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＜自由回答編～首都圏、中京圏、大阪圏～＞ 

 
【SQ1-1. あなた（またはあなたのご家庭で）は、日頃どのような方法で節水や再利用をしていますか。あてはまるもの全てお選び下さい。（いくつでも）】 
（12.その他 FA） 
節水シャワーヘッドを使う(男性/40 代/首都圏)	 

風呂はシャワーのみ(男性/50 代/首都圏)	 

洗濯機を手動操作で、洗い、すすぎの水をバスタブに貯め、シンクの洗い水等と共にトイレの流し水として使っている。(男性/60 代/首都圏)	 

シャワーでお湯を使うときお湯になるまでの水をタンクに溜めて再利用(女性/30 代/首都圏)	 

シャワーは使わない(女性/40 代/首都圏)	 

お湯になるまでのシャワーや洗面所の水をためて、洗濯やトイレを流す(女性/40 代/首都圏)	 

残り湯はペットに入れて植木の水やりに使う(女性/60 代/首都圏)	 

風呂水は洗濯に使用後２㍑のペットボトルに溜めトイレの使用しています」(女性/60 代/首都圏)	 

シャワーを使わない(女性/40 代/中京圏)	 

井戸水を利用している(女性/50 代/中京圏)	 

お風呂は続いて入る(女性/60 代/中京圏)	 

トイレはお風呂の水を使用している(女性/60 代/中京圏)	 

毎日、3割くらいの金魚の水を換えて、植木に与えている(女性/60 代/中京圏)	 

庭の水やりなどは井戸水を利用している(男性/40 代/大阪圏)	 

植木の水やりや家の前の道路への打ち水に、家の前の側溝を流れる水を利用している(男性/60 代/大阪圏)	 

クーラーの排水を植木に使う(女性/60 代/大阪圏)	 
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【Q2. あなたが「水のありがたさ」を感じるのはどんな時ですか。（いくつでも）】（11.その他 FA） 
富士山に登ったとき(男性/40 代/首都圏)	 

断水の時(男性/50 代/首都圏)	 

災害時(男性/50 代/首都圏)	 

災害などで水が止まった時(女性/50 代/首都圏)	 

断水の時(女性/50 代/首都圏)	 

公園で自由に水道が使えるとき(男性/20 代/中京圏)	 

自分の地域が一切節水活動をしなくてもいい程水に恵まれている事(女性/20 代/中京圏)	 

ダムに水があるのを見たとき(女性/20 代/中京圏)	 

水道料金が高い自治体に住んで(女性/30 代/中京圏)	 

飲料水や雨量に恵まれていない国などのドキュメント番組を見た時(女性/40 代/中京圏)	 

外国の子ども達が水を苦労しながら運ぶ姿をテレビで見たとき(女性/50 代/中京圏)	 

洗車をする時(男性/30 代/大阪圏)	 

わからない(女性/20 代/大阪圏)	 

断水の時(女性/30 代/大阪圏)	 

震災の後(女性/40 代/大阪圏)	 

阪神大震災で被災して以降、常日頃から感謝している。(女性/40 代/大阪圏)	 

常時(女性/40 代/大阪圏)	 
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【Q5. 現在の水道水について、不満を感じていることはありますか。	 （いくつでも）】（9.その他 FA） 
昔の水道水のほうがおいしかったような記憶がある(男性/50 代/首都圏)	 

東京に住んでいるので放射能汚染は少なからずあると思うから、水道水は飲んでおらず、引越してきてからここの水がまずいかどうかさえ

もわからない(女性/30 代/首都圏)	 

マンションのタンクの衛生管理などが気になる(男性/40 代/中京圏)	 

水質が悪い(男性/40 代/中京圏)	 

濁りが出る(男性/60 代/中京圏)	 

にごりがある(女性/20 代/中京圏)	 

水道管が大変古くて細い管のままなので、水量・水質共に不満というか、不安(女性/40 代/中京圏)	 

放射能汚染されている(女性/40 代/中京圏)	 

なんとなく気持ち悪い(男性/20 代/大阪圏)	 

鉛の不安がある(男性/30 代/大阪圏)	 

庭の水まきにまで上水を使わないといけない(男性/40 代/大阪圏)	 

