｓ）、北海道食品機能性表示制度
（ヘルシーＤｏ）、森林・森林づくりに関す
る意識 

 （36 問） 

郵送法
Ｗｅｂ
（スマ
ホによ
る回答）

４ 道    政 4.9 18歳以上個人    1,500 57.3 

ゼロカーボン北海道、ケアラー支援、がん
対策、部活動改革（部活動の地域移行）、生
物多様性の取組、信号機のない横断歩道の
交通安全、薬物乱用の防止 

 （38 問） 

郵送法
Ｗｅｂ
（スマ
ホによ
る回答）
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