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（○はいくつでも）···························································· 496 

問49 あなたは、市の生活環境（水・みどり・ごみ・大気・騒音・振動など）が以前と比べど

うなったと思いますか。総体的にみて、あなたのお考えに最も近いものに○をつけて下

さい。（○は１つだけ）························································· 501 

問50 あなたは、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」という言葉を知っていま

すか。（○は１つだけ）························································· 506 

問51 あなたの生活の中での、「仕事」、「家庭生活」、「地域・個人の生活」（地域活動・学習・

趣味等）の優先度についておうかがいします。（○はそれぞれ１つ） ················· 511 

問52 あなたは、日常生活における問題やトラブルなどについて、市に相談したいことはあり

ますか。（○は１つだけ） ······················································· 521 

（問52で、「１」から「４」とお答えの方に） 

問52－１ あなたは、市が実施する相談体制は充実していると思いますか。総体的にみて、

あなたのお考えに最も近いものに○をつけて下さい。（○は１つだけ） ········· 526 