 
【Q6. あなたは普段、ご家庭で飲用水として水道水を飲むとき、どのようにして飲みますか。あてはまるものをお選び下さい。（いくつでも）】（5.その他 FA） 
冷やして飲む(男性/50 代/首都圏)	 

スーパーから無料でもらう(女性/40 代/首都圏)	 

炭で浄化してから飲む(男性/50 代/中京圏)	 

トルマリンにつけてから使う(女性/30 代/中京圏)	 

ウォーターサーバーを使っている(女性/30 代/中京圏)	 
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【Q8. あなたは水道水を飲用水以外にどのように使っていますか。あてはまるものをお選び下さい。（いくつでも）（トイレで流す水道水は除きます）】	 
（12.その他 FA）	 
植物の水やりやペットの飲用水、掃除の水拭きなど(男性/30 代/首都圏)	 

畑の水まき、熱帯魚水槽(女性/40 代/首都圏)	 

ペットの飲み水に使う(女性/50 代/首都圏)	 

庭の水撒き(女性/50 代/首都圏)	 

植木の水やり(女性/60 代/首都圏)	 

庭木(男性/40 代/中京圏)	 

洗車、掃除(男性/40 代/中京圏)	 

花の水遣り(男性/40 代/中京圏)	 

植木やペット用(男性/50 代/中京圏)	 

植木やペット用(男性/50 代/中京圏)	 

庭や家庭菜園の水遣りに使う(男性/60 代/中京圏)	 

ペットに与える(女性/20 代/中京圏)	 

植物水やり、亀飼育(女性/30 代/中京圏)	 

ガーデニングの水まきや水やり(女性/40 代/中京圏)	 

花の水やり(女性/50 代/中京圏)	 

庭の草木にまく。(女性/60 代/中京圏)	 

庭の撒水(女性/60 代/中京圏)	 

植木、家庭菜園に使う(女性/60 代/中京圏)	 

洗車、庭の植物の散水(男性/30 代/大阪圏)	 

洗車(男性/40 代/大阪圏)	 

庭の植物への散水(男性/50 代/大阪圏)	 

植木に散水(女性/60 代/大阪圏)	 
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【Q10. あなたは普段、ご家庭で水を飲むとき、何の水を飲みますか。あてはまるものをお選び下さい。（いくつでも）】（6.その他 FA） 
ミネラルウォーターを買う(男性/20 代/首都圏)	 

市販のパウチ入り水(女性/30 代/首都圏)	 

サンゴの粉末を入れて(女性/50 代/首都圏)	 

ジャスコの水(男性/30 代/中京圏)	 

あまり水を素のままで飲まない(男性/40 代/中京圏)	 

炭で浄化してから飲む(男性/50 代/中京圏)	 

清水を汲みに行く(男性/60 代/中京圏)	 

ミネラルウォーター(女性/20 代/中京圏)	 

蒸留水(女性/50 代/中京圏)	 

神社の湧水(男性/60 代/大阪圏)	 

海洋深層水(女性/60 代/大阪圏)	 
 
【Q12. あなたは日々の生活の中で、水による災害や問題が起こることに不安を感じたことがありますか。以下から不安を感じたことがあるものを 
お答えください。（いくつでも）】（18.その他 FA） 
地震(男性/60 代/首都圏)	 

放射能汚染(女性/30 代/首都圏)	 

地震(女性/30 代/首都圏)	 

放射能汚染(女性/30 代/首都圏)	 

地震(女性/30 代/首都圏)	 

地下水のくみ上げすぎの地盤沈下(男性/20 代/中京圏)	 
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【Q13. 地震や災害などの緊急時に対し、普段どのような水の備えをしていますか。（いくつでも）】（7.その他 FA） 
ペットボトルに水を汲んでおく(男性/40 代/首都圏)	 

非常用浄水フィルター(男性/50 代/首都圏)	 

ウォーターサーバー水の予備(男性/50 代/首都圏)	 

汲み置き(男性/50 代/首都圏)	 

水を汲み置きしている(男性/50 代/首都圏)	 

水道水をペットボトルでためている(男性/60 代/首都圏)	 

トイレを流すために水をペットボトルに入れておく(女性/30 代/首都圏)	 

ポリタンクに水を溜めておく(女性/30 代/首都圏)	 

炭で浄化したものを冷蔵庫で保管(男性/50 代/中京圏)	 

水道水をペットボトルに入れて置いておく(男性/50 代/中京圏)	 

ペットボトルに水道水を貯めて置く(男性/50 代/中京圏)	 

水道水を貯めておく(男性/60 代/中京圏)	 

ペットボトルに人数分一週間分蓄える(男性/60 代/中京圏)	 

ウオーターサーバー(男性/40 代/大阪圏)	 

水道水をペットボトルに溜めている(男性/60 代/大阪圏)	 

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙに水道水を溜めておく(女性/20 代/大阪圏)	 

普通の水を濾過してためておく(女性/40 代/大阪圏)	 

タンクに貯水している(女性/50 代/大阪圏)	 

エコキュートのタンク容量が大きい(女性/60 代/大阪圏)	 

トイレ排水用にペットボトルに水道水を入れて置いている(女性/60 代/大阪圏)	 
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【Q14. 好きな水辺について、以下から３つまでお選び下さい。（３つまで）】（16.その他 FA） 
ない(男性/20 代/首都圏)	 

特に無し(男性/20 代/首都圏)	 

ビオトープ(男性/50 代/首都圏)	 

特になし(女性/50 代/首都圏)	 

特になし(女性/20 代/中京圏)	 

ダム湖(女性/20 代/中京圏)	 

特に無い(女性/40 代/中京圏)	 

エコキュート内に入っている(女性/60 代/中京圏)	 

井戸(男性/30 代/大阪圏)	 

無し(男性/40 代/大阪圏)	 
 
【Q16. あなたの子供の頃で、印象深いふるさとの風景とは何ですか。（いくつでも）】（19.その他 FA） 
雑多な下町(男性/30 代/首都圏)	 

都会の空き地(男性/50 代/首都圏)	 

近くにあった大学のキャンパス(女性/20 代/首都圏)	 

土手(女性/40 代/首都圏)	 

海も山も見渡せる高台(女性/50 代/首都圏)	 

大文字山(女性/60 代/首都圏)	 

花壇(男性/20 代/中京圏)	 

道路(男性/30 代/中京圏)	 

子供の頃に住んでいた自宅やその周辺(男性/50 代/中京圏)	 

干潟(女性/50 代/中京圏)	 

温泉帰りの夕方風景(女性/60 代/中京圏)	 

神社や寺院の境内(男性/60 代/大阪圏)	 

工場地帯(女性/40 代/大阪圏)	 

天満宮(女性/50 代/大阪圏)	 
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【SQ17-1. あなたが住む地域の、水に関して誇れる物・場所・事柄は何ですか。（いくつでも）】（16.その他 FA） 
地下放水路(男性/40 代/首都圏)	 

蛍のいる池(男性/40 代/首都圏)	 

里山(男性/60 代/首都圏)	 

特になし(女性/30 代/首都圏)	 

ディズニーシー(女性/30 代/首都圏)	 

水害が少ない。(女性/50 代/首都圏)	 

用水(女性/60 代/首都圏)	 

上水(女性/60 代/首都圏)	 

砂浜、田んぼ(男性/20 代/中京圏)	 

図書館(男性/30 代/中京圏)	 

愛知用水(男性/40 代/中京圏)	 

名古屋の水(男性/50 代/中京圏)	 

運河ほどではないが大規模な用水施設(男性/50 代/中京圏)	 

愛知用水(男性/50 代/中京圏)	 

堀(男性/50 代/中京圏)	 

堀(男性/50 代/中京圏)	 

ダム湖(女性/20 代/中京圏)	 

浄水場(女性/30 代/中京圏)	 

ホタル(女性/30 代/中京圏)	 

神社の水(女性/30 代/中京圏)	 

神社(女性/40 代/中京圏)	 

温泉(女性/50 代/中京圏)	 

川の源流・ホタル(女性/60 代/中京圏)	 

水道水の味(女性/60 代/中京圏)	 

関空(男性/40 代/大阪圏)	 

水を奉っている神社(男性/60 代/大阪圏)	 

ビオトープ(女性/40 代/大阪圏)	 

ダム湖(女性/50 代/大阪圏)	 
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明石海峡大橋(女性/60 代/大阪圏)	 

天然水(女性/60 代/大阪圏)	 

社寺仏閣(女性/60 代/大阪圏)	 
 
 
【Q18. あなたが子供達に伝えたいと思うものが以下の中にありますか。（いくつでも）】（10.その他 FA） 
農薬等で、生態系を壊さないようにすることの大切さ(女性/60 代/首都圏)	 

 
 
【Q19. 将来にわたって、きれいな水が飲めるようにするために必要なことは何でしょうか。以下から３つまでお選び下さい。（３つまで）】（12.その他 FA） 
自然の山の保護と推進(男性/50 代/首都圏)	 

法的処罰(男性/50 代/首都圏)	 

原発廃炉、垂れ流している福島原発の汚染水をどうにかする(女性/20 代/首都圏)	 

福島原子力発電所による汚染水の垂れ流し(女性/30 代/首都圏)	 

企業責任を明瞭にする(男性/50 代/中京圏)	 

特にない(男性/60 代/中京圏)	 

わからない(女性/20 代/中京圏)	 

川の護岸工事のありよう(女性/60 代/中京圏)	 

外国資本からの防衛(男性/40 代/大阪圏)	 

所謂文明生活を捨てる(男性/40 代/大阪圏)	 

政官財の反省(男性/50 代/大阪圏)	 

なし(女性/30 代/大阪圏)	 

放射能汚染の除去および危険性の周知徹底(女性/40 代/大阪圏)	 
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【SQ20-1. 「里川」という言葉のもつイメージに一番近いのは次のどれですか？以下から３つまでお選び下さい。（３つまで）】（11.その他 FA） 
わからない(男性/40 代/首都圏)	 

意味を知らない(男性/50 代/首都圏)	 

故郷の川(女性/60 代/首都圏)	 

人為的な川(男性/30 代/中京圏)	 

ない(男性/60 代/中京圏)	 

特にない(男性/60 代/中京圏)	 

わからない(女性/20 代/中京圏)	 

僻地(男性/40 代/大阪圏)	 

自己満足(男性/40 代/大阪圏)	 

知らないので分からない(男性/50 代/大阪圏)	 

しらない(女性/20 代/大阪圏)	 

なし(女性/30 代/大阪圏)	 
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【Q22. あなたは今年からの 100年後の 2113年に、水をとりまく環境はどのようになっていると思いますか？（いくつでも）】（27.その他 FA） 
わからない(男性/20 代/首都圏)	 

想像がつかない(男性/50 代/首都圏)	 

今と変わらない(男性/50 代/首都圏)	 

わからず(男性/60 代/首都圏)	 

福島原子力発電所による海への放射能汚染が今よりもひどくなる(女性/30 代/首都圏)	 

なし(女性/40 代/首都圏)	 

想像がつかない(女性/40 代/首都圏)	 

わからない(女性/40 代/首都圏)	 

わからない(女性/50 代/首都圏)	 

分からない(女性/50 代/首都圏)	 

大きな変化なし(女性/50 代/首都圏)	 

わからない(女性/60 代/首都圏)	 

わからない(女性/60 代/首都圏)	 

田が減って治水力が落ちる、ゲリラ豪雨の頻度が増す(男性/20 代/中京圏)	 

日本はなくなっている(男性/40 代/中京圏)	 

？(男性/40 代/中京圏)	 

わからない(男性/50 代/中京圏)	 

想像できない(男性/60 代/中京圏)	 

わからない(男性/60 代/中京圏)	 

特にない(男性/60 代/中京圏)	 

外国人に水源地を買われている(女性/20 代/中京圏)	 

わからない(女性/20 代/中京圏)	 

どれもあてはまらない(女性/20 代/中京圏)	 

外国に豊かな森林を買われめちゃくちゃになっている(女性/40 代/中京圏)	 

?(女性/50 代/中京圏)	 

変わらない(女性/50 代/中京圏)	 

わからない(男性/40 代/大阪圏)	 

人類は衰退して、結果環境はよくなっている(男性/40 代/大阪圏)	 
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なし(男性/50 代/大阪圏)	 

わからない(男性/60 代/大阪圏)	 

特になし(男性/60 代/大阪圏)	 

放射能に汚染されている(男性/60 代/大阪圏)	 

わからない(女性/20 代/大阪圏)	 

なし(女性/30 代/大阪圏)	 

わからない(女性/40 代/大阪圏)	 

安全な水はほぼない(女性/40 代/大阪圏)	 

わからない(女性/50 代/大阪圏)	 

１００年先はわからない(女性/60 代/大阪圏)	 

わからない(女性/60 代/大阪圏)	 
 


